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はじめに

 CiDER OSAKA Resident Education of Infectious Diseases (CORE-ID)とは、初期研修医
の2年間を通じて感染症を広く学ぶためのプログラムです。

 月1回・全22回のプログラムを、大阪大学感染症総合教育研究拠点 CiDERが構築した「CiDER-
EDU https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-edu/」でオンデマンド配信します。

 CiDER-EDUでは医療従事者の育成にも使える専門的な講義から一般の方々の疑問に答えられる
ようなわかりやすい内容まで、幅広いコンテンツを作成して配信しています。

 CiDER-EDUにはCORE-IDの履修対象となる講義以外にも様々なコンテンツが収録されています
ので、受講履歴が正確に反映されるように本手引に従って初期登録と設定を行ってください。

CORE-ID 受講概要

管理者研修責任者 システム受講者
研修プログラム責任者
大阪府担当職員

研修開始前の準備

対象者に登録通知
＋受講コード提供

新規登録

アドレス確認
メール発行本登録

受講状況の照会

システム照会

対象コース受講者
の進捗状況を出力 受講コードの確認

受講状況を報告

○各病院の担当者
に受講状況を通知
○登録不備のある
ユーザーを抽出

入力情報の見直し

※特に以下の入力を
正確に行うこと

・氏名
・所属施設名
・受講コード

受講証の発行

コース内全コンテンツ
を視聴後に発行手続き 受講状況確認

自動発行

https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-edu/


令和4年度 CORE-ID 配信予定表

【受講に際しての注意事項】

 テーマ、講師等は令和４年４月時点の予定のため、変更となる場合があります。

 動画の撮影、複製、ダウンロード、配信アドレスの第三者への漏洩等は禁止です。

 上記に記載の受講コース「CORE-ID 2022」の講義をすべて受講してください。
CiDER-EDU内の受講コース以外のコンテンツも自由に受講可能ですが、
感染症研修プログラムの修了要件にはなりません。

 コンテンツの追加は、基本的に毎月25日15時頃を予定しています。

 CiDER-EDUの更新情報をnoteで公開しています。
最新情報はこちらからご確認ください。
https://note.com/cider_edu

配信アドレス: 
https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-
edu/Students/course.aspx?COURSE_ID=1

受講コース名: CORE-ID 2022

配信予定日 テーマ 講師 講義時間

第1回 令和4年5月25日 感染症診療の原則
忽那 賢志

（大阪大学医学部附属病院感染制御部）
30分

第2回 令和4年6月25日 院内発熱のマネジメント
佐田 竜一

（大阪大学医学部附属病院総合診療部）
30分

第3回 令和4年7月25日
臨床微生物検査と

臨床的に重要な微生物
山本 剛

（大阪大学医学部附属病院感染制御部）
30分

第4回 令和4年8月25日 免疫不全と感染症
吉田寿雄

（大阪大学医学部附属病院感染制御部）
30分

第5回 令和4年9月25日 抗菌薬の使い方 忽那 賢志 30分

第6回 令和4年10月25日 肺炎
松尾 裕央

（大阪大学医学部附属病院感染制御部）
30分

第7回 令和4年11月25日
抗菌薬適正使用と

かぜ診療
忽那 賢志 30分

第8回 令和4年12月25日 咽頭痛 松尾 裕央 30分

第9回 令和5年1月25日 CRBSI 佐田 竜一 30分

第10回 令和5年2月25日 尿路感染症 忽那 賢志 30分

第11回 令和5年3月25日 ワクチン
山岸 義晃

（大阪大学医学部附属病院感染制御部）
30分

︙ ︙ ︙ ︙ ︙

【問合わせ】

システムに関すること、動画配信や動画の内容に関することについてはCiDERまでご相談ください。

また、感染症研修プログラムの事務的な問い合わせに関しては大阪府までご連絡ください。

詳細につきましては、本手引の最終ページをご確認ください。

https://note.com/cider_edu
https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-edu/Students/course.aspx?COURSE_ID=1
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研修開始前の準備 
CiDER-EDU にアカウントを作成する 

1. CiDER-EDU トップページから新規ユーザー登録を行う。

(https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-edu/)

