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第36回日本環境感染学会総会・学術集会プログラム

理事長講演 9月20日（月） 13：10～13：50　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：柴　孝也（東京慈恵会医科大学	内科学）

日本環境感染学会の歩みと将来展望
吉田　正樹（東京慈恵会医科大学	感染制御科）

会長企画：特別講演1 9月19日（日） 17：00～17：30　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）

casirivimab/imdevimabの特徴と現状
相田　智志（中外製薬株式会社	オンコロジーライフサイクルマネジメント部）

会長企画：特別講演2 9月20日（月） 9：20～10：00　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：山岸　由佳（高知大学医学部附属病院	感染症科／高知大学医学部附属病院	感染管理部）

今、考えるべきは大腸菌
藤村　茂（東北医科薬科大学大学院薬学研究科	臨床感染症学教室）

特別講演1 9月19日（日） 13：10～13：50　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：小西　敏郎（東京医療保健大学	医療栄養学科）

単回使用医療機器（SUD）の再製造
大久保　憲（医療法人幸寿会平岩病院）

特別講演2 9月20日（月） 8：30～9：10　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：河野　茂（国立大学法人長崎大学	学長）

ウイルス性肝炎の感染制御
四柳　宏（東京大学医科学研究所附属病院）

特別講演3 9月20日（月） 10：10～10：50　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：大毛　宏喜（広島大学病院	感染症科）

新型コロナウイルス感染症が我々にもたらしたもの −現状と今後の対応の課題−
賀来　満夫（東北医科薬科大学医学部	感染症学教室）

特別講演4 9月20日（月） 11：00～11：40　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：石川　清仁（藤田医科大学病院	医療の質・安全対策部	感染対策室）

VPDを考える
多屋　馨子（国立感染症研究所	感染症疫学センター）
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教育講演1 9月19日（日） 10：10～11：30　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：岩田　敏（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院	感染症部）

COVID-19ワクチン
西　順一郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科	微生物学分野／鹿児島大学病院	感染制御部）

COVID-19に対する治療薬・ワクチンの開発促進の現状と課題
佐藤　淳子（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）

教育講演2 9月19日（日） 15：40～17：00　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

座長：岩崎　博道（福井大学医学部附属病院	感染制御部）

新型コロナウイルス感染症
大曲　貴夫（国立国際医療研究センター	国際感染症センター）

当院における新型コロナウイルス感染症の現状
津田　雅庸（愛知医科大学	救命救急科／愛知医科大学	災害医療研究センター）

教育講演3 9月19日（日） 8：30～9：50　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

座長：小林　美奈子（日本医科大学武蔵小杉病院	感染制御部）

理想的なバンコマイシンの使い方
植田　貴史（兵庫医科大学病院	感染制御部）

SSI対策
清水　潤三（市立豊中病院	外科	ICT）

教育講演4 9月19日（日） 16：30～17：00　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

座長：添田　博（東京医科大学病院	薬剤部）

わが国における災害時の感染制御と今後の展望
高山　和郎（東京大学医学部附属病院）

教育講演5 9月19日（日） 13：10～13：40　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：森屋　恭爾（東京大学医学部附属病院）

カンジダ症の感染制御
仲村　究（福島県立医科大学	感染制御学講座／福島県立医大附属病院	感染制御部）

教育講演6 9月19日（日） 14：20～15：00　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：二木　芳人（昭和大学医学部	内科学講座	臨床感染症学部門）

COVID-19時代の呼吸器感染症診療のあり方
迎　寛（長崎大学病院	呼吸器内科（第二内科））
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教育講演7 9月19日（日） 16：20～16：50　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：豊川　真弘（福島県立医科大学	保健科学部）

手術時の感染対策
満田　年宏（東京女子医科大学	感染制御科）

教育講演8 9月19日（日） 16：20～16：50　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

座長：戸塚　恭一（北多摩病院）

微生物学から見た感染制御
斧　康雄（帝京平成大学	健康メデイカル学部	医療科学科／帝京大学医学部	微生物学講座）

教育講演9 9月19日（日） 8：30～9：30　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：高山　陽子（北里大学病院医学部附属新世紀医療開発センター	横断的医療領域開発部門	感染制御学）

水道シンクを介したESBL産生Klebsiella pneuminiaeの伝播事例
中村　造（東京医科大学病院	感染制御部）

バイナリートキシン産生Clostridioides difficile感染症多発事例から学ぶ感染対策
久留宮　愛（愛知医科大学病院	感染制御部）

教育講演10 9月19日（日） 9：40～10：40　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：鈴木　克典（産業医科大学病院	感染制御部）

バンコマイシン耐性腸球菌アウトブレイクの経験から学んだこと
安田　雅子（社会医療法人愛仁会井上病院）

インフルエンザのアウトブレイクを経験して
安楽　純子（社会医療法人嵐陽会三之町病院）

教育講演11 9月19日（日） 10：50～11：50　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：手塚　宜行（岐阜大学	感染症寄附講座）

クラスター対策班でのアウトブレイク支援の経験から考えるCOVID-19感染制御
坂口　みきよ（国立国際医療研究センター病院	AMR臨床リファレンスセンター）

感染対策が進まない現状改善のためにこんな支援がほしい
鸙野　美奈子（仁和会総合病院）
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教育講演12 9月19日（日） 13：10～14：10　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：上灘　紳子（鳥取大学医学部附属病院	感染制御部・看護部）

新型コロナウイルス患者受け入れ準備における看護管理者およびCNICとしての苦慮 
～今後の新興感染症対策に向けて～

岡本　悦子（国立病院機構	福山医療センター）

テレビ台本から探るCOVID-19のリスクコミュニケーションに資する考察 
～一般社会は「新型コロナ禍」の何に関心を寄せるのか～

勝田　吉彰（関西福祉大学）

教育講演13 9月19日（日） 14：20～15：20　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：北原　隆志（山口大学医学部附属病院	薬剤部）

