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Ⅰ 管 理 運 営 
 
１ 評議員会 

・第１３回評議員会 
 日時・場所 令和３年６月２５日１３時 （公財）医療機器センター会議室 

但し、出席者はリモート参加を可とした

 議   題 ① 令和２年度事業報告 
  ② 令和２年度決算報告 
  ③ 理事の選任 
  ④ 評議員の選任 

 
 
 
２ 理事会 

・第２７回理事会 
 日時・場所 令和３年６月１０日１３時 （公財）医療機器センター会議室 

但し、出席者は原則リモート参加とした

 議   題 ① 令和２年度事業報告 
  ② 令和２年度決算報告 
  ③ 特定費用準備資金の積立・取崩・計画変更 

  ④ 新理事候補者の推薦 
 

・第２８回理事会（みなし決議） 
 決議があったとみなされた日 令和３年１０月２１日 
 議   題 ① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づ

く事業区分「助成(応募型)」の追加 
 

・第２９回理事会 
 日時・場所 令和４年３月２４日１３時 （公財）医療機器センター会議室 

但し、出席者は原則リモート参加とした

 議   題 ① 令和４年度事業計画 
  ② 令和４年度収支予算 
  ③ 公印取扱規程 

  ④ 資金運用規定 

  ⑤ 評議員会の招集 

 

  



 - 2 - 

Ⅱ 公 益 目 的 事 業 
 
１ シンクタンク事業（医療機器産業研究所） 
 

（１）リサーチペーパー（平成２２年度より実施） 
 

ア）リサーチペーパーの発行 

リサーチペーパー３件を公表した。 

（公募型） No.33 日本の医療機器クラスターから大学発医療機

器を社会実装するためのキーストーン戦略に

関する調査研究 

（令和３年６月） 

 No.34 海外論文調査および海外臨床研究からみたAI

医療機器の開発動向調査 

（令和３年１１月） 

 No.35 米国FDAにおけるAI医療機器の承認動向 （令和３年１１月） 

 

イ）リサーチペーパーに係る調査研究助成（公募型リサーチペーパー） 

大学・研究機関の研究者を対象に、社会科学系研究の手法（経済学、経営学、法

学、レギュラトリーサイエンス、歴史学、政治学等）を用いたリサーチペーパーの公

募を行い、研究助成対象として３件を採択した。 

【第１３期採択】２件 

・ 人工知能をベースとした医療機器プログラムの規制に関する調査研究 

東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 

医療イノベーションコース 博士課程 有馬 宏和 氏 

 

・ 医療機器の製造販売後データ収集関連規制の日米欧比較及び使用成績評価制度に

関する調査研究 

東京女子医科大学大学院医学研究科 博士課程 近藤 英幸 氏 
 

【第１４期採択】１件 

・日本の医療機器エコシステムにおける医工連携の地域性に関する戦略研究 

神戸大学産官学連携本部 特命准教授 宮崎 悟 氏 
   

【第１５期採択】０件 
 

（２）スナップショットの発行（平成２７年度より実施） 

   医療機器に関する産官学臨に関するトピックをタイムリーかつシンプルに発信する

情報媒体としてスナップショットの発行を行う予定であったが、令和３年度は他の取

り組みを優先し発行を見送った。 

 

（３）産業支援プログラム 
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ア）異業種のための医療機器ビジネス入門セミナー（平成２２年度より実施） 

医療機器分野に参入したいと考えている企業の方等を対象に、最小限の法規制とリ

スクマネジメントの考え方を解説するセミナーをオンラインにて開催した。 

第４８回：令和３年６月３０日 
第４９回：令和３年１１月２９日 

   なお、本セミナーのプログラムは別添参考資料 1（第 48 回開催分）のとおりである。 
 

イ）新規参入者のための医療機器規制ワークショップ（平成２５年度より実施） 

医療機器産業へ新規参入するために、多くの方が理解に苦慮している医療機器規制

の考え方について、一方通行の説明会形式で行わず参加者とのディスカッションを通

じて適切な理解を促すことを目的としたワークショップをオンラインにて開催した。 

第１回・第２回： 令和３年１０月１５日、１１月５日 
 開発した製品を法的に仕上げる ―開発した製品の承認あるいは認

証の取得といった製品規制にどのように対応していくのか、保険適

用も含めて法的な側面から考える― 

本ワークショップのプログラムは別添参考資料 2 のとおりである。 
 

ウ）医療機器の保険適用に関する事例検討会（平成３０年度より実施） 

中医協において了承された C1、C2、B3 の特定保険医療材料等を中心に、公開資料等

を参加者とともに確認し、機能区分比較方式における加算状況や原価計算方式におけ

る積算内容、外国平均価格との比、企業希望価格との差などについて、説明、ディスカ

ッションを行う研究会をオンラインにて開催した。 

 
第５回： 令和３年１０月２１日 

 

【取り上げ品目】 
令和 3 年 9 月収載品目（令和 3 年 6 月 23 日の中医協総会（第 481 回）で了承） 

販売名：メドエル骨導インプラント BONEBRIDGE（C2・原価計算方式；

骨固定型補聴器） 

販売名：多項目自動血球分析装置 XN－31 (C2・特定保険医療材料では

なく、新規技術料にて評価；マラリア診断装置)  

令和 3 年 9 月収載品目（令和 3 年 7 月 14 日の中医協総会（第 483 回）で了承） 

販売名：メドトロニック Vanta PC（C1・類似機能区分比較方式；植込

み型疼痛緩和用スティミュレータ） 

販売名：FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル（C2・

特定保険医療材料ではなく、新規技術料にて評価；遺伝子変異

解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用）) 

令和 3 年 9 月収載品目（令和 3 年 8 月 14 日の中医協総会（第 485 回）で了承） 

販売名：AXS Offset デリバリーアシストカテーテル（C1・原価計算方

式；中心循環系ガイディング用血管内カテーテル） 

販売名：SHILLA Growth Guidance システム（C1・類似機能区分比較

方式；脊椎内固定器具） 
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販売名：レボシス-J（C1・類似機能区分比較方式；吸収性骨再生用材料） 

販売名：AtriCure 左心耳クリップ（C2・特定保険医療材料ではなく、

新規技術料にて評価；心臓組織用クリップ）

なお、本検討会のプログラムは別添参考資料 3 のとおりである。 

エ）新医療機器の承認審査に関する研究会（平成２７年度より実施）

新医療機器の審査報告書をベースに申請企業と行政の審査担当者双方の視点から、

安全性・有効性実証のためのストラテジー等について、説明、ディスカッションを行う

研究会を開催予定であったが、令和３年度は他の取り組みを優先し開催を見送った。

オ）医療機器・社会経済研究会（平成２９年度より実施）

今後、医療においてますます重要な役割を担うと考えられる医療機器に関して、社会

経済面からの研究をより一層推進させるため、研究者間の交流の場を設置すると共に、

特に若手研究者が医療機器について学び、医療機器に関する実証研究に取り組むこと

を支援する研究会を開催予定であったが、令和３年度は他の取り組みを優先し開催を

見送った。

カ）US Approval Showcase（令和２年度より実施）

米国 FDA の公開情報に基づいて、PMA あるいは De Novo 等により新たに承認され

た医療機器を概観し、イノベーティブな医療機器の上市戦略や先進的な規制のあり方

などを参加者とともに議論する US Approval Showcase を開催予定であったが、令和

３年度は他の取り組みを優先し開催を見送った。

キ）医療機器産業研究所 10 周年記念イベント MDSI Activities

2010 年 4 月に我が国で最初の医療機器産業専門のシンクタンクとして発足した医療

機器産業研究所(Medical Device Strategy Institute ; MDSI)の設立 10 周年を記念

し、これまでの10年で蓄積してきた研究所の知見を改めてテーマ毎に有識者と議論し、

次の 10 年を参加者と共に考える MDSI Activities をオンラインにて開催した。 

第 6回： 令和３年４月１２日

テーマ：Innovation & Regulation -医療機器の開発と国際標準、規制

第 7回： 令和３年５月１０日

テーマ：医療技術のイノベーションの評価・材料価格制度の長所と短所

第 8回： 令和３年６月１４日

テーマ：医療機器におけるサイバーセキュリティ対応

第 9回： 令和３年７月１２日

テーマ：医師と医療機器開発；活性化していくための取り組み

第 10 回： 令和３年８月２３日

これからの医療機器産業が進むべき道
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本研究会のプログラムは別添参考資料 4 のとおりである。 

なお、MDSI Activities は令和２年度対象事業の 10 回シリーズによるセミナーで

あるが、新型コロナウイルス感染症の影響により開始時期が遅れたため、第 6回以降

の MDSI Activities について令和３年度に継続して実施した。 

 
（４）調査研究等 
 

ア) 医工連携イノベーション推進事業（平成２３年度より実施） 

日本医療研究開発機構（AMED）が実施する「医工連携イノベーション推進事業」

において、事業管理支援法人である三菱総合研究所からの委託により、代表機関および

分担機関にて構成される共同体や医療機器開発支援ネットワークへの事業者等に対し、

事業化に向け開発を促進するための伴走コンサルティングを実施した。 

 

イ) 受託調査研究「今後の医療機器政策のあり方に関する研究」（平成２４年度より実施） 

企業７社から委託を受けて、医療機器を巡る制度・政策について今後のあり方を検

討した。 

 

ウ) 受託調査研究「日米における医療機器承認品のデバイスギャップ調査」 

（令和３年度実施） 

日本医療研究開発機構（AMED）が実施する「医療機器開発ガイドラインの今後の

あり方に関する調査事業」において、受託元である株式会社ドゥリサーチ研究所からの

委託により、日米における医療機器承認品のデバイスギャップ調査を行った。 

  

エ) 受託調査研究「小児用医療機器の臨床評価における、リアルワールドデータの活用

実態調査業務」（令和３年度実施） 

厚生労働省より委託を受けて、小児用医療機器を対象に、リアルワールドデータや

臨床評価報告書を活用し、国内外で薬事承認された小児用医療機器の事例について調

査を行った。 

 

オ) 厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「医療機関における医療機器安全管理の実態調査に関する研究」（令和３年度より実施）  

今後の医療環境の変化を踏まえた安全管理体制確保措置のあり方に関する提言を行

うことを目的して、厚生労働省から発出された通知・指針の普及啓発、医療機器安全管

理に関する実態調査、医療事故やインシデント分析などを実施するものであり、本年度

は通知・指針の普及啓発の取り組みとして、普及啓発資材の開発を行った。 
  

カ) 厚生労働行政推進調査事業費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ

 ンス政策研究事業） 

「医療機器の危害防止措置の適切な実施に係るガイダンスに関する研究」 

（令和元年度より実施） 
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医薬品医療機器等法に基づく回収措置を講じた医療機器における回収のクラス分類

の判定、または措置内容の判断基準を整備するためのガイダンス案を作成している。本

年度は回収事例の調査・分析を行った。 

 

 
キ) 厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「国内医療機器産業の業界支援に関する研究」（令和３年度より実施） 

日本から画期的な医療機器が数多く実用化されるための環境のあり方について、次

期基本計画における重点５分野の視点からの検討を行った。 

 
ク) 厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（臨床研究等 ICT 基盤構築・

人工知能実装研究事業））  

「AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出

に資する研究」（令和３年度実施） 

これまで明らかとなっていなかった AI 医療機器の開発および性能評価におけるデ

ータ利用の国内外の実態調査を行い、わが国におけるデータ利用にあたっての課題抽

出と整理を行った。 

 
ケ) 日本医療研究開発機構研究費（医薬品等規制調査・評価研究事業） 

「医療機関における医療機器のサイバーセキュリティに係る課題抽出等に関する

研究」（令和元年度より実施） 

「医療機器のサイバーセキュリティの確保に関するガイダンスについて」が平成 30

年 7 月に発出されているが、ガイダンスを踏まえたサイバーセキュリティ対策の実施

状況を把握し、実施上生じる新たな課題などを踏まえ、サイバーセキュリティ対策の充

実化のための具体的検討を行った。 

 
（５）医療機器産業振興への参加協力（平成２２年度より実施） 

地域産業育成への講演会やアドバイスによる協力、医薬品・医療機器企業へのアドバ

イス、異業種の部材や製品供給企業へのアドバイス、各種学会での講演や外部団体など

が主催する講演会などへの講師派遣などを通し、医療機器分野への新規参入と医療機器

産業の振興戦略にかかるアドバイスと研究開発関連等の情報提供を行った。 

 

 

