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学会日程表［第 2 日目 10 月 17 日（木）］
第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 第 4 会場 第 5 会場 第 6 会場 第 7 会場 第 8 会場 第 9 会場

2F　大ホール 2F　橘 2F　萩 2F　桜 2 3F　白橿 1・2 1F　小会議室 2 1F　小会議室 1 3F　小会議室 8 3F　小会議室 7

8：00 8：00

8:30〜10:00
シンポジウム 2

薬剤耐性菌の基礎Update
–耐性機構を中心に−

司会：石井良和
　　　竹村　弘
演者：花木秀明
　　　松川雅則
　　　石井良和
　　　切替照雄

8:30〜10:00
シンポジウム 3

抗真菌薬の現状の課題と
今後の展望

司会：亀井克彦
　　　三鴨廣繁
演者：松元一明
　　　泉川公一
　　　宮﨑義継

8:30〜9:10　教育講演 1
環境汚染と消毒
司会：小野寺直人
演者：金森　肇　

8:30〜8:55　ベーシックレクチャー 1
抗菌薬の副作用・薬物相互作用の基礎知識
司会：萱場広之　演者：久道周彦

8:30〜10:00

シンポジウム 4
血液培養以外（胸水、腹水、カテーテル
先端、ドレナージ液、痰/BALなど）で
真菌が検出されたらどうするか？

司会：光武耕太郎　　
演者：羽山ブライアン

渡辺　哲
詫間隆博

8:30〜9:20

呼吸器感染症 1
座長：長島広相

8:30〜9:20

Antimicrobial stewardship 1
座長：池谷　修

8:30〜9:20

真菌感染症 1
座長：澁谷和俊

8:30〜9:10

中枢神経系感染症 1
座長：佐藤　滋9：00 9：008:55〜9:20　ベーシックレクチャー 2

経口抗菌薬（セファロスポリン系薬・マクロライド系薬・キノロン系薬）
司会：山藤　満　演者：中居　肇9:10〜9:50　教育講演 2

国際的イベントに向けた「ブラインド訓練」の意義と重要性
司会：大曲貴夫
演者：三﨑貴子

9:10〜9:50

中枢神経系感染症 2
座長：藤盛寿一

9:20〜9:45　ベーシックレクチャー 3
病院・施設における消毒薬の実践使用
司会：満田年宏　演者：河村真人

9:20〜10:10

呼吸器感染症 2
座長：大野秀明

9:20〜10:10

Antimicrobial stewardship 2
座長：藤居　賢

9:20〜10:10

真菌感染症 2
座長：吉田　稔9:45〜10:10　ベーシックレクチャー 4

MRSA感染症の基本と実践
司会：武田博明　演者：藤田崇宏10：00 9:50〜10:30　教育講演 3

感染症診療・院内感染対策の視点からのウイルス性肝炎
司会：森屋恭爾
演者：福島篤仁

10：00 9:50〜10:40

中枢神経系感染症 3
座長：中山晴雄10:10〜11:00

ジョイント企画
薬剤耐性グラム陰性菌対策に

つなげるための基本を確かめる
司会：森兼啓太、菅野みゆき
演者：佐藤智明、菅原えりさ

共催：日本環境感染学会多剤耐性菌感染制御委員会

10:10〜12:00

シンポジウム 5
抗菌薬適正使用を効果的に支援・

推進するためのストラテジー
司会：前田真之
　　　青柳哲史
演者：前田真之

　　　　吉田眞紀子
　　　梅村拓巳
　　　本田　仁
［化］認薬

10:10〜11:40

シンポジウム 6
昨今の感染症の動向と危機管理

司会：加來浩器
演者：中島一敏
　　　砂川富正
　　　齋藤智也
　　　今村顕史

10:10〜11:00

呼吸器感染症 3
座長：坂本光男

10:10〜11:00

Antimicrobial stewardship 3
座長：大橋崇志

10:10〜11:00

感染対策・感染制御 1
座長：中澤　靖

10:20〜10:45　ベーシックレクチャー 5
AMR時代のカテーテル関連菌血症
司会：河合　伸　演者：田邊嘉也

10 :40〜11:20　教育講演 4
肺炎球菌ワクチンの現状と今後の展望

司会：佐藤　研
演者：川上和義

10:40〜11:20

その他 1
座長：太田求磨

10:45〜11:10　ベーシックレクチャー 6
骨髄炎

司会：石黒信久　演者：松下和彦11：00 11：00 11:00〜11:50

呼吸器感染症 4
座長：鈴木博貴

11:00〜11:50

Antimicrobial stewardship 4
座長：佐村　優

11:00〜11:50

感染対策・感染制御 2
座長：吉川晃司

11:10〜12:00
特別講演 1

One Healthの時代の感染症対応
−今後の方向性と展望 −

司会：金光敬二
演者：賀来満夫

11:10〜11:35　ベーシックレクチャー 7
抗酸菌感染症のピットフォールCase based discussion
司会：本田芳宏　演者：皿谷　健11 :20〜12:00　教育講演 5

