
( 問い合わせ先 )

国立大学法人 山梨大学
融合研究臨床応用推進センター事務室内

医療機器産業技術人材養成講座担当

電 話： 055－273－1266
F A X： 055－273－1262
受付時間：平日（月～金）8時30分～17時15分
ただし、祝日および年末年始（12/29～１/３）を除く

本事業の募集は、山梨県の令和３年度予算成立後、速やかに事業を開始できる
ようにするため、予算成立前に募集の手続きを行うものです。

本事業の実施は、令和３年度予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更・
中止になることもありますので、あらかじめご了承ください。

１．受講して良かった点
今年度はコロナ禍の中で従来とは異なる教育形態（オンライン授業）で実施する事となり、事務局

の方々には大変なご苦労をお掛けしましたが、無事に修了できたことに対し感謝いたします。
座学講座は、基本から専門的内容まで医療全般に渡った内容で医療知識が乏しい私でも理解できる内
容でした。特に動画を駆使した説明には実際に装置を使用した治療方法が手に取るように判りました。
特に医療器具シミュレーション講座は装置を使用した実習で、普通では経験できない貴重な体験をさ
せて頂き、同時に精細な熟練操作の必要性を改めて痛感いたしました。
講義後半は実際に医療機器を自分たちで設計・製造し、ものづくりの実習を通じて申請書提出の方法
から金融融資の為のプレゼンテーション資料作成まで事細かく指導いただき大変有意義でした。

２．受講しようと考えている企業に向けて
医療機器はダビンチのような大型装置からピンセットのような小型器具まで多種多様です。これか

ら参入を考えられている皆様の技術が医療機器製造にきっと役立つと思います。
弊社は医療機器製造とはほとんど無関係の業種ですが、今回の受講を通じ、次のステップに進めた気
がいたします。まずは受講して現場最前線の医療分野について理解を深めることが企業としての貴重
な体験となるでしょう。

令和2年度修了生（東洋電子工業株式会社/中村様）

○ 募集人員
○ 開催期間

○ 開催場所

○ 受 講 料
○ 募集期間
○ 講 座 HP

：山梨大学医学部ファカルティスペース、工学部等
(融合研究臨床応用推進センター１F）

：原則無料 ※実習、視察等で実費が必要な場合があります。
：令和３年３月８日（月）～４月２日（金）
：http://cacr.yamanashi.ac.jp/course.html

：２０名程度
：令和３年４月 ～ 翌年２月（全80コマ 120時間）

( 実習・見学を除き毎週火曜日18:00～21:00開講予定 ）
※新型コロナウイルス感染症の流行状況等により座学講義から

オンライン形式に変更する可能性があります。

１．受講して良かった点
今年度は新型コロナウィルスの影響から、講座がWeb中心になりました。感染症

対策の観点から病院内に入れなかったため、実際に医療現場にて生の声等を聴くこ
とはできませんでしたが、講義の先生方も資料をわかりやすく作成していただきま
した。
医療機器シミュレーターを用いて医療機器を体験できた他、胃ろうボタンの実演な
どを見ることができ良い経験になりました。
講座後半はグループに分かれ実際に医療機器の製作を行いました。異業種のメン
バーと設計、試作、医療機器の承認申請書、及び試作品にかかるプレゼンテーショ
ンまで一緒に作り上げることで、通常の業務では経験できないことも味わうことが
できました。非常に有意義な時間でした。

２．受講しようと考えている企業に向けて
医療機器業界のニーズや先生方の声を聞くことができますので、今後の新規産業

に向けたヒントがたくさんあると思います。またさまざまな業種のメンバーが集ま
りますので、1年だけで終わるのでなく、その後もメンバーとの繋がりや企業間で
の繋がりが生まれ、新たなビジネスチャンスになります。多くの企業に参加してい
ただきたいと思います。

