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企業 医工連携推進機構 マニュアル掲載ページ

①書類作成・応募

•エントリーシート（様式１）
•経費見積書（様式２）
•上記、電子ファイル

②書類審査

応募書類

審査結果受理
③審査結果通知
•審査結果通知書

④試作品製作実習
（試作品製作実習期間内）

•試作品製作
•経費の発注～支払完了
•経費支払関係書類の整備
（整理・保管）

⑤成果報告書及び経費支出実
績報告書の作成・提出

•成果報告書（様式３）
•経費支出実績報告書（様式４）
•支払いに係る証憑類
•成果報告書及び経費支出実
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•請求書（様式５）
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提出書類チェックリスト 

 

＜エントリーシート提出時：応募段階＞ 

確認 チェックポイント 

 指定された様式を使っているか 

 記入洩れはないか。 

 正本１部とコピー3部の部数はあっているか。 

 様式１と様式２の電子ファイルはWordとExcelで送っているもしくはCD-R等を添付

しているか。 

 個人印ではなく、代表印が押されているか。 

 50万円タイプの医療機器の完成品で申請の場合： 

 一般的名称を記入しているか。 

 50万円タイプの医療機器製造販売業者からの直接依頼の場合: 

 別紙の「試作品依頼の確認書」を作成しているか（相手方の押印もあるか）。 

 50万円タイプの共同研究契約の場合： 

 契約書等の押印ページのコピーを入れているか。 

 

＜成果報告書提出時：試作品製作終了後＞ 

確認 チェックポイント 

 指定された様式を使っているか 

 記入洩れはないか。 

 様式3と様式4の電子ファイルはWordとExcelで送っているもしくはCD-R等を添付し

ているか。 

 個人印ではなく、代表印が押されているか。 

 経費の計上は、試作品製作実習期間中に発生（発注）したもので、かつ終了（支払）

したものか。 

 支給対象ではない振込手数料や消費税の計上はないか。 

 小数点以下の端数計算は切捨てられているか。 

 全ての支払について、「見積書・発注書・納品書・請求書・領収書」の全ての支払事

実を示す証憑は備わっているか。 

 専門家謝金・旅費が発生している場合： 

 依頼書、承諾書・活動報告書等の派遣及び活動等を示す資料が整備されているか。 

 支払事実を示す証憑類は、原本ではなくコピーを提出しているか。 
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第一部：試作品製作応募マニュアル 

 

１． 全体概要 

 

(１) 事業目的 

 本事業は、千葉県内のものづくり中小企業の健康・医療分野への新規参入や医工連携に

よる製品開発を促進するための、医療機器等試作品開発支援プログラム（以下、「本プロ

グラム」とする。）です。医療現場や医療機器メーカー等の「ニーズ・アイディア」を基

に、自社技術を活用した試作品を開発製作又は改良等の取り組みを支援します。本プログ

ラムの運営は、特定非営利活動法人医工連携推進機構（以下、「当機構」とする。）が千

葉県より受託を受け、実施するものです。 

 

(２) スケジュール 

 第一次公募 第二次公募 

公募期間 
2018年6月14日（木） 

 ～2018年6月26日（火） 

2018年9月13日（木） 

～2018年9月26日（水） 

採択予定件数 
50万円タイプ：7件 

25万円タイプ：6件 

50万円タイプ：7件 

25万円タイプ：6件 

試作品製作実習期間 
2018年7月9日（月） 

～2018年10月31日（水） 

2018年10月9日（火） 

～2019年1月31日（木） 

成果報告書及び経費実績 

提出締切日 
2018年11月14日（水） 2019年2月14日（木） 

 

(３) 応募資格 

 本プログラムの対象となる申請者は、次の要件を満たす中小企業者、連携体とします。 

 ヒト用の健康・医療関連分野での試作品の製作を予定していること。 

 ちばメディカルネットワークに加入していること。（注１） 

 千葉県内に事務所、事業所または主たる事業の実施地を有する中小企業者（注２） 

 試作品製作実習期間終了時点の成果報告、事業終了後の千葉県からの追跡調査等、

本プログラムに係る成果報告等への協力を行えること。 

 （公財）千葉県産業振興センターまたは当機構のコーディネータ等による、試作

品製作実習内容や進捗状況等の確認・御社訪問への協力を行えること。 

 

（注１）ちばメディカルネットワーク 

当ネットワークにご登録いただいた企業を対象に、健康・医療分野に係る各種支

援を行っています。 

運営：（公財）千葉県産業振興センター 東葛テクノプラザ 

登録料・年会費等：無料（有料の支援メニューもあります。） 
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（注２）中小企業 

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成１８年法律 第３３号）

第２条第１項に規定する中小企業者。次の①～③のいずれかに該当する者は大企業と

みなして補助対象者から除きます。  

① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所

有している中小企業者 

② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有して

いる中小企業者 

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占め

ている中小企業者 

 

(４) 採択予定件数（平成30年度中） 

 50万円タイプ：14件程度 

 25万円タイプ：12件程度 

 

(５) 対象となる試作品製作費 

 本プログラムの試作品製作費は、本プログラムに採択され、試作品製作期間内に試作品

製作を実施し、当該期間中に支払が発生・完了したものが対象になります。採択決定日前

に発注、購入、または試作品製作期間終了後に納品、支払等を実施したものは対象になり

ません。 

 また、試作品製作費は、試作品実習期間終了後、本プログラムで定めた必要書類を期日

までに提出の上、審査を受けて認められたもののみ支給対象となります。 
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２． 試作品製作応募について 

 

 本応募要領に従い、必要書類を期限までにご提出ください。提出書類に不備がある場合、

審査の対象とならないことがありますので、ご注意願います。 

 

(１) 試作品要件 

 製作する試作品のニーズ元が医療現場等であり、提案書にて、ニーズの提供元（組

織名等）を開示できること。 

 ヒト用の医療分野又はその他関連分野（ヘルスケア、福祉・介護分野等）に係わ

るもの。 

 既存品や部品の改良等でも、開発要素（低コスト・軽量化・利便性の向上など）

が含まれていれば対象となります。 

 過去に本プログラムから支給を受けた案件については、当該試作品製作後に、医

療現場等からの新たな改良ニーズが示されたことが提案書上、明らかであること。 

 

(２) 応募枠 

 50万円タイプ 25万円タイプ 

条件 

（１）の試作品要件に該当し、さらに、下記の

いずれかの条件に該当するもの 

1） 医療機器の完成品に取り組むもの 

2） 医療機器製造販売業者からの直接依頼に基

づく改良や試作で、試作品の目標度が達成さ

れた場合は、事業化や納入等の方向性が明ら

かなもの。 

3） 医療機関と共同研究契約等を締結したもの。 

（１）の試作品要件

に該当するもの 

支給額 上限：50万円（税抜） 上限：25万円（税抜） 

採択予定件数 14件程度 12件程度 

 50 万円タイプ 2),3)は、医療機器部品及び非医療機器の完成品も対象とします。 

 「50万円タイプ」での応募案件を「25万円タイプ」で採択することもあります。 

 

