
（参考資料１）

１　市民セミナー（くらしに役立つ病気の知識）の開催　

　感染研市民セミナー　３４回、特別編　３回（別添「感染研市民セミナー開催一覧」のとおり）

２　市立小中学校への協力

（１）       平成19年8月23日 学校養護教諭研修会（「感染症の話」講義）

（２）       平成19年11月2日 副校長会（保健セミナー企画の案内）

（３）      平成20年1月18日 学校養護教諭研修会（「インフルエンザ予防」講義）

（４）      平成27年2月5日 武蔵村山市立小中一貫校村山学園（５年生による取材等）

３　感染研施設の公開（見学会）

（１）       平成19年9月29日 P4、P3施設の市民への公開（市民セミナー）

（２）       平成20年7月12日 P4、P3施設の市民への公開（市民セミナー）

（３）     平成21年1月17日 インフルエンザウイルス研究棟の市民への公開（市民セミナー）

（４）       平成21年1月10日 インフルエンザウイルス研究棟の市長等への公開

（５）       平成21年1月13日 インフルエンザウイルス研究等の市議会への公開

（６）       平成21年3月28日 インフルエンザウイルス研究棟の市民への公開（市民セミナー）

（７）      平成22年8月12日 武蔵村山市への公開（P4、P3施設見学）

（８）       　　　平成23年10月26日 武蔵村山市国民保護協議会への公開（P4、P3施設見学）　　　

（９）       　　　平成24年4月18日 武蔵村山市市議会への公開（P4施設、10号棟見学）

（10）       　　　平成24年4月27日 武蔵村山市長等への公開（10号棟見学）

（11）       　　　平成24年6月30日 １０号棟の市民への公開（市民セミナー）

（12）       　　　平成25年4月18日 武蔵村山市への公開（P4、P3施設見学）

（13）       　　　平成26年4月16日 全国市議会議長会基地協議会（武蔵村山市他９市）のP4、P3施設視察

感染研村山庁舎の地元との交流について



（参考資料１別添）

開催日 テーマ 講師 備考

第１回 平成19年6月16日 はしかとその予防のポイント 岡部　信彦 20 名 ビデオ上映

第２回 平成19年7月14日 日本脳炎の予防について 倉根　一郎 13 名 ビデオ上映

第３回 平成19年9月29日 病気の予防と感染研 渡邉　治雄 32 名
施設見学
（６号棟、８号
棟）

第４回 平成19年12月1日 ノロウイルスと冬の食中毒 片山　和彦 17 名

第５回 平成20年1月19日 インフルエンザの予防について 多屋　馨子 14 名

第６回 平成20年3月29日 ウイルス性の肝炎について 脇田　隆字 16 名

第７回 平成20年5月31日 夏に向けた食中毒の予防について 寺嶋　　淳 12 名

第８回 平成20年7月12日
胃潰瘍や胃癌の元凶、ピロリ菌！
あなたの胃は大丈夫ですか？

柴山　恵吾 33 名
施設見学
（６号棟、８号
棟）

第９回 平成20年9月27日 ウイルス感染で起こる子宮がんについて 神田　忠仁 6 名

第１０回 平成20年11月29日 エイズの基礎知識 山本　直樹 6 名

第１１回 平成21年1月17日 インフルエンザとワクチン 板村　繁之 31 名
施設見学
（９号棟）

第１２回 平成21年3月28日 感染研の仕事と新たな施設のご紹介 渡邉　治雄 38 名
施設見学
（９号棟）

第１３回 平成21年5月23日
１．百日咳について
２．流行中の新型インフルエンザについて

蒲池　一成
田代　眞人

26 名

第１４回 平成21年7月11日 新型インフルエンザの現状と冬季への対策 谷口　清州 34 名

第１５回 平成21年9月19日 これからの新型インフルエンザ流行に備えて 岡部　信彦 41 名

第１６回 平成21年12月19日 家庭でできる新型インフルエンザ予防 谷口　清州 6 名

第１７回 平成22年1月30日 麻しん風しんなどの小児の発疹性感染症 竹田　誠 3 名

第１８回 平成22年3月6日 口の中の細菌感染症（赤ちゃんからお年寄りまで） 泉福　英信 8 名

第１９回 平成22年5月29日
いま話題の予防接種について（新しい日本脳炎ワク
チン、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチンなど）

多屋　馨子 17 名

第２０回 平成22年7月17日 夏に流行する食中毒とその予防・対処法 大西　真 9 名

第２１回 平成22年9月25日 普通のカビが起こすいろいろな病気 宮崎　義継 17 名

第２２回 平成22年11月20日 薬が効きにくい細菌について 荒川　宜親 14 名

第２３回 平成23年1月15日 変わり続けるインフルエンザウイルスについて
信澤　枝理
（影山　努）

15 名 （講師代理）

第２４回 平成23年3月5日 インフルエンザ菌ｂ型による病気とワクチン 加藤　はる 11 名

第２５回 平成23年6月4日 家庭での食中毒　どこに気をつければ良いの？ 大西　真 14 名

第２６回 平成24年2月24日 ポリオ根絶とポリオワクチン 清水　博之 5 名

感染研市民セミナー開催一覧

参加者数



（参考資料１別添）

開催日 テーマ 講師 備考

感染研市民セミナー開催一覧

参加者数

第２７回 平成24年6月30日
HTLV-1（ヒトT細胞白血病ウイルス１型）感染症につ
いて

濵口　功 15 名
施設見学
（１０号棟）

第２８回 平成24年10月6日
最近の風疹について～なぜ今、成人で流行している
か～

多屋　馨子 4 名

第２９回 平成25年4月6日
新規ウイルス感染症の中のSFTS（重症熱性血小板
減少症候群）

西條　政幸 29 名

第３０回 平成25年7月6日
風しん急増、全国拡大中～麻しん風しん混合ワクチ
ンで妊婦さんと胎児を守ろう～

多屋　馨子 12 名

第３１回 平成25年12月7日
インフルエンザに関する最近の話題　ワクチンの効果
と中国のH7N9鳥インフルエンザについて

田代　眞人 25 名

第３２回 平成26年3月8日
ノロウイルスなんてこわくない！ みんなができる感染
予防

片山　和彦 24 名

第３３回 平成26年8月9日 23価肺炎球菌ワクチン 65歳からの肺炎予防対策 大石　和徳 8 名

第３４回 平成26年11月15日 70年の時を経て－デング熱の再来 高崎　智彦 27 名

特別編
（第１回）

平成26年12月13日 エボラ出血熱の流行と国立感染症研究所の役割
加藤　康幸
西條　政幸
倉根　一郎

54 名

特別編
（第２回）

平成26年12月18日 エボラ出血熱の流行と国立感染症研究所の役割
加藤　康幸
西條　政幸
倉根　一郎

34 名

特別編
（第３回）

平成26年12月18日 エボラ出血熱の流行と国立感染症研究所の役割
加藤　康幸
西條　政幸
倉根　一郎

17 名

707 名合　　　　計