一般病院で発生した複数感染とその後の対応
那須　文章（宝塚第一病院）

新型コロナウイルス感染症流行に対する薬剤師の対応 −治療薬を中心に−
酒井　義朗（久留米大学病院	薬剤部）

教育講演14 9月19日（日） 15：30～16：30　第10会場（2号館 2F 会議室222・223）

座長：忽那　賢志（大阪大学大学院医学系研究科・医学部	感染制御学講座）

COVID-19診療における医療破綻しないHOW TO−地域における外来対応から重症患者管理
まで

野﨑　裕広（常滑市民病院	呼吸器内科）

新型コロナウイルス感染予防策としてのサージカルスモーク排煙システムの有用性
西田　雄大（曙会シムラ病院	麻酔科）

教育講演15 9月19日（日） 9：40～10：10　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

座長：佐藤　ゆか（愛知医科大学	看護学部）

COVID-19時代の看護教育のあり方を考える
網中　眞由美（国立看護大学校）

教育講演16 9月19日（日） 8：30～9：00　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：酒巻　一平（福井大学医学部	感染症講座）

MRSAの感染制御
中村　茂樹（東京医科大学	微生物学分野）
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教育講演17 9月19日（日） 9：00～9：30　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：藤田　次郎（琉球大学大学院医学研究科	感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科））

ESBLの感染制御
飯沼　由嗣（金沢医科大学	臨床感染症学）

教育講演18 9月19日（日） 9：30～10：00　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：前崎　繁文（埼玉医科大学	感染症科・感染制御科）

真菌感染症の感染対策
時松　一成（昭和大学医学部	内科学講座	臨床感染症学部門）

教育講演19 9月19日（日） 10：10～10：40　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：森岡　一朗（日本大学医学部	小児科学系小児科学分野）

COVID-19時代における周産期（新生児）の感染制御
山田　恭聖（愛知医科大学病院	周産期母子医療センター）

教育講演20 9月19日（日） 10：40～11：20　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：春木　宏介（獨協医科大学埼玉医療センター	臨床検査部）

ICTとして知っておきたい寄生虫の知識
倉井　華子（静岡県立静岡がんセンター）

教育講演21 9月19日（日） 11：20～11：50　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：清田　浩（井口腎泌尿器科・内科	新小岩）

COVID-19から学んだこと
舘田　一博（東邦大学）

教育講演22 9月19日（日） 13：10～13：40　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：加藤　英明（横浜市立大学附属病院	感染制御部）

COVID-19時代に外科医に求められる感染制御
畑　啓昭（国立病院機構京都医療センター	外科・感染制御部）

教育講演23 9月19日（日） 13：40～14：10　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：岡田　淳（老人保健施設舞子台）

COVID-19時代に求められる臨床検査技師の貢献
佐藤　智明（国際医療福祉大学成田病院	検査部）
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教育講演24 9月19日（日） 14：10～14：40　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：清祐　麻紀子（九州大学医学部附属病院	臨床検査科）

COVID-19時代に臨床検査技師に求められること
中村　明子（愛知医科大学病院	感染制御部）

教育講演25 9月20日（月） 16：20～16：50　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

座長：太田　美智男（名古屋大学	名誉教授）

JANISから見た院内感染対策  薬剤耐性菌を中心に
柴山　恵吾（名古屋大学大学院医学系研究科	分子病原細菌学）

教育講演26 9月20日（月） 14：00～14：30　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

座長：村上　啓雄（ぎふ綜合健診センター／岐阜大学医学部附属地域医療医学センター）

B型肝炎ワクチンの疑問に答える
金井　信一郎（信州大学医学部附属病院	感染制御室）

教育講演27 9月20日（月） 14：40～15：40　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

座長：尾内　一信（川崎医療福祉大学	子ども医療福祉学科）

インフルエンザの薬剤耐性と感染制御
山下　誠（愛知医科大学	感染症科）

施設内感染症を起こしやすいMRSAの特徴について
中南　秀将（東京薬科大学薬学部	臨床微生物学教室）

教育講演28 9月20日（月） 15：50～17：10　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

座長：一山　智（滋賀県立総合病院	病院長）

COVID-19アウトブレイクから学ぶ感染対策
矢野　邦夫（浜松医療センター）

COVID-19とイベルメクチン
花木　秀明（（学）北里研究所	北里大学大村智記念研究所）

教育講演29 9月20日（月） 11：10～11：40　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：小林　寅喆（東邦大学看護学部	看護学科	感染制御学）

ウイルス感染症の制御
小林　治（国立がん研究センター中央病院	感染症部）
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教育講演30 9月20日（月） 14：00～15：00　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：川名　明彦（防衛医科大学校	内科学（感染症・呼吸器））

プロバイオティクスと感染制御
高橋　志達（ミヤリサン製薬株式会社）

医療関連感染制御の地平から、災害時の感染制御を考える
櫻井　滋（前・岩手医科大学附属病院	感染制御部（現：SMD/静眠堂メディカルデザイン代表））

教育講演31 9月20日（月） 15：00～15：30　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：小野寺　直人（岩手医科大学医学部	臨床検査医学講座）

COVID-19時代に求められる薬剤師の役割
村木　優一（京都薬科大学	臨床薬剤疫学分野）

教育講演32 9月20日（月） 8：30～9：30　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：平松　和史（大分大学医学部	医療安全管理医学講座）

地域連携を基盤とした新型コロナウイルス感染症への対応
長井　直人（江戸川区感染対策コミュニティ／東京臨海病院	感染予防対策室）

離島での新型コロナウイルス感染症クラスター発生に対する緊急保健支援チーム活動の有用性
川村　英樹（鹿児島県新型コロナウイルス感染症調整本部	感染症チーム）

教育講演33 9月20日（月） 9：40～10：40　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：鈴木　幹三（名古屋市立大学	地域包括医療学）