(３) 応募書類 

【提出書類（郵送）】 

① エントリーシート（様式１）：捺印された正本１部及びコピー３部 

② 経費見積書（様式２）：正本１部及びコピー３部 

③ エントリーシート（様式１）及び経費見積書（様式２）を保存した電子フ

ァイル（Word及びExcel形式のまま） ⇒③のみ電子メールでの提出も可 

④ 50万円タイプの2）または 3)の条件で申請する案件は、試作品依頼の確認

書または共同研究契約等の締結が分かる押印された契約書等のコピー 

１部 
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 経費の詳細はp.8～、様式等の記入例はp.19～を参照ください。 

 各提出書類は当機構ホームページからダウンロードください。 

   【URL】http://www.dori.jp/npo/shisaku-proposal.htm 

 提出書類は指定フォーマットを活用し、片面印刷（A4版）で提出ください。 

 電子メール送付の場合は、担当からの受領メールを必ず確認ください。 

 

(４) 応募期間 

 

 第一次公募 第二次公募 

応募期間 

（受付期限：書類必着） 

2018年6月14日（木） 

 ～2018年6月26日（火） 

※持参の場合は17時まで 

2018年9月13日（木） 

～2018年9月26日（水） 

※持参の場合は17時まで 

採択予定件数 
50万円タイプ：7件 

25万円タイプ：6件 

50万円タイプ：7件 

25万円タイプ：6件 

 応募状況により、第三次募集を実施する場合もあります。 

 （３）に示す提出書類が全て揃った時点で、受付となります。 

 

(５) 応募の留意点 

 共同申請の場合は、代表企業が応募書類を提出ください。なお、経費見積書は、

試作品製作費の支給を受ける企業毎に作成ください。 

 共同申請の場合は、応募者要件を満たしている企業毎に試作品製作費を支給しま

す（企業間の製作費の流用やコンソーシアム内での相互取引の費用は認められま

せん）。なお、試作品製作費の支出検査は、各社個別に実施します。 

 各公募1案件の申請で、年度内に最大2件まで申請可能です。ただし、採択は25万

円タイプ2件もしくは25万円タイプ及び50万タイプ各1件のいずれかとなります。 

 経費の大部分が外注費で、提案書上、自社技術が含まれていない又は果たす役割

が明確でないものは、採択しないことがあります。 

 コンセプトの検討のための市販品の購入のみや購入品等の二次加工等がない単純

な組合わせ等は、対象外とします。 

 

(６) 見積に際しての留意点 

 最終的な試作品製作費は、経費見積書に記載された経費項目のみが支給対象とな

りますので、抜けている項目がないかご確認ください。 

 支給額は、各応募枠の上限額と経費見積書に記載された額のどちらか少ない方が

支給上限額となります。 
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(７) 書類の提出先及び問合せ先 

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-62 ヒルトップ赤坂3階 

特定非営利活動法人 医工連携推進機構 

千葉県「医療機器等試作品開発支援プログラム」  担当： 榎本 

TEL：03-5570-1027 FAX:03-5570-0845 

電子メール：chiba-shisaku@dori.jp 

 

(８) その他 

 提出書類の作成及び提出等にかかる費用は、各社の負担とします。 

 応募書類は返却しません。 

 応募が無効となるケース 

 エントリーシート等書類の提出方法、提出先、締切日に適合しないもの 

 本応募要領で指定する書類様式及び応募資格に適合しないもの 

 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

 虚偽の内容が記載されているもの 

 提案内容が公序良俗に反するもの 

 

(９) 選定について 

 応募書類は審査を行います。 

 審査結果は、審査終了次第、採否通知にて連絡します。 

 審査内容は公表しません。 

 

 

３． 試作品製作について 

 

 第一次公募 第二次公募 

試作品製作実習期間 
2018年7月9日（月） 

～2018年10月31日（水） 

2018年10月9日（火） 

～2019年1月31日（木） 

 採択企業は、提案いただいた試作品の製作実習を各企業にて実施いただきます。 

 本プログラムより試作品製作に係る場所等の提供は行いません。 

 試作品製作実習期間の延長は行いません。 
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４． 試作品製作終了後：成果物の提出について 

 

 試作品製作が終了されましたら、本マニュアルに従い、必要書類を期日までにご提出く

ださい。成果物の検査を実施後、試作品製作費の支給額を確定します。なお、提出書類に

不備がある場合、提出期限までに書類の提出がなかった場合は、試作品製作費の支給がで

きない場合がありますので、ご注意願います。 

 

（１）成果物提出書類 

 

【成果物（提出書類）】 

① 成果報告書（様式３）：捺印された正本１部 

② 経費支出実績報告書（様式４）：正本１部 

③ 上記、経費支出実績報告書の支払に係る証憑のコピー：１式 

④ 成果報告書（様式３）及び経費支出実績報告書（様式４）を保存した電子フ

ァイル（押印前のWord及びExcel形式のまま） 

注）④のみ電子メールでの提出も可能です。 

 「③支払に係る証憑」の詳細はp.11～、様式記入例はp.31～を参照ください。 

 各提出書類は当機構ホームページからダウンロードください。 

   【URL】http://www.dori.jp/npo/shisaku-proposal.htm 

 提出書類は指定フォーマットを活用し、片面印刷（A4版）で提出ください。 

 電子メールでの送付の場合は、担当からの受領メールを必ず確認ください。 

 製作した試作品は各社で保管いただいて結構です。 

 

（２）成果物提出期限 

 

 第一次公募 第二次公募 

成果報告書及び経費実績 

書類 提出締切日（書類必着） 

2018年11月14日（水） 

※持参の場合17時まで 

2019年2月14日（木） 

※持参の場合17時まで 

 提出締切日前でも、試作品製作完了時点で、成果物は提出いただいて結構です。 

 成果物は、最終締切日までに必着のこと（持参の場合17時まで）。 

 （１）に示す提出書類が全て揃った時点で、受付となります。 

 

（３）書類の提出先及び問合せ先 

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-62 ヒルトップ赤坂3階 

特定非営利活動法人 医工連携推進機構 

千葉県「医療機器等試作品開発支援プログラム」  担当： 榎本 

TEL：03-5570-1027 FAX:03-5570-0845 

電子メール：chiba-shisaku@dori.jp 
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５． 請求書の提出時期について 

 

 成果物（成果報告書：様式３、経費支出実績報告書：様式４、経費支出実績報告書の支

払に係る証憑のコピー）を受付後、成果内容及び経費支出内容の検査を実施します。 

 検査の結果、対象経費として適当と認めた経費を基に支給額を確定し、当機構より確定

通知書を送付します。 

確定通知書を受理後、請求書（様式５）を作成し、当機構にご提出ください。 

 

６． その他 

 

 2019年2月に実施予定の試作品発表会にて、製作いただいた試作品の発表をお願

いする場合があります。 

 ご記入いただきました企業及び個人情報等は、本プログラムの運営管理の目的に

利用させていただきます。 

 ご記入いただきました企業及び個人情報等は、必要なセキュリティ対策を講じ、

厳重に管理致します。 
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第二部：経理マニュアル 

 

１． 全体概要 

 

(１) 試作品製作費の定義 

本プログラムにおける「試作品製作費」は、本プログラムの試作品製作応募で採択

された試作品の製作実習期間中に発生した試作品製作に係る費用をいいます。 

 

