
千葉県衛研年報 第 57 号 2008 年 

－ 52 － 

５．資   料 

１）研修指導 

(1) 健康福祉センター（保健所）試験検査担当職員研修 

研 修 名 内     容 期  間 人数 

新任者研修 細菌検査、ウイルス検査に関

する講義および実習 

平成 20 年 8月 25 日～9月 17 日 

平成 20 年 9月 1日～9月 5日 

４ 

１ 

細菌コースⅠ 便および食品に添加した細菌

の検出 
平成 20 年 5月 26 日～5月 30 日 ８ 

細菌コースⅡ 食品中の混入異物（主にカビ

毒）の検査 

平成 20 年 10 月 9 日 

平成 20 年 10 月 10 日 

平成 20 年 10 月 23 日 

平成 20 年 10 月 24 日 

５ 

５ 

５ 

５ 

ノロウイルス検査コース ノロウイルス検査に関する講

義および実習 

平成 20 年 6月 2日～6月 5日 

平成 20 年 6月 16 日～6月 19 日 

４ 

４ 

食品化学コース 乳および乳製品の成分規格に

関する講義および実習 平成 20 年 6月 26 日～6月 27 日 １０ 

レジオネラ属菌検査コース レジオネラ属菌感染症に関す

る講義及び環境水検査の実習 

平成 20 年 7月 14 日～16 日・22 日・24 日 

平成 21 年 1月 13 日～15 日・21 日・23 日 

１ 

３ 

 

(2) 保健情報（データ）活用研修  

研修内容  会場 期  間 人数 

初級コース  教育会館 平成 20 年 7月 24 日 38 

中級コース  
社会保険船橋保健

看護専門学校 

平成 20 年 8月 19 日 

平成 21 年２月 ３ 日 
44 

 

(3) 夏休みサイエンススクール 

講座内容  担当研究室 期  間 人数 

食品に含まれる着色料について  食品化学研究室 
平成 20 年８月 19 日 

平成 21 年２月 ３ 日 
9 

 

(4) 地域保健臨床研修 

講座内容  期  間 
合計 

人数 

各研究室の業務、性差医療について 

  

