
種別 タイトル 講師

10:00-10:50 講義 開講に向けて 鈴⽊基センター⻑、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

11:00-11:50 講義 国の健康危機管理 松井珠乃、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

13:30-14:20 講義 率、⽐、割合 ⼭岸拓也、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

14:30-15:20 講義 発⽣の指標 ⼭岸拓也、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

10:00-10:50 講義 疫学と公衆衛⽣ 神⾕元、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

11:00-11:50 講義 国⽴感染症研究所のミッション 脇⽥所⻑、国⽴感染症研究所

13:30-14:20 講義 アウトブレイク調査の基本 神⾕元、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

14:30-15:20 講義 感染症疫学の基礎 ⼭岸拓也、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

15:30-16:20 講義 疾患の伝播とコントロール ⼭岸拓也、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

10:00-10:50 その他

11:00-11:50 講義 関連の指標と偶然の扱い ⼋幡裕⼀郎、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

13:30-14:20 講義 記述疫学 ⼋幡裕⼀郎、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

14:30-15:20 演習

15:30-16:20 演習

10:00-10:50 講義 インパクトの指標 ⼋幡裕⼀郎、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

11:00-11:50 講義 感度と特異度 島⽥智恵、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

13:30-14:20 演習

14:30-15:20 演習

10:00-10:50 講義 学校保健 ⽂部科学省 初等中等教育局健康教育・⾷育課

11:00-11:50 講義 データマネジメント ⼭岸拓也、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

PM 13:30-14:20 講義 研究デザイン 島⽥智恵、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

10:00-10:50 講義 研究対象とサンプリング 福島若葉、⼤阪市⽴⼤学 ⼤学院医学研究科 公衆衛⽣学

11:00-11:50 講義 交絡 福島若葉、⼤阪市⽴⼤学 ⼤学院医学研究科 公衆衛⽣学

13:30-14:20 講義 バイアスと因果関係 福島若葉、⼤阪市⽴⼤学 ⼤学院医学研究科 公衆衛⽣学

14:30-15:20 講義 マッチング 福島若葉、⼤阪市⽴⼤学 ⼤学院医学研究科 公衆衛⽣学

10:00-10:50 講義 グローバルヘルスと⽇本の貢献 中島⼀敏、⼤東⽂化⼤学 スポーツ・健康科学部

11:00-11:50 講義 交互作⽤ ⼭岸拓也、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

13:30-14:20 演習

14:30-15:20 演習

10:00-10:50 講義 ゲノミクス ⿊⽥誠、国⽴感染症研究所 病原体ゲノム解析センター

11:00-11:50 講義 ⼈獣共通感染症 奥⾕晶⼦、国⽴感染症研究所 獣医科学部

13:30-14:20 演習

14:30-15:20 演習

15:30-16:20 講義 ウイルス感染症 (ポリオ, etc) 清⽔博之、国⽴感染症研究所 ウイルス第2部

FETP Introductory Course 2020
Agenda

会場 ・ 感染研第⼀会議室（管理棟２F）
2020/3/26時点(予告なく変更の可能性があります)

⽇時

4⽉1⽇
(⽔）

AM

PM

開講式
(FETP22期⽣のみご参加ください)

PM
ケーススタディ: Cholera

国⽴感染症研究所 FETP 21期
FETPファシリテーター、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

4⽉7⽇
(⽕）

AM

4⽉2⽇
(⽊）

AM

PM

4⽉3⽇
(⾦）

AM

4⽉6⽇
(⽉）

AM

PM
ケーススタディ:
An outbreak of gastrointestinal illness following a church
supper

国⽴感染症研究所 FETP 21期
FETPファシリテーター、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

4⽉8⽇
(⽔）

AM

PM

4⽉9⽇
(⽊）

AM

PM ケーススタディ: Cigarette smoking and lung cancer
国⽴感染症研究所 FETP 21期
FETPファシリテーター、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

4⽉10⽇
(⾦）

AM

PM
ケーススタディ: Alchohol, confounding?