(２) 留意事項 

 本プログラムは、国の交付金を原資としています。不正行為が判明した場合、試作

品製作費の全部又は一部の返還命令、刑事告訴等の処分が科されることがあります。 

 本プログラムの経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なります。（※） 

※ 試作品 1 案件につき、50 万円（税抜）又は 25 万円（税抜）を上限に、本プロ

グラムで実施する試作品製作に要した経費に相当する額を支払います。 

 適切な考え方が示されれば、本マニュアルと異なる処理でも認めることがあります。 

 本プログラムに係る書類作成や支出検査等に要する費用は、支給対象外となります。 

 経理関連書類は、事業終了年度の翌年度から５年間は適切に保管をお願いします。 

 

 

２． 対象経費 

 

(１) 計上可能な経費の対象時期 

経費の計上は、試作品製作実習期間開始日以降に発生（発注）したもので、試作品

製作期間終了日までに支払完了したものが対象となります。試作品製作期間終了後の

支払は、経費として認められませんので、ご注意ください。 

 

＜参考：計上可能な経費処理の時期について＞ 

 

（注）経理処理の都合上、期間中の支払が困難な場合などは、事前にご相談ください。 

計上

○

試作品製作実習期間開始日 終了日

見積 発注 納品 請求 支払

○ 発注 納品 請求 支払見積

× 納品 請求 支払見積 発注

×

見積 発注 納品 請求 支払
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(２) 主な対象経費項目及びその定義 

対象経費として計上できる経費項目は、以下となります。不明な点がある場合には

当機構担当者と連絡を取り合い、適切な経費計上に努めてください。 

 材料費（消耗品費・原材料費）、備品費（10 万円未満）、専門家謝金・旅費、

書籍購入費、外注加工費、その他必要と認められる経費（要事前協議）。 

 経費の大部分が外注費で、提案書上、自社技術が含まれていない又は果た

す役割が明確でないものは、採択しないことがあります。 

 最終的な試作品製作費は、経費見積書に記載された経費項目のみが支給対

象となりますので、抜けている項目がないかご確認ください。 

 支給額は、各応募枠の上限額と経費見積書に記載された額のどちらか少な

い方が支給上限額となります。 

 

 （経費項目及びその定義） 

経費項目 内容 

材料費 試作品製作を行うために直接必要な物品であり、備品費に属さ

ない原材料費や消耗品費（ただし、本プログラムのみで使用さ

れることが確認できるもの） 

備品費 

※10 万円未満 

試作品製作を行うための必要な物品（ただし、1 年以上継続し

て使用できるもの）の購入、製造に必要な経費 

専門家謝金・旅費 試作品製作に必要な専門的知識の獲得・指導等のために招聘し

た外部専門家等に対する謝金及び招聘に係る旅費 

書籍購入費 試作品製作を行うために必要な情報等を獲得するために購入

した文献購入費やデータ購入費 

外注加工費 

（請負契約） 

試作品製作を行うために必要な機械装置の設計、試作品の試験

もしくは評価又はソフトウェアの制作等、採択企業が直接実施

することができないもの又は適当でないものについて、他の事

業者に外注するために必要な経費 

その他経費 試作品製作を行うために必要な経費のうち、本プログラムのた

めに使用されることが特定・確認できるものであり、他のいず

れの区分にも属さないもの（下記、一例） 

 通信運搬費（試作品評価等のための運送代等） 

 コンピュータ使用料（試作品評価等に必要なプログラムを

実施するために外部機関より貸借等行うもの。） 

 光熱水料（電気、水道、ガス。ただし、専用のメータの検

針等により本プログラムに使用した料金が算出できる場

合） 

 設備の利用料 

   （注）企業の社員等の旅費交通費や人件費等は対象外となります。 
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(３) 消費税の扱い 

 当機構からは、試作品製作費として、消費税を控除した金額を支給しますが、採択企

業が外注先等に支払う場合は、消費税は含めた金額をお支払ください。なお、経費見積

書（様式２）及び経費支出実績報告書（様式４）を提出いただく際は、消費税を抜いた

額を記載ください。 

 消費税込額での表示記載となっている領収書やレシートについては、経費計算の際に、

消費税を割戻した金額を記載してください。1 円未満の端数は切り捨ててください。 

 

（参考）消費税の割戻しの考え 

税込額で 1,000 円の製品を計上する場合 

  1,000 円÷1.08＝925.925・・  計上額：925 円 

 

(４) 振り込み手数料について 

 振り込み手数料は支給対象外となりますので、経費支出実績報告書（様式４）を提出

いただく際は、「その他経費」の「摘要」欄に「振り込み手数料として（○○会社）」と

記載の上、当該金額をマイナス計上してください。 

 詳細は様式の記載例をご参照ください（P.35） 

 

(５) 外貨建て取引経費の円換算について 

 海外からの調達等、外貨建て取引経費の円換算は、当該外貨使用の際の両替レート等

を適用するなど、合理的な方法により計算してください。 

 成果物提出においては、レート換算の証拠書類のコピー等の提出をお願いします。な

お、 為替差益損は支給対象外となります。 
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３． 経費の支払に係る証憑について 

 

(１) 経費の支払いに係る証憑の基本的事項 

 計上可能な試作品製作費は、試作品製作実習期間中に「発注→納品→支払」の

全てが完了した経費となります。 

 経費の支払いを示す証憑類とは、「見積→発注→納品→支払」の流れが分かる

書類を指します。 

 

【経費の支払いに係る証憑】 

 見積書 

 発注書 

 納品書 

 請求書 

 支払が確認できるもの（レシートや銀行の振込明細等） 

注）専門家謝金・旅費が発生する場合は、p.12（３）に示した必要書類 

 上記コピーをご提出ください。原本は各社で保管ください。 

 

(２) 経費書類の整備に関する留意事項 

 支払事実に関する客観性担保のため、原則、支払は銀行振込として下さい（振

込手数料は、計上できません）。経理処理等の都合上、現金、クレジットカー

ド、小切手又は支払手形（回し手形は不可）で支払を行う場合にも、支払の事

実を証明する資料を保管・整理してください。なお、支払手形については、試

作品製作実施期間中の支払期日（当座預金口座からの引き落としが完了）であ

ることが必要です。 

 インターネットやメール等により注文を行い、発注書を発行していない場合に

は、発注書に代わるもの（電子媒体等を印字したもの）を用意してください。 

 実店舗等で直接購入し、見積書や発注書等がない場合は、レシート等による代

替を認めます。ただし、購入品目・単価等の内訳及び購入日、購入地が確認で

きる必要があります。「品代一式」等の内訳が不明なものは認められません。 
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(３) 専門家謝金・旅費の計上における必要書類 

「専門家謝金・旅費」を計上する場合は、「見積書、発注書、納品書」に代わる書

類として、下記書類をご提出ください。 

 