Clostridioides difficile感染症
 (Clostridioides difficile  Infection: CDI)
司会：草地信也　演者：細川直登

11:20〜12:00

その他 2
座長：山口敏行

12：00 12：00
12:10〜13:00

教育セミナー 1
感染症におけるパラプロバイオティクス

としての乳酸菌の有用性
司会：岩田　敏　演者：藤原大介

共催：キリンホールディングス株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 2

AMR時代に求められる感染症診療
司会：栁原克紀
演者：舘田一博

共催：ニプロ株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 3

MRSA感染症の診断と新たな治療戦略
司会：堀　誠治
演者：宮崎泰可

共催：MSD 株式会社

12:10〜13:00　
教育セミナー 4

深在性真菌症の診断と治療
〜症例を通した抗真菌薬の適正使用のtips〜

司会：前﨑繁文　演者：泉川公一
共催：大日本住友製薬株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 5

感染症の検査と診断　−迅速検査の結果をどう読むか−
司会：飯沼由嗣
演者：國島広之

共催：アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 6

C.difficile 感染症の診療と新しい遺伝子検査の位置づけ
司会：石井良和　　　　　
演者：豊川真弘、仲村　究
共催：株式会社　ミズホメディー

12:10〜13:00
教育セミナー 7

高齢者肺炎とインフルエンザの予防の重要性
司会：掛屋　弘
演者：松本哲哉

共催：ファイザー株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 8

検便検査由来腸管出血性大腸菌 不顕性感染の現状
司会：花木秀明
演者：佐藤寿夫

共催：株式会社 日本微生物研究所13：00 13：00
13:10〜13:40
日本感染症学会東日本地方総会

14：00 13:50〜15:20

シンポジウム 7
これからのインフルエンザ診療を考える

司会：川名明彦
演者：大崎能伸
　　　新庄正宜
　　　永井英明
　　　菅谷憲夫
［感］指

13:50〜14:10
抗菌薬適正使用支援プログラム（ASPs）現状調査アンケート

司会：二木芳人　演者：前田真之

13 :50〜14:30　教育講演 6
感染症遺伝子検査の新たな展開

司会：長沢光章
演者：飯沼由嗣

13:50〜14:15　ベーシックレクチャー 8
呼吸器感染症（成人）〜エンピリック治療で、

どこまでnarrow (狭域) の抗菌薬を選択できるか！〜
司会：青木信樹　演者：三木　誠

14：00 13:50〜15:20

シンポジウム 8
寄生虫学の進歩

基礎的、臨床的、病害動物学的立場より
司会：春木宏介　　　　
演者：所　正治　　　　
　　　千種雄一　　　　

　　　　中村（内山）ふくみ
特別発言：大西健児　　　　　

13:50〜14:40

耐性菌感染症 1
座長：宮地勇人

13:50〜14:40

Antimicrobial stewardship 5
座長：西　圭史

13:50〜14:40

ウイルス感染症
(インフルエンザ・HIV以外)

座長：田邊嘉也

13:50〜14:40

日和見感染症
座長：岡本　耕14:15〜14:40　ベーシックレクチャー 9

クラミジア・淋菌
司会：横田伸一　演者：山岸拓也

14:20〜15:20
教育セミナー 9

HIV感染症における現状の課題と
最新治療アップデート

司会：光武耕太郎
演者：吉野友祐　

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

14 :30〜15:10　教育講演 7
梅毒

司会：猪狩英俊　
演者：本田まりこ

14:40〜15:05　ベーシックレクチャー 10
髄膜炎

司会：塚田弘樹　演者：荒岡秀樹

14:40〜15:20

耐性菌感染症 2
座長：中南秀将

14:40〜15:30

Antimicrobial stewardship 6
座長：望月敬浩

14:40〜15:30

マイコプラズマ・クラミジア・
リケッチア感染症
座長：忽那賢志

14:40〜15:20

抗酸菌感染症 1
座長：西堀武明

15：00 15：00
15 :10〜15:50　教育講演 8
ダニ媒介性感染症 (SFTS含む)

