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アイルランド – 国際的医療技術ハブ

100 ヵ国へ輸
出

年間売上

126億ユーロ

全世界8割のステ
ント製品がア
イルランド産

９割の世界最
大医療技術
会社がここに

ある

世界５大医
療技術ハブ

の１つ

450社

社員数

３８，０００ 人

ソース: IMDA 2016-2020報告



アイルランド: ヨーロッパにある主な貿易パートナー

位置およびビジネス促進環境の優位性によって、 アイルランドが全世界の企業がヨーロッパへ進出する跳ね板になる。

ヨーロッパの唯一の英語圏の国として、アイルランドは、人口5.12億超の世界最大単一市場への無制限アクセスをすることを可
能にする。

フリートウッドヘルスケア社はアジア会社がアイルランド経由でヨーロッパ市場への進出機会を提供できるユニークな位置にあ
る: 

-ヨーロッパ法律に適合した運営
- 欧州医療機器規則（mdr）準拠
- イギリスのEU離脱の準備が出来ている



アイルランド: 国は大きくないが巨大な市場潜在力を持つ

人口増長
• 人口が650万で、2031年まで人口の伸び率12％。
• 2031年まで、６５歳以上の高齢者の増加率は59％、85歳以上の高齢者の増加率は95%。

質の優れたヘルスケアの需要
• 医療技術ハブとして、革新的、質の優れた医療装置へ高い期待が寄せられる。
• アイルランド人医師が国際基準の訓練を受けたので、基準の高い、世界的に利用可能な製品を提供可能。

ヘルスケアへの支出
• アイルランドは国内総生産（GDP）の7.5% 、一人当たり4,700ユーロをヘルスケアへ支出する予定。経済協力開
発機構（OECD）の第7位。

• 2層健康システム: 公共（人口の100％）および私的（45％の人口が追加施設へのアクセスを有する）



Fleetwood Healthcare - 組織概要

本社は2000平方メートルの倉庫を持ち、ウィックローに基づいたサポート機能。

ウィックロー
本社

北アイルラン
ド

ベルファスト
の営業所

ベルファストの会社は北アイルランドへ販売およびサポート機能、
倉庫を含む（500平方メートル）

ゼネラルマネー
ジャー

David O'Keeffe

セールスディレク
ター

Michelle Casey

臨床的販売専門家 臨床的販売専門家 臨床的販売専門家

マーケティング・
ディレクター

Kathy O'Keeffeフ

金融
マネージャー
AM Keating

顧客サービス

マネージャー
Michaela Thomas

顧客サービス
チーム

倉庫
チーム

運営マネージャー

Jack Fleetwood

アイルランド共和国と北アイルランドに会社を併設。



フリートウッド ヘルスケア社:  アイルランドで25年間引き続き
営業

良く尊重・信頼されるプレミアム・ブランド

• 総合的、且つ専門分野の製薬品を提供:

業界で認められたリーダー、イノベーターおよび教育者。

• 使い捨て医療製品の開発をリードし、革新的技術を絶え間なく導入。

• 品質を重視し、市場のトップを走るプレミアム・ブランドを有する。

アイルランド地元で最も評価の高い医療技術のブランドの一つ。

• 2020年５月から、ヨーロッパすべての立法よりも早い医療機器規則準拠
• HPRA品質管理システム認証済み （医療製品規制機関）
• バーコードによる追跡可能性
• 温度制御貯蔵

消化管 内視鏡検査 女性の健康 泌尿器科 手術室 止血剤



弊社の長所が成功の主な原因。

長所

教育：専門的なチームを有する
同時に、専門的トレーニングを
提供する。

パートナーシップ：サプライ
ヤーと顧客と長い協力関係を構
築する。

順応性: 顧客が発展するので、
弊社も新しい製品を開発しなけ
ればならない。

継続的改善: HPRA 監査品質シス
テム；バーコードト追跡および
温度制御貯蔵

成功

ローヤリティー: 数多くのサプ
ライヤー及び顧客は弊社と20年
以上の信頼関係がある。

持続可能性: 弊社はNHS、HSEお
よびすべての私立病院と持続可
能な提携関係を構築し、これら
の病院より承認済みサプライ
ヤーでもある。

新規代理店の獲得: 毎年、弊社
はポートフォリオへ新たな製品
シリーズを追加する。

財務収益: 売上が引き続き成長
する。その実績は追跡可能。

20202010 年間

加速された成長に伴い、過去１０年間にわたって、弊社の販売額が過去の２倍
になった
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主な長所:
• アイルランドは医療技術の国際ハブ。
•

