SPARK BIE2022アンケート(回答数5名)/ SPARK BIE2022 Questionnaire(5 respondents)
1.今回のトレーニングコースはいかがでしたか / How was the training course?
とても素晴らしかった/ ExcellentGood

3

素晴らしかった/ Very Good

20

普通/Good

3

2

とても素晴らしかった/ ExcellentGood

素晴らしかった/ Very Good
あまり良くなかった/ Average

あまり良くなかった/
普通/Good Average

全く良くなかった
全く良くなかった/
Poor / Poor

0
0
0

2.一番勉強になった点、興味深かった点、印象深かった点は何ですか/ What was the most informative, interesting, or impressive point?
講義、ディスカッション。すべてのトピックが魅力的で有益でした。
I like all the lectures and discussions. All the topics were engaging and informative.
スタンフォードとの連携により、研究者や医師が医療機器や生物医学製品の実際のプロトタイ
I was impressed by the fact that the collaboration with Stanford allows researchers and doctors to
プを消費者市場や患者さんにアピールできることが印象に残りました。コースでは、知財、
promote real prototypes of medical devices and biomedical products to the consumer market and
PoC、臨床試験などのポイントを実際のケースで検討し、理解しやすかったです。
patients. During the course, the key aspects of IP, PoC, and clinical trials were examined in real
cases which were easy to understand.
バイオメディカル製品とそのビジネスモデルの開発に関するハンズオンとシミュレーション。
Hands-on and simulation on developing biomedical product and its bussiness model
The most interesting things are we learned about introduction to biotechnology business, strategy
to commercialize successful projects, design thinking, protection of a new invention, and making
a project work plan and milestone.
The talks and the preparation for the final pitch

最も興味深かったのは、バイオビジネスへの導入、成功したプロジェクトの商業化戦略、デザ
イン思考、新発明の保護、プロジェクトの作業計画とマイルストーンの作成について学んだこ
とです。
講演と最終ピッチの準備
3. 内容について理解できましたか / Did you understand the contents?
よく理解できた/ Well understood
3
ほぼ理解できた/ Understood mostly

3
2

あまり理解できなかった/ Did notunderstand very well
よく理解できた/ Well
全く理解できなかった/
Didunderstood
notunderstand at all

0
ほぼ理解できた/ Understood mostly

あまり理解できなかった/ Did notunderstand very well

20
0

全く理解できなかった/ Did notunderstand at all

4.事前学習は必要でしたか/ Did you need prior study ?
事前学習が必要かと思ったが、トピックがわかりやすく説明されていた。

I thought I would need prior study but the topics were discussed in an easy to comprehend
manner.
It seems to me that having a base on patenting and intellectual property would be useful for a
more detailed assimilation of the course.
No, but I read previous participant's report to get big picture in the training content

特許や知的財産に関するベースがあると、より詳細な同化のために役立つと思われる。
いいえ、しかし、研修内容の全体像を把握するために、前回の参加者のレポートを読みまし
た。
必要だと思う。私の場合、筑波大学の講義で創薬やクリティカルパス研究管理などの事前学習
をしています。
全く必要なかった

I think we need it. In my case, I have the prior study from the lectures in University of Tsukuba
like drug discovery or critical path research management.
Not at all

5.今回の内容は、今後あなたの業務・研究を遂行する上で役に立つと思いますか/ Do you consider this course could be useful for your future work and research?
大変役に立つ/ Very useful
5
5

役に立つと思う/ Useful
役に立たないと思う/ Not useful
大変役に立つ/ Very useful

わからない/ I do not know.

役に立つと思う/ Useful

役に立たないと思う/ Not useful

0

0
0

わからない/ I do not know.

0

6. 他の人にお勧めしたいと思いますか/ Would you recommend this course to others?
強く推奨する/ Highly recommend
推奨する/ Recommend

4

強く推奨する/ Highly recommend
推奨しない/ Not recommend

推奨する/ Recommend

推奨しない
わからない/ I do not
know./ Not recommend

わからない/ I do not know.