２ 情報サービス事業 
 

情報提供事業（平成 8 年度より実施） 
医療機器業界及び医療関係従事者等の育成に役立つ情報を収集し、データベースを

構築し、インターネット利用による検索サービス並びに情報提供事業を行った。 
 

（１）インターネットホームページ（https：//www.jaame.or.jp/） 
（平成９年度より実施） 
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・医療機器センターのご案内 ・医療機器について 
・認証業務 ・臨床工学技士国家試験 
・講習会･試験等 ・JAAME 情報提供のご案内 
・医療機器行政情報（承認速報他） ・医療機器産業研究所 
など 

 

（２）JAAME Search（インターネット利用)（平成９年度より実施） 
ア）一覧 

・医療機器承認速報 ・最近の法令及び通知 
・医療機器回収情報 ・医療機器安全性情報 
・新医療機器・改良医療機器 ・保険適用医療機器 
・医療機器の一般的名称と分類 ・医療機器関係資料 

 
イ）データベース検索 

・医療機器関係法令通知 ・医療機器承認・認証品目 
・新医療機器・改良医療機器 ・医療機器の一般的名称と分類 
・保険関連 

・保険適用医療機器 
・包括別定医療機器 
・特定診療報酬算定医療機器 
・特定保険医療材料 

・医療機器回収情報 

・医療機器安全性情報 ・不具合等 
・業許可･登録 ・外国製造業者 
・医療機器総覧’04 ・医療機器添付文書 

 

（３）JAAME 通信（E-mail 利用） 
・講習会等のご案内 ・医療機器の承認速報 
・最新の医療機器関係行政通知等  

 

（４）JAAME Search Hospital Edition（インターネット利用) 

（平成２４年度より実施 令和３年度末にて終了） 

    
ア）一覧 

・最近の法令及び通知（関連通知抜粋） 
・医療機器回収情報 ・医療機器安全性情報 
・新医療機器・改良医療機器 ・保険適用医療機器 
・医療機器の一般的名称と分類 ・医療機器関係資料 

 
イ）データベース検索 

・医療機器回収情報 ・医療機器安全性情報 
・不具合等 ・新医療機器・改良医療機器 

 
（５）刊行物等 

教育研修用 DVD 
・「アウトレット及び酸素ボンベの取扱いと点検」 （平成２４年７月改訂版作製） 
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（６）就活生向け医療機器産業魅力発信ウェブサイト「医機なび」 

（平成３０年６月開設） 

将来の進路・職業選択を控えている学生を対象に、医療機器業界の魅力を発信し、

医療機器産業への興味を喚起することを意図するウェブサイトの運用を行った。 

就活生向け医療機器産業魅力発信ウェブサイト「医機なび」 

http://www.iryokiki-navi.com/ 

また、一般社団法人日本医療機器産業連合会や大学キャリアセンターと連携し、

企業と学生を直接繋ぐイベントの実施等の支援活動を行った。 

ア）サイト内容 
①医療機器って何？ 
・医療機器とは？ 
・医療機器の使用事例 
・医療機器の種類 

②業界を知ろう！ 
・医療機器業界の仕事 
・医療機器業界の特徴 

③教えて先輩！ ④トピック 
 
イ）【就活生×医療機器 クロストーク】座談会（平成３０年度より実施） 
 
 学生と医療機器業界で働く若手社員の交流の場として座談会を開催した。 

第５回 令和３年９月２日 文系編 （協力：パラマウントベッドグループ） 
第６回 令和３年９月１７日 理系編 （協力：アトムメディカル株式会社） 
第７回 令和３年９月２８日 専門系編 （協力：J&J 日本法人グループ） 
第８回 令和３年１０月５日 理系編 （協力：日機装株式会社） 

 
ウ）ヘルスケア・医療機器業界 シューカツスタートダッシュ！WEB セミナー 

（令和３年度より実施） 
 

 これから就職活動を始める学生向けにヘルスケア・医療機器業界に関する情報を
提供する WEB セミナーを開催した。（別添参考資料 5 ） 
参加企業数：２２社、学生エントリー数：１，０１４名 
令和３年６月１８日 

 
エ）ヘルスケア・医療機器業界 WEB 合同企業研究セミナー（令和２年度より実施） 
 

学生と企業を直接繋ぐ場として、ヘルスケア・医療機器業界に特化した合同企業
研究セミナーを WEB 形式にて開催した。（別添参考資料 6 ） 
参加企業数：１５社、学生エントリー数：１，２１６名 
令和３年１１月１３日 

 
オ）大学イベント・講演（平成３０年度より実施） 
 

大学からの依頼を受け、大学主催イベントにて学生向けに医療機器業界の概要説

明を行った。 
令和３年１０月２１日 跡見学園女子大学 
令和３年１２月１５日 湘南工科大学 
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３ 国際交流事業（昭和６０年度から実施） 
 

国際的な規制・規格基準のハーモナイゼーション及び産業動向等を踏まえ、国際会議

等に出席し意見の交換を行い、欧米のみならずアジア等諸外国の関係機関との交流・情

報収集を図ることとしていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により海外渡航制

限があったことや海外オンラインイベント参加による情報収集の効果に限界があるこ

とから令和 3 年度は他の取り組みを優先し海外オンラインイベント参加を見送った。

また同時に、国際的な交流や情報収集等を各事業において恒常的に行うことが常に求

められる時代であることから、本事業の今後のあり方について再検証も行った。 

 

 

４ 企業研修事業 
 

（１）医療機器修理責任技術者登録講習会（平成７年度より実施） 

医薬品医療機器等法施行規則第１８８条第１号イ及び第１８８条第２号イの規定に

基づき、医療機器修理責任技術者の資格要件に係る厚生労働大臣登録の基礎講習及び

専門講習を行った。 

なお、基礎講習会のカリキュラムは別添参考資料 7、専門講習会のカリキュラムは

別添参考資料 8～15 のとおりである。 
 

ア）医療機器修理責任技術者基礎講習会 

（開催期間）令和３年６月７日～令和３年７月７日 受講者数 

（実施方法） ｅラーニング  １,３５１名 

受講対象者：医療機器の修理（製造を含む）に係る業務に３年以上従事した者 
 

イ）医療機器修理責任技術者専門講習会 
     （受講者総数）４,４１１名 

第１区分「画像診断システム」関連 （受講者数） ６７３名 
（開催期間）令和３年８月２５日～９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
  

第２区分「生体現象計測・監視システム」関連 （受講者数） ６４２名 

（開催期間）令和３年８月２５日～９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
  

第３区分「治療用・施設用機器」関連 （受講者数） ８９７名 

（開催期間）令和３年８月２５日～９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
   

第４区分「人工臓器」関連 （受講者数） ３５２名 

（開催期間）令和３年８月２５日～９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
   

第５区分「光学機器」関連 （受講者数） ５０４名 
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（開催期間）令和３年８月２５日～９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
   

第６区分「理学療法用機器」関連 （受講者数） ３５３名 

（開催期間）令和３年８月２５日～９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
     

第７区分「歯科用機器」関連 （受講者数） ３７１名 

（開催期間）令和３年８月２５日～９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
   

第８区分「検体検査用機器」関連 （受講者数） ６１９名 

（開催期間）令和３年８月２５日～９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
受講対象者：医療機器修理責任技術者基礎講習修了者 

 
（２）医療機器販売及び貸与営業所管理者登録講習会（平成８年度より実施） 

医薬品医療機器等法施行規則第１６２条第１項第一号、同条第２項第一号及び第１

７５条第１項各号列記以外の規定に基づき、高度管理医療機器等・特定管理医療機器

及びコンタクトレンズ等の販売等営業所管理者の資格要件に係る厚生労働大臣登録の

講習を行った。受講者総数は２,４９０名であった。 

なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 16～17 のとおりである。 
 

ア）高度管理医療機器・特定管理医療機器販売及び貸与営業所管理者講習会 

（受講者総数）５４４名 

（開催期間）令和３年９月１日～令和３年９月３０日  
（実施方法）ｅラーニング  
受講対象者： 

（高度管理医療機器） 

高度管理医療機器等（プログラム高度管理医療機器、指定視力補正用

レンズ等を除く。）の販売等に係る業務に３年以上従事した者 

（特定管理医療機器） 

特定管理医療機器（プログラム特定管理医療機器、補聴器・家庭用電

気治療器を除く。）の販売及び等に係る業務に３年以上従事した者若しく

は高度管理医療機器等の販売等に係る業務に１年以上従事した者 

（プログラム高度管理・特定管理医療機器） 

プログラム高度管理・特定管理医療機器のみの販売及び貸与営業所官

営者になろうとする者 

 
 イ）コンタクトレンズ販売営業所管理者講習会 
 

（開催期間）令和３年６月７日～令和３年７月７日 受講者数 

（実施方法）ｅラーニング １,９４６名 
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受講対象者：指定視力補正用レンズ等の販売業務に１年以上従事又は高度管理

医療機器の販売等に係る業務に１年以上従事した者  
 
（３）医療機器製造業責任技術者登録講習会（平成８年度より実施） 

医薬品医療機器等法施行規則第１１４条の５３第１項第三号の規定に基づき、医療

機器製造業の責任技術者の資格要件に係る厚生労働大臣登録の講習を行った。 

なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 18 のとおりである。 
 

（開催期間）令和３年９月１日～令和３年９月３０日 受講者数 

（実施方法） ｅラーニング  １６１名 

     受講対象者：医療機器製造に係る業務に５年以上従事した者 
 
（４）医療機器等総括製造販売責任者登録講習会（平成２５年度より実施） 

医薬品医療機器等法施行規則第１１４条の４９第１項第三号の規定に基づき、医療

機器製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件に係る厚生労働大臣登録の講習を行

った。 

なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 19 のとおりである。 
 

（開催期間）令和３年９月１日～令和３年９月３０日 受講者数 

（実施方法） ｅラーニング  １０２名 

受講対象者：医薬品又は医療機器の品質管理又は製造販売後安全管理に関する

業務（旧法における輸入販売業、外国製造国内管理人を含む）に５年

以上従事した者。ただし、研修受講の場合は上記業務に３年以上従事

した経験のない者。 
 

（５）医療機器・体外診断薬製造販売承認等に係る講習会（平成元年度より実施） 

医薬品医療機器等法に基づく医療機器の承認・許可申請書の記載方法、添付資料及

び通知等の説明及び留意点についての講習会を行った。 

なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 20 のとおりである。 
 

（開催期間）令和３年１０月１８日～令和３年１２月１０日 受講者数 

（実施方法） ｅラーニング  １,２７６名 

受講対象者：医療機器製造販売業者等 

 
（６）生涯教育研修会（平成９年度より実施） 

受講者が関心のあるテーマを選定し、次の事業を行った。 

なお、カリキュラムは別添参考資料 21 のとおりである。 

 
   〇第５１回生涯教育研修会 

（開催期間）令和４年３月２８日～令和４年５月３１日 受講者数 

（実施方法） ｅラーニング  ３７４名 

    テーマ：「令和４年度診療報酬改定における保険医療材料制度と経済産業省に 
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おける医療機器産業政策について」 

    講 師： 

      厚生労働省 医政局経済課医療機器政策室 

医療機器保険導入相談専門官 小池 和央 氏 

      経済産業省 商務・サービス G ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室 

室長補佐 加藤 二子 氏 

 
（７）継続的研修に係る教材等作成委託事業（新規） 

   公益社団法人日本薬剤師会からの委託により、平成 16 年 3 月 30 日厚生労働省令第 

62 号に基づく研修（医薬品医療機器等法施行規則第 168 条及び第 175 条第 2 項並 

びに第 194 条の規定による研修）に係る教材等（研修テキスト及び講義動画）を作 

成した。 

 
（８）JAAME Academy シリーズ 

   （医療機器産業に必要不可欠な人材育成の為の教育シリーズ） 

ア）医療機器の開発実務者育成セミナー（平成２８年度より実施） 

    医療機器の実用化のために最低限必要となる「開発企画」「規制」「規格・基準」 

それぞれに焦点をあて、開発と上市の観点から必要な事項を解りやすく解説する講習

会を実施した。 

なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 22 のとおりである。 
 

（開催期間）令和３年１２月１３日～令和４年１月１７日  受講者数 

（実施方法） ｅラーニング 開発企画関係    １４８名 

  規制対応関係    １５７名 

  規格・基準対応関係 １５２名 

 
イ）医療機器品質管理監督システム（QMS）講習（平成９年度より実施） 

医療機器 QMS について法規制の QMS 要求事項を理解することを目的とした講習

会を年度内に２回実施した。 

なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 23 のとおりである。 

１回目  

（開催期間）令和３年４月１９日～令和３年５月３１日 受講者数 

（実施方法） ｅラーニング  １,５６２名 

２回目 

（開催期間）令和４年３月１日～令和４年３月３１日 受講者数 

（実施方法） ｅラーニング  １,４７２名 

受講対象者：医療機器製造販売業者、医療機器製造業者等 
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５ 医療研修事業 
 