国⽴感染症研究所 FETP 21期
FETPファシリテーター、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター



種別 タイトル 講師⽇時

10:00-10:50 講義 Japan Disaster Response （JDR） 太⽥夢⾹、独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構(JICA) 国際緊急援助隊事務局 

11:00-11:50 講義 ウイルス感染症 (ウイルス性出⾎熱, etc) ⻄條政幸、国⽴感染症研究所 ウイルス第⼀部

13:30-14:20 講義 WPROにおける活動 芹沢悠介、国⽴感染症研究所 FETP 21期

14:30-15:20 講義 寄⽣⾍疾患 久枝⼀、国⽴感染症研究所 寄⽣動物部

15:30-16:20 講義 結核 太⽥正樹、結核研究所 対策⽀援部

10:00-10:50 講義 インフルエンザ 国⽴感染症研究所 インフルエンザウイルス研究センター

11:00-11:50 講義 ウイルス感染症 (⿇疹, MERS, etc) ⽵⽥誠、国⽴感染症研究所 ウイルス第三部

13:30-14:20 演習

14:30-15:20 演習

10:00-10:50 講義 細菌感染症 (EHEC, etc) ⼤⻄真、国⽴感染症研究所 副所⻑（細菌第⼀部⻑）

11:00-11:50 講義 病理学 鈴⽊忠樹、国⽴感染症研究所 感染病理部

13:30-14:20 講義 ⾷品安全 厚⽣労働省 ⽣活衛⽣・⾷品安全部 監視安全課

14:30-15:20 講義 ウイルス感染症 (Vector-borne diseasees, etc) 林昌宏、国⽴感染症研究所 ウイルス第⼀部

15:30-16:20 講義 ウイルス感染症 (肝炎, etc) 村松正道、国⽴感染症研究所 ウイルス第⼆部

10:00-10:50 講義 サーベイランス Ⅰ 国⽴感染症研究所 感染症疫学センター 第⼆室

11:00-11:50 講義 サーベイランス Ⅱ 国⽴感染症研究所 感染症疫学センター 第⼆室

13:30-14:20 演習

14:30-15:20 演習

15:30-16:20 講義 地⽅⾃治体におけるサーベイランス 三﨑貴⼦、川崎市健康安全研究所

10:00-10:50 講義

11:00-11:50 演習

13:30-14:20 講義 国際保健規則 International Health Regulations （IHR） ⾕⼝清州、国⽴病院機構三重病院

14:30-15:20 講義 メディアコミュニケーション 堀成美、国⽴国際医療研究センター 国際感染症センター

15:30-16:20 講義 地⽅衛⽣研究所 岡部信彦、川崎市健康安全研究所

10:00-10:50 講義 医療関連感染、薬剤耐性菌、薬剤耐性アクションプラン ⼤曲貴夫、国⽴国際医療研究センター 国際感染症センター

11:00-11:50 講義 医療関連感染に関する法令 厚⽣労働省 医政局 地域医療計画課

13:30-14:20 演習

14:30-16:20 演習

10:00-10:50 講義 細菌感染症 (VRE, CRE, etc) 菅井基⾏、国⽴感染症研究所 薬剤耐性研究センター

11:00-11:50 講義 VPDのアウトブレイク対応の実際 伊東宏明、⻲⽥総合病院 ⼩児科

13:30-14:20 講義 ワクチンで予防できる疾患 多屋馨⼦、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

14:30-15:20 講義 ワクチンの有効性 多屋馨⼦、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

15:30-16:20 その他

→ 現時点では未確定

4⽉13⽇
(⽉）

AM

PM

4⽉14⽇
(⽕）

AM

PM

⼋幡裕⼀郎、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

ケーススタディ: Measles
国⽴感染症研究所 FETP 21期
FETPファシリテーター、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

4⽉15⽇
(⽔）

AM

PM

4⽉16⽇
（⽊）

AM

PM
ケーススタディ:サーベイランスからアウトブレイクの探知

4⽉17⽇
（⾦）

AM サーベイランス記述など ⼋幡裕⼀郎、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

PM

国⽴感染症研究所 FETP 21期
FETPファシリテーター、国⽴感染症研究所 感染症疫学センター

4⽉21⽇
(⽕）

AM

PM

閉講式

4⽉20⽇
(⽉）

AM

PM ケーススタディ: 医療関連感染


