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Accelerate your medtech business in 
East Netherlands
 

East Netherlands is unique as a testbed and development location for innovative medical technology 
companies. With several larger medtech companies nearby and a strong cooperation of over 300 
businesses, small and large healthcare providers, knowledge institutes and investors within the Health 
Valley network, this thriving and still growing ecosystem is the place to be to boost your medtech 
innovation into Europe.

Business climate Business support Open & innovative

Health Valley is the largest network in 

the Netherlands that fosters and supports 

technological innovations in health care. 

Health Valley provides a unifying platform 

for universities, care institutions, companies 

and governmental authorities to exchange

information and collaborate in setting up 

innovative projects. 

The international Health Valley Event 

in March each year is the largest Health 

innovation congress in the Netherlands.

Companies
The list of globally operating companies in 

the region includes names such as: Demcon, 

Nedap, Micronit, Sigma Screening, Laborie, 

Lipocoat, Thales, U-Needle, Inreda, Indes, 

Humeca, Fisic, Medlon, Nanoni, Westfalen 

Medical, Microfluidics, PA Imaging, Codan, 

Lionix, Freedom Innovations, Medline, GE 

Healthcare, Wassenburg Medical Devices, 

Machnet Medical Robotics, Gable Systems, 

Biotronik, Microtek Medical, Paul Hartmann, 

Pera Labs, Evidenco and Ophtecs.

East Netherlands has a strong ecosystem 

for medtech companies to thrive and grown 

their business in Europe. The following 

partners in the ecosystem are keen on 

supporting you grow your business in the 

region: 

Rockstart Health - a hands-on investment 

program focused on market-validated 

startups in the health sector. 

TechMed Centre - a leading Innovation 

Hub with a state-of-the-art infrastructure 

impacting healthcare by excellent Research, 

Innovation and Educational programmes. 

Novel-T - supports medtech companies with 

a full range of programs and services.

Briskr - stimulating entrepreneurship and 

innovation in life sciences & health. 

Via joint research program top-class research 

institutes bring your innovation forward 

e.g. in medtech, rehabilitation, prevention, 

e-health and lab-on-a-chip.

Key research institutes
• Radboud University 

• Radboudumc

• Radboud Reshape Innovation Center 

• University of Twente 

• Fraunhofer project center

• IMEC

Regional innovation adopters
• Isala Clinics – specialist in heart surgery,  

 neuro surgery and dialyse

• Rijnstate – specialist in Gastroenterology

• St. Maartensclinic – specialist in  

 ortopedics and rehabilitiation

• Roessing Research and Development –  

 specialist in rehablitation

• Pluryn Digital Health Center – specialist  

 in care

• Siza Academy Het Dorp – specialist in care

• NAAST – specialist in remote care

東オランダ：
活気溢れるヘルスエ
コシステム

東オランダでのみ、有資格のヘルスビ
ジネスパートナー、技術、人材、政府支
援の強力で活気溢れる様を伺うことが
できます。

このエコシステムは、EUからの1,100
億ユーロの資金投入により増強さ
れており、貴社のような企業がLife 
Sciences & Health Europeと共に成功
できるよう支援します。

貴社がヘルスバリューチェーンにお
いて活発に事業活動を行っているの
であれば、東オランダはまさに格好の
場所です。 

「当社は、その戦略的なロケーション、
大規模なスタートアップ文化、優秀な
医療研究機関、イノベーション重視とい
う理由から欧州の拠点としてオランダ
を選びました。」

Chris Land
Lunit欧州販売担当バイスプレジデント
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ビジネス支援
東オランダには、メドテック企業が欧州で繁栄
し、成長を遂げるための堅固なエコシステム
があります。以下に上げるエコシステムのパー
トナーは、同地域における貴社の事業成長を
支援することに熱意を持っています。

