
日程表　1日目（2月 24日金）

神戸国際展示場 神戸ポートピアホテル

第1会場
（2 号館 1F コンベンションホール）

第2会場
（2 号館 2F 2A 会議室）

第3会場
（2 号館 3F 3A 会議室）

ポスター・ 
企業展示会場

（3 号館 1F 展示室）
第4会場

（南館 1F 大輪田 A ＋ B）
第5会場

（南館 1F 大輪田 C）
第6会場

（本館 B1F 偕楽）
8：00 8：00

9：00 9：00

10：00 10：00

11：00 11：00

12：00 12：00

13：00 13：00

14：00 14：00

15：00 15：00

16：00 16：00

17：00 17：00

18：00 18：00

19：00 19：00

第 13 回教育委員会講習会
あなたはこのアウトブレイクを 

防げますか？
司会：美島 路恵、西 圭史
演者：川名 明彦、三浦 美穂、 
　　　川澄 紀代、和田 恭直

学会賞表彰・受賞講演、 
上田 Award 表彰、 

名誉会員・功労会員授与式

招請講演 2
99.9% は仮説～思い込みで 

判断しないための発想法
司会：小林 寛伊　演者：竹内 薫

招請講演 1
MALDI-MS―ライフサイエンス研究

から臨床検査へ―
司会：飯沼 由嗣　演者：岩本 慎一

日本薬学会合同シンポジウム
薬剤耐性菌制御の新展開 

―アクションプランについて 
みんなで知ろう―

司会：賀来 満夫　　　　　　　
演者：厚生労働省担当官　　　
　　　舘田 一博、平井 みどり

特別講演 1
感染制御の更なる高嶺に向けて

司会：一山 智
演者：木村 哲

開会式 / 会長講演
司会：小西 敏郎　演者：森屋 恭爾 感染症と代謝の関連

アフタヌーンセミナー 1
感染管理を遂行するために 

必要な技能は何か
共催：㈱モレーンコーポレーション

特別教育講演 1
感染対策と経済評価

司会：佐和 章弘　演者：赤沢 学

シンポジウム 2
再発見、ICT ラウンドの効果 

～隣の ICT ラウンド
司会：青木 洋介、内田 美保
演者：渡邉 正美、塚本 仁、 
　　　水谷 哲、高見澤 一穂

ランチョンセミナー 1
手指衛生の実践における課題と対策

共催：サクラ精機㈱

シンポジウム 1
最近注目されるウイルス関連職業感染

症― SFTS、肝炎ウイルス、HIV ―
司会：吉田 正樹、森澤 雄司
演者：四柳 宏、西條 政幸、塚田 訓久

JHAIS 委員会企画
サーベイランス GO

司会：針原 康、高野 八百子
演者：森兼 啓太、藤田 烈、坂木 晴世、
　　　清水 潤三、渡邉 都貴子、
　　　柴谷 涼子、黒須 一見　　　　　

アフタヌーンセミナー 2
感染対策と栄養　どちらが大事？ 
～適正な静脈栄養とその管理～

共催：ニプロ㈱

スイーツセミナー 1
アイソレーションガウンの 
選択基準と臨床での実際

共催：ハリヤード・ヘルスケア・インク

教育講演 1
医療器具関連感染サーベイランスの

Rule と Role
司会：渡邉 都貴子　演者：坂木 晴世

ミニシンポジウム 1
環境に君臨する抗酸菌、 

非結核抗酸菌とは？
司会：長谷川 直樹
演者：山崎 善隆、岩本 朋忠、伊藤 穣

ランチョンセミナー 2
敗血症の救命率を上げるために―医療

現場でやらなければならないこと
共催：日本ベクトン・ディッキンソン㈱

職業感染制御研究会企画
エピネットサーベイランスと 