平成 20 年 5月 22 日、6月 29 日、7月 24 日 

9 月 25 日、10 月 23 日、11 月 27 日、12 月 25 日 

平成 21 年 1月 22 日 

57 
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２）講師派遣 

年 月 日 研修・講習会名等 主    題 会   場 担当室・課 

20.4.18 
千葉県看護協会 特定健診・特

定保健指導実践育成者研修会 

健診・保健指導事業の計画策定と

評価 
千葉県看護会館 健康疫学研究室 

20.4.22 
平成 20 年度市原市食生活改善

協議会総会 

食の安全について 

～食中毒を防ごう～ 

市原市保健 

センター 
副技監 

20.4.23 
千葉県 特定健診・特定保健指

導実践者育成研修会 

健診・保健指導事業の計画策定と

評価 
千葉県教育会館 健康疫学研究室 

20.4.25 第 83 回日本結核病学会総会 
低蔓延地域の結核対策における分

子疫学 
東京教育会館 細菌研究室 

20.4.28 水質検査精度管理研修会 
細菌検査における留意事項につい

て 
千葉県文化会館 細菌研究室 

20.5.22 
健康と食育を考えるフォーラ

ム２００８ 

メタボリック世代の中高年の健康

法とは～いつ、なにを、どのよう

に食べればいいのか～ 

クレオ大阪 

西ホール 
技監 

20.5.22 山武保健所・所内研修会 
山武保健所管内の平均寿命につい

て（１） 

山武健康福祉 

センター 
健康疫学研究室 

20.5.23 
平成 20 年度水質検査精度管理

研修会 
細菌検査における留意事項について 千葉県文化会館 細菌研究室 

20.5.23 水質検査精度管理研修会 
平成 19 年度水質検査精度管理の

結果について 
千葉県文化会館 生活環境研究室 

20.5.27 香取保健所管内栄養士研修会 

国が考えるメタボ対策とは？  

～特定健診・保健指導と栄養士の

役割～ 

香取健康福祉 

センター 
健康疫学研究室 

20.5.29 千葉エコイズム市民フォーラム わたしの健康、地球の健康 
習志野文化 

ホール 
技監 

20.6.5 
平成 20 年度千葉県食品衛生等

関係職員研修会 
食品化学検査について 千葉県教育会館 食品化学研究室 

20.6.6 

おかやまバイオアクティブ研

究会第 31 回シンポジウム 米

の栄養性と機能性  

大阪におけるごはん食の重要性と

官民協働のとり組み 

ノートルダム 

清心女子大学 
技監 

20.6.6 
平成 20 年度健康危機対策基礎

研修会 
細菌による食品媒介感染症について 千葉県庁 細菌研究室 

20.6.6 
平成 20 年度健康危機対策基礎

研修会(食品媒介感染症) 
下痢症ウイルスについて 千葉県庁 ウイルス研究室 

20.6.6 
平成 20 年度健康危機対策基礎

研修会 
水系感染症について 千葉県庁 生活環境研究室 

20.6.9 
平成 20 年度健康危機対策基礎

研修会 
事例演習 千葉県庁 細菌研究室 

20.6.9 
平成 20 年度健康危機対策基礎

研修会(食品媒介感染症） 

疫学調査の手順とポイント・事例

検討 

千葉県庁 

大会議室 
感染疫学研究室 

20.6.10 黒潮ブロック行政栄養士研修会 保健指導にコーチングを活用する 
夷隅健康福祉 

センター 
健康疫学研究室 

20.6.12 人間生活科・講義 女性の健康 
神田女学園 

高等学校 
健康疫学研究室 

20.6.16 
平成 20 年度船橋市保健所研

修会 
千葉県の麻疹の流行について 船橋市役所 ウイルス研究室 
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年 月 日 研修・講習会名等 主    題 会   場 担当室・課 

20.6.17 
第１回千葉県自殺対策連絡

会議 
千葉県の自殺の統計分析 千葉県教育会館 健康疫学研究室 

20.6.18 
健康づくり・栄養改善業務担

当者会議 

健康づくりのための食育事業の取

組について 
千葉県教育会館 技監 

20.6.20 
保健所等における検査業務等

に関する研修会 

千葉県における「食品の食中毒菌

汚染実態調査」の結果と解析 
千葉県文書館 細菌研究室 

20.6.29 

ちばぎんコンサルティングプ

ラザ船橋 資産運用特別セミ

ナー 

見直しませんか？あなたの生活習

慣～メタボ世代のための使える健

康法～ 

船橋グランド 

ホテル 
技監 

20.7.2 市民講座 環境ホルモン Now ！ 
千葉市都賀コミュ

ニティセンター 
食品化学研究室 

20.7.4 船橋市食品衛生講習会 
食の安全について～細菌・ウイル

ス対策～ 
フローラ西船 副技監 

20.7.7 山武保健所・所内研修会 山武保健所管内の死亡の状況 
山武健康福祉セ

ンター 
健康疫学研究室 

20.7.14 
第２回野田管内保健師等業務

連絡研究会 

統計から地域特性を診る・事業評

価 

野田健康福祉セ

ンター 
健康疫学研究室 

20.7.16 
千葉県 特定健診・特定保健指

導実践者育成研修会 

健診・保健指導事業の計画策定と

評価 
千葉県教育会館 健康疫学研究室 

20.7.17 麻疹対策研修会 
麻しん（はしか）の流行にどう備

えるか 

柏市健康管理セ

ンター 
ウイルス研究室 

20.7.24 

平成 20 年度性差を考慮した健

康支援事業第 2回保健・医療従

事者研修会 

データ生かす健康づくり～平成 19

年度生活習慣に関するアンケート

調査から見た健康状態～ 

千葉県教育会館 健康疫学研究室 

20.8.6 
シンフォニック・コミュニティ 

セミナー 

子供たちに未来を！－正しい食生

活習慣を身につけさせよう－ 

千倉町立千倉中

学校 
食品化学研究室 

20.8.21 
食品衛生検査部門責任者等研

修会 

検疫所検査施設における信頼性の

確保について 
千葉県教育会館 検査課（次長） 

20.8.21 
食品衛生検査部門責任者等研

修会 
ノロウイルスの遺伝子検査 千葉県教育会館 ウイルス研究室 

20.8.21 
食品衛生検査部門責任者等研

修会 

食品中の残留農薬の試験法につい

て、生化学的試験法の信頼性確保

について 

千葉県教育会館 食品化学研究室 

20.8.22 特定保健指導者向けセミナー 
効果的な保健指導のポイントと

は！～実践編～ 
大阪国際会議場 技監 

20.8.27 浦安市学校保健会研修会 

新型インフルエンザの現状と対策 

～学校で出来ること・するべきこ

と～ 

浦安市健康 

センター 
ウイルス研究室 

20.8.27 
千葉県庁内自殺対策連絡会議

／市町村自殺担当者会議 
千葉県の自殺の統計分析 千葉県教育会館 健康疫学研究室 

20.9.4 薬務行政事務職員研修 

「いわゆる健康食品から検出され

た医薬品について」、 

「配置薬に関する違反性につい

て」、 

「違法ドラッグの実態について」 

新都市ビル 医薬品研究室 

 