新型コロナウイルス感染症の院内伝播予防におけるフェイスシールドの重要性
中村　造（東京医科大学病院	感染制御部）

入院全患者に対するCOVID-19-PCRによるユニバーサルスクリーニング
中村　造（東京医科大学病院	感染制御部）

教育講演34 9月20日（月） 10：50～11：50　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：具　芳明（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科	統合臨床感染症学分野）

病院と大学がワンチームで取り組んだCOVID-19第一波への対応
浮村　聡（大阪医科薬科大学病院	感染対策室）

民間病院におけるCOVID-19患者受け入れの経験
前多　香（地域医療振興協会	東京北医療センター）
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教育講演35 9月20日（月） 15：40～16：40　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

高齢者施設における感染対策
座長：吉田　眞紀子（東北医科薬科大学医学部	感染症危機管理地域ネットワーク寄附講座）

新型コロナ時代の「高齢者介護施設の感染対策力・底上げシステム」の構築について
下間　正隆（日本赤十字豊田看護大学）

高齢者介護施設における感染予防対策リーダーの養成
目崎　恵（新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院）

教育講演36 9月20日（月） 11：10～11：40　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

座長：小山田　玲子（北海道大学病院）

感染制御における患者配置の重要性
寺坂　陽子（長崎大学病院	感染制御教育センター）

教育講演37 9月20日（月） 8：30～9：00　第14会場 （2号館 3F 会議室234）

座長：萱場　広之（弘前大学大学院医学研究科	臨床検査医学講座）

COVID-19：今後の感染対策
忽那　賢志（大阪大学大学院医学系研究科・医学部	感染制御学講座）

教育講演38 9月20日（月） 9：00～9：30　第14会場 （2号館 3F 会議室234）

座長：田辺　正樹（三重大学医学部附属病院	感染制御部）

COVID-19対応に学ぶ地域中核病院における感染症・感染制御教育
藤田　浩二（津山中央病院	総合内科・感染症内科）

教育講演39 9月20日（月） 9：40～10：10　第14会場 （2号館 3F 会議室234）

座長：市原　利彦（公立陶生病院	感染制御部）

環境整備の実際に関する調査
青山　由紀子（旭労災病院	感染対策室）

教育講演40 9月20日（月） 10：10～10：40　第14会場 （2号館 3F 会議室234）

座長：渋谷　智恵（公益社団法人日本看護協会看護研修学校	認定看護師教育専門課程）

COVID-19時代の看護教育のあり方を考える −臨地実習の場における感染予防実践力の向上
を目指した関わり−

川上　和美（順天堂大学医療看護学部／順天堂大学大学院医療看護学研究科）



－35－

The 36th Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

教育講演41 9月20日（月） 15：40～16：50　第14会場 （2号館 3F 会議室234）

座長：石黒　信久（北海道大学病院	感染制御部）

新感染症への備え −院内で取り決めること、教育、備蓄も含めて−
加來　浩器（防衛医科大学校	防衛医学研究センター	広域感染症疫学・制御研究部門）

加算2施設の新型コロナウイルス感染症対策の実際
加藤　由紀子（医療法人三九会三九朗病院	感染防止対策室）

英語シンポジウム1 9月19日（日） 8：30～9：30　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

UVによる除菌
座長：大曲　貴夫（国立国際医療研究センター	感染症内科）

1） Effectiveness of Pulsed-Xenon ultraviolet disinfection on the control of multidrug-resistant 
organisms

森兼　啓太（山形大学医学部附属病院）

2） The effect of ultraviolet light disinfection in Japanese hospitals
北川　浩樹（広島大学病院	感染症科）

英語シンポジウム2 9月19日（日） 10：10～11：50　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

Hand hygiene in healthcare settings
座長：坂本　史衣（学校法人聖路加国際大学	聖路加国際病院	QI センター）
　　　森澤　雄司（自治医科大学	感染制御部）

1） First "Train the Trainer" (TTT) of Hand Hygiene in Japan
斎藤　浩輝（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）

2） Hand hygiene promotion in a Japanese university hospital
森岡　悠（名古屋大学医学部附属病院	中央感染制御部）

3） Certificate for improvement of hand hygiene performance using IoT (Internet of Things) 
and evaluation of real time feedback to each medical staff.

重見　博子（京都府立医科大学	感染制御・検査医学／福井大学医学部	感染制御部）

4） Adapting the WHO Multimodal Hand Hygiene Strategy in Japan
鈴木　由美（国立病院機構下志津病院）
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シンポジウム1 9月19日（日） 8：30～10：00　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

COVID-19から医療者をまもる
座長：國島　広之（聖マリアンナ医科大学	感染症学講座）
　　　三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）

1） COVID-19職業感染ならびに針刺し切創についてのアンケート調査
國島　広之（聖マリアンナ医科大学	感染症学講座）

2） COVID-19ワクチンを想定した予防接種における個人防護具の使い方
吉川　徹（独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所／一般社団法人職業感染制御研究会「医療用感染

防護具の適正使用等に係る研究班」）

3） 職員の発熱時にどうするか
菅野　みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院）

4） COVID-19クラスターからの職員の守り方
黒須　一見（国立感染症研究所	薬剤耐性研究センター）

シンポジウム2 9月19日（日） 14：00～15：30　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

うちのリンクナースは素晴らしい！
座長：多湖　ゆかり（彦根市立病院	看護部）
　　　木下　輝美（藤田医科大学ばんたね病院	看護部）

1） 感染リンクスタッフの育成
安立　なぎさ（名古屋大学医学部附属病院）

2） リンクナース主導の主体的な取り組みで、あるべき姿を真の姿に変えていくリンクナース達
奥川　麻美（東京医科大学病院）

3） リンクスタッフに自主性を生み出した3つの戦略
宮川　佳也（長野医療生活協同組合長野中央病院	感染対策室）

4） キラキラ輝いている当院リンクナースの活動
坂田　美樹（愛知医科大病院	感染制御部）

5） サーベイランスできるリンクスタッフは脂がのって「きときと」なんです ～他院から来たCNICが評
価したこと～

坂本　信彰（医療法人社団浅ノ川	浅ノ川総合病院）
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シンポジウム3 9月19日（日） 14：50～16：50　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

