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一般社団法人 感染防止教育センター
設立趣意
近年、医療関連施設内での医療関連感染症防止対策の必要性が高まっています。
チーム医療を構成する、医師や歯科医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、歯科衛生士をは
じめ、専門性の高い国家資格をもった医療者には、資格取得後も自ら研鑽を積むことが求め
られております。そして、直接医療行為を行わない医療関係者やサービス提供者のスタッフ
らの感染防止知識の向上や経験の共有も、清潔で安全で快適な療養環境を整える上で必要不
可欠です。
私どもは、e-ラーニングや集合研修等により、すべての医療関係者に感染防止教育の機会を
提供し、国民の健康と安全で質の高い医療サービス提供体制の確保に寄与したいと考え、こ
のたび一般社団法人感染防止教育センターを発足することにしました。
趣旨にご賛同いただき、一緒にこの事業を推進していただく関係の皆様方からの暖かいご支
援とご指導をお願い申し上げます。
ついては、別紙の通り、運営のための原資とするため、賛助会員を募集いたします。
令和元年 8 月吉日
一般社団法人感染防止教育センター
代表理事 佐々木 昌茂
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賛助会員概要

募集数：40 社（名）程度
趣旨に賛同し賛助を申し出た法人または個人で、社員総会が承認したもの
申込→社員総会承認→入金の手続きを完了後、賛助会員として登録する。
毎年、郵送等の方法で送付する継続会員資料に基づき会費を納入する。
但し、会費未納の場合、会員の利益を失うものとする。
賛助会員は、ホームページや会報等に会社名を公表することに同意したものとする。
賛助会費：年間｛4 月～翌年 3 月｝50,000 円／一口より
法人におかれましては二口以上をご検討ください。
賛助会員の利益：
（１）年一回程度の活動会報の送付（但し会報は PDF にて Web 掲載に変更予定）
（２）Web サイトへのリンク、テキストやコンテンツへの広告応募資格
（３）その他のプロジェクトへの優先参加等、社員総会が定める特典申込
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一般社団法人感染防止教育センター 概要
Center for Education in Infection Prevention (CEIP)
目的：本会は感染症の伝播防止、感染防止技術の向上を目的とした諸事業を実施し、その実
現を通じて日本の医療及び国民の健康に寄与することを目的とする。
事業：本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（１）感染防止技術に関する e ラーニング教育事業
（２）感染防止技術に関する研修の企画と開催事業
（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業
設立・沿革： 令和元年（2019 年）7 月 10 日設立 8 月より活動開始
決算：3 月 法人番号：50110-05-008196
取引金融機関：三菱 UFJ 銀行 新宿中央支店（469）
（普通）6352573
ゆうちょ銀行：018 ／018 （普通）8724686 記号 10150 番号 87246861
役員：
代表理事：佐々木 昌茂（株式会社ヘルスケアスクエア 代表取締役社長）
理事：森澤 雄司（自治医科大学附属病院 感染制御部長 准教授）
理事：菅原 えりさ（東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科 感染制御学 教授）
理事：大楠 清文（東京医科大学 微生物学講座 教授）
理事：勝屋 信昭（株式会社カツヤ・プランニング 代表取締役・英治出版株式会社 監査役）
事務局長：神野 準一
監査：金子公一税理士事務所
本店：〒161-0031

東京都新宿区西落合 4-17-20

事務局・郵送先：
〒350- 2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見 1-14-3 コンフォール若葉 311 号
電話番号：080-5486-8778（代表）
メールアドレス：support@ceip.or.jp
ホームページ URL：https://www.ceip.or.jp
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2019 年度活動実績
【e ラーニングコンテンツ配信】
1. 災害時の感染対策
2. グラム染色による感染症診断法 基礎編(2019 年版)
【共催セミナーの開催と収録配信】
1. 2019 年 11 月 27 日（仙台）清掃セミナー
2．感染防止ベーシック

2020 年 1 月
2020 年 3 月

2020 年度計画
【e ラーニングコンテンツ配信】
1. 第 1 章 感染防止対策ベーシック
2. 眼科感染症の感染対策
3. 災害時の感染対策 2020 年版
4. 第 2 章 清掃、検査（ラボ内感染防止）
5. 医療関連感染予防対策

2020 年 4 月配信計画
2020 年 9 月配信計画
年内配信計画
〃
〃

【共催セミナーの開催と収録配信】
1. 集合型セミナー（収録配信）

2020 年 年内配信計画

2019 年 10 月
〃

2020 年活動計画
新たな理事を迎え、臨床検査と感染防止・食中毒・眼科における感染症や洗浄滅菌 他多数
感染防止情報を更に幅広い層へ展開できるように配信を計画化して参ります。
ご期待ください。
上記計画のように、2200 年度に 5 つのコンテンツを制作させていただきたく、
賛助会員目標 40 口 200 万円 とさせて頂きます
概算費用
コンテンツ制作費用 5 本×1 本あたり 30 万円＝150 万円
セミナー開催経費を 1 本×1 本あたり 50 万円＝50 万円

計 200 万円

ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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メールアドレス： support@ceip.or.jp
必要事項をご記入のうえ、申込書を E-mail にて当法人までお送りください。
尚、入会日はお振込み日が確認できた日とさせて頂きます。

賛助会員申込書
一般社団法人 感染防止教育センター 御中
西暦

年

月

日

貴センターの趣旨に賛同し、下記金額を会費として申し込みます。

御社名又は法人名
（ふりがな）
宛

名

ご担当者
御氏名・御所属・役職
〒
所在地

TEL
E-mail
振込予定日

年

月

日

当センターは、会員様からのご提供いただいた個人情報を第三者に提供することはありません。
また会員様の同意なく、情報の収集、目的外の利用をおこなうことはありません。
【お振込先】
銀行名：三菱 UFJ 銀行 支店：新宿中央支店
店番号：469
名

口座番号：
（普通）6352573

前：シャ）カンセンボウシキョウイクセンター

銀行名：ゆうちょ銀行 018 ／018 （普通）8724686
名

記号 10150 番号 87246861

前：シャ）カンセンボウシキョウイクセンター

お問い合わせ・郵送先：一般社団法人感染防止教育センター 事務局長 担当：神野
〒350- 2201

埼玉県鶴ヶ島市富士見 1-14-3 コンフォール若葉 311 号

TEL : 080-5486-8778

E-mail : support@ceip.or.jp
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