Rockstart Health－ヘルス部門における市場
が検証したスタートアップに重点を置いた実
践的投資プログラム。

TechMed Centre－卓越した研究、イノベーシ
ョン、教育グラムによりヘルスケアに影響を及
ぼす最先端のインフラを備えた先進的イノベ
ーションハブ。

Novel-T－フルレンジのプログラムおよびサー
ビスを備えたメドテク企業を支援する。

Briskr－ライフサイエンスおよび健康の分野
における起業とイノベーションを奨励する。
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東オランダで貴社のメドテックビジネスを加速化する
 

東オランダは、革新的な医療技術会社の実績ある開発の地として独自の地位を占めています。
数社の大手メドテック企業が近郊にあり、かつヘルスバレー（Health Valley）ネットワーク内の
300社を超える企業、大小のヘルスケアプロバイダー、専門機関および投資家が緊密に協力す
ることから、活況を呈し、今なお成長し続けるこのエコシステムは、貴社の欧州に向けたメドテ
ックイノベーションを強化する上で格好の場といえます。

ビジネス環境
ヘルスバレーは、ヘルスケアにおける技術革
新を育成・支援するオランダ最大のネットワー
クです。ヘルスバレーは、情報交換を行い、革
新的プロジェクトを設定するための、統合プラ
ットフォームを大学、ヘルスケア機関、企業、政
府当局に提供します。

毎年3月に開催される国際的なヘルスバレー
イベントは、オランダ最大のヘルス関連イノベ
ーションが集結する場となっています。

企業
当地域においてグローバルに事業を展開
する企業リストには、以下のような企業が
名前を連ねています ： Demcon, Nedap, 

Micronit, Sigma Screening, Laborie, 

Lipocoat, Thales, U-Needle, Inreda, Indes, 

Humeca, Fisic, Medlon, Nanoni, Westfalen 

Medical, Microfluidics, PA Imaging, Codan, 

Lionix, Freedom Innovations, Medline, GE 

Healthcare, Wassenburg Medical Devices, 

Machnet Medical Robotics, Gable Systems, 

Biotronik, Microtek Medical, Paul Hartmann, 

Pera Labs, Evidenco, Ophtecs.

オープンでイノベーティブ

共同研究プログラムを通じ、トップクラスの研
究機関が貴社のイノベーションを前進させま
す（例：メドテック、リハビリテーション、プリベ
ンション、e-ヘルス、チップ上に集積されたラボ

（lab-on-a-chip））

主要研究機関
• ラドバウド大学
• ラドバウド大学医療センター
• ラドバウド再形成イノベーションセンター
• トゥウェンテ大学
• フラウンフォーファプロジェクトセンター
• IMEC

同地域のイノベーション採用組織
• Isala Clinics－心臓外科・神経外科・透析の

スペシャリスト
• Rijnstate－消化器学のスペシャリスト
• St. Maartensclinic－整形外科・リハビリテ

ーションのスペシャリスト
• Roessing Research and Development－リ

ハビリテーションのスペシャリスト
• Pluryn Digital Health Center－ヘルスケア

のスペシャリスト
• Siza Academy Het Dorp－ヘルスケアのス

ペシャリスト
• NAAST－リモートケアのスペシャリスト

Oost NL - 欧州ビジネス 
成功へのサポート

Oost NLは東オランダの
経済開発機関です。

オランダへの投資
Oost NLは、Invest In Hollandプロ
グラムのパートナーと緊密に連携
しています。メインパートナーは、
大阪と東京にオフィスがある
オランダ外国投資庁です。

御社の欧州事業確立と成長を成功に
導くため、私たちは資金、ビジネス
ネットワーク、研究パートナーなどの
リソースへのアクセスをご提供いた
します。

お問い合わせ：
東オランダ開発機関（Oost NL）
Laan van Malkenschoten 40
P.O. Box 1026
7301 BG アペルドールン、オランダ

（Apeldoorn, The Netherlands）
電話： +31 (0) 88 667 0100
ウェブサイト：www.oostnl.com
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