精神科における感染対策
座長：有瀬　和美（高知大学医学部附属病院）
　　　春木　宏介（獨協医科大学埼玉医療センター	臨床検査部）

1） 新型コロナウイルス感染症対策を通して見える精神科における感染制御の特色
永岡　知生（公益財団法人井之頭病院）

2） 精神科における疥癬対策
金﨑　美奈子（公益財団法人浅香山病院）

3） 精神科病院におけるAST活動 ～尿路感染症に対するLVFXの適正使用に向けた活動～
川内　健史（医療法人社団碧水会長谷川病院）

4） 病院と受託企業の連携による感染対策及び医療安全への貢献
大槻　和弘（ワタキューセイモア株式会社	営業本部	請負事業部	清掃・リネン管理課）

5） 精神科における新型コロナウイルス感染症対策 −精神科ならではの工夫−
池ヶ谷　訓章（昭和大学附属烏山病院）

シンポジウム4 9月19日（日） 13：10～14：40　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

医療者の安心を環境がどこまで支えられるか 〜新型コロナウイルスを体験して〜
座長：馬場　尚志（岐阜大学医学部附属病院	生体支援センター）

1） COVID-19のケアに当たる医療スタッフが感じた環境に対する不安
藤木　くに子（北里大学看護キャリア研究・開発センター）

2） 感染対策に用いる防護具
篠原　克明（信州大学繊維学部	特任教授）

3） 病院施設におけるCOVID-19予防のための建築及び空調・換気設計
天野　健太郎（株式会社竹中工務店技術研究所	環境・社会研究部）

シンポジウム5 9月19日（日） 8：30～10：00　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

感染症としてどのように社会との連携を図っていけるか
座長：賀来　満夫（東北医科薬科大学医学部	感染症学教室）
　　　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）

1） 感染症危機管理におけるリスク・コミュニケーション
中島　一敏（大東文化大学）

2） 東京2020大会とワクチン後の社会作りに向けて
和田　耕治（国際医療福祉大学医学部	公衆衛生学）

3） 新興感染症対策における自治体行政との連携
高山　義浩（沖縄県立中部病院）

4） 基幹病院・大学病院からの情報発信
掛屋　弘（大阪市立大学大学院医学研究科	臨床感染制御学）
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シンポジウム6 9月19日（日） 13：10～15：10　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

One Health
座長：松本　哲哉（国際医療福祉大学医学部	感染症学講座）
　　　泉川　公一（長崎大学大学院	医歯薬学総合研究科	臨床感染症学分野）

1） 伴侶動物獣医療における薬剤耐性菌の現状と対策
臼井　優（酪農学園大学	獣医学群	獣医学類）

2） 野生動物に分布する薬剤耐性菌
浅井　鉄夫（岐阜大学大学院連合獣医学研究科）

3） 人獣共通感染症
三㟢　貴子（川崎市健康安全研究所）

4） 南極環境に生息するレジオネラ属菌
石井　良和（東邦大学医学部	微生物・感染症学講座）

シンポジウム7 9月20日（月） 8：30～10：00　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

環境整備
座長：萬井　美貴子（医療法人川崎病院	看護ケアサポート室）
　　　西　圭史（杏林大学医学部付属病院	薬剤部）

1） 透析室の環境整備 ～施設に合わせた対応～
吉川　美智代（独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院）

2） 救急ICUにおける環境整備
木口　隆（岡山大学病院）

3） 院内保育園における環境整備
今﨑　美香（地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター）

4） 耳鼻科ユニットの環境整備
中根　香織（昭和大学病院	看護部）

シンポジウム8 9月20日（月） 8：30～10：00　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

アウトブレイクから学ぶNICUの感染対策
座長：美島　路恵（東京慈恵会医科大学附属病院）
　　　高野　八百子（慶應義塾大学病院	感染制御部）

1） 環境培養から改善策を示し収束に至ったNICUにおけるMRSAアウトブレイク事例
塚田　真弓（東邦大学医療センター大森病院）

2） NICU・GCUのアウトブレイクへの介入から学んだ事 ～「継続は力なり」携わり続けること・対策を
継続させること～

池田　知子（埼玉医科大学総合医療センター）

3） NICU／GCUにおけるMRSAアウトブレイク −院内発生リスク因子に基づく対策の検討−
一木　薫（兵庫医科大学病院	感染制御部）

4） アウトブレイクから学ぶNICUの感染対策 −MRSAによるアウトブレイクの感染対策−
村松　有紀（愛知医科大学病院	感染制御部）
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シンポジウム9 9月20日（月） 15：40～17：10　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

大規模ワクチン接種を考える 〜実際と課題〜
座長：村上　啓雄（ぎふ綜合健診センター／岐阜大学医学部附属地域医療医学センター）
　　　多屋　馨子（国立感染症研究所	感染症疫学センター）

1） わが国の予防接種 −集団から個別接種へ、そして今回の大規模集団接種−
岡部　信彦（川崎市健康安全研究所）

2） 当院でのワクチン接種および地域でのワクチン接種から見た実際と課題
永井　英明（国立病院機構東京病院）

3） 地域における新型コロナワクチン接種の取組み
中山　久仁子（医療法人メファ仁愛会マイファミリークリニック蒲郡）

シンポジウム10 9月20日（月） 8：30～10：00　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

Covid-19禍におけるantimicrobial stewardship
座長：石田　直（（財）倉敷中央病院	呼吸器内科）
　　　松元　一明（慶應義塾大学薬学部	薬効解析学講座）

