
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
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公益財団法人医療機器センター
医機なび事務局



イベント概要
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• CONTENTS1

• CONTENTS2
CONTENTS1終了後、医療機器業界の企業を早分かりできる企業理
解動画をエントリー者限定ページで公開。
1社5分程度の長さで、事業概要/主力製品といった基礎情報からイン
ターンシップの開催情報までコンパクトに紹介。
8月1日(日)まで、エントリー者は自由に閲覧頂ける。

2021年6月18日17:00からオンラインライブ配信形式で開幕セミ
ナーを開始。
YouTubeにて個別の企業の情報収集を始める前に知っておくべき、
医療機器業界の基礎知識を医療機器センターが説明。
その後実際企業の方に会社概要、将来性、働く魅力などについて
Zoomを用いてスペシャルセッションという形で学生に配信。



CONTENTS1 開幕LIVEセミナー概要

• 参加学生 大学3年生、修士1年生が主な対象(全学年参加可能)
• 参加人数 エントリー1,014名、文理別セッション参加者：727名
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17：00～17：20 18：30～18：45 ヘルスケア・医療機器業界基
礎理解講座 on YouTube (設備トラブルによりプログラム変更)

17：20～18：20 文理別セッション on Zoomウェビナー

18：20～18：30 エンディング on YouTube

• 当日プログラム



CONTENTS2 速習！企業理解動画概要
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• 参加企業 (22社)

アコマ医科工業
株式会社

パラマウントベッド
ホールディングス
株式会社

キヤノンメディカル
システムズ
株式会社

朝日インテック
株式会社

アトムメディカル
株式会社

アルフレッサ
株式会社

オージー技研
株式会社

ジョンソン・エンド・
ジョンソン 日本法人
グループ

フクダ電子
株式会社

宮野医療器
株式会社 株式会社モリタ 株式会社ヨシダ

浜松ホトニクス
株式会社

日本光電工業
株式会社

日機装株式会社東レ・メディカル
株式会社

テルモ株式会社

帝人株式会社シーメンス
ヘルスケア
株式会社

タカラベルモント
株式会社

泉工医科工業
株式会社

株式会社
コムラ製作所

2021年8月1日(日)まで
動画閲覧可能



アンケート概要
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• 回収期間 2021年6月18日～6月25日まで
• 回答数 315名
• 質問

Q1：満足度
Q2：満足度理由(抜粋)
Q3：どちらのセッションへ参加したか
Q4：セッションの感想や印象に残った話など(抜粋)
Q5：志望度の変化について
Q6：今後企業のどのような方の話を聞きたいか
Q7：感想、質問、その他など自由記入欄(抜粋)



満足

60.0%

やや満足

25.1%

普通

10.8%

やや不満

2.2%

不満

1.9%
[Q1]CONTENTS1の満足度を教えてください。

(n=315)

Q1．満足度
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85.1%



Q2．満足度理由(満足抜粋)
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• 文系学生なのですが、具体的にどのような仕事するのかをイメージでき
ました。また企業ごとの強みや長期目標を聞くことができ、より一層企
業研究に力を入れたいと感じました。医療機器業界と一括りにしても、
個々の企業にそれぞれの魅力があると思うので少しずつでも情報を集め
る努力をしたいという気持ちにさせていただきました。

• 文系にはあまり向いていない業界なのではないかと感じていたが、実際
に働いている方が「営業職には文系が多く在籍しており、文系にも活躍
の機会がある。」というお話を聞くことができ、非常に参考になった。

• 簡潔で非常にわかりやすかったため。また、自身が想像していた業界の
イメージとは違った部分が多く見受けられ、より一層興味が深まった。

• 医療機器業界について、知識は0に等しかったが、医療機器業界の中で、
営業･研究･企画など色々細かく部門が分かれていることや、医療機器と
いうものは、自分が思っているより沢山存在していることを知れたから。

• また、優秀な医者を何人も育てるよりも、優秀な医療機器をたくさん作
り、それを操作してもらうことによって、たくさんの人を救うことが出
来るという言葉は刺さるものがあり、機器に携わることで、直接でなく
ても、誰かを助けることが出来るというのが、魅力だと思ったから。



Q3．どちらのセッションへ参加したか
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文系セッション

（テルモ株式会

社、日本光電工

業株式会社）

34.9%

理系セッション

（キヤノンメディカ

ルシステムズ株

式会社、日機装

株式会社）

62.2%

都合により参加

出来なかった

2.9%

[Q3]スペシャルセッションはどちらに参加をされましたか？

(n=315)



Q4．セッションの感想や印象に残った話など(抜粋)
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• テルモ株式会社：幅広く医療に貢献しており、新しい挑戦に対しても
積極的であることが伝わってきました。具体的に注射器を使いまわし
から使い切りにしたという話は「既存の文化や当たり前を変える」と
いう意味で革新的で魅力的だと感じました。

