
モーニングセミナー

モーニングセミナー 1 4月 16日（土）8：00～8：50 第 2会場（会議棟 2F 橘）
（共催：ヴィーブヘルスケア株式会社/塩野義製薬株式会社）

司会：三浦聡之（ヴィーブヘルスケア株式会社）
「HIV 感染症の治療 今，ここが知りたい～テビケイ・トリーメクに関する疑問点を中心に～」

ヴィーブヘルスケア株式会社 古賀一郎
ヴィーブヘルスケア株式会社 三浦聡之

塩野義製薬株式会社 藤原民雄

モーニングセミナー 2 4月 16日（土）8：00～8：50 第 3会場（会議棟 2F 萩）
（共催：大日本住友製薬株式会社）

司会：張替秀郎（東北大学大学院医学系研究科血液・免疫病学分野）
「血液領域における深在性真菌症の克服に向けた予防・治療戦略」

国家公務員共済組合連合会虎の門病院血液内科 森 有紀

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー 1 4月 15日（金）12：00～12：50 第 2会場（会議棟 2F 橘）
（共催：シスメックス株式会社）

司会：笠原 敬（奈良県立医科大学感染症センター）
「多職種連携による抗菌薬適正使用～やればできる！～」

筑波大学医学医療系・水戸協同病院グローバルヘルスセンター感染症科 矢野晴美

ランチョンセミナー 2 4月 15日（金）12：00～12：50 第 3会場（会議棟 2F 萩）
（共催：第一三共株式会社）

司会：門田淳一（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座）
「Do you know the concept of“anti�anaerobic quinolone”?」

愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学 三鴨廣繁

ランチョンセミナー 3 4月 15日（金）12：00～12：50 第 4会場（会議棟 2F 桜 1）
（共催：ブルカー・ダルトニクス株式会社）

司会：一山 智（京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学）
「感染症診療を変える微生物検査の進歩―質量分析装置（MALDI�TOF MS）の役割を中心に―」

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・診断学分野（臨床検査医学）/長崎大学病院検査部 栁原克紀

ランチョンセミナー 4 4月 15日（金）12：00～12：50 第 5会場（会議棟 2F 桜 2）
（共催：塩野義製薬株式会社）

司会：藤田次郎（琉球大学医学部附属病院）
「インフルエンザ診療の最近の動向」 東北医科薬科大学病院感染症内科・感染制御部 関 雅文

ランチョンセミナー 5 4月 15日（金）12：00～12：50 第 6会場（会議棟 3F 白橿 1・2）
（共催：MSD 株式会社）

司会：永井英明（独立行政法人国立病院機構東京病院呼吸器センター）
「肺炎球菌ワクチンに関する最新の話題―高齢者に対する 23 価肺炎球菌ワクチンの再接種を含めて―」

独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター呼吸器内科 川上健司
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ランチョンセミナー 6 4月 15日（金）12：00～12：50 第 7会場（展示棟 1F 会議室 1）
（共催：ファイザー株式会社）

司会：二木芳人（昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門）
1．成人肺炎球菌ワクチンの臨床効果における免疫機序～2つのワクチンはどう違うか？

東北大学大学院医学系研究科感染分子病態解析学分野 川上和義
2．肺炎球菌ワクチン接種をどう進める（勧める）か？―臨床現場での格闘と葛藤―

板橋中央総合病院呼吸器内科 髙尾 匡

ランチョンセミナー 7 4月 15日（金）12：00～12：50 第 8会場（展示棟 1F 会議室 2）
（共催：鳥居薬品株式会社）

司会：立川夏夫（横浜市立市民病院感染症内科）
「Tenofovir based regimen の臨床的有用性」

国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター 潟永博之
国立病院機構大阪医療センター臨床研究センターエイズ先端医療研究部 渡邊 大