1） コロナの時代の抗菌薬適正使用
岩田　健太郎（神戸大学大学院医学研究科	感染治療学）

2） COVID-19治療薬に関するAntimicrobial stewardship
浜田　幸宏（東京女子医科大学病院	薬剤部）

3） COVID-19禍におけるAS活動
高橋　佳子（兵庫医科大学病院	薬剤部）

4） 連携は治療薬；Antimicrobial Stewardshipをシンプルに動かすために
平井　由児（東京医科大学	八王子医療センター	感染症科／東京医科大学	八王子医療センター	感染制御部／東京女子医

科大学	感染症科／東京都保健医療公社	多摩北部医療センター	内科 ICT）

シンポジウム11 9月20日（月） 14：00～15：30　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

感染制御に有用な実践的薬学 〜From bench to bed, from bed to bench〜
座長：藤村　茂（東北医科薬科大学	臨床感染症学教室）
　　　片山　歳也（JCHO東京高輪病院	薬剤部）

1） ダプトマイシンの投与設計
塩田　有史（愛知医科大学病院	感染制御部／愛知医科大学病院	薬剤部／愛知医科大学病院	感染症科）

2） ST合剤とリファンピシン投与の考え方
藤村　茂（東北医科薬科大学大学院薬学研究科	臨床感染症学教室）

3） カルバペネム系薬は本当に切り札だけの使用で良いか
浦上　宗治（佐賀大学医学部附属病院	感染制御部）

4） セフトロザン/タゾバクタムの選択
鈴木　博也（東北大学病院	薬剤部／東北大学病院	感染管理室）
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シンポジウム12 9月20日（月） 15：40～17：10　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

洗浄・消毒・滅菌を極める
座長：深柄　和彦（東京大学医学部附属病院	手術部）
　　　小野　和代（東京医科歯科大学	総合治療機構）

1） 器材の洗浄
大石　貴幸（済生会横浜市東部病院	感染管理対策室／神奈川県医療危機対策本部室）

2） 消化器内視鏡の感染対策−本邦における取り組みと課題
佐藤　公（JCHO山梨病院）

3） 歯科領域の器材管理
畑　了子（北海道医療大学	歯科クリニック	看護部）

4） 洗浄･滅菌分野の課題と対策
深柄　和彦（東京大学医学部附属病院	手術部／同	材料管理部／同	病態栄養治療センター）

シンポジウム13 9月20日（月） 14：00～15：30　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

スポーツイベントにおける感染制御
座長：賀来　満夫（東北医科薬科大学医学部	感染症学教室）
　　　高橋　聡（札幌医科大学医学部	感染制御・臨床検査医学講座）

1） スポーツイベントと感染リスク ～COVID-19から学んだこと～
舘田　一博（東邦大学）

2） ラグビーの大会開催における感染制御
堀野　哲也（東京慈恵会医科大学	感染制御科）

3） 新型コロナウイルス感染症とサッカー
石黒　信久（北海道大学病院	感染制御部）

シンポジウム14 9月20日（月） 15：40～17：10　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

Top Journal Based Learning
座長：藤田　直久（京都府保健環境研究所）

1） Top papers in the past several years
森兼　啓太（山形大学医学部附属病院	検査部）

2） COVID-19
中村　造（東京医科大学病院	感染制御部）

3） 手指衛生
國島　広之（聖マリアンナ医科大学	感染症学講座）
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シンポジウム15 9月20日（月） 14：00～15：30　第14会場 （2号館 3F 会議室234）

産婦人科領域における感染対策
座長：東　桃代（徳島大学病院	感染制御部）
　　　鈴木　克典（産業医科大学	感染制御部）

1） 周産期感染症対策 ～早産対策を含めて～
宮㟢　博章（一般財団法人平成紫川会小倉記念病院	感染管理部）

2） 生殖医療の最近のトレンド：生殖機能障害に関する諸問題
古井　辰郎（岐阜大学大学院医学系研究科	産科婦人科学分野）

3） 子宮内膜炎と早産
萩原　真生（愛知医科大学	分子疫学・疾病制御学寄附講座／愛知医科大学病院	感染症科）

ワークショップ1 9月19日（日） 13：10～14：40　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

建築・改築におけるICTの役割（COVID-19対策も含む）
座長：池谷　修（慶應義塾大学病院	臨床研究推進センター）
　　　平松　玉江（国立がん研究センター東病院	感染管理専従看護師）

1） 感染制御リスクアセスメントとICDの役割
堀　賢（順天堂大学大学院医学研究科	感染制御科学）

2） 建築・改築におけるICTの役割
鍋谷　佳子（大阪大学医学部附属病院	看護部	感染制御部）

3） 感染管理における設計者・施工者の役割
郡　明宏（鹿島建設	建築設計本部／日本医療福祉設備協会	理事）

ワークショップ2 9月20日（月） 15：40～17：10　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

感染症治療におけるICNの実践的な行動を考える
座長：藤村　茂（東北医科薬科大学	臨床感染症学教室）
　　　一木　薫（兵庫医科大学病院	感染制御部）

1） 病院で注意する耐性菌の特徴とは？
石井　良和（東邦大学医学部	微生物・感染症学講座）

2） 抗菌薬適正投与のための医師との連携～病棟でよくみかけるこの抗菌薬処方の意図とは？
青柳　哲史（東北大学大学院医学系研究科	総合感染症学分野）

3） 副作用観察のポイント～感染症化学療法における副作用をどうみる？
杉田　直哉（綾部市立病院	薬剤部）

4） 感染症治療におけるICNのかかわり方～何をどうする？誰とどうする？
菅野　みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
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ワークショップ3 9月20日（月） 8：30～10：00　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

対象を考慮した隔離予防策（隔離と解除）
座長：大友　陽子（国際医療福祉大学成田病院	感染制御部）
　　　八木　哲也（名古屋大学医学部附属病院	中央感染制御部）

1） C. difficile感染症患者の隔離予防策
中村　敦（名古屋市立大学大学院医学研究科	臨床感染制御学／名古屋市立大学病院	感染制御室）

2） カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）感染症対策と隔離と解除
折田　美千代（鹿児島大学病院	B棟2階病棟）

