
技術研修，講師派遣実施状況 

 

【衛生環境研究所】 

対象者・会の名称 講義・指導内容 期間 場所 参加者数 担当者等 

愛媛大学医学部病原微生物

学 講義 
病原微生物に関する講義 

H28.4.12, 

H28.4.14 
愛媛大学医学部 120 名 四宮博人 

愛媛大学医学部社会医学 I 

講義 

公衆衛生学的に重要な感染症

についての講義 
H28.5.16 愛媛大学医学部 111 名 四宮博人 

岡山大学医学部病原細菌学 

特別講義 

病原体サーベイランスにおける

医師の役割に関する講義 
H28.11.7 岡山大学医学部 110 名 四宮博人 

愛媛大 学大学 院 大学院方

法論 講義・指導 

基礎研究方法論についての講

義・指導 
H29.1.10 愛媛大学医学部 25 名 四宮博人 

平成 28 年度職域の感染症対

策研修会 

マダニが媒介する感染症の対

策 
H29.2.25 

大洲市総合福祉

センター 
80 名 四宮博人 

 

【衛生研究課】 

対象者・会の名称 講義・指導内容 期間 場所 参加者数 担当者等 

エイズ診療ネットワーク会議 HIV/AID の届出状況等報告 H29.2.8 愛媛県医師会館 30 名 大塚有加 

 

【環境研究課】  

対象者・会の名称 講義・指導内容 期間 場所 参加者数 担当者等 

平成 28 年度全国環境研協議

会中国 四国支 部会 議 記念

講演 

愛媛県における環境分野の研

究成果について 
H28.5.19 島根県松江市 79 名 山内正信 

平成 28 年度コミュニティカレッ

ジ 

えひめの環境保全と衛生環境

研究所の役割について 
H28.11.1 

生 涯 学 習 セ ン

ター 
15 名 平山和子 

平成 28 年度研究員分野別交

流会 

持続可能エネルギーに関する

取組や課題について 
H29.2.28 愛媛大学 100 名 

仲井哲也 

平山和子 

 

【生物多様性センター】 

対象者・会の名称 講義・指導内容 期間 場所 参加者数 担当者等 

リンテック（株）社員研修 
地産地消と生物多様性につい

て 
H28.5.27 

リンテック（株）三

島工場 
20 名 村上裕 

カジカガエル、ゲンジボタル、

コウモリの観察 

カジカガエル、ゲンジボタル、コ

ウモリの観察について 
H28.6.4 

石手川 ダム管理

支所 
20 名 久松定智 

ハッチョウトンボ観察会 
ハッチョウトンボについて 

（現地観察会） 
H28.6.11 西条市 20 名 久松定智 

ふるさと水辺の生き物教室 
学校周辺のため池と水田の生

き物について 
H28.7.1 

西条市立庄内小

学校 
18 名 久松定智 

えひめいきもの応援キッズ学

習会 

ゲンゴロウの仲間の観察につい

て 
H28.7.31 県立とべ動物園 23 名 山内啓治 

まつやま自然文庫 えひめのカエルについて H28.8.5 

松山市 

都市環境学習セ

ンター 

20 名 村上裕 

城山自然探検隊 ★野鳥や

昆虫の生活を覗いてみよう  

松山城の野鳥や昆虫の観察に

ついて 
H28.8.6 松山市 松山城 17 名 久松定智 

とうおん子ども科学＆環境会

議 

生物多様性を体感しよう 

 ～金魚の不思議～ 
H28.9.30 

東温市中央公民

館 
30 名 

久松定智 

村上裕 
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農林水産参観デー 
生物多様性に関するパネル展

示・実物展示・解説 

H28.10.1, 

H28.10.2 
農林水産研究所 100 名 村上裕 

愛媛の３R 企業展 
生物多様性に関するパネル展

示・実物展示・解説 

H28.10.15, 

H28.10.16 
エミフル M AKI 200 名 - 

オオキトンボ観察会（ＮＰＯ森

からつづく道） 
オオキトンボの観察について H28.10.16 松山市河野別府 20 名 久松定智 

愛媛大学社会共創学部授業 
生物多様性センターの業務内

容について 
H28.10.31 

愛媛大学社会共

創学部 
200 名 山内啓治 

収穫祭 
生物多様性に関するパネル展

示・実物展示・解説 
H28.11.3 

愛媛県立農業大

学校 
100 名 村上裕 

朝倉山歩き教室 昆虫の なし H28.11.8 
今治市 

朝倉公民館 
30 名 久松定智 

自然観察会 里山の生き物について H28.11.19 
しまなみアースラ

ンド 
30 名 村上裕 

特定外来生物対策県市町連

絡会 

生物多様性に関するパネル展

示・実物展示 
H28.11.29 土居隣保館 40 名 - 

サイエンス・カフェ ため池管理が希少トンボを育む H29.2.24 
愛 媛 大 学 ミ ュ ー

ジアム 
20 名 久松定智 

とべ動物園友の会研修会 えひめのカエルについて H29.3.19 県立とべ動物園 30 名 村上裕 

 

【臓器移植支援センター】 

対象者・会の名称 講義・指導内容 期間 場所 参加者数 担当者等 

松山城山ライオンズクラブ例

会 
臓器移植（提供）について H28.9.15 松山国際ホテル 60 名 篠原嘉一 

済生会松山病院臓器移植研

修会 

臓器提供の現状と流れについ

て 

H28.10.17，

H28.10.26 
済生会松山病院 計 160 名 篠原嘉一 

二之丸会講演会 日本の移植事情 H28.10.30 
県男女共同参画

センター 
10 名 篠原嘉一 

済生会松山病院臓器移植研

修会 

脳死下臓器提供シミュレーショ

ン 
H28.11.2 済生会松山病院 50 名 篠原嘉一 

県警察学校検視専科講習 臓器提供時の検視について H28.11.11 県警察学校 14 名 篠原嘉一 

県立新居浜病院臓器移植研

修会 
臓器提供の現状について H29.1.17 県立新居浜病院 60 名 篠原嘉一 

県消防学校専科教育講義 救急医療と移植医療 H29.2.13 県消防学校 68 名 篠原嘉一 

県立中央病院臓器移植研修

会 

脳死下臓器提供シミュレーショ

ン 
H29.2.23 県立中央病院 40 名 篠原嘉一 
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