ランチョンセミナー 8 4月 15日（金）12：00～12：50 第 9会場（展示棟 1F 会議室 3）
（共催：Meiji Seika ファルマ株式会社）

司会：川城𠀋夫（済生会横浜市東部病院）
「結核と非結核性抗酸菌症に関する話題」 慶應義塾大学医学部感染制御センター 長谷川直樹

ランチョンセミナー 9 4月 15日（金）12：00～12：50 第 10会場（展示棟 1F 会議室 4）
（共催：ミヤリサン製薬株式会社）

司会：神谷 茂（杏林大学医学部感染症学講座）
「ミクロビオータと感染症」
1．ミクロビオータの最近の話題 愛知医科大学病院感染症科/感染制御部 山岸由佳
2．ミクロビオータ研究と感染制御 聖マリアンナ医科大学内科学総合診療内科 國島広之

ランチョンセミナー 10 4月 16日（土）12：00～12：50 第 2会場（会議棟 2F 橘）
（共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社）

司会：竹末芳生（兵庫医科大学病院感染制御部）
「敗血症診療改善のために」 国立成育医療研究センター病院集中治療科 中川 聡

ランチョンセミナー 11 4月 16日（土）12：00～12：50 第 3会場（会議棟 2F 萩）
（共催：MSD株式会社）

司会：荒川創一（三田市民病院）
「重症感染症の最近の話題―基礎から臨床まで―」
1．救急・集中治療領域における抗菌薬バンドル～MRSA感染症を中心に～

広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門救急集中治療医学 志馬伸朗
2．劇症型感染症の発症メカニズム―呼吸器感染症からの考察―

東邦大学医学部微生物・感染症学講座 舘田一博

ランチョンセミナー 12 4月 16日（土）12：00～12：50 第 4会場（会議棟 2F 桜 1）
（共催：杏林製薬株式会社）

司会：迎 寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器内科学分野第二内科）
「成人の肺炎における原因菌の動向と治療」 大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座 梅木健二
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ランチョンセミナー 13 4 月 16 日（土）12：00～12：50 第 5 会場（会議棟 2F 桜 2）
（共催：ヤンセンファーマ株式会社）

司会：山本政弘（九州医療センター）
1．最新 HIV 感染症治療ガイドラインの解説 東京大学医科学研究所附属病院感染免疫内科 鯉渕智彦
2．ガイドラインに基づいた治療の実際 国立国際医療研究センターエイズ治療研究開発センター 潟永博之

ランチョンセミナー 14 4 月 16 日（土）12：00～12：50 第 6 会場（会議棟 3F 白橿 1・2）
（共催：アステラス製薬株式会社）

司会：吉田 稔（帝京大学医学部附属溝口病院第四内科）
「血液疾患における発熱性好中球減少症の治療戦略

～血液疾患を中心とした治療全般およびバイオマーカー～」
岩手医科大学内科学講座血液腫瘍内科分野 小宅達郎

ランチョンセミナー 15 4 月 16 日（土）12：00～12：50 第 7 会場（展示棟 1F 会議室 1）
（共催：第一三共株式会社）

司会：戸塚恭一（特定医療法人大坪会北多摩病院/東京女子医科大学）
「抗インフルエンザ薬の効果とワクチンの効果についての最新情報

日本の臨床現場で集められたデータを中心に」
日本臨床内科医会インフルエンザ研究班/久留米臨床薬理クリニック 池松秀之

ランチョンセミナー 16 4 月 16 日（土）12：00～12：50 第 8 会場（展示棟 1F 会議室 2）
（共催：ファイザー株式会社）

司会：前﨑繁文（埼玉医科大学感染症科・感染制御科）
「耐性菌の発生抑制を見据えた感染症への新たな戦略」 東京女子医科大学感染症科 菊池 賢

イブニングセミナー

イブニングセミナー 1 4 月 15 日（金）17：50～18：40 第 2 会場（会議棟 2F 橘）
（共催：シスメックス・ビオメリュー株式会社）

司会：三鴨廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学）
「bioMerieux 5th World HAI Resistance Forum フィードバックセミナー」
1．The Global Point Prevalence Survey of Antimicrobial Consumption and Resistance（Global�PPS）.