3） インフルエンザの隔離予防策
三浦　美穂（久留米大学病院	感染制御部）

4） 老健施設での隔離予防策
松島　由実（社会医療法人畿内会岡波総合病院）

パネルディスカッション1 9月19日（日） 8：30～10：00　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

薬剤耐性菌の接触感染対策は退院時まで続けるべきか
　　　　　　座長：八木　哲也（名古屋大学医学部附属病院	中央感染制御部）
　　　　　　　　　小泉　祐介（和歌山県立医科大学附属病院	感染制御部）
ディスカッサント：森　美菜子（広島大学病院	感染制御部）
　　　　　　　　　四宮　聡（箕面市立病院	感染制御部）

1） 薬剤耐性菌の接触感染対策は退院時まで続ける −Prosの立場から−
山田　康一（大阪市立大学大学院医学研究科	臨床感染制御学／大阪市立大学医学部附属病院	感染制御部）

2） 薬剤耐性菌の接触感染対策は退院時まで続けるべきか −Consの立場から−
髙園　貴弘（長崎大学病院	呼吸器内科／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科	臨床感染症学）

パネルディスカッション2 9月19日（日） 13：10～14：40　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

COVID-19術前PCR検査は必要か
　　　　　　座長：八木　哲也（名古屋大学医学部附属病院	中央感染制御部）
　　　　　　　　　長尾　美紀（京都大学病院	感染制御部）
ディスカッサント：山下　千鶴（藤田医科大学医学部	麻酔・侵襲制御医学講座）
　　　　　　　　　美島　路恵（東京慈恵会医科大学附属病院）

1） COVID-19術前PCR検査は必要か −Prosの立場から−
宇野　俊介（慶應義塾大学医学部	感染症学）

2） COVID-19術前PCR検査は必要か −Consの立場から−
井口　光孝（名古屋大学医学部附属病院	中央感染制御部）
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パネルディスカッション3 9月20日（月） 14：00～15：30　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

NO-TOUCH DISINFECTION
座長：大毛　宏喜（広島大学病院	感染症科）
　　　山岸　由佳（高知大学医学部附属病院	感染症科／高知大学医学部附属病院	感染管理部）

1） 医療環境が医療関連感染に与える影響
金森　肇（東北大学大学院医学系研究科	内科病態学講座	総合感染症学分野）

2） 環境表面殺菌システムの基礎と臨床
山岸　由佳（高知大学医学部附属病院	感染症科／高知大学医学部附属病院	感染管理部／愛知医科大学病院	感染症科／

愛知医科大学病院	感染制御部）

3） 紫外線装置の基礎と臨床
北川　浩樹（広島大学病院	感染症科）

会長企画：Expertが斬る1 9月19日（日） 8：30～9：30　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：清田　浩（井口腎泌尿器科・内科	新小岩） 
1） 無症候性細菌尿を斬ってみます

高橋　聡（札幌医科大学医学部	感染制御・臨床検査医学講座）

2） Mycoplasma genitalium感染症を斬る
大西　真（国立感染症研究所）

会長企画：Expertが斬る2 9月19日（日） 9：40～10：40　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：草地　信也（医療法人社団東邦鎌谷病院	外科・胸部外科）

1） 渡邉 学が日本における術後感染の現状と管理の課題を斬る
渡邉　学（東邦大学医療センター大橋病院	外科）

2） セプシスを斬る−J-SSCG2020は敗血症診療のニューノーマルか？
佐々木　淳一（慶應義塾大学医学部	救急医学）

会長企画：Expertが斬る3 9月19日（日） 10：50～11：50　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：青木　信樹（社会福祉法人新潟市社会事業協会	信楽園病院	呼吸器・感染症内科）

1） 掛屋 弘がムーコル症を斬る
掛屋　弘（大阪市立大学大学院医学研究科	臨床感染制御学）

2） CRE検出時の院内感染対策
大毛　宏喜（広島大学病院	感染症科）

会長企画：Expertが斬る4 9月20日（月） 10：10～11：40　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

座長：高橋　聡（札幌医科大学医学部	感染制御・臨床検査医学講座）

1） 荒川、尾上、古林が梅毒の古い常識を斬る
荒川　創一（三田市民病院）

2） 安田満が淋菌感染症を斬る
安田　満（札幌医科大学医学部	感染制御・臨床検査医学講座）

3） 川名　敬がHPVワクチンを斬る～HPVワクチンは今どうなっているのか？
川名　敬（日本大学医学部	産婦人科）
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会長企画：Expertが斬る5 9月20日（月） 8：30～9：30　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：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） 泉川公一がアスペルギルス症を斬る
泉川　公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科	臨床感染症学分野）

2） Cryptococcus症をきる
宮﨑　義継（国立感染症研究所	真菌部・ハンセン病研究センター）

会長企画：Expertが斬る6 9月20日（月） 9：40～10：40　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：関　雅文（東北医科薬科大学病院	感染症内科）

1） 青木洋介がASTを斬る
青木　洋介（佐賀大学医学部	国際医療学講座	臨床感染症学分野）

2） ICT主導の危機管理のポイント
中澤　靖（東京慈恵会医科大学附属病院	感染対策部）

会長企画：Expertが斬る7 9月20日（月） 10：50～11：50　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：佐々木　結花（独立行政法人国立病院機構東京病院	呼吸器内科）

1） 長谷川直樹が非結核性抗酸菌症を斬る
長谷川　直樹（慶應義塾大学医学部	感染症学教室）

2） 結核を斬る「結核は普通の病気！」
森下　宗彦（あきしまクリニック	呼吸器内科／日本結核・非結核性抗酸菌症学会	名誉会員）

会長企画：Expertが斬る8 9月20日（月） 14：00～15：30　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：岩田　敏（国立研究開発法人国立がん研究センター	中央病院	感染症部）
　　　三宅　寿美（元東京医療保健大学大学院）