令和2年度修了生（ジット株式会社/網倉様）



やまなし地域活性化雇用創造プロジェクトにおける
医療機器産業技術人材養成講座

医療機器産業は、国内の市場規模が約３兆円と大きく、高齢化などによる新たなニーズの高
まりも期待できるとともに、本県のものづくり企業が培ってきた高度な技術の活用が期待で
きる有力な産業分野です。

そこで、県内を中心とした産業界の社会人技術者等を対象に、医療機器に必要な技術・知
識等を習得する機会を提供し、県内中小企業等が医療機器技術者の育成や新規雇用に取り組
みやすい環境を整備するために、「医療機器産業技術人材養成講座」を開設します。

本講座は、企業の医療機器の事業化の進展に貢献することで、県内中小企業等の雇用の増加、
雇用環境の改善や安定的で良質な雇用の創造を図ることを目的としております。なお、本講
座は、やまなし地域活性化雇用創造プロジェクトの一環として、山梨大学が山梨県から受託
して実施するものです。

※本講座受講修了者には修了証書を発行し、さらに資格認定試験に合格した方には、称号を授与します。

医療機器産業技術人材養成講座シラバス（抜粋）

H27～R１年度 試作品例

体内固定用プレート
点滴監視装置
分娩監視装置
栄養カテーテル補助装置
心肺蘇生補助装置
代替音声発生器
手術器具付着物検出装置

実際に講座の中で実際に受講生が作った
一例です。
グループに分かれ、講座の内容から得た
ニーズを基に医療機器の設計及び試作を
行っています。

令和２年度アンケート抜粋

（いただいたコメント）
医療機器のニーズ探索や事業化、医療機

器のクラス分類、申請手順など、役立つ情
報が多く、有意義な講座であると思います。
また医療の専門講座も全く未知の分野で、
難しい内容ではありますが、興味深く勉強
させていただきました。

対面式での講義ができない中、Web講義
で対応してくださりありがとうございます。
医療機器とは無縁の仕事をしているので、
普段聞くことのできない話ばかりで新鮮で
楽しいです。無縁と思っていましたが、こ
の講義を通して医療機器について知ること
で身近にあるものだと分かりました。

