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☞☞☞☞    講義内容他、詳細・申込方法は、日循協ホームページ日循協ホームページ日循協ホームページ日循協ホームページ    http://www.jacd.infohttp://www.jacd.infohttp://www.jacd.infohttp://www.jacd.info をご覧下さい。   
    2013.5.8 

 

本セミナーは循環器疾患の疫学と予防手法を学ぶもので、毎年１回開催し、これまで25回実施してまいりました。 

これまで約980名以上のセミナー終了者が輩出され、それぞれの分野で循環器疾患予防の指導者として活躍されています。 
 

第26回セミナーは「「「「ライフステージに応じた循環器病予防：エビデンスの構築と実践にむけてライフステージに応じた循環器病予防：エビデンスの構築と実践にむけてライフステージに応じた循環器病予防：エビデンスの構築と実践にむけてライフステージに応じた循環器病予防：エビデンスの構築と実践にむけて」」」」をテーマに、循環器の疫

学の講義も取り入れながら、研究プロトコール作成を通じて臨床・疫学研究の重要性を学んでいただきます。 
 

午前には講義、午後から夜遅くまでグループでの討議等、過密スケジュールではありますが、循環器病予防医学のエ 

キスパートである先生方と共に過ごす有意義な4泊5日間と思っていただける内容になっております。 
 

予防・臨床分野で新たな共同研究を企画・推進する意欲のある方、新たに勉強してみたいと思う方など、奮ってご応募く

ださい。 

会期： 平成25年 7777 月月月月 33331111 日日日日((((水水水水) ) ) ) ～～～～    8888 月月月月 4444 日日日日((((日日日日))))    
    

会場： ホテル福島グリーンパレスホテル福島グリーンパレスホテル福島グリーンパレスホテル福島グリーンパレス （福島県福島市太田町13-53）  
 

内容： ライフステージに応じた循環器病予防：エビデンスの構築とライフステージに応じた循環器病予防：エビデンスの構築とライフステージに応じた循環器病予防：エビデンスの構築とライフステージに応じた循環器病予防：エビデンスの構築と実践にむけて実践にむけて実践にむけて実践にむけて    

（臨床・疫学研究のプロトコル作成のための実践講座 初・中級コース） 

  ◇ 循環器病予防のエビデンスを学ぶ      

  ◇ 疫学研究の意義と手法を学ぶ 

 ◇ 循環器臨床・疫学研究の企画・実施のポイントを学ぶ 

  ◇ 循環器病予防・臨床研究デザインを作成する 

  ◇ グループワークによるプロトコル作成と全体討論 
 

講師・チューター： ◇組織委員長 

◇実行委員長 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山科  章 

安村 誠司 

上嶋 健治 

大西 浩文 

大平 哲也 

岡村 智教 

岡山  明 

川村  孝 

坂田 清美 

竹石 恭知 

東條美奈子 

中村 好一 

西  信雄 

寶澤  篤 

本庄かおり 

三浦 克之 

森河 裕子 

 

東京医科大学第二内科主任教授 

福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座教授 

京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター EBM推進部教授 

札幌医科大学医学部公衆衛生学講座准教授 

福島医科大学放射線県民健康管理センター疫学部門教授 

慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授 

結核予防会第一健康相談所所長 

京都大学保健管理センター教授 

岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授 

福島県立医科大学医学部循環器血液内科学講座教授 

北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻准教授  

自治医科大学公衆衛生学教室教授 

(独)国立健康・栄養研究所国際産学連携センター長 

東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防医学・疫学部門教授 

大阪大学グローバルコラボレーションセンター特任准教授 

滋賀医科大学社会医学講座公衆衛生学部門教授 

金沢医科大学看護学部人間科学領域教授 
                             敬称略 ／ 2013.4.1現在    

 

募集人数： 40404040 名名名名   ☆☆☆☆循環器病予防に意欲のある循環器病予防に意欲のある循環器病予防に意欲のある循環器病予防に意欲のある方を歓迎！！方を歓迎！！方を歓迎！！方を歓迎！！ 

参加費： 会員 70,000円／ 非会員100,000 円            
    

会員会員会員会員 50,00050,00050,00050,000 円円円円／／／／    非会員非会員非会員非会員 70,00070,00070,00070,000 円円円円    （参加費には受講費・宿泊費・食費を含む）  