1） 朝野和典がこれからの感染制御のあり方を斬る
朝野　和典（大阪健康安全基盤研究所）

2） 環境整備を斬る ～パンデミックに備えた建築とは～
堀　賢（順天堂大学大学院医学研究科	感染制御科学）

3） 山本善裕がこれからの感染症教育を斬る
山本　善裕（富山大学附属病院	感染症科）

会長企画：Expertが斬る9 9月20日（月） 15：40～16：40　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：吉田　耕一郎（近畿大学病院	安全管理部	感染対策室）

1） 竹末芳生がカンジダ血症を斬る
竹末　芳生（常滑市民病院）

2） 槇村浩一がCandida aurisを斬る
槇村　浩一（帝京大学医真菌研究センター）
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委員会企画1 9月19日（日） 9：50～11：50　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

［JHAIS委員会］あつまれ サーベイランスの森
座長：針原　康（医療法人社団大坪会東和病院	副院長）
　　　高野　八百子（慶應義塾大学病院	感染制御センター）

1） SSIサーベイランス報告
森兼　啓太（山形大学医学部附属病院	検査部）

2） デバイスサーベイランス報告①：ICU・一般病棟部門
藤田　烈（国際医療福祉大学	未来研究支援センター）

3） デバイスサーベイランス報告②：NICU部門
坂木　晴世（国際医療福祉大学大学院）

5） 事例判定：VAE
佐々木　顕子（北里大学病院	感染管理室）

6） 事例判定：SSI
赤木　真治（マツダ病院	外科）

7） 事例判定：CLABSI
四宮　聡（箕面市立病院	感染制御部）
窪田　志穂（国立国際医療研究センター	院内感染管理室）

8） 事例判定：CAUTI
縣　智香子（NTT東日本関東病院	感染対策推進室）
窪田　志穂（国立国際医療研究センター	院内感染管理室）

委員会企画2 9月19日（日） 13：50～15：20　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

［消毒薬評価委員会］環境消毒薬の評価指針
　　座長：金光　敬二（福島県立医科大学	感染制御学講座）
　　　　　継田　雅美（新潟薬科大学薬学部	臨床薬学教育研究センター）
特別発言：大久保　憲（医療法人幸寿会平岩病院）

1） 本邦における消毒薬有効性評価基準標準化の必要性
和田　祐爾（丸石製薬株式会社	学術情報部）

2） 諸外国における評価方法・基準
梶浦　工（吉田製薬株式会社	研究開発本部）

3） 「環境消毒薬の評価指針2020」を活用してみて
尾家　重治（山陽小野田市立山口東京理科大学	薬学部	薬学科）

4） COVID-19流行で明らかとなった環境消毒の重要性
森屋　恭爾（東京大学	医学部	感染制御学）



－46－

第36回 日本環境感染学会総会・学術集会

委員会企画3 9月19日（日） 15：30～17：00　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

［多剤耐性菌感染制御委員会］いまさら聞けない薬剤耐性グラム陽性菌の超基本
座長：栁原　克紀（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））
　　　菅野　みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院	感染対策室）

1） 耐性機序  理解に役立つ基礎知識
森永　芳智（富山大学学術研究部	医学系微生物学講座）

2） 細菌検査の基本と活用、そして、進歩
高橋　聡（札幌医科大学医学部	感染制御・臨床検査医学講座）

3） 感染制御  抑えるべきポイント
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）

4） 職種連携  日常とアウトブレイク
川村　英樹（鹿児島大学病院	感染制御部）

委員会企画4 9月19日（日） 8：30～10：00　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

［国際委員会企画1：APICとのジョイントプログラム］COVID-19 Vaccination program 
and management

座長：満田　年宏（東京女子医科大学	感染制御科）
　　　操　華子（静岡県立大学大学院看護学研究科）

1） Vaccine Rollout in Japan: Progress, Current Challenges and Future Directions
坂本　史衣（聖路加国際病院	QI センター感染管理室）　

2） COVID-19 Vaccination Experience in the United States
Ann Marie Pettis（University	of	Rochester	Medicine,	Highland	Hospital）

共催：株式会社モレーンコーポレーション

委員会企画5 9月19日（日） 10：10～11：40　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

［国際委員会企画2：SHEA］COVID-19下における医療関連感染症対策と抗菌薬適正使用
座長：本田　仁（東京都立多摩総合医療センター	感染症科）
　　　岡本　耕（東京大学医学部附属病院	感染症内科）
　　　金森　肇（東北大学大学院医学系研究科	内科病態学講座	総合感染症学分野）

1） The caveats for infection control practice for COVID-19
Michael Klompas（Department	of	Population	Medicine,	Harvard	Medical	School	and	Harvard	Pilgrim	Health	Care	Institute,	

Boston,	MA,	USA／Department	of	Medicine,	Brigham	and	Women's	Hospital,	Boston,	MA,	USA）

2） Antimicrobial Stewardship and COVID-19
Michael P. Stevens（Virginia	Commonwealth	University	School	of	Medicine）

3） Environmental infection prevention against COVID-19 in healthcare settings
Deverick J. Anderson（Duke	Center	for	Antimicrobial	Stewardship	and	Infection	Prevention）
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委員会企画6 9月19日（日） 10：10～11：40　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

［災害時感染制御検討委員会］COVID-19パンデミック時代の災害時感染制御支援チーム（DICT）活動
座長：泉川　公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
　　　菅原　えりさ（東京医療保健大学大学院医療保健学研究科）

1） 制定された「災害時感染制御支援チーム（DICT）活動要綱」の概要
櫻井　滋（前・岩手医科大学附属病院	感染制御部（現：SMD/静眠堂メディカルデザイン代表））

2） DICTにおける支援チームと受援チームの役割
川口　辰哉（熊本保健科学大学	保健科学部	医学検査学科）

3） COVID-19クラスター制御支援活動
高橋　幹夫（岩手医科大学附属内丸メディカルセンター	感染制御部）

4） DICT研修会と新規募集計画
高山　和郎（東京大学医学部附属病院）

委員会企画7 9月20日（月） 8：30～10：30　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

［教育委員会講習会］あなたの病院にもアウトブレイクがやってくる：生放送中
座長：笠原　敬（奈良県立医科大学附属病院	感染症センター）
　　　操　華子（静岡県立大学大学院看護学研究科）