【「専門家謝金・旅費」項目における追加提出書類】 

① 派遣依頼書等（コピー） 

② 承諾書（コピー） 

③ 活動報告書等（コピー） 

④ 旅費の確認ができるもの（交通機関の領収書控え、WEB等での経路検索結

果等） 

注）謝金及び交通費を現金支払とした場合、専門家より領収書を受領くださ

い。その際、受領日、住所氏名の記入、捺印、但書は必須となります。 

⑤ 謝金規定などの内規（内規に基づき支払う場合） 

 専門家への依頼→承諾→活動報告書→支払の流れが分かる書類を整理してく

ださい。 

 メール等で依頼を行い、依頼状や承諾書を作成していない場合は、依頼状又は

承諾書に代わるもの（電子媒体等を印刷したもの）を用意してください。 

 専門家招聘の妥当性を明らかにするため、招聘日、専門家による指導の概略等

を記載した活動報告書を作成してください（任意フォーマット）。 

 専門家謝金・旅費は、既存の内規等に基づき適正に支払等を行ってください。 

 内規等がない場合は、謝金については、3 万円／回を目処に設定してください。

ただし、専門家側にて受託単価を設定している場合は、当該単価表等を提出い

ただき、当機構担当者が適当であると確認した場合は当該単価を用いることが

できます。 

 旅費は、実費額を対象としますが、タクシー使用は原則、認めません。止むを

得ず使用する場合は、当該使用について明確かつ妥当性のある理由書を作成し

てください。 
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４． 支出検査について 

 

 成果報告書及び経費支出に係る書類を受領後、提出書類の内容を審査し、必要に応じ

て実地調査等を行い、試作品製作及び経費の執行について確認を行います。 

 支出検査では、エントリーシート及び成果報告書等に基づき試作品製作が実施されて

いるかという点はもちろんのこと、経費の執行にあたって以下の点についても確認をし

ます。 

 当該試作品製作に直接必要な経費であるか。 

 試作品製作実習期間中に発生かつ支払いが行われた経費であるか。 

 当該経費が、他の事業と混合して使用されていないか。 

 会計処理が、法令や内部規程等に照らして適正か。 

 

 

５． 請求書の作成と試作品製作費の支給 

 

 支出検査の結果、対象経費として適当と認めた経費を基に支給額を確定します。確定

額は、確定通知書により通知します。試作品製作費は、適当と認められた経費のうち、

実績額又は採択上限額のいずれか低い額となります。 

 請求書（様式５）は、確定通知書を受領後、作成の上、当機構に提出ください。試作

品製作費は、請求書受領後、2019年3月末日までに支給します。 
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第三部：様式集及び記載例 

 

 様式１：エントリーシート 

 様式１（50万円タイプ追加事項）：試作品依頼の確認書 

 様式２：経費見積書 

 様式３：成果報告書 

 様式４：経費支出実績報告書 

 様式５：請求書 

 様式６：相談受付票 
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様式１：エントリーシート 

特定非営利活動法人 医工連携推進機構 御中 

申請年月日：   年  月  日 

 

平成３０年度地域連携による健康・医療ものづくり推進事業 

「医療機器等試作品開発支援プログラム」エントリーシート 

 

（１）試作品名 

試作品名 
【記入要領】試作品のイメージが分かるような名前を付けてください 

 

（２）応募企業（代表企業）情報 

会社名  

代表者肩書き・氏名                         印 

本社所在地 
〒 

 

申請者所在地 

※本社と同一の場合は、

記載不要 

〒 

 

 

担当者部署名  

担当者役職・氏名  

TEL  FAX  

E-mail  

資本金 円 従業員数 人 

主要事業  

医療・健康関連分野

への参入状況 

（  ）医療機器製造販売業許可取得済 

（  ）医療機器製造業登録済 

（  ）医療機器メーカーに医療機器部品・部材を納入している。 

（  ）医療周辺機器（薬機法上の医療機器以外で主に医療現場で使

用されるもの）の製造を行っている。 

（  ）参入に向け、取組を開始している 

（  ）その他 

    具体的に： 
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（３）申請の概要 

申請分類 

（  ）新規申請 

（  ）過去に本プログラムから支給を受けた案件 

※ （５）にて当該試作品製作後に、医療現場等からの新たな改良ニ

ーズが示されたことを明確にしてください。 

申請体制 
（  ）自社単独 

（  ）コンソーシアム ※本様式末尾の共同申請者情報も記載ください。 

 

（４）応募枠 ※コンソーシアムの場合は、合計額ではなく各社の申請額に○をつけてください。 

応募枠 
（  ）50 万円タイプ ⇒下記、追加事項もご対応ください。 

（  ）25 万円タイプ 

 

 ※「50 万円タイプ」で応募される案件における追加事項 

1) 医療機器の完成品 

※ 試作品が該当する医療機器の一般的名称を記入ください。 

 

一般的名称： 

2) 医療機器製造販売

業者からの直接依頼 
※ 別紙、「試作品依頼の確認書」をご提出ください。 

3) 共同研究契約 
※ 医療機関と本試作品に関連する共同研究契約等の締結が分かる契

約書等の表紙部分のコピーを１部提出ください。 

 

（５）試作品情報 

試作品の内容を具体的に記入してください。文字数に制限はありませんので、ページが増えても

結構です。【記入要領】は削除して記入ください。 

試作品名  

ニーズ提供元情報 

【記入事項】本試作品を製作するに至ったニーズ等の提供者情報 

組織名称： 

診療科又はニーズ提供者名： 

試作品の背景 

及び現場課題 

【記入要領】本試作品を製作するに至った、医療現場等における課題や背景、

及び、その課題に対して想定される医療現場等のニーズを記載してください。 
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上記課題の解決策と

しての試作品の概要 

【記入要領】上記課題やニーズの解決に対し、製作される試作品がどのように

寄与するのかを記載ください。また、本試作品の特徴や機能、製作期間終了時

における試作品の試作（開発）目標を記載ください。 

 

 

 

 

試作品製作において

活用する自社技術 

（  ）デザイン開発        （  ）情報処理技術 

（  ）精密加工技術        （  ）接合・実装技術 

（  ）立体・造形技術       （  ）表面処理技術 

（  ）機械制御技術        （  ）測定計測技術 

（  ）その他：具体に： 

上記、自社技術の具

体的な活用内容 

【記入要領】上記の自社技術を本試作品製作にあたってどのように活用するの

かを具体的に記載ください。 

 

 

 

外注先への依頼内容 

【記入要領】試作品製作の中で、外注を行う場合（外注費を計上している場合）

は、どのような事項を発注するのか、概略を記載ください。 

 

 

イメージ図等 

※あれば貼付ください。 

 

 

 

 

 

 

（６）応募者要件への適合 

 以下の全てを満たしていないものは、受理されません。 チェック欄に記入してください。 

 （  ）ちばメディカルネットワークに加入している。 

 （  ）千葉県内に本社又は事業所等を有している中小企業者である。 

      ※みなし大企業は対象外。 

 （  ）試作品製作実習期間終了時点の成果報告、事業終了後の千葉県からの追跡調査

等、本プログラムに係る成果報告等への協力に同意する。 

 （  ）（公財）千葉県産業振興センターまたは当機構のコーディネータ等による、試作

品製作実習内容や進捗状況等の確認・御社訪問への協力を行える。  
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（７）共同申請者情報  

※ 適宜、企業情報記載欄を追加して全ての企業について記載ください。 

 

会社名  

代表者肩書き・氏名                         印 

本社所在地 
〒 

 