（１）医療機器安全基礎講習会（ＭＥ技術講習会） （昭和６１年度より実施） 

中小規模病院から大規模病院の全ての院内スタッフ等を対象に、医療現場における

医療機器の安全性を高めるため、人工呼吸器、医療ガス、輸液ポンプの構造と機能、

保守点検方法についてトラブル事例を交えて解説するとともに、リスクマネジメント、

医療機器安全管理の実際、また、厚生労働省担当官による医療安全施策の動向につい

て学ぶための講習を公益社団法人 日本生体医工学会との共催により実施した。令和３

年度については、令和２年度に続き新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から会

場での開催を中止し、ｅラーニングで行った。 
なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 24 のとおりである。 
 
（開催期間）令和３年 ８月２日～令和３年 ９月３０日 

令和３年１０月１日～令和３年１１月３０日 

 

（実施方法） ｅラーニング   
（受講者数） １，０８９名   

受講対象者：医療関係者等 
 
（２）医療ガス安全管理者講習会 

（平成２９年度から講習会名称変更） 

最近の医療法関係法令等の改正により、病院等においても「医療安全」の用語が、

これまで以上に広く使われるようになり、大変馴染みのあるものとなった。 

このような状況を踏まえ、当財団においても、平成２９年度から、病院等において

実際に医療ガスの安全管理の業務を担当される方のための講習会の名称を「医療ガス

保安管理技術者講習会」から「医療ガス安全管理者講習会」に変更している。 

なお、令和３年度については、令和２年度に続き新型コロナウイルスの感染拡大防

止の観点から、会場での開催を中止し、ｅラーニングで実施した。 

ア）医療ガス安全管理者講習会２日コース（平成元年度より実施） 

病院等における医療ガス及び関連設備機器の保守点検業務担当者ならびに看護職員

等、医療ガスを取り扱う関係職員を対象に、「医療ガスの安全管理について」（令和２年

８月１７日付け医政発 0817 第６号厚生労働省医政局長通知）の実効を高めるため、当

該設備の保守管理の知識、技能の習得・向上を目的とした講習を、一般社団法人 日本

産業・医療ガス協会 医療ガス部門の協力を得て実施した。 
また、同講習会等での受講者からの質問事項を基にＱ＆Ａ第５版を作成し、厚生労働

省医政局担当者に確認いただき、令和４年２月３日付けで当財団及び日本産業・医療ガ

ス協会等のホームページにて公開した。 
なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 25 のとおりである。 
 
（開催期間）令和３年１０月１日～１１月３０日 
（実施方法） ｅラーニング  
（受講者数） ４１４名  

受講対象者：医療ガス安全管理業務担当者 
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イ）医療ガス安全管理者講習会３日コース（平成６年度より実施） 

－医療ガス供給設備の保守点検業務従事者研修－ 

医療法に基づく“医療用ガス供給設備の保守点検業務”の受託事業者で、一般財団法

人 医療関連サービス振興会のサービスマークの認定を受けようとする事業所の従事

者および病院等の医療ガス担当者で医療ガス安全管理を深く学びたい者を対象に講習

を行った。 
なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 26 のとおりである。 
（開催期間）令和３年１０月１日～１１月３０日 
（実施方法） ｅラーニング  
（受講者数） １２１名  
受講対象者：病院等から医療ガス供給設備の保守点検業務を受託しようとする事 

業所の従事者等。 

 
ウ）医療ガス安全管理者継続講習会（平成２０年度より実施） 

医療ガス安全管理者講習会３日コース－医療ガス供給設備の保守点検業務従事者

研修－の受講者に最新の法令、技術等の習得のための講習を行った。 
なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 27 のとおりである。 
 
（開催期間）令和３年１０月１日～１１月３０日 
（実施方法） ｅラーニング  
（受講者数） ３６４名  

受講対象者：医療ガス安全管理者講習会の３日コース（医療ガス供給設備の保守 
点検業務従事者研修）受講者及び同講習会２日コースの受講者 

 
（３）透析技術認定士認定講習会及び認定試験及び認定更新講習会（平成元年度より実施） 

透析療法合同専門委員会（日本腎臓学会、日本泌尿器科学会、日本人工臓器学会、

日本移植学会、日本透析医学会）からの委託により、透析技術認定士認定試験の受験

資格付与のための認定講習、認定試験及び認定証の交付等の事務局業務を行った。 
認定講習（４日間）は、平成２３年より、講習会場で直接講義を受講する方法の他

に、ｅラーニングで受講できる方法を実施していたが、令和３年度よりｅラーニング

のみで実施することとした。また、平成２３年に更新制度を導入し、平成２７年より

認定更新のための講習（ｅラーニング）を実施している。 
なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 28～29 のとおりである。 
 

 ア）認定講習会（第４３回） 

（開催期間）令和４年３月１１日～４月６日 
（実施方法） ｅラーニング 
（受講者数） ８０８名 

受講資格： ａ）臨床工学技士 経験２年以上 
 ｂ）看護師  経験２年以上 
 ｃ）准看護師 高卒 経験３年以上 
  中卒 経験４年以上 
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イ）認定試験（第４２回） 

（開 催 日） 令和３年５月３０日 
（場 所） ベルサール渋谷ガーデン 
（受験者実数） ５６７名 
（合 格 者 数） ３９８名 
（合 格 率） ７０．２％ 
受験資格：認定講習会を受講した者 

 

ウ）認定更新講習会（ｅラーニング） 

（開催期間）令和３年７月９日～８月１０日 
（受講者数） ２，００２名    
受講資格：更新制度導入後の透析技術認定士資格取得者で認定の更新を希望 

する者 
 
（４）３学会合同呼吸療法認定士認定講習会、認定試験及び認定更新講習会 

（平成８年度より実施） 

３学会（日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、日本麻酔科学会）合同呼吸療法認定

士認定委員会からの委託により、呼吸療法認定士認定試験の受験資格付与のための認

定講習（２日間）、認定試験及び認定更新のための講習並びに認定証の交付等の事務局

業務を行った。また、令和２年度から延期となった第２５回認定試験の実施並びに認

定証の交付等を行った。認定更新のための講習は、平成３１年より新型コロナウイル

スの感染拡大防止の観点からｅラーニングのみ実施。認定講習についても令和２年度

に続き、会場での開催を中止しｅラーニングで実施した。 
なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 30～31 のとおりである。 

 
 

ア）認定試験（第２５回）※昨年度延期分 

（開 催 日） 令和３年７月１８日 
（場 所） ベルサール汐留／渋谷ガーデン 
（受験者実数） １，２３８名 
（合 格 者 数） ８５５名 
（合 格 率） ６９．１％ 
受験資格：認定講習会を受講した者 

 
イ）認定講習会（第２６回） 

（開催期間）令和３年９月１３日～１０月１３日 
（実施方法） ｅラーニング 
（受講者数） ２，６２９名 

受講資格： ａ）臨床工学技士 経験２年以上 
 ｂ）看護師 経験２年以上 
 ｃ）准看護師 経験３年以上 
 ｄ）理学療法士 経験２年以上 
 ｅ）作業療法士 経験２年以上 
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ウ）認定試験（第２６回） 

（開 催 日） 令和３年１２月５日 
（場 所） 帝京平成大学中野キャンパス 
（受験者実数） ３，７１１名 
（合 格 者 数） ２，３９３名 
（合 格 率） ７０．０％ 
受験資格：認定講習会を受講した者 

 
エ）認定更新講習会 

（開催期間）令和４年３月１日～３月３１日 
（実施方法） ｅラーニング    
（受講者数） ５，４３４名    
受講資格：呼吸療法認定士資格取得者で認定の更新を希望する者 
 

（５）在宅人工呼吸器に関する講習会（平成１１年度より実施、平成１９年度から名称変更） 

在宅医療機器を取り扱う医療関係者を中心に、特に療養者への影響が大きい在宅人

工呼吸器について、その適切・安全な使用方法の普及を目的とする講習である。 

令和３年度については、令和２年度に続き新型コロナウイルスの感染拡大防止の観

点から、会場での開催は中止しｅラーニングで実施した。 

最新の在宅人工呼吸器など実際の機器に触れるハンズオンについては、一般社団法

人 日本医療機器工業会 安全部会 在宅人工呼吸小委員会の協力を得て e ラーニング

サイトよりコンテンツを提供している。 

なお、講習会のカリキュラムは別添参考資料 32 のとおりである。 
 

（開催期間）第１回 令和３年８月２日～１０月２９日 

第２回 令和４年３月１日～ ３月３１日 

（実施方法） ｅラーニング  
（受講者数） ８１６名  

 
（６）医療関連サービスマーク認定申請受付等事業（平成６年度より実施） 

医療ガス供給設備の保守点検業務に関わる医療関連サービスマーク認定のための申

請書の受付及び書類調査を行った。受付及び調査件数は９７件であった。 
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６ 国家試験事業（昭和６３年度より実施） 
 

臨床工学技士法第１７条の規定に基づき、厚生労働大臣指定試験機関として指定を受

け、臨床工学技士の国家試験事務に関する事業を行った。 

 
臨床工学技士国家試験 
（開 催 日） 令和４年３月６日 
（場 所） 北海道会場：北海道経済センター 大阪府会場：大和大学 
 東京都会場：東京工科大学 福岡県会場：九州産業大学 
（受験者数） ２,６０３名 
（合格者数） ２,０９６名 
（合 格 率） ８０．５％ 

        受験資格：臨床工学技士法第１４条第１号から第５号該当者 

 

 

７ 認証事業（平成１７年度より実施） 
 

医薬品医療機器等法第２３条の２の２３の規定に基づき、指定高度管理医療機器等（厚

生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医

薬品）の登録認証機関として認証事業を行った。 

なお、令和３年度は、５８品目の認証を行った。 
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Ⅲ 各種委員会の運営 
 
１ 管理運営 
（１）利益相反（COI）委員会（６名） 

当財団が実施する研究について、公正性及び信頼性を確保するため、研究者の利益

相反を審査した。 

 
 
２ シンクタンク事業 
 

（１）医療機器産業研究所運営委員会（委員９名，オブザーバー３名） 

    医療機器産業研究所の運営方針、活動の方向性について提案や助言を得た。 
 
（２）公募型リサーチペーパーに関する選考委員会（委員６名） 

    調査研究助成（公募型リサーチペーパー）における応募課題の評価や今後募集し

ていく研究分野等について検討した。 

 
 
３ 企業研修事業 
 

（１）医療機器修理責任技術者の厚生労働大臣登録講習会に係る運営委員会 

医療機器修理責任技術者の厚生労働大臣登録の基礎及び専門講習会を実施するに

あたり、カリキュラム、テキスト作成及び講習会日程等について検討した。 

ア）医療機器修理責任技術者基礎講習会運営委員会 （１０名） 

イ）医療機器修理業責任技術者専門講習会運営委員会 （１０名） 

ウ）医療機器修理業責任技術者専門講習会小委員会  

 第１区分：画像診断システム関連 （７名） 

 第２区分：生体現象計測・監視システム関連 （９名） 

 第３区分：治療用・施設用機器関連 （１２名） 

 第４区分：人工臓器関連 （８名） 

 第５区分：光学機器関連 （８名） 

 第６区分：理学療法用機器関連 （６名） 

 第７区分：歯科用機器関連 （９名） 

 第８区分：検体検査用機器関連 （９名） 
 

（２）医療機器の販売及び貸与営業所管理者の厚生労働大臣登録講習会に係る運営委員会

（７名） 

医療機器の販売営業所管理者及び貸与営業所管理者の厚生労働大臣登録の講習会

を実施するにあたり、カリキュラム、テキスト作成及び講習会日程等について検討

した。 
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（３）コンタクトレンズ販売営業所管理者の厚生労働大臣登録講習会に係る運営委員会 

（６名） 

コンタクトレンズ販売営業所管理者の厚生労働大臣登録の講習会を実施するにあ

たり、カリキュラム、テキスト作成及び講習会日程等について検討した。 

 
（４）医療機器製造業責任技術者の厚生労働大臣登録講習会に係る運営委員会（４名） 

医療機器製造業責任技術者の厚生労働大臣登録の講習会を実施するにあたり、カ

リキュラム、テキスト作成及び講習会日程等について検討した。 

 
（５）医療機器総括製造販売責任者講習会に係る運営委員会（５名） 

総括製造販売責任者の厚生労働大臣登録の講習会を実施するにあたり、カリキュ

ラム、テキスト作成及び講習会日程等について検討した。 
 

（６）医療機器品質管理監督システム講習会検討委員会（５名） 

医療機器の製造販売業者等を対象とする講習会の実施にあたり、カリキュラム、

テキスト作成及び講習会日程等について検討した。 

 
 
