３ 調査推進のための各種活動
（１）広報・イベント活動
ア ニューズレターの発行
2021年夏号
（令和３年６月）
よりニューズレターをリニューアルし、2021年秋・冬号
（令和３年11月）
、
2022年春号
（令和４年３月）
の３回発行した。また、エコチル調査10周年を記念し、参加者さまよりご応
募いただいた、お子さまの
「成長フォト」
を表紙に掲載、新たに
「遊んで！学んで！エコチルキッズ」
と題し、
子ども向け記事や
「おしえて先生」
など親子で楽しめる内容を提供した。
各号
（参加者あて約11,470部、市町村等関係機関あて約890部、計12,360部）
発行／エコチル調査福島ユニットセンター

エコチル調査10周年

エコチル ★ ふくしま

おしえて先生！ あんなこと、こんなこと

こぼちる

今年度もリレー形式で３人の先生方に子どもの発達についてお話をいただきます。

りがなされているかに注目します。

”聞こえ”と“関わり”を再考しよう

2021年夏号

前者は難聴の早期発見が重要であり、後者は発達段

階や環境要因の確認が重要です。できれば生後6か月
まで、遅くとも2歳までに難聴を発見して補聴器を装

福島県立医科大学小児科学講座
学内講師

用することが必要です。次に、発達段階を確認して、
全体的な発達の遅れによることばの遅れか、自閉スペ

鈴 木 雄 一 先生

クトラム症のような社会的スキルの課題を伴うことば
の問題か、メディアへの暴露による不適切な養育環境
の影響かを検討していきます。ことばの遅れを考える

Ｑ：ことばの遅れが気になった時、どうしたらよいでしょ

ときに、単語や文章を正しく発音しているかどうかよ

うか？

りも、子どもが対象を指さして相手に伝えているかど
うかを気にしてください。

Ａ： 発達相談で最も多いものの一つが「ことばの遅れ」

保護者から、「この子はスマホやタブレットの動画

です。1歳台はパパやママなどの単語が出ないこと、2

※個人情報保護のため画像処理をして掲載しております。

まほちゃん

りっくん

〜3歳台は文章を理解出来ないことや言うことを聞か

が好きなので、見せておけば勝手にことばを覚えてく

の年齢により保護者の悩みは様々です。周囲の同年代

いです。動画を乳児に見せていても言葉はまったく育

いかと気になってきます。気になる時期は、心配する

だけがことばを育てます。遊びの中で、子どもが興味

す。一方で「男の子の場合はことばが遅くても大丈

動いているので、記憶にも作用します。一緒に楽しみ

ないこと、4〜5歳台は発音が未熟なことなどお子さん

れるのではないか」とよく言われますが、これは間違

の子と比較して我が子のことばが遅れているのではな

たないことが証明されています。人と人との相互作用

家族が居るかどうかに関係するところも多いと感じま

を持っているときや自発的に行動しているときは心が

夫」と寛容なご家庭もあります。

ながら、体を動かしながら、ことばを聞かせる関わり

エコチルキッズの 成長フォト

お知らせ
エコチル★ふくしま ホームページリニューアル

郡山事務所移転のご案内
エコチル調査福島ユニットセンター郡山事務所は、
2021年6月7日（月）に移転いたしました。

〒963-8025 郡山市桑野1丁目21番17号
桑野共栄ビル2階

エコチル調査10周年を記念して、エコチルキッズの
成長フォトを募集しています。
詳しくはホームページをごらんください。

TEL：024-983-4780
（土・日祝日を除く 9：00〜17：00）
※電話番号は変更ありません。

※個人情報保護のため画像処理をして掲載しております。

より使いやすく、ご利用頂けるようになりました。
プレゼント企画もご用意いたしましたのでぜひごら
んください。

エコチルキッズ成長フォト大募集！

【郡山事務所】

こぼちる

なお、旧住所が記載されている返信用封筒は、
そのままお使いいただけます！
ご返送お待ちしております♪

ひーくん

がことばの発達には必要不可欠です。