これからの血液媒介感染対策
司会：國島 広之、網中 眞由美
演者：木戸内 清、藤田 昌久、加藤 俊二、
　　　福田 祐子、満田 年宏

シンポジウム 3
MRSA のすべて 

―疫学・病態から治療・対策まで
司会：舘田 一博、二木 芳人
演者：大曲 貴夫、菅井 基行、
　　　青木 洋介、塚田 真弓

ポスター
掲示

ポスター
発表

ポスター
発表

ポスター
掲示

ポスター
貼付

企業 
展示

意見交換会
神戸ポートピアホテル　南館 1F 大輪田

教育講演 2
サーベイランスデータを使って 

PDCA サイクルを回そう
司会：小野 和代　演者：坂本 史衣

シンポジウム 5
新型インフルエンザパンデミック

司会：岡部 信彦、赤峰 みすず
演者：中島 一敏、川名 明彦、田辺 正樹、
　　　朝野 和典、長谷川 秀樹

ランチョンセミナー 3
Antimicrobial stewardship から考える 

抗菌薬投与設計～耐性菌対策の観点より～
共催：大正富山医薬品㈱

災害対応企画
大規模自然災害時の感染制御支援活動と 

その課題
司会：櫻井 滋、菅原 えりさ
演者：川口 辰哉、髙橋 秀彰、 
　　　菅原 えりさ、櫻井 滋

シンポジウム 4
グローバル化する耐性菌 

―問題点と対応策を探る―
司会：石井 良和、山岸 由佳
演者：鈴木 聡、田口 真澄、 
　　　笠井 智子、朝野 和典

日本外科感染症学会合同シンポジウム
ERAS：enhanced recovery after surgery

―最近の SSI 防止ガイドラインを踏まえて―
　　　　　　司会：大久保 憲、渋谷 智恵
　　プレゼンター：大毛 宏喜
ディスカッサント：  渡邉 学、畑 啓昭、 

青山 恵美、澤木 ゆかり
　　　　総括発言：吉田 理香

ランチョンセミナー 4
医療関係者のための予防接種 UPDATE

共催：アステラス製薬㈱

シンポジウム 7
口腔ケアにおけるアセスメント

司会：栗原 英見
演者：大西 徹郎、三鬼 達人、西 裕美

シンポジウム 6
個人防護具（PPE）における課題 
―部門、職種による教育方法―

司会：鍋谷 佳子、李 宗子
演者：鍋谷 佳子、田村 和久、新井 さゆり、 
　　　早川 佳代子、俣木 陽子

シンポジウム 11
見直そう―手指衛生

　　司会：内山 正子、山崎 博史
　　演者：寺坂 陽子、頼岡 克弘、 
　　　　　江澤 和彦、山内 勇人
追加発言：尾家 重治

シンポジウム 10
医療環境の清浄化～環境清浄を科学する～

司会：小野寺 直人、菅原 えりさ
演者：小野寺 直人、岩澤 篤郎、 
　　　小野 勤子、三橋 美野

ランチョンセミナー 5
One World の時代の感染制御

共催：花王プロフェッショナル・サービス㈱

シンポジウム 9
サーベイランスデータを活用した感染対策

司会：森兼 啓太、黒須 一見
演者：四宮 聡、多湖 ゆかり、塚田 真弓、中根 香織

シンポジウム 8
『地域包括ケア』における感染対策を 

考えよう！～現状・課題・対策～
司会：高山 義浩、小野 和代
演者：森下 幸子、澤田 理恵、 
　　　渋谷 智恵、高山 義浩

ポスター
撤去

MRSA
Clostridium difficile
グラム陽性菌（VRE など）
グラム陰性菌
耐性グラム陰性菌（ESBL 産生菌 MDRP など）
その他の細菌（百日咳など）
アウトブレイク
デバイスサーベイランス
その他のサーベイランス