３ 医療研修事業 
 

（１）ＭＥ技術講習会実行委員会（１０名） 

医療機器安全基礎講習会（ＭＥ技術講習会）の実施について検討した。 
 

（２）在宅人工呼吸器に関する講習委員会（１０名） 

在宅人工呼吸器に関する講習会の実施について検討した。 

 

 

４ 国家試験事業 
 

（１）臨床工学技士試験委員会（４３名） 

臨床工学技士国家試験の問題作成、選定及び決定並びに合否判定等を行った。 

 

 

５ 認証事業 
 

（１）公平性委員会（６名） 

認証事業の公平性を確保するため、公平に関わる方針策定の支援及び助言、並び

にレビューを行った。 

 



 - 20 - 

Ⅳ 後援・協賛名義等使用一覧 
 

 
関係団体等の依頼により下記の催事に後援・協賛名義等の使用を承認した。   （開催順） 

1. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

東京電機大学 研究推進社会連携センター、産官学交流センター 

第 5 回東京電機大学医療機器国際展開技術者育成講座 

令和 3 年 5 月 14 日～7 月 16 日 全 10 回 

オンライン講座                             （協賛）

2. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

公益社団法人日本生体医工学会（ＭＥ技術実力検定試験事務局） 

第 26 回第 1 種ＭＥ技術実力検定試験および講習会 

講習会：令和 3 年 5 月 17 日～6 月 19 日 試験：令和 3 年 6 月 20 日 

オンデマンド配信およびオンライン試験                  （協賛）

3. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

公益社団法人日本臨床工学技士会 

第 31 回日本臨床工学会 

令和 3 年 5 月 22 日～23 日 

熊本城ホール                             （後援）

4. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

一般社団法人日本医療機器学会 

第 96 回日本医療機器学会大会 

令和 3 年 5 月 27 日～29 日 

大阪国際会議場                             （後援）

5. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

一般社団法人日本病院会、一般社団法人日本経営協会 

国際モダンホスピタルショウ 2021 

令和 3 年 7 月 28 日～29 日（オンライン 6 月 21 日～8 月 31 日） 

パシフィコ横浜                            （後援）

6. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

公益社団法人日本生体医工学会（ＭＥ技術実力検定試験事務局） 

第 42 回第 2 種ＭＥ技術実力検定試験 

令和 3 年 9 月 12 日 

札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、岡山、福岡           （協賛）

7. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

一般社団法人日本医療機器学会 

第 14 回 MDIC（医療機器情報コミュニケータ）認定セミナー 

令和 3 年 9 月 15 日～11 月 15 日 

ｅラーニング                             （後援）

8. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

東京電機大学 

第 45 回（令和 3 年度）ME 講座 

令和 3 年 9 月 28 日～12 月 14 日（全 10 回） 

オンライン講座                            （協賛）

9. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

一般社団法人医療関連サービス振興会 

令和 3 年度 医療関連サービス実態調査 

令和 3 年 9 月下旬 

 （協力）
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10. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 

第 25 回日本医業経営コンサルタント学会福島大会 

令和 3 年 10 月 7 日～8 日 

ホテルハマツ                               （後援）

11. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

リードエクジビジョンジャパン株式会社 

医療･介護の総合展 

令和 3 年 10 月 13 日～14 日（東京）、令和 4 年 2 月 24 日～26 日（大阪） 

幕張メッセ（東京）、インテックス大阪（大阪）              （後援）

12. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

メディカルクリエーションふくしま実行委員会 

メディカルクリエーションふくしま 2021WEB 

令和 3 年 10 月 13 日～令和 4 年 2 月 10 日 

WEB 開催                                （後援）

13. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

一般社団法人日本医療経営実践協会 

第 10 回「全国医療経営士実践研究大会」WEB 大会 

令和 3 年 11 月 1 日～30 日 

WEB オンデマンド・オンライン配信                   （後援）

14. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

一般社団法人日本医療福祉設備協会、一般社団法人日本能率協会 

HOSPEX Japan2021 

令和 3 年 11 月 24 日～26 日 

東京ビッグサイト                           （協賛）

15. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

一般社団法人日本医療福祉設備協会 

第 50 回日本医療福祉設備学会 

令和 3 年 11 月 25 日～26 日 

東京ビッグサイト                            （後援）

16. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

厚生労働省 

医療安全推進週間 

令和 3 年 11 月 21 日～27 日 

                                  （後援）

17. 主  催： 

名  称： 

開 催 日： 

開催場所： 

一般財団法人医療関連サービス振興会 

第 31 回シンポジウム 

令和 4 年 2 月 4 日 

サントリーホール                            （後援）

18. 主  催： 

名  称： 

 

開 催 日： 

開催場所： 

一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 

レギュラトリーサイエンス エキスパート研修会 総合コース 

2021 年度医療機器エキスパート研修講座 

令和 4 年 2 月 15 日～17 日、令和 4 年 3 月 8 日～10 日 

Web 開催                                 （後援）

 



参 考 資 料 目 次 
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医療機器ビジネス入門セミナー 
 

日 時︓2021年 6月 30日（水）13︓30～15︓00（13︓00開場） 

場 所︓Cisco Webex Meetings を用いたオンライン開催となります。 
主 催︓公益財団法人医療機器センター附属 医療機器産業研究所 

 

【開催趣旨】 

「我が社の製品の用途を医療機器分野に拡大したい」、「我が社の技術で医療機器メーカーが必要とする製
品を開発したい」、そして「ゆくゆくは医療機器分野に参入したい」と考えている企業の皆様。このセミナーは、そん
な皆様のために企画されました。 
医療機器は、研究開発から診断・治療・手術の最前線まで全ての領域で医療を支えています。医療機器の

製造・サービスは 1つの産業分野・ビジネスであり、産業の発展が医療サービス向上に繋がる重要な産業です。 
医療に関する製品はヒトの命に関わることがあるため、世界中どこの国でも国民の健康と安全に責任を持つ国

が何らかの規制を行っています。また健康と安全は国民の最大の関心事ですから、様々な場で議論され報道が
行われています。 
医療機器でビジネスをするためには、最小限ふまえておかねばならない法規制とビジネスの考え方を、できるだ

けわかりやすく丁寧に解説し、質問にお答えします。全体の仕組みとその背景の考え方を解説することをメインの
トピックとします。そのため個別の法律条文の解説や、公的手続き等の説明は致しません。医療機器ビジネスを
始めるにあたり、会社の中のそれぞれの役割にある人が、誰が何をどの程度理解しておかねばならないのか、どの
ような専門知識技能をもつ人材が必要なのかなどをご理解頂けるようにお話します。 
 

講 師  松橋 祐輝 （医療機器産業研究所 主任研究員） 
定 員  ２０名 
参 加 費   無 料 

 

医療機器産業研究所
Medical Device Strategy InstituteMDSI

異業種の 
ための︕ 
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『新規参入者のための医療機器規制ワークショップ』 

ビジネスモデルから見た規制対応！ 
  

主 催：公益財団法人医療機器センター附属 医療機器産業研究所 

 

【開催趣旨】 

医療機器分野におけるビジネスには、法的に見ても様々な形態が考えられます。 

医療機器を開発あるいは輸入し、市場に提供しようとすると、医療機器そのものやそれらに係る企業に

対して法規制が係ってきます。それも取り扱う医療機器の種類によって規制内容が変わってきます。 

本シリーズでは、開発等した医療機器はどのような価値を市場に提供できるのか、それをどのようなビ

ジネスをしていくのか、規制の要求事項に対してどのように対応していくのか考えたいと思います。 

本年度は、昨年度まで実施してきた内容をベースとしながら、文字ではわかりにくい、規制の背景理解

を深めることを狙いとしたクイズとその解説を行うといった形式で年度内に全４回開催したいと思いま

す。 

第 1 回及び第２回で、医療機器そのものに対する規制、いわゆる製品規制の面と保険適用を考えたいと

思います。 医療機器を市場に提供（製造販売）するには、厚生労働大臣の承認等を取得することが必要

です。承認取得は開発プロセスの一環でもあります。開発した製品を法的に仕上げて初めて市場に提供す

ることができます。ただ、承認の取得等製品規制への対応は一様ではなく、いくつかの選択の道がありま

す。企業の考え方次第によって対応も変わってきます。保険適用も含めて法的な側面から考えてみたいと

思います。 

なお、第３回及び第４回では、医療機器を取り扱う企業、つまり、業態規制（製造販売業・製造業及び

販売業・修理業）及び情報提供（表示・バーコード、添付文書）、市販後安全対策といった内容を取り上

げる予定です。 

 

【第１回・第２回】 

『開発した製品を法的に仕上げる - 開発した製品の承認あるいは認証の取得といった製品規制

にどのように対応していくのか、保険適用も含めて法的な側面から考える-』 

 

＜第 1 回＞令和 3 年 10 月 15 日（金）13：30～15：00 

（主な内容） 

① 規制の基本的事項（一般的名称、クラス分類） 

② 製品規制（承認、認証、プログラム、新たに設定された承認制度） 

 

＜第 2 回＞令和 3 年 11 月 5 日（金）13：30～15：00（13：00 開場）【終了】 

（主な内容） 

① 製品規制（承認・認証に関連する組合せや変更対応等） 

② 医療保険（制度の概要、医療機器や技術料に係る取扱い等） 

 

場 所：Cisco Webex を用いたオンライン会場 

定 員：20 名 

参加費：無料 

対 象：医療機器産業研究所 研究協力企業 

講 師：石黒克典（医療機器産業研究所 上級研究員） 

医療機器産業研究所
Medical Device Strategy InstituteMDSI



医療機器産業研究所
Medical Device Strategy InstituteMDSI
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第 5 回 医療機器の保険適用に関する事例検討会 
 

日 時：2021 年 10 月 21 日（木）14：00～15：30（13：30 開場）  

場 所：Cisco Webex Meetings を用いたオンライン会場 

主 催：（公財）医療機器センター附属 医療機器産業研究所 

 

オーガナイザー：医療機器産業研究所 上級研究員 田村誠、客員研究員 竹下康平 
 

ゲスト：厚生労働省医政局経済課医療機器政策室 医療機器保険導入相談専門官 小池和央 氏 
 

資料説明：医療機器産業研究所 所長 中野壮陛 
 

【開催趣旨】 

イノベーションの評価という観点からは、医療機器の保険適用は企業にとって最も重要な論点の一つとなり

ます。特に、中医協において了承が必要な評価区分である C1（新機能）、C2（新機能・新技術）、B3（期限付

き改良加算）で保険適用された品目やその議論に関する動向は誰もが関心のあるところと考えます。 

そこで、医療機器産業研究所では、中医協において了承された C1、C2、B3 の特定保険医療材料等を中

心に、公開資料等を参加者とともに確認し、機能区分比較方式における加算状況や原価計算方式における

積算内容、外国平均価格との比、企業希望価格との差などをディスカッションしていく「医療機器の保険適用

に関する事例検討会」を企画しました。 

本事例検討会は、中医協総会の了承の後に 4 月、6 月、9 月、12 月に新規収載された品目を対象として

開催し、はじめに事務局がその品目の公開資料（中医協資料、薬事関係資料等）をベースとした概要紹介を

行い、オーガナイザーのリードの下、厚生労働省医政局経済課医療機器政策室からゲストコメンテーターも交

えて参加者とのディスカッションを行っていきます。 

C1、C2、B3 品目等に関する情報共有や関連制度の理解を深めていくことで、参加者の皆様の今後の保険

戦略の一助となることを目指して企画したものです。 
 

【今回取り上げ予定の 9 品目】 

令和 3 年 9 月収載品目（令和 3 年 6 月 23 日の中医協総会（第 481 回）で了承） 

 販売名：メドエル骨導インプラント BONEBRIDGE（C2・原価計算方式；骨固定型補聴器） 

 販売名：多項目自動血球分析装置 XN－31 (C2・特定保険医療材料ではなく、新規技術料にて評価；マラリア診

断装置) 

 フィジオマグネット（C2・原価計算方式；歯科用精密磁性アタッチメント） 

 

