【東京会場Ａ】
大田区産業プラザＰｉＯ
1Ｆ 大展示ホール

平成２９年度医療機器修理責任技術者基礎講習会カリキュラム
５月１１日(木)
科 目

時 刻

分

開場（受付とテキスト配付）

10：00～10：30

(30)

オリエンテーション

10：30～10：45

15 公益財団法人医療機器センター

Ⅲ. 法律①医療機器等法
1.修理業にかかる医療機器等法

10：45～12：45

120

12：45～13：45

(60)

Ⅱ. 修理の現状
1.病院の現状と修理業のあるべき姿

13：45～14：35

50

Ⅴ. 技術
1.修理に必要な医学知識（感染症を含む）

14：35～15：15

40

15：15～15：30

(15)

15：30～16：10

40

16：10～16：20

(10)

16：20～17：10

50

時 刻

分

9：30～10：00

(30)

Ⅴ. 技術
2.医用電気機器の安全通則等の基礎知識等

10：00～11：20

80

滋慶医療科学大学院大学
医療管理学研究科 特任教授 小野 哲章

Ⅱ. 修理の現状
2.業界側からみた修理業の現状と課題

11：20～12：00

40

医療機器修理責任技術者基礎講習会
運営委員 大沢 規人

12：00～13：00

(60)

Ⅵ. 故障点検及び診断の方法並びに修理
（修理の具体的事例と注意事項を含む）

13：00～13：30

30

Ⅶ. 業務管理

13：30～14：30

60

14：30～14：50

(20)

14：50～16：20

90 公益財団法人医療機器センター

休 憩（昼休み）

休 憩
Ⅳ. 法律②関連法規
1.医療法
2.医療関係者法令
3.工業標準化法
4.製造物責任法（PL）
休 憩
Ⅰ. 現在の医療とその周辺について

講師等

公益財団法人医療機器センター
常務理事 新見 裕一

大阪大学医学部附属病院
手術部・材料部・ＭＥサービス部
病院教授 高階 雅紀

公益財団法人医療機器センター
常務理事 新見 裕一

順天堂大学
客員教授 小野 喜志雄

５月１２日(金)
科 目
開場（受付）

休 憩（昼休み）

休 憩
テスト（オリエンテーションを含む）

講師等

元日本医療機器産業連合会
常任理事 古川

※講義の順番及び講師等については変更になる場合もあります。講義時間には質疑応答を含みます。

孝

【福岡会場】
福岡県中小企業振興センター
2F ホール

平成２９年度医療機器修理責任技術者基礎講習会カリキュラム
５月１７日(水)
科 目

時 刻

分

開場（受付とテキスト配付）

10：00～10：30

(30)

オリエンテーション

10：30～10：45

15 公益財団法人医療機器センター

Ⅴ. 技術
1.修理に必要な医学知識（感染症を含む）

10：45～11：25

40

11：25～12：25

(60)

Ⅱ. 修理の現状
1.病院の現状と修理業のあるべき姿

12：25～13：15

50

Ⅱ. 修理の現状
2.業界側からみた修理業の現状と課題

13：15～13：55

40

13：55～14：05

(10)

14：05～16：05

120

16：05～16：20

(15)

16：20～17：00

40

公益財団法人医療機器センター
常務理事 新見 裕一

時 刻

分

講師等

9：30～10：00

(30)

Ⅵ. 故障点検及び診断の方法並びに修理
（修理の具体的事例と注意事項を含む）

10：00～10：30

30

Ⅶ. 業務管理

10：30～11：30

60

Ⅴ. 技術
2.医用電気機器の安全通則等の基礎知識等

11：30～12：50

80

12：50～13：50

(60)

13：50～14：40

50

14：40～15：00

(20)

15：00～16：30

90 公益財団法人医療機器センター

休 憩（昼休み）

休 憩
Ⅲ. 法律①医療機器等法
1.修理業にかかる医療機器等法
休 憩
Ⅳ. 法律②関連法規
1.医療法
2.医療関係者法令
3.工業標準化法
4.製造物責任法（PL）

講師等

順天堂大学
名誉教授 釘宮 豊城

順天堂大学
名誉教授 釘宮 豊城
医療機器修理責任技術者基礎講習会
運営委員 吉野 盟吉

公益財団法人医療機器センター
常務理事 新見 裕一

５月１８日(木)
科 目
開場（受付）

休 憩（昼休み）
Ⅰ. 現在の医療とその周辺について
休 憩
テスト（オリエンテーションを含む）

元日本医療機器産業連合会
常任理事 古川

孝

滋慶医療科学大学院大学
医療管理学研究科 特任教授 小野 哲章

順天堂大学
客員教授 小野 喜志雄

※講義の順番及び講師等については変更になる場合もあります。講義時間には質疑応答を含みます。

【大阪会場】
大阪国際会議場 10F
1001～1003 会議室

平成２９年度医療機器修理責任技術者基礎講習会カリキュラム
５月２４日(水)
科 目

時 刻

分

開場（受付とテキスト配付）

10：00～10：30

(30)