司会：神谷　茂
演者：中村茂樹

15:20〜16:20
教育セミナー 10

インフルエンザ診療の現状と
問題点

司会：賀来満夫
演者：三鴨廣繁

共催：第一三共株式会社

15:20〜16:00

敗血症・菌血症 1
座長：原　靖果

15:20〜16:10

抗酸菌感染症 2
座長：平間　崇

15:30〜17:20

シンポジウム 9
院内で防ぎ地域で取り組む

薬剤耐性（AMR）対策
司会：具　芳明
演者：井上顕治

　　　　鈴木久美子
　　　竹田正秀
　　　寺西　寧

共催：AMR 臨床リファレンスセンター

15:30〜17:00

シンポジウム 10
救急・外科領域感染症

up-to-date
司会：佐々木淳一
演者：小林美奈子

　　渡邉　学
　　池田弘人
　　田熊清継

15:30〜16:30

教育セミナー 11
呼吸器感染症の診断と新たな治療戦略

司会：渡辺　彰
演者：三木　誠

共催：杏林製薬株式会社

15:30〜16:20

小児感染症
座長：宮入　烈

15:30〜16:10

HIV・エイズ 1
座長：森澤雄司16：00 15:50〜17:20

男女共同参画企画
私もひとこと言いたい！現場の意見

司会：舘田一博、駒瀬裕子　
演者：本田なつ絵、鈴木麻衣
　　　田子さやか、津田歩美

　　松本　理、花房喜子
　　富樫ふみ、庄司　淳
　　中野禎久、曽木美佐
　　中下珠緒、深沢千絵
　　田沼順子、上原由紀

16：00 16:00〜16:40

敗血症・菌血症 2
座長：古川恵一

16:10〜16:50

HIV・エイズ 2
座長：阿部修一

16:10〜16:50

抗酸菌感染症 3
座長：髙橋　洋

16:20〜17:10

輸入感染症
座長：三木田馨16:40〜17:20

敗血症・菌血症 3
座長：内藤俊夫

17：00 17：00

17:20〜17:50
日本化学療法学会東日本支部総会

18：00 18：00

19：00 19：00

抗微生物薬適正使用推進検討委員会報告
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第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場 第 4 会場 第 5 会場 第 6 会場 第 7 会場 第 8 会場 第 9 会場
2F　大ホール 2F　橘 2F　萩 2F　桜 2 3F　白橿 1・2 1F　小会議室 2 1F　小会議室 1 3F　小会議室 8 3F　小会議室 7