申請者所在地 

※本社と同一の場合は、

記載不要 

〒 

 

 

担当者部署名  

担当者役職・氏名  

TEL  FAX  

E-mail  

資本金 円 従業員数 人 

主要事業  

試作品製作において

活用する自社技術 

（  ）デザイン開発        （  ）情報処理技術 

（  ）精密加工技術        （  ）接合・実装技術 

（  ）立体・造形技術       （  ）表面処理技術 

（  ）機械制御技術        （  ）測定計測技術 

（  ）その他：具体に： 

試作品製作における

担当役割 

【記入要領】本試作品製作で担当する製作（開発）内容及び製作期間終了時にお

ける当該試作（開発）目標を記載ください。 

 

 

試作品製作において

活用する自社技術の

内容 

【記入要領】上記の試作品製作にあたって自社技術をどのように活用するのか、

記載ください。 

 

 

外注先への依頼内容 

【記入要領】試作品製作の中で、外注を行う場合（外注費を計上している場合）

は、どのような事項を発注するのか、概略を記載ください。 
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特定非営利活動法人 医工連携推進機構 御中 

 

申請年月日：○○○○年○月○日 

 

平成３０年度地域連携による健康・医療ものづくり推進事業 

「医療機器等試作品開発支援プログラム」エントリーシート 

 

（１）試作品名 

試作品名 
例１：患者さんの○○を○○○する機器 

例２：○○○（医療機器）の○○に使う部品 

 

（２）応募企業（代表企業）情報 

会社名 株式会社○○○○○ 

代表者肩書き・氏名 代表取締役 ○○ ○○                 印 

本社所在地 
〒○○○-○○○○ 

千葉県○○市○○～ 

申請者所在地 

※本社と同一の場合は、

記載不要 

〒 

 

 

担当者部署名 ○○開発課 

担当者役職・氏名 ○○○ ○○○○○ 

TEL ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○ 

E-mail ○○○＠○○○. ○○ 

資本金 ○○○○○千円 従業員数 ○○人 

主要事業 精密加工、機械加工・・・ 

医療・健康関連分野

への参入状況 

（  ）医療機器製造販売業許可取得済 

（  ）医療機器製造業登録済 

（  ）医療機器メーカーに医療機器部品・部材を納入している。 

（  ）医療周辺機器（薬機法上の医療機器以外で主に医療現場で使

用されるもの）の製造を行っている。 

（  ）参入に向け、取組を開始している 

（  ）その他 

    具体的に： 

代表印を必ず

押印ください。 

担当者連絡先 

該当するものに

○をつけてくだ

さい。 

千葉県内に事務所、

事業所または主たる

事業の実施地あるこ

との確認です。 

書類提出日 

（公募期間内） 



平成３０年度様式１－見本 

20 

 

（３）申請の概要 

申請分類 

（  ）新規申請 

（  ）過去に本プログラムから支給を受けた案件 

※ （５）にて当該試作品製作後に、医療現場等からの新たな改良ニ

ーズが示されたことを明確にしてください。 

申請体制 
（  ）自社単独 

（  ）コンソーシアム ※本様式末尾の共同申請者情報も記載ください。 

 

（４）応募枠 ※コンソーシアムの場合は、合計額ではなく各社の申請額に○をつけてください。 

応募枠 
（  ）50 万円タイプ ⇒下記、追加事項もご対応ください。 

（  ）25 万円タイプ 

 

 ※「50 万円タイプ」で応募される案件における追加事項 

1) 医療機器の完成品 

※ 試作品が該当する医療機器の一般的名称を記入ください。 

 

一般的名称： 

2) 医療機器製造販売

業者からの直接依頼 
※ 別紙、「試作品依頼の確認書」をご提出ください。 

3) 共同研究契約 
※ 医療機関と本試作品に関連する共同研究契約等の締結が分かる契

約書等の表紙部分のコピーを１部提出ください。 

 

（５）試作品情報 

試作品の内容を具体的に記入してください。文字数に制限はありませんので、ページが増えても

結構です。【記入要領】は削除して記入ください。 

試作品名 
 

ニーズ提供元情報 

組織名称：例１：○○○病院 例２：株式会社○○○ 

診療科又はニーズ提供者名：例１：○○科 ○○○先生 

             例２：医療機器事業部 

試作品の背景 

及び現場課題 

例１：○○○病院では、○○手術において○○○機器を使っている

が、○○○の動作をする際に、現在の機器は○○○となっているこ

とから、○○○してしまうことがある。そのため、△△△が難しく、

スムーズな○○○ができないといった課題がある。 

 

例２：平成 28年度の試作品事業で製作した試作品については、○○

○の点において、○○○の点がまだ不十分であり、本部分のさらな

る改良が必要との評価が医師から出された。 

コンソーシアムに千葉県外

企業を含むことは問題あり

ませんが、試作品製作費は

応募者要件に該当する企

業にのみに支給します。 

「記入要領」は削除

の上、記載ください。 

ニーズ提供元の

名称は必ず記

載ください。 

50 万円タイプでの応募

で、本追加事項への対応

がない場合は、25 万円タ

イプでの審査となります。 

（１）の試作品名と同一 
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上記課題の解決策と

しての試作品の概要 

例１：△△△が難しいという課題については、現状は、○○の部分

で○○○となっていることが原因と考えられ、その解決のためには、

○○○を提供する○○○部品が必要となる。そのため、○○○部分

が○○○となっている製品を試作する。材質に○○を用いることで、

これまでできなった○○○を、本試作品では○○○の点で○○○で

きるようになる。この○○○が実現すると、課題となっている△△

△については、○○○の面から○○○できるようになり、○○○部

分の動作性を向上させることができる。なお、本試作品は、製作期

間終了時点で、○○○の機能が実現できるレベルまで完成させるこ

とを目標とする。 

 

例２：不十分であると評価された○○○については、○○○の部分

が○○○であることが原因であると考えられる。そのため、○○○

部分の改良として、○○○することを検討する。そのため、新たに

○○○の機構を○○○に設けることにし、○○○といった特徴をも

つ○○○を○○○機能に追加する。それによって、○○○の部分の

動きがよりスムーズになり、これまで○○○であった部分が、○○

○できるようになり、さらに精緻な稼働を実現することができる。

試作品製作期間終了時の目標は、○○○が○○○することとする。 

試作品製作において

活用する自社技術 

（  ）デザイン開発        （  ）情報処理技術 

（  ）精密加工技術        （  ）接合・実装技術 

（  ）立体・造形技術       （  ）表面処理技術 

（  ）機械制御技術        （  ）測定計測技術 

（  ）その他：具体に： 

上記、自社技術の具

体的な活用内容 

例１：本試作品の○○○部分の製作にあたっては、○○○レベルで

の表面処理を行う必要がある。自社の○○○技術は、○○○の点で、

○○○な強みを持っており、○○○な加工を行うことができる。そ

のため、○○○部分に○○○技術を○○○に用い、○○○機能を実

現させる。 

 