• 日本光電工業株式会社：電子機器を通して収集したビックデータを扱
うプラットフォームを作成したいというお話が印象的でした。大学の
ゼミでビックデータ利用の可能性と危険性について論文を作成したの
で、あながち今大学で学んでいることも無駄でないのだなと感じまし
た。「自分が医師になるよりもたくさんの人を救える」という言葉も
印象的で、医療機器企業の可能性に心が動かされました。

• パネラーとして参加していたお二人がご自身の仕事にやりがいと熱意
を持っていることが感じられ、業界自体の印象がよいものになった。
特に販売後のアフターフォローが必要になるため、今後も営業職は必
要な職種であるというお話が印象に残っている。営業職を志している
ため、就職活動のモチベーションが上がった。

＜文系セッション＞



Q4．セッションの感想や印象に残った話など(抜粋)
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• 私は、在学している大学に医療に関連する分野がなく、企業に就職して
から同期との差があるのではないかと不安を抱えていたが、今回のセッ
ションに参加し、働く熱意や患者様を思いやる心、粘り強い意志や何事
にも物怖じせず積極的に取り組む姿勢を持っている人材であればよいこ
と、研究制度や自己成長の場が充実して整えられていることを知ること
ができ、安心することができた。とにかく前向きに、気になることは積
極的に取り組み、多くの情報を身に着けて比較することで満足のいく就
職活動を迎えたい。

• 日機装の女性の出産や子育てに対するサポートの話で、ここ3年では産後
の復職率が100%であるというのが、印象に残った。また、金銭面でも、
時短勤務などの勤務形態のサポートが充実しているという話であったが、
産後しばらくして、新入社員として入った場合も、同じようにサポート
を受けることが出来るのか、実際に新入社員でもサポートを受けている
人がいるのか等聞きたかった。みなさんの話し方がまとまっていて、と
ても聞きやすく、医療機器業界へさらに興味が湧きました。自分で更に
調べて、またセミナーなどの機会があったら参加したいと思いました。
ありがとうございました。

• 医療機器メーカーの人はもっと堅苦しいイメージがあったのですが、そ
んなことはなく、少し安心しました。

＜理系セッション＞



志望度は高かっ

たが、より志望度

が高まった

47.9%そこまで志望度

は高くなかった

が、志望度が高

まった

30.5%

興味はなかった

が、志望度が高

まった

11.7%

志望度が高かっ

たが、志望度が

下がった

2.2%

そこまで志望度

は高くなく、今も

志望度は高くな

い

6.0%

興味はなく、

志望度も低い

0.0%

その他

1.6%

[Q5]今回のセミナーへ参加されたことで、ヘルスケア・医療機器業界への

志望度はどのように変化しましたか。最も近いものを選んでください。

(n=315)

Q5．志望度の変化について
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90.1%



Q6．今後企業のどのような方の話を聞きたいか
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66.3 

57.5 

47.3 

39.7 

20.0 

18.1 

1.6 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新入社員の話(入社1～2年程度)

若手社員の話(入社3～5年程度)

人事部の話

中堅社員の話(入社10年程度)

部長や課長の話

社長の話

その他

特になし

[Q6]今後就職活動を進めていく中で、企業のどのような方のお話を聞きた

いと思いますか。(3つまで) (n=315)



Q7．感想、質問、その他など自由記入欄(抜粋)
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• もともと医療業界への志望度は高かったのですが、医療機器業界への志
望度がとても高くなりました。大変有意義な時間を過ごすことができた
ので、またこのような機会を設けていただけるととても嬉しいです。本
日はありがとうございました。

• まだまだ、医療機器について知らないことばかりで不安がとても多かっ
たのですが、今回のセミナーで身近なところから医療機器があるという
ことを知り、不安が挑戦したい・もっと知りたいという興味に代わりま
した。本日は貴重な時間経験させていただきありがとうございました。

• 就活セミナーというものには、今回が初めて参加させて頂きました。3年
生で、医療機器業界のことをあまり知らない自分なんかがついていける
のか不安がありましたが、とても分かりやすく、1時間半という時間も
ちょうどよかったため、集中して聞くことが出来ました。企業の方のお
話はもちろん、チャットに打たれる質問内容も目にすることが出来るた
め、自分と同じ立場の人はどういう所を気にしているのだろうか、自分
が4年になった際にはどういったところを気にしていかなければならない
のか、という点でも見させて頂き、とても勉強になりました。今のうち
から自分でたくさん調べ、興味を持ち、行動に移していきたいと思いま
す。また、機会がありましたら、セミナーや他のイベントにも参加して
みたいと思いました。この度は、こういった機会を設けて頂き、ありが
とうございました。



医機なび

supported by

医療機器産業研究所 情報基盤室（担当：相宮）
〒103-0033 東京都文京区本郷1-28-34 本郷MKビル2階
TEL：03-3813-8532 E-mail：ikinavi@jaame.or.jp

連絡先
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