オリエンテーション

10：30～10：45

15 公益財団法人医療機器センター

Ⅰ. 現在の医療とその周辺について

10：45～11：35

50

11：35～12：35

(60)

Ⅵ. 故障点検及び診断の方法並びに修理
（修理の具体的事例と注意事項を含む）

12：35～13：05

30

Ⅶ. 業務管理

13：05～14：05

60

14：05～14：15

(10)

14：15～16：15

120

16：15～16：30

(15)

16：30～17：10

40

公益財団法人医療機器センター
常務理事 新見 裕一

時 刻

分

講師等

9：30～10：00

(30)

Ⅴ. 技術
2.医用電気機器の安全通則等の基礎知識等

10：00～11：20

80

滋慶医療科学大学院大学
医療管理学研究科医療安全管理学専攻
教授 加納 隆

Ⅱ. 修理の現状
2.業界側からみた修理業の現状と課題

11：20～12：00

40

医療機器修理責任技術者基礎講習会
運営委員 吉野 盟吉

12：00～13：00

(60)

Ⅱ. 修理の現状
1.病院の現状と修理業のあるべき姿

13：00～13：50

50

Ⅴ. 技術
1.修理に必要な医学知識（感染症を含む）

13：50～14：30

40

14：30～14：50

(20)

14：50～16：20

90 公益財団法人医療機器センター

休 憩（昼休み）

休 憩
Ⅲ. 法律①医療機器等法
1.修理業にかかる医療機器等法
休 憩
Ⅳ. 法律②関連法規
1.医療法
2.医療関係者法令
3.工業標準化法
4.製造物責任法（PL）

講師等

東京医科歯科大学 大学院
医歯学総合研究科 医療政策学講座
政策学分野 特任助教 菅河 真紀子

元日本医療機器産業連合会
常任理事 古川

孝

公益財団法人医療機器センター
常務理事 新見 裕一

５月２５日(木)
科 目
開場（受付）

休 憩（昼休み）

休 憩
テスト（オリエンテーションを含む）

大阪大学医学部附属病院
手術部・材料部・ＭＥサービス部
病院教授 高階 雅紀

※講義の順番及び講師等については変更になる場合もあります。講義時間には質疑応答を含みます。

【東京会場Ｂ】
大田区産業プラザＰｉＯ
1Ｆ 大展示ホール

平成２９年度医療機器修理責任技術者基礎講習会カリキュラム
６月２９日(木)
科 目

時 刻

分

開場（受付とテキスト配付）

10：00～10：30

(30)

オリエンテーション

10：30～10：45

15 公益財団法人医療機器センター

Ⅲ. 法律①医療機器等法
1.修理業にかかる医療機器等法

10：45～12：45

120

12：45～13：45

(60)

13：45～14：25

40

14：25～14：40

(15)

14：40～16：00

80

16：00～16：10

(10)

16：10～17：00

50

時 刻

分

9：30～10：00

(30)

Ⅱ. 修理の現状
1.病院の現状と修理業のあるべき姿

10：00～10：50

50

Ⅴ. 技術
1.修理に必要な医学知識（感染症を含む）

10：50～11：30

40

Ⅱ. 修理の現状
2.業界側からみた修理業の現状と課題

11：30～12：10

40

12：10～13：10

(60)

Ⅵ. 故障点検及び診断の方法並びに修理
（修理の具体的事例と注意事項を含む）

13：10～13：40

30

Ⅶ. 業務管理

13：40～14：40

60

14：40～15：00

(20)

15：00～16：30

90 公益財団法人医療機器センター

休 憩（昼休み）
Ⅳ. 法律②関連法規
1.医療法
2.医療関係者法令
3.工業標準化法
4.製造物責任法（PL）
休 憩
Ⅴ. 技術
2.医用電気機器の安全通則等の基礎知識等
休 憩
Ⅰ. 現在の医療とその周辺について

講師等

公益財団法人医療機器センター
常務理事 新見 裕一

公益財団法人医療機器センター
常務理事 新見 裕一

滋慶医療科学大学院大学
医療管理学研究科 特任教授 小野 哲章

順天堂大学
客員教授 小野 喜志雄

６月３０日(金)
科 目
開場（受付）

休 憩（昼休み）

休 憩
テスト（オリエンテーションを含む）

講師等

順天堂大学
名誉教授 釘宮 豊城

医療機器修理責任技術者基礎講習会
運営委員 大沢 規人

元日本医療機器産業連合会
常任理事 古川

※講義の順番及び講師等については変更になる場合もあります。講義時間には質疑応答を含みます。

孝