令和 3 年 9 月収載品目（令和 3 年 7 月 14 日の中医協総会（第 483 回）で了承） 

 販売名：メドトロニック Vanta PC（C1・類似機能区分比較方式；植込み型疼痛緩和用スティミュレータ） 

 販売名：FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル(C2・特定保険医療材料ではなく、新規技術料にて評

価；遺伝子変異解析プログラム（がんゲノムプロファイリング検査用）) 

 

令和 3 年 9 月収載品目（令和 3 年 8 月 14 日の中医協総会（第 485 回）で了承） 

 販売名：AXS Offset デリバリーアシストカテーテル（C1・原価計算方式；中心循環系ガイディング用血管内カテー

テル） 

 販売名：SHILLA Growth Guidance システム（C1・類似機能区分比較方式；脊椎内固定器具） 

 販売名：レボシス－J（C1・類似機能区分比較方式；吸収性骨再生用材料） 

 販売名：AtriCure 左心耳クリップ（C2・特定保険医療材料ではなく、新規技術料にて評価；心臓組織用クリップ） 

 

 

■ セミナー中の質問について 

「挙手」ボタンによる口頭でのご質問またはチャット画面による文面でのご質問の両方を受け付けます。 

発言しやすい方法でご発言ください。なお、開催時間が短いため口頭でのご質問をおすすめいたします。 

質問の仕方については、セミナー開始前のご案内表示および本セミナーの冒頭にご案内いたします。 



 

医療機器産業研究所
Medical Device Strategy InstituteMDSI

公益財団法⼈医療機器センター附属医療機器産業研究所 10 周年記念イベント 

MDSI Activities 
 

公益財団法⼈医療機器センターでは、2010 年 4 ⽉に我が国で最初の医療機器産業専⾨のシ
ンクタンクとなる「医療機器産業研究所(Medical Device Strategy Institute ; MDSI)」を発⾜
させました。 

当研究所では、医療機器産業を取り巻く環境及び中⻑期的な課題について国内外の実態分
析、実証研究を通じて、産業の発展に影響を及ぼす諸課題の抽出と解決策の提⾔、産業の果
たす社会的役割、戦略的重要性について理解、認識を広めることを⽬的としたリサーチペー
パーの作成や産業研究会の開催、将来戦略に関する提⾔を⾏うなどのシンクタンク活動を⾏
って参りました。 

当研究所の運営は、当研究所の研究活動にご協⼒・ご⽀援いただける企業・団体などから
の研究協⼒費を主として⾏われており、当研究所が設⽴から 10 年を迎えられましたこと
は、ひとえに皆様のご協⼒とご⽀援のおかげでございます。 

そこでこの度、10 周年を記念した医療機器産業研究所のイベントとして、2020 年 11 ⽉ 9
⽇より毎⽉第 2 ⽉曜⽇に定期開催（全 10 回シリーズ）のオンラインセミナー MDSI 
ACTIVITIES を開催することで皆様への恩返しの場を設けさせていただきました。この
MDSI ACTIVITIES ではこれまでの 10 年で蓄積して参りました研究所の知⾒を毎回テーマ
毎に改めて共有させていただき、医療機器産業界の次の 10 年を皆様と共に考える場を⽬指
します。 

皆様のご参加を⼼よりお待ちしております。 
 

MDSI ACTIVITIES 
★ 開 催 ⽇：毎⽉第 2 ⽉曜⽇ (初回は 11 ⽉ 9 ⽇、全 10 回シリーズ) 
★ 時  間：13:30〜15:00 
★ 会  場：Cisco Webex Events を⽤いたオンライン会場 
★ 開催概要：講師による講演(45 分程度)、その後ディスカッション(45 分程度) 

リサーチペーパー等の著者に内容をわかりやすく解説いただき、その後にディスカッ
ションをさせていただくオンライン形式の会です。 
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医療機器産業研究所
Medical Device Strategy InstituteMDSI

■ 令和 3 年度実施済の回 
 

【第 6 回 MDSI Activities】 
⽇時：令和 3 年 4 ⽉ 12 ⽇（⽉）13:30〜15:00 
会場：Cisco Webex Events を⽤いたオンライン会場 
テーマ：Innovation & Regulation -医療機器の開発と国際標準、規制 
 
演者：伊藤 紗也佳 （神奈川県⽴保健福祉⼤学イノベーション政策研究センター 研究員） 
座⻑：佐瀬 ⼀洋（順天堂⼤学⼤学院医学研究科臨床薬理学教授） 
パネリスト： 
岩崎 清隆（早稲⽥⼤学理⼯学術院先進理⼯学研究科共同先端⽣命医科学専攻 教授） 
加納 信吾（東京⼤学⼤学院新領域創成科学研究科教授) 
妙中 義之（国⽴研究開発法⼈⽇本医療研究開発機構 医療機器・ヘルスケアプロジェクト 

 プログラムディレクター） 
 
【第 7 回 MDSI Activities】 
⽇時：令和 3 年 5 ⽉ 10 ⽇（⽉）13:30〜15:00 
会場：Cisco Webex Events を⽤いたオンライン会場 
テーマ：医療技術のイノベーションの評価 - 材料価格制度の⻑所と短所 
 
演者：⽥村 誠 （(公財)医療機器センター附属医療機器産業研究所 上級研究員 

国際医療福祉⼤学⼤学院特任教授） 
座⻑：後藤 励（慶應義塾⼤学経営管理研究科教授／医療経済・医療技術評価研究センター⻑） 
パネリスト： 
伊藤 智（⼀般社団法⼈⽶国医療機器・IVD ⼯業会(AMDD)保険委員会 委員⻑） 
⼩池 和央（厚⽣労働省医政局経済課医療機器政策室 医療機器保険導⼊相談専⾨官） 
⽥中 俊英（⼀般社団法⼈⽇本医療機器テクノロジー協会（MT JAPAN）医療保険委員会 委員⻑） 
 
【第 8 回 MDSI Activities】 
⽇時：令和 3 年 6 ⽉ 14 ⽇（⽉）13:30〜15:00 
会場：Cisco Webex Events を⽤いたオンライン会場 
テーマ：医療機器におけるサイバーセキュリティ対応 
 
演者・座⻑：中野 壮陛（公益財団法⼈医療機器センター附属医療機器産業研究所 所⻑） 
パネリスト： 
新 秀直（東京⼤学医学部附属病院企画情報運営部・講師） 



 

医療機器産業研究所
Medical Device Strategy InstituteMDSI

久芳 明（⼀般社団法⼈⽇本医療機器産業連合会 サイバーセキュリティ TF リーダー） 
武内 彬正（厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局医療機器審査管理課⾰新的製品審査調整官） 
中⾥ 俊章（⼀般社団法⼈⽇本医療機器産業連合会 医療機器サイバーセキュリティ対応 WG 主査） 
 
【第 9 回 MDSI Activities】 
⽇時：令和 3 年 7 ⽉ 12 ⽇（⽉）13:30〜15:00 
会場：Cisco Webex Events を⽤いたオンライン会場 
テーマ：医師と医療機器開発；活性化していくための取り組み 
 
演者：新⾕ 幸⼦ (厚⽣労働省 医政局経済課 医療機器政策室 室⻑補佐) 
パネリスト： 
内⽥ 毅彦（医療機器産業研究所 客員研究員/株式会社⽇本医療機器開発機構代表取締役、 

循環器内科） 
岡⼭ 慶太（⼤阪⼤学国際医⼯情報センター特任講師、循環器内科) 
佐⽵ 晃太（株式会社 CureApp 代表取締役社⻑/⽇本⾚⼗字社医療センター、呼吸器内科) 
三澤 将史（昭和⼤学 横浜市北部病院消化器センター講師、消化器内科） 
横井 宏佳（福岡⼭王病院 病院⻑、循環器内科） 
進⾏：中野 壮陛 (公益財団法⼈医療機器センター附属医療機器産業研究所 所⻑） 
 
【第 10 回 MDSI Activities】 
⽇時：令和 3 年 8 ⽉ 23 ⽇（⽉）13:30〜15:00 
会場：Cisco Webex Events を⽤いたオンライン会場 
テーマ：これからの医療機器産業が進むべき道 
 
座⻑：中野 壮陛（公益財団法⼈医療機器センター附属医療機器産業研究所 所⻑） 
パネリスト： 
河野 典厚（厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局医療機器審査管理課 課⻑) 
堀岡 伸彦（厚⽣労働省医政局経済課医療機器政策室 室⻑) 
廣瀨 ⼤也（経済産業省商務・サービスグループ 医療・福祉機器産業室 室⻑） 
渡部 眞也（⼀般社団法⼈⽇本医療機器産業連合会副会⻑・みらい戦略会議議⻑） 
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令和３年度医療機器修理責任技術者基礎講習会カリキュラム 
 

 

科 目 分 講師等 

Ⅰ. 現在の医療とその周辺について 60 
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 

Ⅱ. 修理の現状 
1.病院の現状と修理業のあるべき姿 

50 
大阪大学医学部附属病院 
手術部・臨床工学部・材料部・ 
サプライセンター 

病院教授 高階 雅紀 Ⅴ. 技術 
1.修理に必要な医学知識（感染症を含む） 

40 

Ⅲ. 法律①医療機器等法 
1.修理業にかかる医療機器等法 

120 
公益財団法人医療機器センター      

常務理事 新見 裕一 

Ⅳ. 法律②関連法規 
1.医療法 
2.医療関係者法令 
3.産業標準化法 
4.製造物責任法（PL） 

40 
公益財団法人医療機器センター      

常務理事 新見 裕一 

Ⅱ. 修理の現状 
2.業界側からみた修理業の現状と課題 

50 
医療機器修理責任技術者基礎講習会 

運営委員 吉野 盟吉 

Ⅴ. 技術 
2.医用電気機器の安全通則等の基礎知識等 

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 

特任教授 加納  隆 

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） 

35 

医療機器修理責任技術者基礎講習会 
運営委員 山口 幸宏 

Ⅶ. 業務管理 75 

テスト 50  

※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。 

 

参考資料 ７ 



 

 

 

 

令和 3年度 医療機器修理責任技術者専門講習会カリキュラム 
「第１区分 画像診断システム関連」 

科 目 分 講師等 

機器概論 
 － 関連機器及び用品を含む① － 

70 
専門講習小委員会 

 委員 武藤  巧 

機器概論 
 － 関連機器及び用品を含む② － 

60 
専門講習小委員会 

委員 松村 茂樹 

機器概論 
 － 関連法規及び基準 － 

130 
専門講習小委員会 

委員長 泉   孝吉       

信頼性工学と安全性 60 
専門講習小委員会 

委員 今堀   清 

業務管理（感染防止対策含む） 100 
専門講習小委員会 

委員 佐久間 一晃 

テスト 60  

※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。 

 

 

参考資料 ８ 



 
 

 

 

令和３年度 医療機器修理責任技術者専門講習会カリキュラム 
「第２区分 生体現象計測・監視システム関連」 

科 目 分 講師等 

信頼性工学と安全性 50 
専門講習小委員会 

委員長 大沢 規人 

業務管理 
 － 修理業への期待 － （感染防止対策含む） 

40 
東京女子医科大学病院 
臨床工学部 ME 機器管理室 

 臨床工学技士長 酒井 基広 

業務管理 
 － 修理業業務管理の要点 － 

50 
専門講習小委員会 

委員 戸澤 匡広 

機器概論 
 － 規格と基準 － 

60 
専門講習小委員会 

委員 稲井   隆 

機器概論 
 － 生体現象計測機器概論 － 

100 
専門講習小委員会 

委員 小室 久明 

機器概論 

 － 監視・治療・機能補助機器概論 － 
80 

専門講習小委員会 
委員 山本   弘 

機器概論 
 － 超音波診断機器概論 － 

40 
専門講習小委員会 

委員 田中 一史 

テスト 60  

※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。 

参考資料 ９ 



 

 

 
 

 

令和３年度 医療機器修理責任技術者専門講習会カリキュラム 
「第３区分 治療用・施設用機器関連」 

 