まずは聞こえが充分かどうか、聞こえるような関わ

にリニューアル

エコチル★ふくしま通信は、紙面を新たに年に３回
の発行となりました。
次回は秋・冬号を11月頃お届けします。

ほのちゃん
■ 調査の一般的な内容に関するお問い合わせ先

■ エコチル調査福島ユニットセンターへのお問い合わせ先

▶エコチル調査福島専用コールセンター
Topics
遊んで！学んで！エコチル★キッズ！

ダンス

教えて先生！あんなこと、こんなこと

〒960-1295 福島市光が丘1
（福島県立医科大学内）

平日（土・日・祝日を除く）︱ 9：00〜17：00 ︱

・郡山事務所（県中・県南・会津・いわき地域）
TEL. 024 983 4780

〒963-8025 郡山市桑野1丁目21番17号 桑野共栄ビル2階

オフィシャル
WEBサイト

国立研究開発法人

詳しくは裏面で！

★ ”聞こえ”と“関わり”を再考しよう

★ 10歳のエコチルキッズのみなさんへ

平日（土・日・祝日を除く）︱ 9：00〜17：00 ︱

エコチルキッズ
写真大募集

ダンス

★ おうちでＤＡＮＣＥ☆ＤＡＮＣＥレッスン☆

10歳質問票調査

・福島本部事務所（県北・相双地域）
TEL. 024 547 1449

0120 327 735

ふれあい会

★ 気象予報士斎藤さんに聞きました

https://www.ecochil-fukushima.jp/
エコチル

ふくしま

2021年夏号

こぼちる

さい

遊んで！学んで！エコチル★キッズ！ VOL.1
きしょう

よほうし

お話しを聞いた方
気象予報士
さいとう

りょう

て、これを見たり、スーパーコンピューターが出した雨の
よほう

よほう

さい

も

もと

予報や風の予報を基に出しています。
いじょう

おお

ほごしゃ

をすることで空気を暖めるガスが地球上空を覆うように
ほっきょく

いへん

せつめい

みな

きねん

ました。

記念プレゼントのお知らせ

スと言って、全国の1300ヶ所以上の地点で毎時、天気を
かんそく

べっさつ

※保護者の皆さま
ほうほう
くわ
さい しつもんひょう そうふ
べっし
かくにん
ご記入方法について、
詳しくは、
10歳質問票送付時の別紙にてご確認ください。

なんきょく

なって、北極や南極の氷がとけたり、山火事が起きたり、

わたし

しつもんひょう

ほごしゃ

べんり

私たちの地球に大きな異変が起きるようになってしまい

きしょうえいせい

今は気象衛星もあるし、雨雲レーダーもあるし、アメダ

とど

★アンケートに記入する前に、保護者の方（おうちの人）の説明を聞いてくださいね。
みなさんの回答をお待ちしています。

文明が発達して、石油や石炭を燃やして工場を動かし
あたた

たんじょうび

10歳のお誕生日の前に届く質問票には、別冊で「子どもアンケート」が入っています。
ちょうさ
さい
ちょうさ
この調査は、
10歳のみなさんに回答してもらう調査です。

たり、電気をつけたり、世の中は便利になったけど、それ

みらい

天気図はいまの天気図もあれば、未来の天気図もあっ

さい しつもんひょう

10歳質問票から「子どもアンケート」が始まります

はったつ

気温や雨の量を毎日、測っていて、これを基に天気
図を作ります。

福島テレビ

天気は昔と変わっているの？

もと

はか

やすのり

斎藤 恭紀 さん

さいとう

気象予報士斎藤さんに聞きました！
なぜ、天気が予報できるの？

10歳のエコチルキッズのみなさんへ

さい

よほう

たんじょうび

せいじんしき

きねん

ちょうさ

10歳のお誕生日（ハーフ成人式）を記念して、みなさんにエコチル調査福島ユニット
おく
いっしょ
センターオリジナル「クリアフォトホルダー」をお贈りします。写真とメッセージが一緒に
かざ
さい しつもんひょう
しょ
たんじょうび ころ
とど
飾れる写真立てです。10歳質問票と一緒にお誕生日頃お届けします。
お楽しみに♪