例２：本試作品が目標とする○○○機能を実現するためには、○○

○に知見に基づいた○○○の構成設計が求められる。そのため、自

社の○○○のデータや○○○などを用いて、○○○の設計を行う。 

外注先への依頼内容 例：本試作品では、○○○部分は、自社の○○○技術を用いて○○

○するが、△△△については、自社対応が難しい。そのため、外注

先には、○○○加工について、○○○の材料を用いて、○○○の仕

様で○○○処理を依頼する。 

過去に採択された試作品の

場合は、当該事業での製作

後に新たに判明した医療現場

等からの改良ニーズや試作

品の改良等の要素等が分か

るように記載ください。 

本試作品の制作に御社のど

のような保有技術を活用する

のか、該当するものにチェッ

クをつけてください。 

試作品製作にあたって、御社

の自社技術をどこにどのように

活用されるのかを、具体的に

記述ください。 

特に外注費が経費の大部分を

占める場合は、御社の関与内

容が明確に分かるように具体

に記載してください。 

外注仕様書のような、具

体的な外注（発注）事項

や内容が分かるように

記載してください。 
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外注範囲 

イメージ図等 

※あれば貼付ください。 

 

 

 

 

 

 

（６）応募者要件への適合 

 以下の全てを満たしていないものは、受理されません。 チェック欄に記入してください。 

 （○）ちばメディカルネットワークに加入している。 

 （○）千葉県内に本社又は事業所等を有している中小企業者である。 

      ※みなし大企業は対象外。 

 （○）試作品製作実習期間終了時点の成果報告、事業終了後の千葉県からの追跡調査等、

本プログラムに係る成果報告等への協力に同意する。 

 （○）（公財）千葉県産業振興センターまたは当機構のコーディネータ等による、試作品

製作実習内容や進捗状況等の確認・御社訪問への協力を行える。  

貼付が難しい場合は、別途、

出力したものを、本エントリー

シートと併せてご提出いただい

ても問題ありません。その際、

添付資料があることが分かる

ようにしてください。 

仕様
検討

機能
設計

○○
加工

評価 組立 評価

外注

全てにチェックがついていないと

本エントリーシートは受理できま

せん。なお、ちばメディカルネット

ワークの加入有無は、事務局側

でも審査時に確認をします。 



平成３０年度様式１－見本 

23 

 

（７）共同申請者情報  

※ 適宜、企業情報記載欄を追加して全ての企業について記載ください。 

 

会社名 株式会社○○○○○ 

代表者肩書き・氏名 代表取締役 ○○ ○○           印 

本社所在地 
〒 

 

申請者所在地 

※本社と同一の場合は、

記載不要 

〒 

 

 

担当者部署名 ○○開発課 

担当者役職・氏名 ○○○ ○○○○○ 

TEL ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○ 

E-mail ○○○＠○○○. ○○ 

資本金 ○○○○○千円 従業員数 ○○人 

主要事業 ○○部品の製作、金型製作・・・ 

試作品製作において

活用する自社技術 

（  ）デザイン開発        （  ）情報処理技術 

（  ）精密加工技術        （  ）接合・実装技術 

（  ）立体・造形技術       （  ）表面処理技術 

（  ）機械制御技術        （  ）測定計測技術 

（  ）その他：具体に： 

試作品製作における

担当役割 

例：試作品の○○○部分の部品の製作を担当する。 

製作した部品は、コンソーシアム全体で製作する試作品の○○○に組

み込み、試作品全体として、○○○機能を実現することを目標とする。 

試作品製作において

活用する自社技術の

内容 

例：○○○部品では、○○○部分に○○○レベルでの○○○が求めら

れ、○○○する際に自社の○○○技術を○○○として活用する。 

 

外注先への依頼内容 

例：△△△については、○○○のため、自社対応が難しい。そのため、

○○○の材料を用いて、○○○の仕様で○○○加工することについて

は、外注する。 

 

 

共同申請者が担当

する製作に係る経費

見積書（様式２）を合

わせて提出してくださ

い 

1 社単独での申請の場

合、本項目の記入や

提出は不要です 

代表印を必ず

押印ください 千葉県内に事務所、

事業所または主たる

事業の実施地あるこ

との確認です。 

担当者連絡先 

本試作品の制作に共同申請

者のどのような保有技術を活

用するのか、該当するものに

チェックをつけてください。 
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様式１（50 万円タイプ追加事項）：試作品依頼の確認書 

 

特定非営利活動法人 医工連携推進機構 御中 

 

 

申請年月日：   年  月  日 

 

平成３０年度地域連携による健康・医療ものづくり推進事業 

 

試作品依頼の確認書 

 

 

 本「試作品依頼の確認書」は、平成 30 年度「医療機器等試作品開発支援プログラム（以

下、「本プログラム」と称す）に申請された試作品製作が、医療機器製造販売業者から本プ

ログラム申請企業に対して依頼されたご意向（ニーズ）に沿ったものであるかを確認させ

ていただくものです。 

 相違ないことをご確認いただけましたら、ご署名をお願いします。 

 なお、本確認書は、あくまでも申請企業に対して医療機器製造販売業者からニーズ等が

提供されたことを確認するためのものであり、試作品製作後の両者間の取引について、な

んら制限や約束を課すものではありません。 

 

記 

 

試作品名  

 

 

申請企業名  

所属・役職 印 

 

 

依頼企業名  

所属・役職 印 

 

 

以上 
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特定非営利活動法人 医工連携推進機構 御中 

 

 

申請年月日：○○○○年○○月○○日 

 

平成３０年度地域連携による健康・医療ものづくり推進事業 

 

試作品依頼の確認書 

 

 

 本「試作品依頼の確認書」は、平成 30 年度「医療機器等試作品開発支援プログラム（以

下、「本プログラム」と称す）に申請された試作品製作が、医療機器製造販売業者から本プ

ログラム申請企業に対して依頼されたご意向（ニーズ）に沿ったものであるかを確認させ

ていただくものです。 

 相違ないことをご確認いただけましたら、ご署名をお願いします。 

 なお、本確認書は、あくまでも申請企業に対して医療機器製造販売業者からニーズ等が

提供されたことを確認するためのものであり、試作品製作後の両者間の取引について、な

んら制限や約束を課すものではありません。 

 

記 

 

試作品名 ○○○○○○○○○○○○ 

 

 

申請企業名 ○○○○○○ 

所属・役職 ○○○○○○      印 

 

 

依頼企業名 ○○○○○○ 

所属・役職 ○○○○○○      印 

 

 

以上

様式１（エントリーシート）

（１）に記載した試作品名

と同一としてください。 

申請企業／依頼企

業ともに、押印は、

担当者の個人印で

問題ありません。 

様式１（エントリーシート）

（２）に記載した担当者名

と同一としてください。 

御社にて書類を

作成した日付 
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様式２：経費見積書 

 

会社名：

試作品名：

（税抜）

金額

合計

上記のうち、支給対

象（自動計算）

平成３０年度　経費見積書（２５万円タイプ）

平成　　　年　　　月　　　日

項目

材料費

摘要

備品費

※10万円未満

専門家謝金・旅費

書籍購入費

外注加工費

その他経費

注）提案時点で見積書に記載された経費項目しか、本プログラムからの支給は認められま

せんので、予め、計上漏れがないようにご留意ください。
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会社名：