科 目 分 講師等 

機器概論 
 － 第３区分の機器ガイド － 

35 
専門講習小委員会 

委員 藤田 雅稔 

業務管理 
 － 修理に必要な基礎知識 － 

30 
専門講習小委員会 

委員 平野   知 機器概論 
 － 電気に関する基礎知識 － ＥＭＣによる不具合例 

30 

業務管理 
 － 感染症に対する基礎知識と対処方法 － 

50 
総合病院 国保旭中央病院 

感染管理コンサルタント 柴田   清 

信頼性工学と保守管理業務 40 
滋慶医療科学大学院大学 
医療管理学研究科 客員教授 小野 哲章 

機器概論 
 － 計測に関する基礎知識 － 

45 
専門講習小委員会 

委員 小島 耕二 

機器概論 
 － 関連法規及び基準（ＰＬを含む） － 

30 
専門講習小委員会 

委員長 高草 啓史 

機器概論 

 － 医療用ガスについて（取扱い及び安全に関する留意事項） － 
50 

専門講習小委員会 
委員長 高草 啓史 

機器概論 
 － 人工呼吸器 － 

60 
専門講習小委員会 

             委員 宇野 宏志  

機器概論 
 － 保育器 － 

50 
専門講習小委員会 

委員 川内 順二 

機器概論 
 － 滅菌器 － 

70 
専門講習小委員会 

委員  大井 一正 

機器概論 
 － 手術室関連機器 － 

60 
専門講習小委員会 

委員  藤田 雅稔 

機器概論 
 － 麻酔器 － 

60 
専門講習小委員会 

委員  西岡   純 

機器概論 
 － 輸液ポンプ － 

60 
専門講習小委員会 

委員  戸澤 匡広 

テスト 60  

※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。 

参考資料 １０ 



 

 

 

 

令和３年度 医療機器修理責任技術者専門講習会カリキュラム 
「第４区分 人工臓器関連」 

科 目 分 講師等 

感染防止について 60 
聖マリアンナ医科大学 

感染制御部 教授 竹村   弘 

信頼性工学と保守管理業務 50 
滋慶医療科学大学院大学 
医療管理学研究科 客員教授 小野 哲章 

業務管理 40 
専門講習小委員会 

委員長 向畑 弘美 

機器概論 
 － 人工心肺装置 － 

70 
専門講習小委員会 

委員 中村 修 

機器概論 
 － 血液浄化用装置 － 

60 
専門講習小委員会 

委員 大類 裕久 

機器概論 

 － 人工腎臓装置 － 
90 

専門講習小委員会 
委員 亀野 雅弘 

機器概論 
 － 人工膵臓装置 － 

50 
専門講習小委員会 

委員 垂水 正敏 

テスト 60  

※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。 

参考資料 １１ 



 

 

令和３年度 度医療機器修理責任技術者専門講習会カリキュラム 
「第５区分 光学機器関連」 

科 目 分 講師等 

信頼性工学と安全管理 
 － ＭＥ機器信頼性工学と安全管理 － 

40 
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  

特任教授 加納   隆 

信頼性工学と安全管理 
 － 感染症予防 － 

30 
大阪大学医学部附属病院 
手術部・材料部・臨床工学部 

病院教授 高階 雅紀 

業務管理 
 － 安全と保守管理 － 

30 
専門講習小委員会 

委員長 鈴木 克之助 業務管理 
 － 責任技術者の実務と従業員教育 － 

40 

機器概論 
 － 関連法規及び基準 － 

60 
近畿大学 理工学部 

総合理工学研究科 教授 橋新 裕一 

機器概論 
 － 医用内視鏡 － 

60 
専門講習小委員会 

委員 比嘉 啓斗 

機器概論 
 － 内視鏡医用電気機器 － 

60 
専門講習小委員会 

委員 日比 春彦 

機器概論 
 － 超音波内視鏡 － 
 － レーザ内視鏡 － 

50 
専門講習小委員会 

委員 川島 行順 

機器概論 
 － レーザ治療器 － 
 － レーザ手術装置 － 

50 
専門講習小委員会 

委員 三浦 秀夫 

テスト 60  

※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。 

参考資料 １２ 



 

 

 
令和３年度 医療機器修理責任技術者専門講習会カリキュラム 

「第６区分 理学療法用機器関連」 

科 目 分 講師等 

業務管理（機器総論及び感染防止対策含む） 50 
専門講習小委員会 

 委員 宇高 勝成 

信頼性工学と安全性（安全検査実務を含む） 90 
東京都立産業技術研究センター 
エンジニアリングアドバイザー 

 岡野   宏 

機器概論 

 － 温熱・水治療法機器の扱い方と修理 － 
50 

専門講習小委員会 
委員 宇高 勝成 

機器概論 
 － 低周波治療器の扱い方と修理 － 

50 
専門講習小委員会 

委員長 栗栖 信之 

機器概論 
 － リハビリ用機器の扱い方と修理 － 

40 
専門講習小委員会 

委員 伊藤 英俊 

機器概論 
 － レーザ治療器の扱い方と修理 － 

40 
専門講習小委員会 

委員 久保 宏司 

機器概論 
 － 高周波・超音波治療器の扱い方と修理 － 

50 
専門講習小委員会 

委員 横田 尚之 

機器概論 
 － 自動間欠牽引装置の扱い方と修理 － 

50 
専門講習小委員会 

委員長 栗栖 信之 

テスト 60  

※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。 

参考資料 １３ 



 

令和３年度 医療機器修理責任技術者専門講習会カリキュラム 
「第７区分 歯科用機器関連」 

    

科 目 分 講師等 

信頼性工学と安全性 50 
専門講習小委員会 

委員 長谷川 健嗣 

業務管理（感染防止対策含む） 80 
専門講習小委員会 

委員 宮内 啓友 

機器概論 
 － 歯科用Ｘ線装置について（１） － 

80 
専門講習小委員会 

委員 小寺 康之 

機器概論 
 － 歯科用Ｘ線装置について（２） － 

80 
専門講習小委員会 

委員 森田  剛 

機器概論 
 － 歯科用Ｘ線装置の保全について － 

70 
専門講習小委員会 

委員 山口 幸宏 

機器概論 
 － 歯科電気診断用機器及び関連装置 － 

60 
専門講習小委員会 

委員 長谷川 健嗣 

機器概論 
 － 歯科診療用関連機器及び歯科用レーザの保全 － 

60 
専門講習小委員会 

委員 京谷 郁男 

機器概論 
 － 歯科診療用ユニットについて（１） － 

90 
専門講習小委員会 

委員 瀬戸 則夫 

機器概論 
 － 歯科診療用ユニットについて（２） － 

90 
専門講習小委員会 

          委員 城倉 好雄 

テスト 60  

※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。 

参考資料 １４ 



 

 

令和 3年度 医療機器修理責任技術者専門講習会カリキュラム 
「第８区分 検体検査用機器関連」 

科 目 分 講師等 

機器概論 
－ 臨床検査概論 － 

－ 体外診断薬・精度管理・電解質・医用光度計・血液ガス － 
45 

専門講習小委員会 

委員 大澤   進 規格・基準の概要 
－ 標準物質・精度管理 － 

感染防止     

－ － 感染防止対策 － 

40 

規格・基準の概要 
－ ISO・臨床検査の ISO・JIS・医の倫理 － 

45 
専門講習小委員会  

委員 苅谷 文雄 

機器概論 
－ 自動分析装置 － 

45 
専門講習小委員会 

委員 今井 恭子 

機器概論 
－ 血球計数装置・血液凝固装置・ 

尿沈渣装置・尿化学装置 － 

60 
専門講習小委員会 

委員 仲井   光 

機器概論 
－ グルコース・検体自動搬送システム・臨床検査システム － 

35 
専門講習小委員会 

委員 加藤 龍二 

機器概論 
－ 電気泳動・輸血血清・免疫装置 － 

45 
専門講習小委員会 

委員 西山 良民 

信頼性工学及び安全性工学  
－ 信頼性・安全性設計思想・施設ユーティリティ － 

25 
専門講習小委員会 

委員 伊奈 孝浩 

業務管理 
－ 安全の確保・リモート・廃棄物 － 

業務管理 
－ 電撃・設置作業管理 － 

30 
専門講習小委員会 

委員 伊奈 孝浩 

業務管理 
－ 薬機法及び関連法令・PL・修理業の業務 － 

苦情処理及び異常時の対応 

50 
専門講習小委員会 

委員 渡辺 伊知郎 

テスト 60  

※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。 

参考資料 １５ 



 

 

 

 

  

 

令和３年度 高度管理医療機器等・特定管理医療機器 

販売及び貸与営業所管理者講習会カリキュラム 
 

  

  科 目 分 講師等 

Ⅰ. 現在の医療とその周辺について 60 
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 

Ⅱ. 販売業・貸与業に関する医療機器等法の規定 

 1.医療機器等法 

 2.医療機器等法施行令 

 3.医療機器等法施行規則 

95 
公益財団法人医療機器センター 

常務理事 新見 裕一 

Ⅲ. 関連法規 

 1.医療法・医師法等について 
40 

公益財団法人医療機器センター 
常務理事 新見 裕一 

Ⅳ. 医療側からみた販売業者のあり方について 50 

大阪大学医学部附属病院 
手術部・臨床工学部・材料部・ 
サプライセンター 

病院教授 高階 雅紀 

Ⅴ. 販売業者等の品質確保における業務管理について 60 
医療機器販売･貸与営業所管理者講習会 

運営委員 飯田 隆太郞 

Ⅵ. 医療機器の流通における品質確保について 

 1.流通の現状について 

 2.修理業及び保守点検 

 3.販売倫理 

製造業者側からみた販売業者のあり方を含む 

25 
日本医療機器販売業協会 

  青木 幸生 

25 
日本歯科用品商協同組合連合会 

           会長 宮内 啓友 

25 
元日本医療機器団体連合会 

企業倫理委員会 委員長 新倉 満孝 

テスト 10  

 

※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。 

参考資料 １６ 



 

 

 

 

 

令和３年度コンタクトレンズ販売営業所管理者講習会カリキュラム 
 

   

   科 目 分 講師等 

Ⅰ. コンタクトレンズの医学的側面 50 
日本コンタクトレンズ学会 

医療対策担当理事 土至田 宏 

Ⅱ. 販売業・貸与業に関する医療機器等法の規定 

 1.医療機器等法 

 2.医療機器等法施行令 

 3.医療機器等法施行規則 

100 
公益財団法人医療機器センター      

常務理事 新見 裕一  

Ⅲ. 関連法規 

 1.医療法・医師法等について 
40 

公益財団法人医療機器センター      
常務理事 新見 裕一         

Ⅴ. 販売業者等の品質確保における業務管理について 70 
一般社団法人 日本コンタクトレンズ協会 

田中 謙一 

Ⅳ. 医療側からみたコンタクトレンズの販売について 50 
公益社団法人 日本眼科医会 

       常任理事 駒井 潔 

Ⅵ. 医療機器の流通における品質確保について 

 1.流通の現状について 

 2.販売倫理・公正競争規約 

製造業者側からみた販売業者のあり方を含む 

40 
一般社団法人 日本コンタクトレンズ協会 

福田 重喜 

20 
一般社団法人 日本コンタクトレンズ協会 

福田 重喜 

テスト 10  

 

※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。 

 

参考資料 １７ 



 

 

 

令和３年度 医療機器製造業責任技術者講習会カリキュラム 
 

 

科 目 分 講師等 

Ⅰ. 現在の医療とその周辺について 60 
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 

Ⅱ. 医療の現状と医療機器について 50 

大阪大学医学部附属病院 
手術部・臨床工学部・材料部・ 
サプライセンター 

病院教授 高階 雅紀 

Ⅲ. 法律①医療機器等法 
1.医療機器等法における医療機器製造業の 
責任技術者の義務について 

100 
公益財団法人医療機器センター 

常務理事 新見 裕一 

Ⅳ. 法律②関連法規 
1.医療法、医師法等について 

40 
公益財団法人医療機器センター 

常務理事 新見 裕一 

Ⅴ. 医療機器の品質確保について① 
  （医療機器 QMS 省令・QMS 体制省令） 

120 
医療機器製造業責任技術者講習会 

講師 中村 雅彦 

Ⅴ. 医療機器の品質確保について② 
（医療機器の製品群省令及び QMS 調査） 

Ⅵ. 製造販売後安全管理基準（ＧＶＰ）について 
60 

医療機器製造業責任技術者講習会 
講師 中村 雅彦  

 テスト 50  

 

※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。 

 

参考資料 １８ 



 

 

令和３年度 医療機器等総括製造販売責任者講習会カリキュラム 

 
 

科 目 分 講師等 

Ⅰ. 現在の医療とその周辺について 60 
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 

Ⅱ.医療現場における製造販売業者の役割 50 

大阪大学医学部附属病院 
手術部・臨床工学部・材料部・ 
サプライセンター 

病院教授 高階 雅紀 

Ⅲ.医療機器等法 100 

公益財団法人医療機器センター 

常務理事 新見 裕一 
Ⅳ.医療法、産業標準化法、製造物責任法、その他 

  関連法令 
40 

Ⅴ.総括製造販売責任者の役割 40 
医療機器総括製造販売責任者講習会 

 運営委員 飯田 隆太郎 

Ⅵ.医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理 
  及び品質管理の基準に関する省令のうち 
  医療機器に関する規定（ＱＭＳ） 