    ★ 予防･疫学の将来に期待する各方面からのご支援が可能になり、受講費の減額が実現しました！ 
 

※ 非会員の方は受講申込時に会員登録可能 
 

お問い合わせ： (社)日本循環器管理研究協議会 〒163-0704 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル4階 

TEL：03-5324-0680   FAX：03-5324-0822  E-mail：jacd.seminar@gmail.com 

｢八重の桜｣の地から贈る、日本最高の循環器疫学・予防医学集中講座｢八重の桜｣の地から贈る、日本最高の循環器疫学・予防医学集中講座｢八重の桜｣の地から贈る、日本最高の循環器疫学・予防医学集中講座｢八重の桜｣の地から贈る、日本最高の循環器疫学・予防医学集中講座        
    

第第第第 22226666 回回回回    日本循環器病予防セミナー日本循環器病予防セミナー日本循環器病予防セミナー日本循環器病予防セミナー    
    

受講者募集中！  循環器病の疫学・研究循環器病の疫学・研究循環器病の疫学・研究循環器病の疫学・研究プロトプロトプロトプロトコルコルコルコルを学べる最高のセミナーですを学べる最高のセミナーですを学べる最高のセミナーですを学べる最高のセミナーです    



 

    

第第第第 26262626 回日本循環器病予防セミナー日程表回日本循環器病予防セミナー日程表回日本循環器病予防セミナー日程表回日本循環器病予防セミナー日程表((((予定予定予定予定))))    

2013.7.23現在 

第 1日目  7/31（水） 

13：30～14：30 受付 

14：30～15：00 開講式・オリエンテーション   

15：00～15：50 【講義 1】 疫学研究の基礎（倫理指針も含め）： 中村 好一 

16：00～16：50 【講義 2】 循環器疾患疫学総論： 三浦 克之 

17：00～17：50 グループワークのオリエンテーション： 中村 好一 
 

18：00～18：50 グループ討議： チューター 

19：30～ Welcome Party   

第 2日目  8/1（木） 

8：30～9：00 モーニングレクチャー：福島県「県民健康管理調査」： 安村 誠司 
 

9：00～9：50 【講義 3】 研究計画の作成から実施へ： 岡山 明 
 

10：00～10：50 【講義 4】 前向き研究の企画と管理 ： 坂田 清美 
 

11：00～11：50 【講義 5】 臨床試験の企画・運営の実際：介入研究の実際： 上嶋 健治 
 

12：00～13：00 ランチョンセミナー（共催：MSD株式会社）    

13：00～13：50 【講義 6】 臨床研究のピットフォール： 川村 孝 
 

14：00～18：00 グループ討議： チューター 

18：00～19：00 夕食・休憩   

19：30～ 研究課題発表・グループ討議： チューター  

第 3日目  8/2（金） 

8：30～9：00 グループ討議   

9：00～9：50 【講義 7】 批判的吟味について： 寶澤 篤 
 

10：00～10：50 【講義 8】 脂質異常症と循環器疾患：  岡村 智教 
 

11：00～11：50 【講義 9】 糖尿病・CKDと心血管疾患： 大西 浩文 
 

12：00～13：00 ランチョンセミナー（共催：ファイザー株式会社）   

13：00～13：50 【講義 10】 心理・社会的要因と循環器疾患： 大平 哲也 

14：00～18：00 グループ討議： チューター 

18：00～19：00 夕食・休憩   

19：30～ グループ討議： チューター  
 

第 4日目  8/3（土） 

8：30～9：00 グループ討議   

9：00～9：50 【講義 11】 メタアナリシスとマルチレベル分析： 西 信雄 

10：00～10：50 【講義 12】 職域における循環器疾患予防： 森河 裕子 

11：00～11：50 【講義 13】 高齢医学： 安村 誠司 

12：00～13：00 ランチョンセミナー  

13：00～ グループ討議：チューター 
 

16：00～ 発表会     

19：30～ 結果発表／Farewell Party   

第 5日目  8/4（日） 

9：00～9：50 【講義 14】 心臓リハビリテーション： 東條 美奈子 
 

10：00～10：50 【講義 15】 社会経済的状況と循環器疾患： 本庄 かおり 
 

11：00～ 修了証授与・閉講式   

    