7. どういう人にお勧めしたいですか/ Who would you recommend this course to?
医学・医療分野のすべての学生、研究者、専門家
博士号取得者（3～4年）、ポスドク、研究者、医師、意欲的な学部学生
クラスメート、研究室の仲間、他の学生
学生仲間、自分のプロジェクトを商品化する必要がある人。
同僚全員

4
1

10
0

I would recommend this course to all the students, researchers and even professionals in the
field of Medicine and healthcare
Ph.D. candidates (3-4 years), Postdoctoral research, Researches, Medical Doctors, and
ambitious undergraduate students
Classmates, labmates and other students
fellow students, someone who need to commercialize his/her project
All my colleagues

8. 全体について、ご意見、ご要望などございましたらご記入ください/ If you have any comments, suggestions, or requests regarding the entire course, please comment here.
T-CReDO事務局から参加者に、筑波大学の代表として参加したことを示す証明書が渡されると
I think it would be nice if the T-CReDO office could give the participants a certificate that
いいと思います。なぜなら、研修の間、参加者は誇りを持って筑波大学を背負っていると思っ
acknowledge the participation of each delegates as a representative of the University of Tsukuba
たからです。
because I believed that during the entire training course, each delegates proudly carries the
University of Tsukuba with them.
新規性ゆえに、医療における人工知能製品／半製品を用いた知的財産の保護措置に関する話題
Due to the novelty, the topic related to the protective measures of intellectual property using
は開示されておらず、偏りが大きい。医療における人工知能とその法的意義について、より多
artificial intelligence products/semi-products in medicine has not been disclosed and is highly
くの内容や解明を模索・研究していきたい。
biased. I would like to explore and study more content and clarifications regarding artificial
intelligence in medicine and its legal significance.
Face-to-face course :)
対面コース
おそらく、このイベントの後も連絡を取り合ったり、コーチングを受けたりといったフォロー
Probably follow-up programs such as keeping contact or coaching after this event might be
アッププログラムが有効なのでしょう。
useful.
毎回、テーマに沿った小規模なワークショップを開催してほしい。
I would like it to have small workshops focused on the topics discussed at every talk
9. 留学生対象の同様のイベントがつくばで開催されたら参加しますか？/ If a similar event for international students were held in Tsukuba, would you participate?
I would love to participate if similar events or other events like workshops or seminars about
ぜひ参加したい(5名)
healthcare will be held in Tsukuba. (5 persons)
10. 今後、セミナーなどで取り上げて欲しいテーマがあればご記入ください/ Please indicate any topics you would like to attend seminars in the future.
医学やバイオテクノロジーに関連するセミナーに参加したい
I would love to attend any seminars related to medicine and biotechnology
バイオメディカルスタートアップの初期化、IP、PoC、Fast Track Clinical Trials
Initialization of BioMed startups, IP, PoC, Fast Track Clinical Trials
バイオメディカル・バイオテクノロジーのベンチャー企業構築
Biomedical and/or biotech start up building
バイオテクノロジーの革新、アカデミックライティングやプレゼンテーションの強化、生産的
seminar related to innovation in biotechnology, enhancing academic writing/presentation, or
な科学者になるための戦略などに関するセミナー
strategies to become productive scientists.
起業、機械学習、バイオメディカル科学
Entrepreneurship, Machine Learning, biomedical science
11. 連絡体制や選考プロセスについてコメントがあればご記入ください/Please comment any comments on the contact system and selection process.
T-CReDOが私に与えてくれた機会に感謝しています。選考では、応募者一人ひとりが自己紹介
I am grateful for the opportunity that T-CReDO gave me. The selection process were amazing as
や研究分野への興味について話す機会があり、とても素晴らしいものでした。
each applicants have the opportunity to introduce theirselves and their interest in the field of
research.
なし
None,
I think the selection process is good and comprehensive enough.
選考方法はよく総合的にも満足です
Not at all, it was carried as expected
全く、期待通りの運びでした