8：00 8：00

8:30〜10:00
シンポジウム 2

薬剤耐性菌の基礎Update
–耐性機構を中心に−

司会：石井良和
　　　竹村　弘
演者：花木秀明
　　　松川雅則
　　　石井良和
　　　切替照雄

8:30〜10:00
シンポジウム 3

抗真菌薬の現状の課題と
今後の展望

司会：亀井克彦
　　　三鴨廣繁
演者：松元一明
　　　泉川公一
　　　宮﨑義継

8:30〜9:10　教育講演 1
環境汚染と消毒
司会：小野寺直人
演者：金森　肇　

8:30〜8:55　ベーシックレクチャー 1
抗菌薬の副作用・薬物相互作用の基礎知識
司会：萱場広之　演者：久道周彦

8:30〜10:00

シンポジウム 4
血液培養以外（胸水、腹水、カテーテル
先端、ドレナージ液、痰/BALなど）で
真菌が検出されたらどうするか？

司会：光武耕太郎　　
演者：羽山ブライアン

渡辺　哲
詫間隆博

8:30〜9:20

呼吸器感染症 1
座長：長島広相

8:30〜9:20

Antimicrobial stewardship 1
座長：池谷　修

8:30〜9:20

真菌感染症 1
座長：澁谷和俊

8:30〜9:10

中枢神経系感染症 1
座長：佐藤　滋9：00 9：008:55〜9:20　ベーシックレクチャー 2

経口抗菌薬（セファロスポリン系薬・マクロライド系薬・キノロン系薬）
司会：山藤　満　演者：中居　肇9:10〜9:50　教育講演 2

国際的イベントに向けた「ブラインド訓練」の意義と重要性
司会：大曲貴夫
演者：三﨑貴子

9:10〜9:50

中枢神経系感染症 2
座長：藤盛寿一

9:20〜9:45　ベーシックレクチャー 3
病院・施設における消毒薬の実践使用
司会：満田年宏　演者：河村真人

9:20〜10:10

呼吸器感染症 2
座長：大野秀明

9:20〜10:10

Antimicrobial stewardship 2
座長：藤居　賢

9:20〜10:10

真菌感染症 2
座長：吉田　稔9:45〜10:10　ベーシックレクチャー 4

MRSA感染症の基本と実践
司会：武田博明　演者：藤田崇宏10：00 9:50〜10:30　教育講演 3

感染症診療・院内感染対策の視点からのウイルス性肝炎
司会：森屋恭爾
演者：福島篤仁

10：00 9:50〜10:40

中枢神経系感染症 3
座長：中山晴雄10:10〜11:00

ジョイント企画
薬剤耐性グラム陰性菌対策に

つなげるための基本を確かめる
司会：森兼啓太、菅野みゆき
演者：佐藤智明、菅原えりさ

共催：日本環境感染学会多剤耐性菌感染制御委員会

10:10〜12:00

シンポジウム 5
抗菌薬適正使用を効果的に支援・

推進するためのストラテジー
司会：前田真之
　　　青柳哲史
演者：前田真之

　　　　吉田眞紀子
　　　梅村拓巳
　　　本田　仁
［化］認薬

10:10〜11:40

シンポジウム 6
昨今の感染症の動向と危機管理

司会：加來浩器
演者：中島一敏
　　　砂川富正
　　　齋藤智也
　　　今村顕史

10:10〜11:00

呼吸器感染症 3
座長：坂本光男

10:10〜11:00

Antimicrobial stewardship 3
座長：大橋崇志

10:10〜11:00

感染対策・感染制御 1
座長：中澤　靖

10:20〜10:45　ベーシックレクチャー 5
AMR時代のカテーテル関連菌血症
司会：河合　伸　演者：田邊嘉也

10 :40〜11:20　教育講演 4
肺炎球菌ワクチンの現状と今後の展望

司会：佐藤　研
演者：川上和義

10:40〜11:20

その他 1
座長：太田求磨

10:45〜11:10　ベーシックレクチャー 6
骨髄炎

司会：石黒信久　演者：松下和彦11：00 11：00 11:00〜11:50

呼吸器感染症 4
座長：鈴木博貴

11:00〜11:50

Antimicrobial stewardship 4
座長：佐村　優

11:00〜11:50

感染対策・感染制御 2
座長：吉川晃司

11:10〜12:00
特別講演 1

One Healthの時代の感染症対応
−今後の方向性と展望 −

司会：金光敬二
演者：賀来満夫

11:10〜11:35　ベーシックレクチャー 7
抗酸菌感染症のピットフォールCase based discussion
司会：本田芳宏　演者：皿谷　健11 :20〜12:00　教育講演 5

Clostridioides difficile感染症
 (Clostridioides difficile  Infection: CDI)
司会：草地信也　演者：細川直登

11:20〜12:00

その他 2
座長：山口敏行

12：00 12：00
12:10〜13:00

教育セミナー 1
感染症におけるパラプロバイオティクス

としての乳酸菌の有用性
司会：岩田　敏　演者：藤原大介

共催：キリンホールディングス株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 2

AMR時代に求められる感染症診療
司会：栁原克紀
演者：舘田一博

共催：ニプロ株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 3

MRSA感染症の診断と新たな治療戦略
司会：堀　誠治
演者：宮崎泰可

共催：MSD 株式会社

12:10〜13:00　
教育セミナー 4

深在性真菌症の診断と治療
〜症例を通した抗真菌薬の適正使用のtips〜

司会：前﨑繁文　演者：泉川公一
共催：大日本住友製薬株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 5

