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本メールマガジンは山梨大学 新技術情報クラブ会員の皆様へ最新情 
報をお知らせする目的で配信しております。 
メール配信を希望されない方は、「配信停止」とお書きの上、ご返信く 
ださい。 
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◆下水からオミクロン変異を有する新型コロナウイルス遺伝子を検出 

～変異株の流行監視への下水疫学調査の有効性を実証～ 
 
本学国際流域環境研究センターの原本英司教授らの研究グループは、 
2022 年 1 月に採取した下水からオミクロン変異を有する新型コロ 
ナウイルス遺伝子を検出することに成功しました。 
また、第 4 派と第 5 派を含む 1 年間の下水疫学調査の結果により、 
変異株の流行状況が下水から検出される変異にも反映されることが確 
認されました。本研究により、新たに出現する変異株に対しても下水 
疫学調査が有効となる可能性が示され、今後、下水疫学調査の社会実 
装に向けた動きが加速することが期待されます。 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

https://www.yamanashi.ac.jp/wp-
content/uploads/2022/01/20220114pr.pdf 
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◆島田学長が堀内大臣と意見交換しました 
 
令和 4 年 1 月 12 日(水)、島田眞路学長は堀内詔子国務大臣(ワクチ 
ン接種推進担当)らとワクチン職域接種について意見交換しました。 
 
島田学長は医療強化型ホテルの重要性を指摘、オミクロン株の対応に 
はホテル療養が最適であること、また本学が独自開発した 
SHINGEN システム(患者が自身のスマートフォンで QR コードを読 
み取り、自分で発熱などの症状を打ち込むシステム)を全国に拡大す 
べきと意見を述べました。 
また、オミクロン株が猛威を振るう中、高齢者に 3 回目のワクチン 
接種を迅速に行うことの重要性、そのためには自治体の長や医師会の 
指導者と適切な協力体制を築くことの重要性を指摘しました。大学は 
いつでも高齢者接種にも協力する用意があること、3 回目のワクチン 
職域接種についても積極的に協力したい旨を表明しました。 
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 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.yamanashi.ac.jp/35749 
 
◆「すべての患者さんに安心を」山梨大学医学部附属病院紹介動画を 
公開 
 
「すべての患者さんに安心を」の理念を胸に、深化し続ける医学部附 
属病院。 
山梨の医療・医学の中核として、全ての患者さんに安心安全の医療を 
提供しています。この動画では、附属病院の医療設備や医療体制など 
を紹介しています。ぜひご覧ください。 
 
 動画は下記 URL よりご覧ください。 
 https://t.co/WdGpzLn6Uw 
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◆附属図書館企画 絵画展示「L5 アートミックス 2022－井坂研究室 
の試み－」開催のご案内 
 
本学附属図書館では、「L5 アートミックス 2022ー井坂研究室の試み 
ー」と題し、本学教員及び学生による作品(絵画)の展示を実施します。 
入場は無料、どなたでもご来場いただけますので、お気軽にお越しく 
ださい。 
 
 日 時：令和 4 年 1 月 19 日(水)～28 日(金) 
 場 所：山梨大学 附属図書館本館第二展示室 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.yamanashi.ac.jp/35632 
 
◆【文科省】全国フォーラム コロナ時代の女性の教育と就労支援 
開催のご案内 
 
文部科学省「多様なチャレンジにより移送学びと社会参画支援事業」 
として、コロナ時代の女性の教育と就労について有識者の意見を伺っ 
たのち、せんだい男女共同参画財団と女性のためのリカレント教育推 
進協議会参加大学とが取り組みを紹介することにより、多様な状況に 
置かれている女性の教育支援について考えます。 
本学からは、風間ふたば地域人材養成センター長、理事、副学長が報 
告者として参加します。 
 

日 時：令和 4 年 1 月 22 日(土) 13:00～15:30 
会 場：オンライン(Zoom) 

 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

https://www5.jwu.ac.jp/gp/kyogikai/ 
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◆【山梨県】働き方改革トップセミナー開催のご案内 
 
働き方改革に取り組む県内中小企業等の経営者や人事・労務管理の実 
務担当者の皆さまを対象としたセミナーを開催します。 
本セミナーでは、県内、県外企業の働き方改革の取組事例を紹介しま 
す。働き方改革の取り組みへのヒントが得られる絶好の機会です。 
また、働き方改革関連の各種助成金制度について、山梨労働局からご 
説明いただきます。 
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経営者の他、人事・労務管理の実務担当者もご参加いただけます。お 
気軽にご参加ください。 
 