観測しているので、昔よりも天気予報は当たるように
なっています。

ふれあい会からのお知らせ

昔の人はどうやって
天気を予報していたの？
み

のぞ

こわ

か

一番怖いのは天気が変わってしまうこと。気温が上が
ふく

き

のこ

空を見ながら天気を予想することわざは今でも残ってい
ます。有名なところでは『 夕焼けが綺麗だとあすは晴
か

もと

すいじょう

ゆう

れ』。天気は西から変わるから西の空が晴れていると夕
や

焼けがきれい＝あすも晴れということです。
たまご

カマキリの卵が高い所にあると大雪になるとか福島県

ふ

気が多くなるから、大雨が増えます。また、夏が暑すぎ
ねっちゅうしょう きゅうきゅうしゃ

て、熱中症で救急車に運ばれる人が多くなったり、台風が
おおがたか

大型化したりします。

さいがい

☆ 動画は６ つあります ☆

きれい

うば

このままだと多くの人の大事な命が災害で奪われてし
おんだんか

わたし

まうから、この温暖化は地球に住む私たち全員で何とか
しなければいけないと思います。

のこ

には様々な言い伝えが残っています。

集合住宅の方や、初めての方はここから。
飛び跳ねないけど、動きはちょっと難しいかも。
ダンス

【とばないDANCE】
♪GReeeeNの曲♪
難易度★
ダンス

【とばないDANCE】
♪GReeeeNの曲♪
難易度★★

熱中症
て

斎藤さんの豆知識

はま

あいづ

浜通り・中通り・会津の
夏の暑さの違い
ちが

災

りく

りく

ねっ

★パソコンからは

害
さ

げん

夏のかんかん照りの日、海よりも陸のほうが早く気温が上がります。海は陸にくらべて熱しにくく冷めにくいのが原
いん

あたた

おぎな

りく

ふ

はま

ス

ダ

ン

ス

因です。暖かい空気は軽いので上空へ。そのぶんを補うように海から陸に向けて風が吹きます。海風です。浜通りで
ふ
じょうしょう おさ
あいづ
はま
すず
ふ
は昼前から海風が吹き、気温の上昇が抑えられます。中通りや会津より浜通りが夏に涼しくなるのはこの海風が吹く
あいづ
ふ
のぼ
からです。中通り、会津は晴れて暑くなっても海風が吹かないので太陽が昇っている間は暑いままです。
ばん
はま
さ
あいづ
とくちょう
一方で朝晩は浜通りよりも気温が下がることが多くなります。朝昼の気温差が大きいのが中通り、会津の特徴です。
さ
くだもの
この気温差が福島のおいしい果物を作るわけです。

「エコチルふくしま」でホームページ検索「イベント情報」
→「おうちでＤＡＮＣＥ」をクリック
（掲載期間7/10〜8/9
まで）

★スマートフォンからは

右記のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。

★エコチルふくしまのホームページで7月10日（土）〜8月9日（月）
の１ヵ月間のみ公開します。
★GReeeeN、
ケツメイシなど、
なじみのある人気アニメの曲等にの
せてリフレッシュ。
★安全な場所を確保して、滑ったりぶつかったりしないように踊
りましょう。

なじみのあるアノ曲で、からだ全部を使って、
踊って踊って踊ろう！

【みんなで楽しく】
♪ケツメイシの曲♪
難易度★

◀エコチル
ふくしま
イベント情報

ダンスにからだが慣れてきたら、
みんなで楽しく踊ってスッキリしましょう！

【ガンガンおどってみよう】
♪さあ、何の曲かな？♪

【みんなで楽しく】
♪ケツメイシの曲♪
難易度★★

見終わったら！

視聴するには！

まめちしき

ン

今年はコロナ禍で集まってのイベントが開催できないので、思い
切ってWEBでダンスレッスン動画を公開させていただきます！講師
は、
キッズダンスでお馴染みの「ダンスファクトリーKマニフィック」
宗像沙枝先生！これまで参加できなかった方も、今回はおうちで、
都合のいい時間にいつでも、好きなところから何度でも、親子で一
緒にからだを動かして気分もスッキリしましょう！

れば上がるほど空気中に含むことができる雨の素＝水蒸

かんてんぼうき

天を観て気を望む、観天望気という言葉があります。
ゆうや

ダ

おうちでＤＡＮＣＥ☆ＤＡＮＣＥレッスン☆

地球が温まることで
私たちの生活にどう影響するの？

☆アンケートにご協力ください！

視聴後アンケートページからお答えいただい
た、先着50組様に、
エコチルグッズを差し上
げます！
（ご住所等の記入をお願いします）
◀おうちで
ＤＡＮＣＥ
アンケート

前編

後編

7/10（土）〜8/9（月）の1ヵ月
間期間限定イベントです！この機
会にぜひ、
ご視聴ください！
※動画の視聴には、
データ通信料がかかりま
すので、Wi-Fi環境でのご視聴がおすすめ
です。