•

• 世界最大の単一市場という非常に理想な位置にある。
•

• 追跡できる実績を持つフリートウッドヘルスケア社
•

• 戦略的エリアにフォーカス: 

内視鏡検査

消化管

泌尿器科

女性の健康

止血薬

手術室

www.fleetwoodhealthcare.ie

support@fleetwoodhealthcare.ie

+353 1 201 4620

連絡先

https://www.linkedin.com/company/11324465/


David O’Keeffe
フリートウッドヘルスケア社へ医療技術会社25年間国際的運営経験を生かしたヘルスケアエグゼクティブ。市場成長を凌ぐ利益を
生む商業組織を作成し、追跡のできる記録がある。複雑な環境においても、会社運営の透明度を高め、舵取りに得意。彼は、製品
管理、地域マーケティングの拡大、新規ビジネス開発を行い、一般の管理、公的および私的未公開株式会社での職を遍歴、国際舞
台に活躍する役割を果たした。数多くの場合、基準を下回るチームあるいは全く新しいチームの業績を好転させ、高い成長を実現。

経験：
Creganna/ TE Connectivity (www.creganna.com)
2013～2018年 世界副社長販売および&マーケティング

CR Bard Inc. (www.crbard.com)
2012年～2013年 ポーランド、チェコおよびスロバキアのゼネラルマネージャー
2008年～2013年 ヨーロッパ新規ビジネス開発ディレクター
2004年～2008年 アイルランドゼネラルマネージャー兼南アフリカゼネラルマネー
ジャー

Baxter Healthcare Inc. (www.baxterhealthcare.ie)
2002年～2004年 ベルギー、ヨーロッパマーケティングマネージャー
1999年～2002年 ベルギー、ヨーロッパ戦略および開発マネージャー
1997年 ～1999年 アイルランドの国家アカウント・マネージャー
1994年～1997年 アイルランドのセールスマネージャー

実績：
▪ 2013年から2017年に掛けて、Cregannaの売上高は1.3億ドルから4.2億ドルで増加した
▪ PWC社（6.5百万ドル）とAdvanced Cath社 (6百万ドル)との商業的統合によって、Creganna社が創立した
▪ Creganna社の目標は世界の市場リーダーとして、そのように役割を果たした。
▪ Cregannaを8.95億ドルを TE Connectivityへの統合を可能にした
▪ CR Bardのヨーロッパ新規ビジネス開発機能を構築・リードした。
▪ CR Bard アイルランド 、南アフリカ国レベル組織を設立し、 GMの位置づけを応援する。
▪ CR Bard Easternを再構築し、ヨーロッパ地域の販売を好転した。
▪ 医学技術業界のすべての会社のC-suiteレベル上層部と広範的、かつ国際的なネットワークを構築した。

資格:
2001年、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンEMBA

1992年、Acc/Fin認証 卒業証書(ACCA)
1990年 HDip.UCC、生命工学

1989年、ユニバーシティ・カレッジ・コーク、BSc (微生物
学/生物化学)

重要な役割/アワード:
2017年～2019年 アイルランドHBAN（エンジェル投資家ネットワーク）医療機器の会長

2008年～2009年 アイルランド医療・外科サプライヤー貿易協会の委員およびディレクター(IMSTA)
2006年、アイルランド販売研究所の名誉フェロー

ダビデとフリートウッド:

DavidはFleetwoodを25年間引き続き、売上の増加を実現し、5億
ユーロの大組織に貢献した。彼はFleetwood社のために、豊富な
国際聯絡ネットワークに頼り、新しい代理店を探し、最も大きな多
国籍の医薬技術会社から信頼されているので、数多く国際的に

高い役割を果たした。彼はアイルランドで熟知・尊重され、初期に
IMSTA貿易業界の発展を推し進めた人。アイルランドにある早期
医療技術の大きな投資会社―――HBAN医療技術グループの会

長。

http://www.crbard.com/


イノベイションに拘るこそ卓越になれる
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