～抗菌薬の使用状況と耐性に関する国際調査：世界と日本の抗菌薬使用状況について～
Laboratory of Medical Microbiology,

Vaccine ＆ Infectious Disease Institute（VAXINFECTIO）,
Faculty of Medicine and Health Science, University of Antwerp, Antwerp, Belgium Herman Goossens

2．日本の医療機関での抗菌薬使用状況～Global PPS の結果からわかること～
東北大学病院総合感染症科 具 芳明

イブニングセミナー 2 4 月 15 日（金）17：50～18：40 第 3 会場（会議棟 2F 萩）
（共催：武田薬品工業株式会社）

司会：森島恒雄（岡山労災病院）
「小児の脳炎・脳症：現在と未来」 愛知医科大学小児科 奥村彰久
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イブニングセミナー 3 4月 15日（金）17：50～18：40 第 4会場（会議棟 2F 桜 1）
（共催：大日本住友製薬株式会社）

司会：青木信樹（社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院）
「侵襲性カンジダ症の抗真菌薬の使い分け（Antifungal stewardship：AFS）を考える」

愛知医科大学病院感染症科/感染制御部 山岸由佳

イブニングセミナー 4 4月 15日（金）17：50～18：40 第 5会場（会議棟 2F 桜 2）
（共催：花王プロフェッショナル・サービス株式会社）

司会：藤田直久（京都府立大学）
「感染管理ベストプラクティスをはじめよう！」
1．感染管理ベストプラクティスとは 特定非営利活動法人日本感染管理支援協会 土井英史
2．感染管理ベストプラクティスプログラムと地域連携～北海道ブロックの状況～

北海道大学病院感染制御部 石黒信久
3．新型インフルエンザ等対策における感染管理ベストプラクティス 三重大学医学部附属病院 田辺正樹

イブニングセミナー 5 4月 15日（金）17：50～18：40 第 6会場（会議棟 3F 白橿 1・2）
（共催：ニプロ株式会社）

司会：岩田 敏（慶應義塾大学医学部感染症学）
「感染対策とノンテクニカルスキル―TeamSTEPPS の活用」

東京慈恵会医科大学附属病院感染対策室 中澤 靖

イブニングセミナー 6 4月 15日（金）17：50～18：40 第 7会場（展示棟 1F 会議室 1）
（共催：ベックマン・コールター株式会社）

司会：金光敬二（福島県立医科大学）
「今，押えておきたい国際感染症の対応」 国立国際医療研究センター病院 大曲貴夫

イブニングセミナー 7 4月 15日（金）17：50～18：40 第 8会場（展示棟 1F 会議室 2）
（共催：大正富山医薬品株式会社）

司会：三笠桂一（奈良県立医科大学感染症センター）
「重症感染症にどう対応するか？～検査の重要性とペニシリン系薬を軸とした治療選択を再考する～」

東北医科薬科大学病院感染症内科・感染制御部 関 雅文

イブニングセミナー 8 4月 15日（金）17：50～18：40 第 9会場（展示棟 1F 会議室 3）
（共催：MSD 株式会社）

司会：健山正男（琉球大学）
「HIV 感染症治療をめぐる最新事情」
1．症例を通して考える HIV 診療の課題と対策 東京医科大学病院 村松 崇
2．治療薬選択が完成しつつある抗 HIV 療法時代におけるエビデンスに基づいた薬剤選択のポイント

横浜市立市民病院 立川夏夫

イブニングセミナー 9 4月 15日（金）17：50～18：40 第 10会場（展示棟 1F 会議室 4）
（共催：中外製薬株式会社）

司会：後藤 元（複十字病院）
「インフルエンザ対策の問題点 ワクチンと抗インフルエンザ薬」 神奈川県警友会けいゆう病院 菅谷憲夫
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