2. ユーザー情報を入力する。

 CORE-ID では対象者を「受講コード」で抽出し、

該当する利用者の受講状況を大阪府担当職員と

各病院の臨床研修プログラム責任者に報告します。

 所属情報等は、以下の例を参考に入力してください。

（自施設の情報に置き換えて入力）

・ 所属施設名: 大阪大学医学部附属病院

・ 所属部署名: 卒後教育開発センター

 （対応する部署がない場合は空欄可） 

・ 職名: 臨床研修医

・ 研修プログラム名: 大阪大学総合コース

・ 受講コード: TESTCODE

※ 受講コードの入力について：

府内臨床研修病院に所属する初期研修医は、各病院の事務担当者

から受け取った受講コードを所定の欄に入力してください。

該当しない場合、受講コード欄の入力は不要です。 

https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-edu/
https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-edu/
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3. 入力完了後、システムからメールアドレスの有効性を確認する 

メールが届きます。そこに記載されているリンクからアクセスして 

パスワードを設定すれば、CiDER-EDU のアカウント登録は 

完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ユーザー情報はログイン後に表示される右下のアイコンから 

いつでも修正することが出来ます。研修プログラム責任者から 

入力不備について指摘があった場合、登録情報が正しく 

登録できているか再確認してください。 
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CORE-ID の受講 
受講コース一覧から 2022 年度の CORE-ID 該当コースを特定する 

1. CiDER-EDU にログイン直後の画面にある受講コース一覧から、 

「CORE-ID 2022」を探す。 

 

 
 

2. コース名の左側にあるアイコンをクリックし、ピン留めを行う。 

 ピン留めは大事なコースが受講コース一覧に埋もれるのを 

防ぐ機能です。 

 ピン留めをしなくても対象コース内の受講状況は正しく 

反映されますが、最初に設定しておくことを推奨します。 
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コース内コンテンツの受講  

1. コースには各月の講義が「グループ」としてまとめられています。 

受講する順番に制限はありません。 

 

 
2. 各講義に登録されている動画視聴ページに入ります。 

再生ボタンを押すと講義が始まります。 

視聴を中断しても、次回開いたときには続きから 

再生することが出来ます 

 
3. 各講義動画には「視聴完了基準」が設けられています。 

視聴時間がこの基準を超えたところで、 

視聴ステータスが「視聴中」から「視聴済み」に変化します。 
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4. 講義内の全動画を視聴すると講義ステータスも完了となります。 

各月（グループ）の講義を全て受講すると、当該月のコンテンツは 

全て完了となります。 

 

 

 
5. 講義、グループ、コースにはテストが設置されていることが 

あります。テストに合格しないと進捗は 100%になりません。 

用意されている場合、必ずテストを受けてください。 

 2022 年４月１日現在、CORE-ID のコースが全て完了して 

進捗が 100%になっても、受講証はまだ発行出来ません。 

 CORE-ID には 2 年間かけてコンテンツが追加されます。 

 最後のコンテンツが追加された段階で受講証が発行可能に 

なります。 

 また、コースに新たなコンテンツが追加されると、進捗が 

再計算されて表示が 100%未満に戻ります。 

 CORE-ID のコースに 100%未満が表示されている場合、 

新規講義が追加された、もしくは受講漏れした講義がある 

ことを意味します。 
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受講証の発行  

1. CORE-ID の受講進捗が 100%でテストも含む全コンテンツの 

受講が完了すると、受講証発行のボタンが有効になります。 

ここから pdf で受講証を発行することが出来ます。 

 

 
  

問合せ  

システムに関すること、動画配信や動画の内容に関すること 

 

システムに関することで何かトラブルがございましたら、まずよくある質問 

(https://note.com/cider_edu/n/n5a621ab3e23d)をご確認ください。 

それでも解決しない場合や、講義・テストに関すること、ご意見・ご感想などが 

ございましたら、CiDER-EDU 各ページの下部にある問合せフォームからご相談ください。 

担当者から折り返しメールをいたします。 

・CiDER 人材育成部門 

CiDER-EDU 相談窓口 https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-edu/ 

 

感染症研修プログラムの事務的な問い合わせ 

・大阪府健康医療部保健医療室医療対策課 

医療人材確保グループ 

Omscc@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

主催 

大阪大学感染症総合教育研究拠点 (CiDER) 

大阪府 

 

https://note.com/cider_edu/n/n5a621ab3e23d
https://fostering.cider.osaka-u.ac.jp/cider-edu/

	目次
	研修開始前の準備
	CiDER-EDUにアカウントを作成する

	CORE-IDの受講
	コース内コンテンツの受講

	受講証の発行
	問合せ
	主催
	
	スライド番号 1
	はじめに
	令和4年度 CORE-ID 配信予定表


