
１・５　学会・研修等

１・５・1　出席した主要な学会・研究会等

年  月 場    所 氏　　　　　名

26年5月 東京都 原田

5月 第49回日本脳炎ウイルス生態学研究会＊ 山口市 原田、大迫

6月 札幌市 原田

6月 福岡市 吉岡

6月 第9回オートアナライザーシンポジウム 東京都 木庭

6月 熊本市 西名、豊永、藤本

6月 東京都 原田、大迫

7月 SADI 2014太宰府大会＊ 太宰府市 大迫

7月 京都市 古川

8月 つくば市 豊永

9月 堺市 原田、古川

9月 松山市 出納、豊永

10月 那覇市
原田、古川、西名、松本
古澤、谷口、前田

10月 仙台市 飛野、宇梶、濱本

10月 熊本市 宮本、出納、古澤

11月 熊本市 永田

11月 平成26年度日本公衆衛生学会 宇都宮市 福司山

11月 長崎市 大迫

11月 東京都 吉岡

11月 和歌山市 松本

11月 別府市 西名、松本

11月 つくば市 豊永

12月 神戸市 藤本、古澤

12月 春日市 出納

12月 パルスネット九州ブロック会議＊ 太宰府市 古川

12月 東京都 大迫

26年１月 春日市 北岡、豊永

2月 東京都 原田、吉岡

2月 日本獣医師会獣医学学術集会年次大会＊ 岡山市 大迫、戸田

2月 つくば市 上本、前田

3月 第43回獣医疫学会学術集会＊ 東京都 大迫

3月 東京都 宇梶

3月 東京都 宮本

3月 金沢市 中堀

＊職員が発表した学会等

Ⅱ型共同研究「PM2.5の短期的/長期的基準超過をもたらす汚染機構の解
明」サブグループ②（レセプターモデルグループ）会合＊

平成26年度全動協狂犬病予防等及び動物愛護管理調査研究発表会＊

風送ダストに関する現状と今後の展開に関する研究集会

第41回環境保全・公害防止研究発表会

「下痢症ウイルス分子疫学と感染制御に関する研究」班会議

第４９回日本水環境学会年会＊

大気環境学会九州支部第１5回研究発表会
室内環境学会第8回研究発表会

平成26年度環境放射線モニタリングセミナー

第21回リケッチア研究会

第88回日本感染症学会

衛生微生物技術協議会第35回研究会

第18回腸管出血性大腸菌（EHEC)感染症研究会

日本食品微生物学会35回学術総会＊

全国疫学情報ネットワーク構築会議

日本農薬学会第40回記念大会

第３０回全国環境研究所交流シンポジウム

第5１回全国衛生化学技術協議会年会

日本地下水学会2014年秋季講演会＊

第40回九州衛生環境技術協議会＊

第55回日本臨床ウイルス学会

無機分析セミナー

名                称

「下痢症ウイルス」研究班会議

地衛研全国協議会近畿支部自然毒部会研究発表会

第37回農薬残留分析研究会

第31回エアロゾル科学・技術研究討論会＊

第55回大気環境学会年会＊

微小粒子状物質（PM2.5）対策研修会
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１・５・２　出席した技術研修等

年  月 場    所 氏　　　　　名

26年４月 所沢市 谷口

5月 平成26年度病原体等の包装・運搬講習会 福岡市 戸田、古川、福司山

6月 平成２６年度機器分析研修（Ａコース） 所沢市 前田

7月 那覇市 木庭

9月 大阪市 西名

9月 千葉市 宮本

9月 飲料水検査技術研修会 幕張市 前田

10月 【短期研修】ウイルス研修 東京都 吉岡

10月 鹿児島市 西名

10月 感染症集団発生対策研修 和光市 大迫

10月 感染症媒介蚊対策に関する実技検討会 太宰府市 戸田、吉岡

11月 平成26年度新興再興感染症技術研修会 東京都 古川

１１月 福岡市 谷口

12月 佐賀市 西名、濱本

2７年１月 東京都 濱本

１月 佐賀市 西名、松本

1月 東京都 永田

2月 東京都 原田、吉岡

2月 生活衛生担当者技術研修会 東京都 福司山

2月 GLP研修 兵庫県 戸田、古川

2月 神戸市
西名、濱本
古川、戸田

2月
平成26年度九州ブロック精度管理事業結果検
討会

鹿児島市 濱本

2月 所沢市 出納

１・５・３　所で行った発表・研修

年　月 対　象　者 人　員 期　間

２6年７月 熊本大学薬学部学生 50 ２日

７月 管内中学生 23 1日

11月 宇土高校生徒 20 1日

1１月 県関係機関・大学関係者・一般県民 55 1日

２7年３月 九州看護福祉大学看護福祉学部学生 22 1日 施設見学

１・５・４　講師派遣

年　月 名　　　　　　　　称 人　員 氏　　　名

２６年４月
熊本大学薬学薬学概要講義Ⅰ 90 西名

５月 水生生物指導者研修会 20 谷口、前田

平成26年度大気分析研修「Bコース（重金属類の測定）」

放射線取扱主任者定期講習会

公的認定試験検査機関の業務管理に係る研修

平成２６年度環境分析統一精度管理ブロック会議

名                称

研修内容等

平成26年度化学物質環境実態調査環境科学セミナー

危険ドラッグNMR・ＭＳ分析セミナー

主　催

平成26年度地方衛生研究所地域専門家会議

平成26年度衛生薬業センター健康危機管理研修

平成２６年度特定機器分析研修Ⅱ（ＬＣ／ＭＳ）

環境放射能分析研修「環境放射能分析・測定の基礎」

熊本県（環境保全課）

平成26年度指定薬物分析研修会議

早期体験学習

一日研究所体験学習会

研究発表会

熊本大学薬学部

平成26年度希少感染症診断技術研修会

SSF未来体験学習

食品衛生検査施設における業務管理研修
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