次回、秋・冬号では、
３月頃に開催するふれあい会についてお知らせします♪♪

2021年夏号
（令和３年６月発行）

2021年秋・冬号から2022年春号は、資料編を参照
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イ 活動報告書の作成
エコチル調査の毎年の活動状況を記録するとともに、調査にご協力いただいている行政機関、医療機関、
教育関係機関など各分野の関係者への配布を通じ、調査への一層の理解促進と円滑な事業推進を図ること
を目的とする。
（ア）
今年度の実績
令和２年度活動報告書を500部作成し、７月に地域運営協議会委員を含む関係機関・団体などに配布し
た。なお、令和２年度版は分かり易い内容・構成に見直すとともに、従来のモノクロからフルカラーとす
るなど、全面的な見直しを行った。
（イ）
これまでの実績
平成22、23、24年度活動報告書
（初回）
、平成25年度以後各年度発行
（最新は令和２年度）

ウ メールマガジンの配信
学内の教職員及び学生向けに、エコチル調査のデータ集計結果や論文などを紹介する
「情報発信：エコチ
ル調査」
を計11回配信
発行

配信日

トピック

論文紹介
（筆頭著者所属名）

第47号

令和３年４月26日

「エコチル★ふくしま」
ホームペー 妊娠中の向炎症食と分娩時胎児アシドーシス
ジのリニューアルと動画発信
の関連について
（福島ユニットセンター）

第48号

令和３年５月27日

エコチル★ふくしま動画を配信し ３歳までの小児に対するインフルエンザワク
ています
チンの効果
（甲信ユニットセンター）

第49号

令和３年６月30日

参加者向け広報誌をリニューアル 子宮筋腫を有する妊婦における早産について
しました
（福島ユニットセンター）

第50号

令和３年７月29日

【おうちでDANCE
（ダンス）
】の動 妊娠中の母体の飲酒と先天性形態異常の発症
画配信を開始しました！
について
（甲信ユニットセンター）

第51号

令和３年８月26日 【動画で学ぼう！】
が公開されました

第52号

令和３年９月30日

妊娠前の食事からのセレニウム摂取が妊娠糖
参加者からメッセージが届きました 尿病に与える影響について
（福島ユニットセ
ンター）

第53号

令和３年10月28日

対面調査を再開しました

第54号

令和３年11月29日

ユニットセンター広報誌
「こぼち 妊婦の睡眠時間と新生児の出生体重の関連
る通信‥秋・冬号」
を発刊しました （福島ユニットセンター）

第55号

令和３年12月23日

妊娠中の塩酸リトドリン投与と生まれた子ど
もの３歳時点の喘鳴との関連
（福島ユニット
センター）

第56号

令和４年１月27日

「第11回エコチル調査シンポジウ 胎児期のカドミウムばく露と２歳時点の神経
ム」
がライブ配信されます
発達との関連
（コアセンター）

第57号

妊婦の揮発性有機化合物へのばく露と生まれ
「エコチル調査成果・進捗報告会」
令和４年２月24日
た子どもの１歳時の精神運動発達との関連に
をハイブリッド形式で開催します
ついて
（千葉ユニットセンター）

出産後６か月間までの母乳栄養育児の実施率
に影響を与える要因
（富山ユニットセンター）

妊娠初期に診断された妊娠糖尿病妊婦の産科
合併症について
（福島ユニットセンター）
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エ 協力医療機関及び施設への活動報告
詳細調査の精神神経発達検査・医学的検査の36協力医療機関・施設に対して
「エコチル★詳細調査★だ
より」
を毎月発行した。詳細調査の進捗状況、取り止め数、未実施
（欠測）
数などを報告した。
（第70号から
第81号まで発行）

オ イベント等の開催
（ア）
環境セミナーの開催
第４回エコチル★ふくしま環境セミナーの実施
【‥開 催 日 時‥】
令和４年２月13日
（日）
オンライン開催
14：00～15：30
【‥対 象 者‥】エコチル調査参加者
【‥参 加 者 数‥】７組21名
【‥講