受講のメリット
・医療機器に関する知識及び技術の習得

・医療機器関係法令の規制等に関する知識習得

・山梨大学医師等との人的ネットワーク構築

・受講企業との人的ネットワーク構築

・受講後のフォローアップ

医療機器に関する知識・技術を
習得することにより医療機器産
業に取り組み易くなります。

山梨大学との連携をスムーズに
行え、病院等の医療機器ニーズ
を見つけやすくなります。

受講企業間の共同研究や取引拡
大等に繋がります。

１．わかりやすい内容

であった
42%

２．自社の事業内容に

関連し、新分野へ取り

組むための有効なヒン

トが有った
35%

３．内容が難しくよく

理解できなかった
11%

４．その他
12%

Q1 講義に関して（複数回答可）

講義名 講義内容

オリエンテーション オリエンテーション

産科婦人科領域     /   小児科領域

整形外科領域       /   眼科領域

歯科・口腔外科領域 /   耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域

循環器系領域       /   放射線科領域    /  消化器領域

動物実習

解剖実習

救急医療領域

手術室や医療機器の実際

シミュレーション実習 医療機器シミュレータ等の体験・操作

医薬品医療機器法概論 医療機器開発関連の規制要件、新薬事法の役割

医療機器の基本要件 医療機器の承認・認証・業許可・基本要件

QMS・医療機器の品質管理・リスクマネージメント

電気安全・性能試験

医療機器材料概論 生物学的安全性・材料評価

医療機器臨床試験概論 医療機器の臨床試験・プロトコル作成

医療機器市場論 医療機器における市場性・投資の考え方

日本の保険制度 医療機器と医療保険制度

グループディスカッション テーマ選択

医療機器工学概論 工学面から見た医療機器開発

評価テスト 知識の再確認、認定のための試験

夏期講義 医学基礎講座と関連医療機器に関する集中講義

5名程度からなるグループ実習

機器の設計・試作

修了研究・申請書作成 申請資料の作成

模擬審査 模擬審査会

資料作成 プレゼン資料作成

修了発表会

修了証書授与式
修了発表・修了証授与

医学基礎講座と関連医療機器

医学基礎実習

救急・手術室見学

医療機器非臨床試験概論

修了研究・医療機器製作実習


Sheet1

		講義名		講義内容

		オリエンテーション		オリエンテーション

		医学基礎講座と関連医療機器		産科婦人科領域

				整形外科領域

				眼科領域

				歯科・口腔外科領域

				耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域

				循環器系領域

				放射線科領域 ホウシャセン カリョウイキ

				小児科領域 ショウニカ リョウイキ

				消化器領域

		医学基礎実習		動物実習 ドウブツジッシュウ

				解剖実習 カイボウジッシュウ

		救急・手術室見学 キュウキュウ シュジュツシツ ケンガク		救急医療領域 イリョウ リョウイキ

				手術室や医療機器の実際 イリョウキキ ジッサイ

		シミュレーション実習		医療機器シミュレータ等の体験・操作 トウ

		医薬品医療機器法概論		医療機器開発関連の規制要件、新薬事法の役割

		医療機器の基本要件		医療機器の承認・認証・業許可・基本要件

		医療機器非臨床試験概論		QMS・医療機器の品質管理・リスクマネージメント

				電気安全・性能試験

		医療機器材料概論		生物学的安全性・材料評価

		医療機器臨床試験概論		医療機器の臨床試験・プロトコル作成/知財の取り扱い

		医療機器市場論		医療機器における市場性・投資の考え方

		日本の保険制度		医療機器と医療保険制度

		グループディスカッション		テーマ選択

		医療機器工学概論		工学面から見た医療機器開発

		評価テスト		知識の再確認、認定のための試験

		夏期講義		医学基礎講座と関連医療機器に関する集中講義

		修了研究・医療機器製作実習		5名程度からなるグループ実習 テイド

				機器の設計・試作

		修了研究・申請書作成		申請資料の作成

		模擬審査		模擬審査会

		資料作成		プレゼン資料作成

		修了発表・修了証授与		最終発表会

				修了証書授与式





Sheet1 (2)

		講義名		講義内容

		オリエンテーション		オリエンテーション

		医学基礎講座と関連医療機器		産科婦人科領域     /   小児科領域

				整形外科領域       /   眼科領域

				歯科・口腔外科領域 /   耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域

				循環器系領域       /   放射線科領域    /  消化器領域

		医学基礎実習		動物実習 ドウブツジッシュウ

				解剖実習 カイボウジッシュウ

		救急・手術室見学 キュウキュウ シュジュツシツ ケンガク		救急医療領域 イリョウ リョウイキ

				手術室や医療機器の実際 イリョウキキ ジッサイ

		シミュレーション実習		医療機器シミュレータ等の体験・操作 トウ

		医薬品医療機器法概論		医療機器開発関連の規制要件、新薬事法の役割

		医療機器の基本要件		医療機器の承認・認証・業許可・基本要件

		医療機器非臨床試験概論		QMS・医療機器の品質管理・リスクマネージメント

				電気安全・性能試験

		医療機器材料概論		生物学的安全性・材料評価

		医療機器臨床試験概論		医療機器の臨床試験・プロトコル作成

		医療機器市場論		医療機器における市場性・投資の考え方

		日本の保険制度		医療機器と医療保険制度

		グループディスカッション		テーマ選択

		医療機器工学概論		工学面から見た医療機器開発

		評価テスト		知識の再確認、認定のための試験

		夏期講義		医学基礎講座と関連医療機器に関する集中講義

		修了研究・医療機器製作実習		5名程度からなるグループ実習 テイド

				機器の設計・試作

		修了研究・申請書作成		申請資料の作成

		模擬審査		模擬審査会

		資料作成		プレゼン資料作成

		修了発表・修了証授与		修了発表会 シュウリョウ

				修了証書授与式






