
厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業（JANIS） 

新規参加医療機関募集に伴う 

「JANIS のデータ提出・活用のための説明会」のご案内 

 

 

日時：平成 26 年 10 月 18 日（土） 11 時～15 時 30 分 

場所：国立感染症研究所 戸山庁舎（2 階 共用第一会議室） 
     東京都新宿区戸山１－23－１   
 定員：150 名 
 
 

10:00～   受付開始 

11:00～  「開会の挨拶」 厚生労働省医政局地域医療計画課 森井 大一 

                  国立感染症研究所細菌第二部部長 柴山 恵吾  

 

11:10～   JANIS システム全体の説明    JANIS 事務局 

11:45～   検査部門の概要と還元情報の見方   JANIS 事務局 

 

12:30～13：30  休憩 

（周辺に食堂等はございません。お手数ですが昼食は各自でご準備ください。） 

 

13:30～   SSI 部門の概要と還元情報の見方 

入力支援ソフトについて    JANIS 事務局 

 

14:00～   全入院患者部門の概要と還元情報の見方 

入力支援ソフトについて    JANIS 事務局 

 

14:30～   ICU 部門の概要と還元情報の見方 

入力支援ソフトについて    JANIS 事務局 

 

15:00～    NICU 部門の概要と還元情報の見方   JANIS 事務局 

 

15:30       閉会 

 

 

 

 

 

 

説明会への参加申し込みは、JANIS ホームページ「参加・脱退について」 

http://www.nih-janis.jp/participation/index.html 内、 

「JANIS のデータ提出・活用のために説明会」参加申込フォーム より 

お願いいたします。 

 

申し込みは先着順とし、定員に達した時点で締め切りとさせていただきます。 



＜周辺案内図＞ 

 

地下鉄東西線、早稲田駅下車 (徒歩 10 分)  

地下鉄大江戸線、若松河田駅下車 (徒歩 10 分)  

地下鉄副都心線、西早稲田駅下車 (徒歩 15 分) 



厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業（JANIS） 

新規参加医療機関募集に伴う 

「JANIS のデータ提出・活用のための説明会」のご案内 

 

 

日時：平成 26 年 10 月 25 日（土） 10 時 30 分～12 時 15 分 

場所：国立感染症研究所 戸山庁舎（2 階 共用第一会議室） 
     東京都新宿区戸山１－23－１   
 定員：150 名 
 
 
 

09:30～   受付開始 

10:30～  「開会の挨拶」 厚生労働省医政局地域医療計画課 森井 大一 

国立感染症研究所細菌第二部部長 柴山 恵吾  

 

10:45～   JANIS・検査部門の概要とデータ提出方法  JANIS 事務局 

11:45～   検査部門の還元情報の見方    JANIS 事務局 

 

12：15   閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明会への参加申し込みは、JANIS ホームページ「参加・脱退について」 

http://www.nih-janis.jp/participation/index.html 内、 

「JANIS のデータ提出・活用のために説明会」参加申込フォーム より 

お願いいたします。 

 

申し込みは先着順とし、定員に達した時点で締め切りとさせていただきます。 

 



＜周辺案内図＞ 

 

地下鉄東西線、早稲田駅下車 (徒歩 10 分)  

地下鉄大江戸線、若松河田駅下車 (徒歩 10 分)  

地下鉄副都心線、西早稲田駅下車 (徒歩 15 分) 



厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業（JANIS） 

新規参加医療機関募集に伴う 

「JANIS のデータ提出・活用のための説明会」のご案内 

 

 

日時：平成 26 年 10 月 25 日（土） 15 時 30 分～17 時 15 分 

場所：国立感染症研究所 戸山庁舎（2 階 共用第一会議室） 
     東京都新宿区戸山１－23－１   
 定員：150 名 
 
 
 

14:30～   受付開始 

15:30～  「開会の挨拶」 厚生労働省医政局地域医療計画課 森井 大一 

国立感染症研究所細菌第二部部長 柴山 恵吾  

                   

 

15:45～   JANIS・検査部門の概要とデータ提出方法   JANIS 事務局 

16:45～   検査部門の還元情報の見方       JANIS 事務局 

 

17:15       閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明会への参加申し込みは、JANIS ホームページ「参加・脱退について」 

http://www.nih-janis.jp/participation/index.html 内、 

「JANIS のデータ提出・活用のために説明会」参加申込フォーム より 

お願いいたします。 

 

申し込みは先着順とし、定員に達した時点で締め切りとさせていただきます。 

 



＜周辺案内図＞ 

 

地下鉄東西線、早稲田駅下車 (徒歩 10 分)  

地下鉄大江戸線、若松河田駅下車 (徒歩 10 分)  

地下鉄副都心線、西早稲田駅下車 (徒歩 15 分) 



厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業（JANIS） 

新規参加医療機関募集に伴う 

「JANIS のデータ提出・活用のための説明会」のご案内 

 

 

日時：平成 26 年 10 月 30 日（木） 11 時～15 時 30 分 

場所：国立感染症研究所 戸山庁舎（2 階 共用第一会議室） 
     東京都新宿区戸山１－23－１   
 定員：80 名 
 
 

10:30～   受付開始 

11:00～  「開会の挨拶」 厚生労働省医政局地域医療計画課 森井 大一 

国立感染症研究所細菌第二部部長 柴山 恵吾  

                   

 

11:10～   JANIS システム全体の説明    JANIS 事務局 

11:45～   検査部門の概要と還元情報の見方   JANIS 事務局 

 

12:30～13：30  休憩 

（周辺に食堂等はございません。お手数ですが昼食は各自でご準備ください。） 

 

13:30～   SSI 部門の概要と還元情報の見方 

入力支援ソフトについて    JANIS 事務局 

 

14:00～   全入院患者部門の概要と還元情報の見方 

入力支援ソフトについて    JANIS 事務局 

 

14:30～   ICU 部門の概要と還元情報の見方 

入力支援ソフトについて    JANIS 事務局 

 

15:00～    NICU 部門の概要と還元情報の見方   JANIS 事務局 

 

15:30       閉会 

 

 

 

 

 

説明会への参加申し込みは、JANIS ホームページ「参加・脱退について」 

http://www.nih-janis.jp/participation/index.html 内、 

「JANIS のデータ提出・活用のために説明会」参加申込フォーム より 

お願いいたします。 

 

申し込みは先着順とし、定員に達した時点で締め切りとさせていただきます。 

 



 

＜周辺案内図＞ 

 

地下鉄東西線、早稲田駅下車 (徒歩 10 分)  

地下鉄大江戸線、若松河田駅下車 (徒歩 10 分)  

地下鉄副都心線、西早稲田駅下車 (徒歩 15 分) 