師‥】国立研究開発法人国立環境研究所
福島地域協働研究拠点
地域環境創生研究室‥室長

【‥ファシリテーター‥】福島県立医科大学‥助手

五味

けい

馨‥先生

尾形‥優香

【‥目

的‥】エコチル調査参加者の環境問題に対する関心などにお応えすること

【‥内

容‥】テーマ「家族で考えよう！ SDGs達成と脱炭素社会づくり」
近年、私たちの身の回りで耳にすることが多くなっているSDGs。第一部と第二部ではこ
のSDGsとはどういうものなのかを、福島県の実情などを例にして解説していただいた。第
三部では脱炭素社会への挑戦として、地球温暖化の原因である二酸化炭素が増えることで起
こる気候変動が生活に及ぼす影響について学んだ。
また、2050年における未来の福島県の街がどうなっているかをシミュレーション画像で
見ていただき、私たちが生活の中で使うエネルギーを出来るところから減らし、さらに再生
可能エネルギーに換えていくことが大事ということのご説明を受けた。
講演中にはクイズのコーナーもあり、ファシリテーターの進行でお子さま方も楽しみなが
ら参加され、
「日本人が１日に使う電気量はどれくらいですか？」
、
「ソーラーパネルの寿命
はどれくらいですか？」
などの質問があった。参加者からも
「学校での学習にも結びついて良
いと思う。
」
という意見が聞かれた。
オンライン開催により県内各地より広く参加していただくことができた。
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（イ）
エコチルふれあい会の開催
【目

的】

①エコチル調査参加者親子・参加者同士そして参加者と福島ユニットセンターとのコミュニケーション
を深める。②参加者が、
エコチル調査を長期間にわたり協力していただくためのモチベーションを高める。
【開催時期】
子どもの成長発達段階で重要といわれている時期に合わせて実施
県内全域で平成24年度から実施している。
【令和２年度実績】
令和２年度は10月25日
（日）
福島市体育館
（NCVふくしまアリーナ）
12月13日
（日）
郡山市東部体育館で、
「親子でキッズダンス」
を計画し準備を進めたが、コロナウイルス
感染拡大傾向のため中止した。
【令和３年度実績】
令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインでの開催とした。
【前 期】
７月10日～８月９日
「おうちでDANCE☆DANCEレッスン☆」
・お子さまの成長や環境に合わせて親子で楽しめるよう、難易度、種類を複数設定して配信した。
・‥参加者アンケートにより
「親子で楽しく踊れた」
、
「WEBでいつでも好きな時に視聴できる」
などの意見
が寄せられた。
【後 期】
２月
「ミニはにわをつくろう！」
・白河市まほろん
（福島県文化財センター白河館）
の学芸員による縄文時代の説明とはにわ作成動画の配信
・‥参加者アンケートにより
「子どもと協力しながら作成ができ、会話もはずみ楽しくできた」
、
「娘は初めて
はにわを作り、大満足だった」
などの意見が寄せられた。

令和３年度後期
「ミニはにわをつくろう！」

作成したはにわの写真を募集し
ホームページで掲載しました
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令和３年度前期
「おうちでDANCE☆DANCEレッスン」
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（ウ）
子育て講演会＆ファミリーコンサート
（開催中止）
①開催目的
‥ 福島ユニットセンターに属する参加者へのフォロー率維持及び県民に対するエコチル調査の認知度向
上及び協力体制を構築する。
②開催状況
令和３年度は、新型コロナ感染症拡大防止のため、中止とした。

カ 市町村イベントへの参加
エコチル調査の周知及び調査に対する理解を促す目的で、市町村が主催するイベントに参加していたが、
新型コロナ感染拡大防止のため市町村イベントがWEB開催となったことから今年度については不参加と
なった。

キ その他の活動
（ア）
グッズの配布
エコチル調査に継続参加していただくことを主たる目的として、全調査参加者にオリジナルカレンダー
を贈呈した。また、自然災害等により被災された参加者の方にお見舞いとしてグッズを進呈した。

（２）地域運営協議会の開催
ア 開催目的
エコチル調査の円滑な遂行を図るために、福島県地域運営協議会の他、県内地域ごとに４つの協議会
（県
北・相双、県中・県南、会津、いわき）
を設置し、各地域の医療、保育・教育、行政
（市町村）
の約180名の
方々に委員委嘱をしている。調査実績や今後の調査に関する情報発信、普及啓発を行うとともに、各方面
の様々なご意見を伺うことを目的とし情報交流の推進を図る。

イ 開催状況
令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、７月に福島県地域運営協議会、10月から11
月にかけ各地域の運営協議会
（県北・相双地域運営協議会、県中・県南地域運営協議会、会津地域運営協議
会、いわき地域運営協議会）
をオンライン形式により実施した。

ウ 議事内容
○全国のエコチル調査の現状について
（コアセンター）
○‥本県のエコチル調査の実施状況、参加者への調査結果の返却等、参加率維持のための取組、学術活動、
令和２年度年次評価書について
（福島ユニットセンター）

エ 意見聴取等
全般的には、概ね調査に対しての労い、調査の継続に期待する声が多かった。
調査結果・分析に対する期待、本調査の知名度アップのための広報活動の促進、年次評価の評価基準に
関すること、今後の支援や協力体制について様々なご意見があった。
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（３）関係機関訪問
訪問を通じてエコチル調査への理解と協力を求めるのが目的。