 日 時：令和 4 年 1 月 27 日(木) 14:00～16:20 
 会 場：オンライン 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-
koy/hatarakikatakaikakujigyou.html 

 
チラシ https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-

koy/documents/topseminarleaflet.pdf 
 

◆【山梨近代人物館】近代人物学講座「石橋湛山われわれは‟小日本主 
義”から何を学ぶか？」開催のご案内 
 
旧制甲府中学校で学び、少年時代を山梨で過ごした石橋湛山は、身延 
山久遠寺とも深いつながりを持った「山梨ゆかりの内閣総理大臣」で 
す。本講座では、湛山が主張した「小日本主義」を中心に、その足跡 
と思想に迫ってまいります。 
 
 日 時：令和 4 年 1 月 29 日(土) 13:30～15:00 
 集 合：山梨県防災新館 1 階  山梨県生涯学習推進センター 

事務室内  西側スペース 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/news/20220104/(甲府商工会議所 HP） 
 チラシ 

https://kofucci.or.jp/upload/news/1/000006041/pdf_02.
pdf 

 
◆【関東経済産業局】令和 3 年度知的財産活用啓発セミナー事業 
知的財産セミナー 
やまなし知的財産経営戦略塾「ビジネスアイデアと知的財産活用」 
 
本セミナーでは、中小企業の経営者、研究者・技術者、知財担当者等 
を主な対象に、知的財産権制度に関する知識や情報をビジネスに生か 
すための様々なヒントをご紹介し、中小企業にとって、なぜ知財が必 
要なのかを分かりやすく説明いたします。受講料は無料です。ぜひご 
参加ください。 
 
 日 時：令和 4 年 2 月 10 日(木) 13:30～15:30 
 会 場：オンライン 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

https://www.jiii.or.jp/semina/pdf/20211209_online.pdf?v=
2 

 
◆【メディカル・デバイス・コリドー推進センター】 
ファルマバレーセンター「知的財産権戦略セミナー2021」 
 
「特許情報検索・閲覧サービス J-Plat-Pat」を活用しての特許調査 
の実際について、パソコン等を操作しながら必要なポイントを解説す 
るセミナーをオンライン形式で開催します。 
特許は専門家にお任せ、どうやって調べたらいいかわからない、日 
頃、そう思っている方にも特許をより身近に感じていただけると思い 
ます。多くの方々の御参加をお待ちしております。 
 
 日 時：令和 4 年 2 月 17 日(木) 14:00～16:00 
 会 場：オンライン(Zoom ミーティング) 
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 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 http://www.yiso.or.jp/mdcc/webdir/30.html 
 
 チラシ 
http://www.yiso.or.jp/mdcc/webdir/30/%E7%9F%A5%E7%
9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9%E6%88
%A6%E7%95%A5%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8
A%E3%83%BC2021.pdf 
 
◆【山梨県品質管理研究会】QC 検定 3 級試験対策講座 
 
最新の出題範囲に対応した QC 検定 3 級試験直前対策講座を開催い 
たします。 
本講座では、品質管理の基礎から演習を交えつつ解説いたしますので、 
これから勉強を始めるという方でも問題なくご受講いただけます。 
ぜひ本講座を従業員さまの資質向上にお役立ていただければ幸いです。 
 
 日 時：令和 4 年 2 月 19 日(土) 9:00～17:30 
 会 場：【現地開催】甲府商工会議所 201 会議室 
     【オンライン】Zoom 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/seminar/20220219/ 
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◆【やまなし産業支援機構】設備貸与事業 
 
独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく設備貸与事業と県単独 
予算の設備貸与事業です。中小企業の皆様が、必要とされる設備を当 
財団が代わって購入し、その設備を長期・低利で貸与(割賦販売)また 
はリースする制度です。 
現在、設備投資をお考えでしたら、本制度を利用して導入しません 
か。 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.yiso.or.jp/investment/lease.html 
 
◆【厚生労働省】『産業雇用安定助成金』のご案内 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余 
儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場 
合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成します。 
 
対象となる出向や、対象事業主、助成額等、詳しくは下記 URL より 
ご覧ください。 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.p
df 
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       ～会員企業様の課題をお伺いします～ 
 
技術課題や大学の知恵を借りたいなど、ございませんでしょうか。 
会員企業様の持っておられる技術課題をお伺いします。 
インターネットを活用したご相談もお受けいたしますので、ご希望の 
会員様がございましたら、事務局までお気軽にご連絡ください。 
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1）このメールの内容は、提供された会員様限りでご使用下さい。 
2）メールの内容については国立大学法人山梨大学が著作権を有しま 
す。 
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