手指衛生
個人防護具（PPE）正しい使用方法
その他の標準予防策・経路別予防策関連
教育の工夫
人材育成
組織体制
災害発生時の感染対策
口腔ケア

ポ
ス
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日程表　1日目（2月 24日金）

神戸国際会議場 神戸国際会議場

第7会場
（1F メインホール）

第8会場
（3F 国際会議室）

第9会場
（4F 401 ＋ 402）

第10会場
（5F 501）

第11会場
（5F 502）

第12会場
（5F 504 ＋ 505）

8：00 8：00

9：00 9：00

10：00 10：00

11：00 11：00

12：00 12：00

13：00 13：00

14：00 14：00

15：00 15：00

16：00 16：00

17：00 17：00

18：00 18：00

19：00 19：00

ミニシンポジウム 2
カテーテル関連尿路感染： 

これ以上減らせるのか
司会：矢野 邦夫
演者：土田 敏恵、岡本 みちる

シンポジウム 12
コンピューターはどんなことができるのか

司会：西 順一郎、高橋 聡
演者：林 直人、合原 一幸、正月 俊行

特別教育講演 2
食用動物に由来する薬剤耐性菌の現状と課題

司会：小野寺 昭一　演者：田村 豊

ランチョンセミナー 6
感染制御活動における 

支援システムの導入効果
共催：シスメックス㈱

教育講演 6
リハビリテーション医療における感染対策

司会：大久保 憲　演者：芳賀 信彦

教育講演 5
院内感染としての真菌症

司会：泉川 公一　演者：亀井 克彦

教育講演 4
農畜産物と細菌性食中毒 

ワンヘルスの視点から
司会：甲斐 明美　演者：秋庭 正人

教育講演 3
国公立大学附属病院感染対策協議会の 

社会貢献と今後の課題
司会：八木 哲也　演者：村上 啓雄

アフタヌーンセミナー 3
薬剤耐性（AMR）対策と感染対策

共催：丸石製薬㈱

スイーツセミナー 2
CLA-BSI を予防せよ！―Scrub the hubs!―

共催：テルモ㈱

教育講演 13
消化器内視鏡の感染管理

司会：針原 康　演者：赤松 泰次

教育講演 12
医療現場からワンヘルスへ 

―拡張する感染制御の舞台―
司会：渡邉 秀裕　演者：萱場 広之

教育講演 11
小児のエンテロウイルス感染症
司会：佐藤 吉壮　演者：細矢 光亮

ランチョンセミナー 7
すぐに役立つ！静脈留置針における 

スキントラブル軽減と針刺し事故防止対策
共催：ビー・ブラウンエースクラップ㈱

教育講演 10
クロストリジウム・ディフィシル感染症 
（CDI）の感染管理をはじめましょう

司会：徳江 豊　演者：加藤 はる

教育講演 9
血液培養検査を再考する

司会：岩崎 博道　演者：千酌 浩樹

教育講演 8
保健所が協力する地域連携
司会：緒方 剛　演者：遠藤 幸男

教育講演 7
ノロウイルスの消毒

司会：辻 明良　演者：尾家 重治

スイーツセミナー 3
コミュニケーションスキルアップセミナー 

－笑いの力を医療に活かす－
共催：ニプロ㈱

一般口演
その他の細菌・抗酸菌・真菌

O4-1～6

教育講演 14
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 

検査の注意点
司会：國島 広之　演者：佐々木 雅一

ランチョンセミナー 8
当院の ICT の取組み～インフルエンザを 

例として、検査技師の立場から～
共催：富士フイルム㈱ / 富士フイルムメディカル㈱

一般口演
耐性グラム陰性菌

O3-1～5

一般口演
Clostridium difficile

O2-1～6

一般口演
MRSA・グラム陽性菌

O1-1～6

アフタヌーンセミナー 4
New challenges in infection control, fighting Ebola 
感染管理における新たなる挑戦―エボラとの戦い

共催：サラヤ㈱

スイーツセミナー 4
深在性真菌症のマネージメント 

感染予防と感染管理
共催：大日本住友製薬㈱

一般口演
院内ラウンド・IT 化 /AI 導入

O8-1～4

教育講演 16
消毒薬確認すべきこと

司会：白石 正　演者：山口 諒

教育講演 15
微生物検査室が無い施設の感染対策 

～微生物検査データ活用から現地勉強会まで～
司会：菊池 賢　演者：霜島 正浩

ランチョンセミナー 9
尿路感染防止を考える！―新設の排尿自立

指導料算定と排尿ケアチームの実践活動―
共催：吉田製薬㈱

一般口演
NICU における感染対策

O7-1～5

一般口演
アウトブレイク

O6-1～5

一般口演
インフルエンザ・ノロウイルス・ 

ロタウイルス
O5-1～6

一般口演
その他

O14-1～6

スイーツセミナー 5
実力検証！―オゾン水の手指消毒効果と 

安全性を考える―
共催：パラマウントベッド㈱ / 日科ミクロン㈱

一般口演
その他のサーベイランス

O13-1～6

一般口演
デバイス（CLABSI CAUTI VAP）

O12-1～6

ランチョンセミナー 10
抗菌薬の適正使用について考える 

～感染症を適切に治療し、かつ耐性菌の 
出現を阻止するには～

共催：塩野義製薬㈱

一般口演
職業感染対策

O11-1～6

一般口演
抗菌薬適正使用 action program を 

視野に 2
O10-1～6

一般口演
抗菌薬適正使用 action program を 

視野に 1
O9-1～6

一般口演
口腔ケア

O22-1～3

一般口演
洗浄・消毒・滅菌

O21-1～3

一般口演
ワクチン 2
O20-1～5

一般口演
ワクチン 1
O19-1～5

一般口演
手指衛生 4
O18-1～6

ランチョンセミナー 11
結核接触者健康診断における IGRA の性能 

―高感染率集団事例と近畿保健所データ分析―
共催：㈱キアゲン

一般口演
手指衛生 3
O17-1～6

一般口演
手指衛生 2
O16-1～6

一般口演
手指衛生 1
O15-1～6

同時通訳