100 
医療機器総括製造販売責任者講習会 

講師 中村 雅彦  

Ⅶ.ＱＭＳ体制省令,製品群省令及びＱＭＳ調査に 
  ついて 

60 
医療機器総括製造販売責任者講習会 

講師 中村 雅彦  

Ⅷ.医療機器の不具合報告制度 60 
医療機器総括製造販売責任者講習会 

運営委員 泉  孝吉 

Ⅸ.医療機器の製造販売後安全管理基準（ＧＶＰ）に 
  ついて 

50 
医療機器総括製造販売責任者講習会 

運営委員 泉  孝吉 

テスト 50  

 

※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。 

参考資料 １９ 



 

令和３年度 

医療機器・体外診断薬製造販売承認等に係る講習会 

プログラム 

 

時 間 講 演 内 容 講 師 

45 分 医療機器行政に係る最近の動向について 
厚生労働省医薬・生活衛生局 
医療機器審査管理課   坂部 彩 

60 分 
医薬品医療機器法（QMS 関係）／ 
医療機器・体外診断用医薬品に関する行政動向 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

監視指導・麻薬対策課 吉岡 希恵 

35 分 医療機器の市販後安全対策について 
厚生労働省医薬・生活衛生局 

医薬安全対策課    中村 有沙 

40 分 医療機器・体外診断薬の審査業務について 

独立行政法人 
医薬品医療機器総合機構     
医療機器審査第二部 

     審査専門員 中村 泰子 

50 分 
医療機器・体外診断薬の承認申請資料作成 
における留意事項について 

独立行政法人 
医薬品医療機器総合機構 
医療機器審査第一部 

審査専門員 森内 将貴 
体外診断薬審査室 

     審査専門員 木村 友紀 

30 分 医療機器の信頼性調査等業務について 

独立行政法人 
医薬品医療機器総合機構     
医療機器調査・基準部 

     調査専門員 水上 真喜 

 

(注)講演内容・講師・講演時間等について、変更になる場合があります。 

参考資料 ２０ 



【第51回 ⽣涯教育研修会カリキュラム】

講 義 内 容 時 間
(分) 講 師

令和４年度
診療報酬改定における
保険医療材料制度

60

厚⽣労働省医政局経済課
医療機器政策室

医療機器保険導⼊相談
専⾨官

⼩池 和央

経済産業省の
医療機器・ヘルスケア産業
政策について

60

経済産業省商務情報政策局
商務・サービスG
ヘルスケア産業課
医療・福祉機器産業室

室⻑補佐 加藤 ⼆⼦

※ 講義時間は変更になる場合がございます。

令和4年度診療報酬改定における保険医療材料制度と
経済産業省における医療機器産業政策について

参考資料 ２１



 
 

令和３年度 医療機器開発実務者育成セミナー 

 

 

～規格・基準対応関係～ 

安全通則JIS T 0601-1の位置づけと概要 60 
フクダ電子株式会社 

安全性試験センター課長  倉繁 和彦 

ユーザビリティエンジニアリングプロセスについて 70 

株式会社UL Japan／Emergo by UL 

Managing Human Factors Specialist 

吉田  賢 

医療機器ソフトウェアの設計開発プロセスの構築方法 60 
一般社団法人電子情報技術産業協会 
医療用ソフトウェア専門委員会 

委員  鴛田 栄二 

製品ライフサイクルにおけるサイバーセキュリティ 60 

一般社団法人日本医療機器産業連合会 

医療機器サイバーセキュリティ対応WG  

主査 中里 俊章 

生物学的安全性試験の実際 ～基本的事項から実際試験法～ 70 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

医療機器ユニット 

医療機器調査・基準部 医療機器基準課 

金澤 由基子  

滅菌関連法規制/滅菌バリデーション実務 60 
四季サイエンスラボラトリー 

山口 透 

治験GCP概論 60 
一般社団法人 日本ＣＲＯ協会 
医療機器・再生医療ワーキンググループ 

弓倉 倫 
※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。  

～開発企画関係～ 

医療機器のイノベーションマネジメント 70 
オリンパス株式会社 
イノベーション推進 

Vice President  後野 和弘 

医療機器の保険償還制度と最近の傾向 60 
公益財団法人医療機器センター 
医療機器産業研究所 

     上級研究員  田村 誠 

医療機器開発におけるプロジェクトマネジメント 70 
MedVenture Partners株式会社  

 パートナー  中村 智幸 

 医療機器における知財戦略 60 
八田国際特許業務法人  

 弁理士  久野 栄造 

臨床ニーズの見極めと実現化までのステップ 70 
大研医器株式会社 
企画開発部 薬事・知財課 

課長  小林 武治 

AI医療機器の開発の動向 60 
公益財団法人医療機器センター 
医療機器産業研究所 

     主任研究員  松橋 祐輝 

～規制対応関係～ 

開発におけるフィジビリティと設計プロセス 80 
フリーランスコンサルタント 

安田 研一 

 医療機器の審査概論 70 
東京慈恵会医科大学 
先端医療情報技術研究部 

特任助教  竹下 康平 

安全管理（ＧＶＰ） 

 ～医療機器不具合報告制度及び安全確保措置～ 
60 

一般社団法人医療機器産業連合会  
PMS委員会      委員  三田 哲也 

承認申請ケーススタディ  

～公開されている新医療機器情報を題材に～ 
70 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 
 メディカルカンパニー 薬事本部 

Japan Policy Head  田中 志穂 

医療機器開発事例（薬事・保険） 70 
東レ株式会社 
 医薬・医療事業本部 開発薬事室 

主任部員  舘 哲史 

医療機器「認証制度概要」 50 
公益財団法人医療機器センター 
認証事業部          加藤 明美 

参考資料 ２２ 



【講習会カリキュラム】

内 容 分 講 師

医薬品医療機器等法における医療機器のQMS

及び最新の動向について
3０

厚生労働省 医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬対策課 担当官

第三者適合性評価制度とJABの活動

-医療機器品質マネジメントシステム認証の現況-
２５

公益財団法人日本適合性認定協会

技術部 小森 秀司

QMS規制の体系と関連事項

QMS規制の体系／適合性調査対象施設／

QMS体制省令／製品群省令

４０
中村MDオフィス

中村 雅彦

QMS適合性調査

QMS調査の分類／適合性調査申請・調査方法／

適合性評価基準／基準適合証と利用／追加的調査

４０
中村MDオフィス

中村 雅彦

QMS省令の概要説明（その１）

省令の構造／用語／要求事項の概要説明
7０

サクラ精機株式会社

グループ統括本部 担当部長

飯田 隆太郎

QMS省令の概要説明（その２）

省令の構造／用語／要求事項の概要説明
7０

サクラ精機株式会社

グループ統括本部 担当部長

飯田 隆太郎

滅菌医療機器とQMS

滅菌／滅菌保証／滅菌法／滅菌バリデーション
５０

住重アテックス株式会社
新規事業室 主席技術師

山瀬 豊

※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。

令和3年度
医療機器品質管理監督システム(QMS)講習会
〜改正QMS省令の全体を理解する〜

参考資料 ２３



令和 3 年度 医療機器安全基礎講習会（第 43 回ＭＥ技術講習会） 
【e ラーニング︓プログラム】 

※開講期間 令和３年 8 ⽉ 2 ⽇（⽉）〜 11 ⽉ 30 ⽇（⽕） 
※1 つの講義を 2〜3 つのパートに分け、15 分〜20 分程度でコンパクトにわかりやすく解説。 

科⽬等 分 講 師 
開講挨拶 5  

医療安全施策の動向 15 
厚⽣労働省医政局経済課 
医療機器政策室 

⽶⼭ 朋那 

医療機器安全管理の実際 
（医療機器安全管理責任者の説明含む） 

40 
⻲⽥総合病院 
医療技術部管理部 

⾼倉 照彦 

医療機器を安全に扱うための 
電気のトラブル事例と対策 

45 
杏林⼤学保健学部  
臨床⼯学科 教授 

中島 章夫 

医療機器を安全に扱うための 
医療ガスのトラブル事例と対策 

45 
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 

廣瀬  稔 

⼈⼯呼吸器および呼吸モニタの 
トラブル事例と対策 

60 
⽇産厚⽣会⽟川病院 
臨床⼯学科 科⻑ 

井上 博満 

輸液ポンプの 
トラブル事例と対策 

40 
東京⼤学医学部附属病院 
企画情報運営部 講師 

新 秀直 

リスクマネジメントの実際 45 
北⾥⼤学病院 
看護部 師⻑ 

⼟屋 志保 

《任意》DVD 

アウトレットの取り扱いと点検 9  

酸素ボンベの取り扱いと点検 12  
 

参考資料 ２４ 



 

 
 

令和 3年度 医療ガス安全管理者講習会〔2日コース〕 
ｅラーニング：プログラム 

【ｅラーニング開講期間】10月 1日（金）～11月 30日（火） 
科目等 分 講 師（法人格名称略） 

開講挨拶 5 医療機器センター 菊地  眞 

医療ガスの関係法令 
－医療法・医薬品医療機器等法－ 60 厚生労働省医政局地域医療計画課 

医療関連サービス室 担当官  

医療ガスの関係法令 
－高圧ガス保安法－ 40 高圧ガス保安協会 専任講師 山川 雅美 

医療ガス設備の構成 120 日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門  西元 和隆 

医療ガス設備の保守点検業務・ 
設備の事故例と防止策 110 日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門 前田 康男 

医療ガスの種類・性質と医学への応用 60 
慶應義塾大学 名誉教授 
日本医療ガス学会 理事長 
東京医療保健大学 学事顧問   

武田 純三 

◆実機材による説明◆ 
① LGCマニフォールドの使用法と保守点検方法 
② 二酸化炭素マニフォールドの使用法と保守点検方法 
③ 遮断弁および配管端末器の使用法と保守点検方法 

60 日本産業・医療ガス協会 
医療ガス部門 

赤峯 真吾 
前田 康男 
中田 尚宏 

病院設備の概要と 
医療ガス設備の防災対策 50 日本産業・医療ガス協会 

医療ガス部門 水谷 紀明 

DVDによる学習 
アウトレット/酸素ボンベの取り扱いと点検 25  

医療ガス全般に係わるヒヤリ・ハット事例 
および事故例について 
（医療ガス安全管理委員会の活動および職員研修の一例） 

70 日本産業・医療ガス協会 
医療ガス部門 髙澤 正樹 

『テスト』（理解度チェック） －  

 

参考資料 ２５ 



令和 3年度 医療ガス安全管理者講習会〔3日コース〕 
＝医療用ガス供給設備の保守点検業務従事者研修＝ 

ｅラーニング：プログラム 
【ｅラーニング開講期間】10月 1日（金）～11月 30日（火） 

科目等 分 講 師（法人格名称略） 

開講挨拶 5 医療機器センター 菊地  眞 

医療ガスの関係法令 
－医療法・医薬品医療機器等法－ 60 厚生労働省医政局地域医療計画課 

医療関連サービス室 担当官  

医療ガスの関係法令 
－高圧ガス保安法－ 40 高圧ガス保安協会 専任講師 山川 雅美 

医療ガス設備の構成 120 日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門  西元 和隆 

医療ガス設備の保守点検業務・ 
設備の事故例と防止策 110 日本産業・医療ガス協会 医療ガス部門 前田 康男 

医療ガスの種類・性質と医学への応用 60 
慶應義塾大学 名誉教授 
日本医療ガス学会 理事長 
東京医療保健大学 学事顧問   

武田 純三 

◆実機材による説明◆ 
① LGCマニフォールドの使用法と保守点検方法 
② 二酸化炭素マニフォールドの使用法と保守点検方法 
③ 遮断弁および配管端末器の使用法と保守点検方法 