ア 市町村訪問
（ア）
今年度の実績
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年９月から10月にかけて実施している訪問は行わなかっ
たが、オンラインで開催した地域運営協議会を通じて、活動状況等をお知らせし、理解と協力を求めた。
（イ）これまでの実績
調査開始時には、県内全市町村を訪問し、調査に対する理解と協力を求めた。
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故によりリクルートを中断した南相馬市及び双葉郡
８町村に対しては、調査開始時に対象地域であったことから、毎年訪問し、子どもの生活環境などを聴取
するとともに、調査推進等について支援を依頼してきた。

イ 協力医療機関訪問
新型コロナウイルス感染症拡大により、例年年度末に実施していた医療機関訪問は中止した。そのため、
令和４年度詳細調査
（医学的検査）
の協力の可否と新型コロナウイルス感染症対策については、郵送やファッ
クスによるアンケートを行い各医療機関の意向を確認した。
また、令和４年度から新たに協力いただける医療機関
（１施設）
を令和４年３月に訪問し、詳細調査
（医学
的検査）
について説明、依頼した。

ウ 教育関連機関等訪問
（ア）
今年度の実績
エコチル調査の質問票調査におけるいじめ・虐待等の記載への対応について、福島県教育庁
（義務教育課、
健康教育課）
のほか、児童相談所、法務局を訪問し、該当事案が生じた場合の対応を協議し、情報共有を図
るとともに協力について依頼した。また、10歳詳細調査精神神経発達検査WISC-Ⅳの実施体制構築に向け
て、福島県教育庁
（義務教育課、特別支援教育課）
や検査者所属校への訪問等により協力依頼を行った。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年５月から６月にかけて実施している福島県教育事務所
及び福島県小学校長会関係者への訪問は行わなかったが、地域運営協議会のオンライン開催を通じて、活
動状況等をお知らせし、理解と協力を求めた。
（イ）
これまでの実績
子どもたちが平成30年度から小学校入学を迎えたため、平成28年度から、福島県教育事務所及び福島
県小学校長会の関係者を訪問し、エコチル調査について説明し、調査への理解と協力を求めている。訪問
時には、地域別に設置している福島県地域運営協議会委員就任について、各教育事務所長及び小学校長会
役員の方々に依頼し、承諾をいただいている。
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（４）各種研修の実施
ア 代行研修
令和３年度は、ユニットセンター職員等53名に対し、センター長が講師として、
「エコチル調査の概要、
疫学研究の基本、環境、化学物質と健康」
等の内容で入職時の研修を５回
（令和３年４月２日、10日、５月
７日、６月７日、７月12日）
実施した。
これまでに実施した医療機関、市町村、ユニットセンター職員等に対する研修は、累計84回、受講者は
累計758名となった。

イ 職員研修
全職員を対象に次の研修を実施した。
開催日

研修名

所管

令和３年６月28日

前期職員研修
・リスク管理、
情報管理、
全体調査、
乳歯調査、
詳細調査
・教養講座
「アドラー心理学
（勇気づけ）
から学ぶ」
（講師：ミライズ㈱高橋理里子）

福島ユニットセンター

令和３年７月13日、
16日

情報管理研修

福島ユニットセンター

令和３年10月８日、
11日、12日

男女共同参画推進職場研修

医大男女共同参画推進本部

令和３年10月14日

ハラスメント防止職場研修

医大ハラスメント対策委員会

令和４年２月２日

後期職員研修
・リスク管理、情報管理、全体調査、文書事務
・教養講座
「パソコン
（Officeソフトの連携）
研修」
（講師：エヌケー・テック㈱橋本雄太）

福島ユニットセンター

ウ その他の研修
事務所主催の研修の外、コアセンターや学内機関等主催の各種研修にも積極的に参加した。
＜参加した主な研修＞
開催日

研修名

所管

令和３年８月26日
～９月30日

応急手当講習
（web）

福島ユニットセンター

令和３年11月25日
～12月25日

医療スタッフのための接遇・マナー研修
（web）

医大患者サービス向上委員会

令和４年２月１日
～３月18日

令和３年度情報セキュリティ研修
（web）

医大学術情報センター

次期システム研修会
（web）

コアセンター、富士通㈱

令和４年２月４日、10日
令和４年３月18日

リスクコミュニケーションに関する研修会
（web） コアセンター、三菱総合研究所

27

620543901_1.indd 27

2022/06/22 9:29