試作品名：

（税抜）

金額

50,000 円

120,000 円

30,000 円

2,000 円

20,000 円

30,000 円

合計 252,000 円

上記のうち、支給対

象（自動計算）
231,999 円

平成３０年度　経費見積書（２５万円タイプ）

平成30年6月15日

項目

材料費 ○○○用の○○

摘要

備品費 △△機械

※10万円未満

交通費

専門家謝金・旅費 謝金

書籍購入費 『○○○』（※書籍名）

外注加工費 試作品評価費

その他経費

注）提案時点で見積書に記載された経費項目しか、本プログラムからの支給は認められま

せんので、予め、計上漏れがないようにご留意ください。

（記載見本） 

 

本プログラムでは、消費税

は支給対象外のため、消費

税抜額を記入してください。 

書類提出日 

（公募期間内） 

消費税を割戻しの際は、1 円未満の端数は切り

捨ててください。 

 

（参考例）消費税の割戻しの考え 

税込額で 1,000 円の製品を計上する場合 

  1,000 円÷1.08＝925.925・・  計上額：925 円 

「50 万円タイプ」と「25 万

円タイプ」とでは、様式

が異なりますのでご注

意ください。 
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様式３：成果報告書 

特定非営利活動法人 医工連携推進機構 御中 

 

提出年月日：   年  月  日 

 

平成３０年度 医療機器等試作品開発支援プログラム 成果報告書 

 

（１）試作品名 ※エントリーシート提出時と同一名称を記入ください。 

試作品名  

 

（２）企業（代表企業）概要 

会社名  

代表者肩書き・氏名                          印 

本社所在地 
〒 

 

申請者所在地 

※本社と同一の場合は、

記載不要 

〒 

 

 

担当者部署名  

担当者役職・氏名  

TEL  FAX  

E-mail  

 

（３）試作品製作の結果 

試作品の内容を具体的に記入してください。文字数に制限はありませんので、ページが増えても

結構です。【記入要領】は削除して記入ください。 

 

【試作品の概要】 

【記入要領】製作した試作品の概要や機能を記載ください。 
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【試作品の目標達成度】 

【記入要領】製作した試作品の申請時点で記載した目標に対する達成度を記載ください。 

 

 

 

 

【試作品製作において活用した自社技術の内容】 

【記入要領】自社技術を製作した試作品のどの部分にどのように活用されたのかを具体的に記載ください。 

 

 

 

 

 

【今後の事業化の見通しや活動】 

【記入要領】今後の開発や展開予定について記載してください。 

 

 

 

 

 

【試作品の写真】 

【記入要領】製作した試作品の写真を貼付ください（1 枚以上）。 
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（４）共同申請者における成果 

※ 適宜、本項目をコピーしていただき、全ての企業について記載ください。 

会社名  

代表者肩書き・氏名                         印 

本社所在地 

〒 

 

 

申請者所在地 

※本社と同一の場合は、

記載不要 

〒 

 

 

担当者部署名  

担当者役職・氏名  

TEL  FAX  

E-mail  

試作品の概要 

【記入要領】製作した試作品の中で、自社が担当した役割と当該試作品の概要を

記載ください。 

 

 

試作品の目標達成度 

【記入要領】自社が担当した試作品について、申請時点で記載いただいた目標に

対する達成状況を記載ください。 

 

試作品製作において

活用した自社技術 

【記入要領】自社技術を製作した試作品のどの部分にどのように活用されたのか

を具体的に記載ください。 

 

 

試作品の写真 

【記入要領】自社が担当した試作品や製作品の写真を貼付ください。 
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特定非営利活動法人 医工連携推進機構 御中 

 

提出年月日：   年  月  日 

 

平成３０年度 医療機器等試作品開発支援プログラム 成果報告書 

 

（１）試作品名 ※エントリーシート提出時と同一名称を記入ください。 

試作品名 ○○○（医療機器）の○○に使う部品 

 

（２）企業（代表企業）概要 

会社名 株式会社○○○○○ 

代表者肩書き・氏名 代表取締役 ○○ ○○          印 

本社所在地 
〒○○○-○○○○ 

千葉県○○市○○～ 

申請者所在地 

※本社と同一の場合は、

記載不要 

〒 

 

 

担当者部署名 ○○開発課 

担当者役職・氏名 ○○○ ○○○○○ 

TEL ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○ 

E-mail ○○○＠○○○. ○○ 

 

（３）試作品製作の結果 

試作品の内容を具体的に記入してください。文字数に制限はありませんので、ページが増えても

結構です。【記入要領】は削除して記入ください。 

 

【試作品の概要】 

例：本試作品は、○○○をすることを目的に○○○の機能を持つ○○○である。 

本試作品は、○○○部分に○○○を設置し、○○○をしても、○○○とならず、確実に○○

○をすることができる機能を持つ。 

特に、○○○において、○○○を用いて○○○するように工夫を行い、○○○材料を○○○

に加工したことで、○○○部分が○○○となっている。 

本試作品が提供する機能は、○○○と○○○で、この○○○が実現したことで、課題となっ

代表印を必ず

押印ください 

提案時と同一名称

を記入ください。 

担当者連絡先 

「記入要領」は削除

の上、記載ください。 

試作の結果、どの

ようなもの（技術）が

完成したのか、など

記載ください。 
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ている△△△については、○○○の面から○○○することができ、課題の解決に繋がる。ま

た、従来品よりも、○○○部分の動作性を向上できることも検証を行った。 

 

【試作品の目標達成度】 

例：目標としていた○○○機能については、○○○部分に○○○をしたことで○○○が実現

できることを確認した。したがって、目標達成度としては 90%である。 

 

【試作品製作において活用した自社技術の内容】 

例：本試作品の製作においては、自社の○○○技術と○○○技術を活用した。 

具体的には、○○○部分については、○○○の課題があったため、○○○技術を用いて、○

○○が○○○となるように設計を行った。さらに○○○の加工においては、○○○機能を実

現するため、外注先に○○○の加工や装着方法について○○○といった技術的指示を行い、

○○○を担保できる試作品の製作を実現した。 

 

【今後の事業化の見通しや活動】 

例：本試作品の完了を受け、ニーズ元の○○○に提示を行い、○○○の機能について○○○

の点から、評価を行ってもらう。医療機器としての製品承認申請は、○年中に実施すること

を目標とし、まずは、○○○の調査や○○○メーカー等との連携を検討するとともに、本試

作品については、量産設計及び事業化に向け、○○○での展示に向け試作品のブラッシュア

ップを実施する。 

 

【試作品の写真】 

【記入要領】製作した試作品の写真を貼付ください（1 枚以上）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貼付が難しい場合は、別途、

出力したものを、本成果報告

書と併せてご提出いただいて

も問題ありません。その際、添

付資料があることが分かるよう

にしてください。 

提案時点で目標としてい

た事項がどの程度達成

できたかを記載ください。 
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（４）共同申請者における成果 

※ 適宜、本項目をコピーしていただき、全ての企業について記載ください。 

 

会社名 株式会社○○○○○ 

代表者肩書き・氏名 代表取締役 ○○ ○○          印 

本社所在地 
〒○○○-○○○○ 

千葉県○○市○○～ 

申請者所在地 

※本社と同一の場合は、

記載不要 

〒 

 

 