60 日本産業・医療ガス協会 
医療ガス部門 

赤峯 真吾 
前田 康男 
中田 尚宏 

病院設備の概要と 
医療ガス設備の防災対策 50 日本産業・医療ガス協会 

医療ガス部門 水谷 紀明 

DVDによる学習 
アウトレット/酸素ボンベの取り扱いと点検 25  

医療ガス全般に係わるヒヤリ・ハット事例 
および事故例について 
（医療ガス安全管理委員会の活動および職員研修の一例） 

70 日本産業・医療ガス協会 
医療ガス部門 髙澤 正樹 

医療関連サービスマーク制度について 20 医療関連サービス振興会 
審査部 課長   高橋 一郎 

消防法について 20 東京消防庁 予防部防火管理課 
試験講習係 防災専門指導員 岡 眞佐雄 

建設業法について 30 全国建設研修センター 
事業推進室 企画推進部長 澤永 好章 

医療ガス設備： 
主要機器の構造・機能と定期点検 90 日本産業・医療ガス協会 

医療ガス部門 田坂 欣一 

医療ガス設備： 
故障の発生原因とその対応 50 日本産業・医療ガス協会 

医療ガス部門 田坂 欣一 

医療制度の現状と課題 
―医療機関の社会的役割― 60 

東京医科歯科大学大学院 
医歯学総合研究科 医歯学系専攻 
政策科学分野 教授 

河原 和夫 

業務管理体制と社内研修の在り方 
（サービスマーク実地調査における注意点を含む） 60 日本産業・医療ガス協会 

医療ガス部門 岡本  剛 

『テスト』（理解度チェック） －   
 

参考資料 ２６ 



 
令和 3年度 医療ガス安全管理者継続講習会 

ｅラーニング：プログラム 

【ｅラーニング開講期間】10月 1日（金）～11月 30日（火） 
科目等 分 講 師（法人格名称略） 

開講挨拶 5 医療機器センター 菊地  眞 

医療ガスの関係法令 
－医療法・医薬品医療機器等法－ 

60 厚生労働省医政局地域医療計画課 
医療関連サービス室 担当官 

医療ガスの関係法令 
－高圧ガス保安法－ 

40 高圧ガス保安協会 専任講師 山川 雅美 

消防法について 20 東京消防庁 予防部防火管理課 
試験講習係 防災専門指導員 岡 眞佐雄 

建設業法について 30 全国建設研修センター 
事業推進室 企画推進部長 澤永 好章 

医療関連サービスマーク制度について 20 医療関連サービス振興会 
審査部 課長  髙橋 一郎 

業務管理体制と社内研修の在り方 
（サービスマーク実地調査における注意点を含む） 

60 日本産業・医療ガス協会 
医療ガス部門 岡本  剛 

最近の配管設備・機器と保守の注意点 
及び医療ガス安全管理通知 
別添 2,3について（ヒヤリ・ハット他を含む） 

70 
日本産業・医療ガス協会 
医療ガス部門 西元 和隆 

JISの改正点と ISOの最近の動向 
及び医療ガス安全管理通知 
別添 4について（協会の基準等の紹介を含む） 

70 日本産業・医療ガス協会 
医療ガス部門 前田 康男 

 

参考資料 ２７ 



講義科目 分

開講挨拶 5 透析療法合同専門委員会　委員長 峰島　三千男

血液浄化療法の歴史 30 つくば国際大学　医療保健学部　医療技術学科 篠田　俊雄

血液浄化療法の工学的基礎知識 90 順天堂大学　医療科学部　臨床工学科 峰島　三千男

血液透析機器・装置 60 前田記念腎研究所　茂原クリニック　臨床工学部 川崎　忠行

安全対策 60 神奈川工科大学　工学部　臨床工学科 山家　敏彦

透析室の感染対策 60 南魚沼市民病院 田部井　薫

血液浄化療法の概要と実際 90 つくば国際大学　医療保健学部　医療技術学科 篠田　俊雄

バスキュラーアクセス 60 飯田橋春口クリニック 春口　洋昭

腹膜透析 60 埼玉医科大学　総合診療内科 中元　秀友

腎不全の病態と症状 60 江戸川病院　生活習慣病CKDセンター 佐中　　孜

急性血液浄化 45 東京女子医科大学　血液浄化療法科 花房　規男

慢性透析療法 60 医療法人朋壮会　南古谷クリニック　 松村　　治

透析患者と外科手術 60 ＪＣＨＯ千葉病院 室谷　典義

小児患者に対する透析 60 東京女子医科大学　腎臓小児科 服部　元史

長期透析に伴う合併症（心血管系合併症 他） 60 三井記念病院　腎臓内科 三瀬　直文

長期透析に伴う合併症（骨・ミネラル代謝異常 他） 40 慈恵医大晴海トリトンクリニック　 横山　啓太郎

長期透析に伴う合併症（透析アミロイドーシス 他） 60 昭和大学横浜市北部病院　内科 衣笠　えり子

脂質異常症 40 昭和大学　医学部　内科学講座　腎臓内科学部門 本田　浩一

栄養管理 50 一般社団法人　腎臓・代謝病治療機構 中尾　俊之

薬物療法 60 杏林大学　医学部　薬理学教室 櫻井　裕之

臨床検査 60 さいたま つきの森クリニック 栗原　　怜

腎移植 60 ＪＣＨＯうつのみや病院 八木澤　隆

透析患者の看護 60 東京有明医療大学　看護学部　看護学科　成人看護学 杉田　和代

透析療法における倫理的問題 60 社会医療法人川島会　川島病院 岡田　一義

「第43回透析技術認定士認定講習会」プログラム
※講義時間は多少前後いたします。

講　師　等

参考資料２８



      

      

  

透析技術認定士 

令和 3 年度『認定更新のための講習会』 e-ラーニング 

プログラム 
 

 

講義内容等 分 
（予定） 講 師 等 

開講挨拶 5 透析療法合同専門委員会 
委員長 篠田 俊雄 

バスキュラーアクセス管理 40 ＪＣＨＯ千葉病院 
病院長 室谷 典義 

オンライン HDF 
（透析液の水質管理） 

40 池袋久野クリニック 
院長 久野  勉 

透析膜の構造と機能分類 40 法政大学 生命科学部 
環境応用化学科 教授 山下 明泰 

循環器合併症 40 
東邦大学医療センター 
大橋病院 腎臓内科 
診療部長 教授 

常喜 信彦 

透析患者の貧血 40 
神戸大学大学院医学研究科 
腎臓内科 腎・血液浄化センター 
教授・センター長 

西  愼一 

骨・ミネラル代謝異常 40 
東海大学医学部 
付属八王子病院 
腎内分泌代謝内科 教授 

角田 隆俊 

サルコペニア・フレイル 
（フットケア） 

40 
湘南鎌倉総合病院 
副院長 
再生医療科 部長 

大竹 剛靖 

透析患者の感染対策 40 
医療法人社団豊済会 
下落合クリニック 
理事長・院長 

菊地  勘 

透析室における災害対策 40 
東北大学大学院 
腎・高血圧・内分泌科 
特命教授 

宮崎 真理子 

透析看護 
（高齢・認知症） 

40 聖隷佐倉市民病院 
総看護部長 内田 明子 

 

参考資料 ２９ 



講 義 科 ⽬ 分

 1. 開講挨拶 5  ３学会合同呼吸療法認定⼠認定委員会 委員⻑ 中島 淳

  2. ⾎液ガスの解釈 80  帝京⼤学医学部附属溝⼝病院 院⻑補佐
 帝京⼤学医学部 名誉教授

⼤村 昭⼈

 3. 呼吸機能とその検査法 60  ⽇本⾚⼗字社 古河⾚⼗字病院 院⻑ ⼩⼭ 信⼀郎

  4. 呼吸不全の病態と管理
  （薬物吸⼊療法を含む）

80  公⽴陶⽣病院 副院⻑
 呼吸器・アレルギー疾患内科 部⻑

近藤 康博

 5. 呼吸リハビリテーション 80  ⻑崎⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科
 医療科学専攻 教授

神津 玲

 6. 酸素療法 70  横浜市⽴⼤学附属市⺠総合医療センター
 集中治療部 准教授

⼤塚 将秀

  7. ⼈⼯呼吸器の基本構造と
  保守および医療ガス

80  滋慶医療科学⼤学
 医療科学部 臨床⼯学科 教授

廣瀬 稔

  8. 気道確保と⼈⼯呼吸 80  昭和⼤学 名誉教授
 学校法⼈昭和⼤学 顧問

安本 和正

  9. NPPVとその管理法 60  ⽇本⼤学医学部内科学系 睡眠学分野
 睡眠医学・呼吸管理学講座 教授

陳 和夫

10. 開胸・開腹⼿術後の肺合併症 70  東京⼤学⼤学院医学系研究科 外科学専攻
 臓器病態外科学講座 呼吸器外科学 教授

中島 淳

11. 新⽣児・⼩児の呼吸管理 80  埼⽟医科⼤学総合医療センター 総合周産期
 ⺟⼦医療センター ⼩児科名誉教授 兼 客員教授

⽥村 正徳

12. ⼈⼯呼吸中のモニター 60  横須賀共済病院 集中治療科 部⻑ 磨⽥ 裕

 13. 呼吸不全における全⾝管理 60  東海⼤学医学部 前教授 阿部 直

第26回3学会合同呼吸療法認定⼠認定講習会
e-ラーニング講義科⽬・講師⼀覧

講 師 等

参考資料３０



講 義 科 ⽬ 分

 開講挨拶 5  ３学会合同呼吸療法認定⼠認定委員会 委員⻑ 中島 淳

  1. 呼吸機能検査の呼吸療法への応⽤ 50  市⽴⼤町総合病院 藤本 圭作

 2. 呼吸不全の病態と画像診断 50  医療法⼈徳州会 ⼋尾徳州会総合病院 呼吸器内科 ⽯原 英樹

 3. ⾎液ガスと酸塩基平衡 50  NTT東⽇本関東病院 集中治療科 鈴⽊ 聡

 4. モニター 50  横浜労災病院 集中治療科 藤本 潤⼀

  5. ⼈⼯呼吸療法 NPPVを中⼼に 50  ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科
 ⽣体統御医学講座 ⿇酔・集中治療医学教室

藤野 裕⼠

 6. 肺保護換気 50  ⼭形⼤学医学部附属病院 救急部 ⾼度集中治療センター 中根 正樹

 7. 症例による呼吸管理の実際 50  ⽇本医科⼤学 呼吸器外科 ⾅⽥ 実男

  8. COPDにおける薬物療法 50  社団法⼈浦和医師会 健診センター ⼀和多 俊男

 9. 術後呼吸管理 50  杏林⼤学医学部付属病院 呼吸器・甲状腺外科 安樂 真樹

10. 術後管理における感染対策  50  昭和⼤学医学部 外科学講座 呼吸器外科学部⾨ 武井 秀史

 11. 呼吸リハビリテーション 50  順天堂⼤学⼤学院医療看護学研究科
 臨床病態学分野 呼吸器系

植⽊ 純

12. 呼吸不全の栄養管理 50  秋⽥⼤学／医療法⼈久幸会 塩⾕ 隆信

13. 在宅呼吸管理 50  東京⼥⼦医科⼤学
内科学講座 呼吸器内科学分野

桂 秀樹

3学会合同呼吸療法認定⼠
『認定更新のための講習会（2022年）』

eラーニング講義科⽬・講師⼀覧

講 師 等

参考資料３１



 
令和３年度 在宅人工呼吸器に関する講習会 

eラーニング：プログラム 
 

 
 

eラーニング開講期間 第 1回：令和 3年 7月 1日(木)10時 ～ 令和 3年 9月 30日(木)17時 
第 2回：令和 4年 3月 1日(火)10時 ～ 令和 4年 3月 31日(木)17時 

科目等 分 
(目安) 講 師 

Ⅰ.在宅人工呼吸療法（HMV）の医学的側面 

1.在宅人工呼吸 
-わが国の現状と呼吸器疾患に対する 
在宅人工呼吸をどう考えるか-（開講挨拶を含む） 

40 八尾徳洲会総合病院 
副院長 石原 英樹 

2.呼吸器疾患、その他の HMV 
-特に非侵襲的人工換気法について- 80 国立病院機構 南京都病院 

院長 坪井 知正 

3.小児の HMV 
-神経筋疾患と重症心身障害児を中心に- 

80 国立病院機構 北海道医療センター 
神経筋／成育センター  部長 石川 悠加 

Ⅱ. HMV療養者の支援の実際   

4.ALS患者に対する在宅人工呼吸療法 80 
社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 
脳卒中・脳神経センター 顧問 
相澤東病院 診療部部長   近藤 清彦 

5.HMV療養者の立場から 30 
療養者家族 
日本 ALS協会 理事 

東京都支部事務局長  青木 良浩 

6.HMV療養者への訪問看護 
-生命・生活を支える視点とリスク管理- 50 

東京都医学総合研究所 
社会健康医学研究センター 
難病ケア看護ユニット ユニットリーダー 

副参事研究員  中山 優季 

ハンズオン関連資料のご紹介（※受講は任意です。） － （在宅人工呼吸器関連協力企業） 

アンケート － （医療機器センター） 

※40分以上の講義は 2～3つのパートに分け、コンパクトにわかりやすく解説いたします。 

参考資料 ３２ 
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