感染症の検査と診断　−迅速検査の結果をどう読むか−
司会：飯沼由嗣
演者：國島広之

共催：アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 6

C.difficile 感染症の診療と新しい遺伝子検査の位置づけ
司会：石井良和　　　　　
演者：豊川真弘、仲村　究
共催：株式会社　ミズホメディー

12:10〜13:00
教育セミナー 7

高齢者肺炎とインフルエンザの予防の重要性
司会：掛屋　弘
演者：松本哲哉

共催：ファイザー株式会社

12:10〜13:00
教育セミナー 8

検便検査由来腸管出血性大腸菌 不顕性感染の現状
司会：花木秀明
演者：佐藤寿夫

共催：株式会社 日本微生物研究所13：00 13：00
13:10〜13:40
日本感染症学会東日本地方総会

14：00 13:50〜15:20

シンポジウム 7
これからのインフルエンザ診療を考える

司会：川名明彦
演者：大崎能伸
　　　新庄正宜
　　　永井英明
　　　菅谷憲夫
［感］指

13:50〜14:10
抗菌薬適正使用支援プログラム（ASPs）現状調査アンケート

司会：二木芳人　演者：前田真之

13 :50〜14:30　教育講演 6
感染症遺伝子検査の新たな展開

司会：長沢光章
演者：飯沼由嗣

13:50〜14:15　ベーシックレクチャー 8
呼吸器感染症（成人）〜エンピリック治療で、

どこまでnarrow (狭域) の抗菌薬を選択できるか！〜
司会：青木信樹　演者：三木　誠

14：00 13:50〜15:20

シンポジウム 8
寄生虫学の進歩

基礎的、臨床的、病害動物学的立場より
司会：春木宏介　　　　
演者：所　正治　　　　
　　　千種雄一　　　　

　　　　中村（内山）ふくみ
特別発言：大西健児　　　　　

13:50〜14:40

耐性菌感染症 1
座長：宮地勇人

13:50〜14:40

Antimicrobial stewardship 5
座長：西　圭史

13:50〜14:40

ウイルス感染症
(インフルエンザ・HIV以外)

座長：田邊嘉也

13:50〜14:40

日和見感染症
座長：岡本　耕14:15〜14:40　ベーシックレクチャー 9

クラミジア・淋菌
司会：横田伸一　演者：山岸拓也

14:20〜15:20
教育セミナー 9

HIV感染症における現状の課題と
最新治療アップデート

司会：光武耕太郎
演者：吉野友祐　

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

14 :30〜15:10　教育講演 7
梅毒

司会：猪狩英俊　
演者：本田まりこ

14:40〜15:05　ベーシックレクチャー 10
髄膜炎

司会：塚田弘樹　演者：荒岡秀樹

14:40〜15:20

耐性菌感染症 2
座長：中南秀将

14:40〜15:30

Antimicrobial stewardship 6
座長：望月敬浩

14:40〜15:30

マイコプラズマ・クラミジア・
リケッチア感染症
座長：忽那賢志

14:40〜15:20

抗酸菌感染症 1
座長：西堀武明

15：00 15：00
15 :10〜15:50　教育講演 8
ダニ媒介性感染症 (SFTS含む)

司会：神谷　茂
演者：中村茂樹

15:20〜16:20
教育セミナー 10

インフルエンザ診療の現状と
問題点

司会：賀来満夫
演者：三鴨廣繁

共催：第一三共株式会社

15:20〜16:00

敗血症・菌血症 1
座長：原　靖果

15:20〜16:10

抗酸菌感染症 2
座長：平間　崇

15:30〜17:20

シンポジウム 9
院内で防ぎ地域で取り組む

薬剤耐性（AMR）対策
司会：具　芳明
演者：井上顕治

　　　　鈴木久美子
　　　竹田正秀
　　　寺西　寧

共催：AMR 臨床リファレンスセンター

15:30〜17:00

シンポジウム 10
救急・外科領域感染症

up-to-date
司会：佐々木淳一
演者：小林美奈子

　　渡邉　学
　　池田弘人
　　田熊清継

15:30〜16:30

教育セミナー 11
呼吸器感染症の診断と新たな治療戦略

司会：渡辺　彰
演者：三木　誠

共催：杏林製薬株式会社

15:30〜16:20

小児感染症
座長：宮入　烈

15:30〜16:10

HIV・エイズ 1
座長：森澤雄司16：00 15:50〜17:20

男女共同参画企画
私もひとこと言いたい！現場の意見

司会：舘田一博、駒瀬裕子　
演者：本田なつ絵、鈴木麻衣
　　　田子さやか、津田歩美

　　松本　理、花房喜子
　　富樫ふみ、庄司　淳
　　中野禎久、曽木美佐
　　中下珠緒、深沢千絵
　　田沼順子、上原由紀

16：00 16:00〜16:40

敗血症・菌血症 2
座長：古川恵一

16:10〜16:50

HIV・エイズ 2
座長：阿部修一

16:10〜16:50

抗酸菌感染症 3
座長：髙橋　洋

16:20〜17:10

輸入感染症
座長：三木田馨16:40〜17:20

敗血症・菌血症 3
座長：内藤俊夫

17：00 17：00

17:20〜17:50
日本化学療法学会東日本支部総会

18：00 18：00

19：00 19：00

［感］指 	 指導医講習会（日本感染症学会）
［化］認指 	 抗菌化学療法認定医・指導医認定制度（日本化学療法学会）
［化］認歯指 	 抗菌化学療法認定歯科医師・指導医認定制度（日本化学療法学会）
［化］認薬 	 抗菌化学療法認定薬剤師（日本化学療法学会）
［病］	 感染制御専門薬剤師認定講習会（日病薬）