担当者部署名 ○○開発課 

担当者役職・氏名 ○○○ ○○○○○ 

TEL ○○-○○○○-○○○○ FAX ○○-○○○○-○○○○ 

E-mail ○○○＠○○○. ○○ 

試作品の概要 

○○○部分の部品の製作を担当した。 

当該部品は、○○○の機能を持つもので、製作にあたっては○○○を

○○○レベルで○○○する必要がある。そのため、自社の○○○技術

を○○○することで、○○○性能を持つ○○○を製作した。 

試作品の目標達成度 

製作した部品は予定通り、試作品の○○○に組み込むことが出来、試

作品が目標とする○○○稼働についても、○○○レベルで達成するこ

とを確認した。自社が製作した部品についても、○○○仕様を問題な

く満たすことができたため、目標を 100%達成することができた。 

試作品製作において

活用した自社技術 

○○○部分を○○○レベルで製作するために、材料には○○○を選定

し、その上で、自社の○○○技術を使って○○○部分が○○○となる

よう加工を行った。 

試作品の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表印を必ず

押印ください 

共同申請者が担当する製作

に係る経費支出実績報告書

（様式４）と経費支払に係る証

憑もご提出ください（共同申請

者による別途提出でも可） 

1 社単独での製作の場

合、本項目の記入や

提出は不要です 

担当者連絡先 

貼付が難しい場合は、別途、

出力したものを、本成果報告

書と併せてご提出いただいて

も問題ありません。その際、添

付資料があることが分かるよう

にしてください。 
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様式４：経費支出実績報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名：

試作品名： 採択金額

（税抜）

支払日 摘要 金額

注）提案時点で見積書に記載された経費項目しか、実績報告書では計上できませんので、ご留意ください。 合計

事務局使用欄

＜精算額＞ 要確認

支出実績額

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円 請求書記入額

0 円 0 円 　※上限250,000円（税抜）まで

平成３０年度　経費支出実績報告書（２５万円タイプ）

平成　　　年　　　月　　　日

項目 支払先

材料費

備品費

※10万円未満

専門家謝金・旅費

書籍購入費

外注加工費

その他経費

材料費 0 円

備品費（※10万円未満） 0 円

項目 請求可能額

合計 0 円

外注加工費 0 円

その他経費 0 円

専門家謝金・旅費 0 円

書籍購入費 0 円
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会社名：

試作品名： 採択金額 250,000 円

（税抜）

支払日 摘要 金額

H29.7.31 100,000 円

H29.7.31 40,000 円

H29.8.10 30,000 円

H29.8.10 2,000 円

H29.7.15 20,000 円

H29.8.20 30,000 円

-600 円

注）提案時点で見積書に記載された経費項目しか、実績報告書では計上できませんので、ご留意ください。 合計 221,400 円

事務局使用欄

＜精算額＞ OK

支出実績額

100,000 円

40,000 円

32,000 円

20,000 円

30,000 円

-600 円 請求書記入額

221,400 円 221,400 円 　※上限250,000円（税抜）まで

平成３０年度　経費支出実績報告書（２５万円タイプ）

平成30年10月15日

○○○○○○株式会社

項目 支払先

材料費 ■■ ○○○用のねじ

備品費 △△ △△機械

○○○○○○○○○○

※10万円未満

専門家謝金・旅費 千葉太郎 謝金

千葉太郎 交通費

書籍購入費 □□書店 『○○○』（※書籍名）

外注加工費 ○○製作所 試作品評価費

項目 請求可能額

材料費 100,000 円

その他経費 振り込み手数料として（○○○会社）

合計 221,400 円

外注加工費 30,000 円

その他経費 -600 円

備品費（※10万円未満） 40,000 円

専門家謝金・旅費 32,000 円

書籍購入費 20,000 円

本プログラムでは、消費税

は支給対象外のため、消費

税抜額を記入してください。 

経費の支払は、 

試作品製作期間中に完了 
する必要があります。止むを得

ず、製作期間終了後の支払とな

る場合は、理由書をご提出くだ

さい。 

書類提出日 

消費税を割戻しの際は、1 円未満の端数は切り

捨ててください。 

 

（参考例）消費税の割戻しの考え 

税込額で 1,000 円の製品を計上する場合 

  1,000 円÷1.08＝925.925・・  計上額：925 円 

「50 万円タイプ」と「25 万

円タイプ」とでは、様式

が異なりますのでご注

意ください。 

提案時点で見積書に記載され

た経費項目しか認められませ

んので、ご留意ください。 

振込み手数料は計上

できませんので、ご

注意ください。 

採択通知書の採択

額を記載ください。 
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様式５：請求書 

平成   年   月   日 

 

特定非営利活動法人医工連携推進機構 

理事長 許 俊鋭 殿 

 

住所 

会社名 

代表者名             印 

 

 

請 求 書 

 

 

 試作品名：                       

 上記試作品の製作費を下記の通り、請求します。 

 

 

記 

 

１．請求金額：       円（税抜） 

 

２．振込先銀行口座： 

 銀 行 名  

 支 店 名  

 預金種別  

 口座番号  

口座 

名義 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

漢字  

 

３．経費内訳： 

   経費支出実績報告書（様式４）のとおり 

以上  
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様式６：相談受付票 

 

特定非営利活動法人 医工連携推進機構 御中 

 E-mail: chiba-shisaku@dori.jp      FAX:  03-5570-0845 

 

   年  月  日 

 

医療機器等試作品開発支援プログラム 相談受付票 

 

 基本情報 

企業名  

所属・役職  

相談者名  

企業住所  

E-mail  

 

 相談区分 

（  ）事業内容・手続き等 （  ）参入方策 

（  ）開発及び技術関連 （  ）薬機法関連 

（  ）知財関連 （  ）その他： 

 

 相談内容 

製作中の試作品  

ご相談内容 

 

※詳細を記入く

ださい。 
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第四部：医療機関との製品開発支援に関するガイドライン 

 

 

 

医療機関との製品開発支援に関するガイドライン 

 

１．試作品製作は企業の技術をカタチにすることで、その後の製品開発に取り組むか探索

するための事業である。 

 

２．医療機関等と共同で製品開発を実施する場合には、通常、医療機関等との契約締結が

必要であり、企業と医療機関等との協議及び医療機関内での審査を経て契約締結に至

るものである。また、医療機関等によっては共同研究契約締結には諸費用が発生する

場合がある。 

 

３．千葉県が実施する事業の中で発表された医療現場等のニーズについては、１ニーズに

対して複数の企業が製作に参加することがある。 

 

４．１ニーズに対して複数の企業が試作品を完成させた場合は、次の段階となる製品開発

（医療機関等との契約締結を含む）への企業の意向を確認することとする。 

 

５．４で希望する場合は、医療機関等へ契約締結を提案する。 

 

６．５の結果、契約締結に至らなかった場合、他医療機関等との契約も含め製品開発を継

続するときは、ニーズ提供元の医療機関等の了解が必要である。 

 

７．類似製品の開発が同時に進んだ場合、医療機関等と契約を締結した企業・製品の開発

支援を第一とするが、それ以外の企業・製品の通常支援を妨げるものではない。 

 

 

ちば健康・医療ものづくり産業支援推進会議 

 

 