演者：丹羽　隆（岐阜大学医学部附属病院	薬剤部）
　　　小野　和代（東京医科歯科大学	総合診療機構）
　　　山田　智之（大阪医科大学附属病院	薬剤部）
　　　佐藤　智明（国際医療福祉大学成田病院）
　　　菊地　義弘（宮城県立がんセンター	感染対策室）
　　　森兼　啓太（山形大学医学部附属病院	検査部）
　　　笠原　敬（奈良県立医科大学附属病院	感染症センター）

機構専門医講習1 9月20日（月） 14：00～15：00　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

座長：渡邉　都貴子（山陽学園大学	看護学部）

感染症の裁判事例から学ぶ医の倫理
桑原　博道（仁邦法律事務所）

機構専門医講習2 9月20日（月） 15：10～16：10　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

座長：金光　敬二（福島県立医科大学	感染制御学講座）

医療安全の今
杉本　郁夫（愛知医科大学	医療安全管理室）
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特別企画 9月19日（日） 16：10～16：55　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

私立医科大学病院感染対策推進会議の取組み
座長：青木　洋介（佐賀大学医学部附属病院	感染制御部）
　　　中澤　靖（東京慈恵会医科大学	感染制御部）

1） 抗菌薬供給不足の状況における大学病院の抗菌薬使用量の推移
小林　義和（私立医科大学病院感染対策推進会議	薬剤師／北里大学北里研究所病院）

2） 大学病院における薬剤耐性菌の発生状況について
河口　豊（私立医科大学病院感染対策推進会議	臨床検査技師／川崎医科大学附属病院）

3） 大学病院における手指消毒薬消費量の推移
小松崎　直美（私立医科大学病院感染対策推進会議	看護師／順天堂大学医学部附属順天堂医院）

第353回ICD講習会 9月20日（月） 17：40～19：10　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

アウトブレイクから学ぶ感染制御
座長：山本　善裕（国立大学法人富山大学学術研究部医学系	感染症学講座）
　　　荒川　創一（三田市民病院	泌尿器科）

1） 当院で経験した多剤耐性アシネトバクター症例から感染対策を考える
川村　英樹（鹿児島大学病院	感染制御部）

2） カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌のアウトブレイク事例紹介
泉川　公一（長崎大学病院	感染制御教育センター／長崎大学医歯薬学総合研究科	臨床感染症学分野）

3） 自施設で経験したアウトブレイクから学ぶ感染制御
山岸　由佳（高知大学医学部附属病院	感染症科／高知大学医学部附属病院	感染管理部／愛知医科大学病院	感染症科／

愛知医科大学病院	感染制御部）

ランチョンセミナー1 9月19日（日） 12：00～12：50　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

COVID-19における疫学・対策から臨床・治療まで
座長：朝野　和典（地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所）

1） COVID-19の怖さ ～感染対策における学び～
泉川　公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科	臨床感染症学分野）

2） 当院でのCOVID-19対応と抗ウイルス薬の臨床試験の解釈について
馳　亮太（日本赤十字社	成田赤十字病院	感染症科）

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社	メディカルアフェアーズ統括部

ランチョンセミナー2 9月19日（日） 12：00～12：50　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

紫外線技術Up to Date −感染対策のゴールドスタンダードへ−
座長：大毛　宏喜（広島大学病院	感染症科）

1） パルスドキセノンUV有効性のエビデンス
北川　浩樹（広島大学病院	感染症科）

2） COVID-19対策での実際
中村　ふくみ（都立墨東病院	感染症科）

3） 多剤耐性菌対策での運用
山下　恵美（一般財団法人平成紫川会小倉記念病院	感染管理部）

共催：テルモ株式会社
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ランチョンセミナー3 9月19日（日） 12：00～12：50　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

座長：森兼　啓太（山形大学医学部附属病院	検査部・感染制御部）

【常識を覆す】「サージカルマスク」や「サージカルテープ」に潜む危険性と対策方法
大友　陽子（国際医療福祉大学成田病院	感染制御部）

共催：株式会社名優

ランチョンセミナー4 9月19日（日） 12：00～12：50　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：志馬　伸朗（広島大学大学院	医系科学研究科救急集中治療医学）

救急領域における感染対策とその実践
佐々木　淳一（慶應義塾大学医学部	救急医学）

共催：ファイザー株式会社

ランチョンセミナー5 9月19日（日） 12：00～12：50　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：賀来　満夫（東北医科薬科大学	医学部	感染症学教室）

コロナ禍における発熱患者の診療と検査の意義について
小澤　秀樹（東海大学医学部付属病院	総合診療学系	総合内科学）

共催：富士フイルムメディカル株式会社

ランチョンセミナー6 9月19日（日） 12：00～12：50　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

座長：松本　哲哉（国際医療福祉大学	感染症学講座）

SARS-CoV-2検査はPCR法しか信じません？
髙橋　聡（札幌医科大学医学部	感染制御・臨床検査医学講座）

共催：杏林製薬株式会社

ランチョンセミナー7 9月19日（日） 12：00～12：50　第7会場 （2号館 1F 展示室211）

座長：藤村　茂（東北医科薬科大学大学院薬学研究科	臨床感染症学教室）

今冬のインフルエンザの治療戦略を考える ～COVID-19との鑑別も含めて～
栁原　克紀（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）

共催：第一三共株式会社

ランチョンセミナー8 9月19日（日） 12：00～12：50　第8会場 （2号館 1F 展示室212）

座長：大西　宏明（杏林大学医学部	臨床検査医学）

翼状針による針刺し０
ゼロ

を維持するための戦略
岡田　恵代（公立大学法人	大阪市立大学医学部附属病院	感染制御部）

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
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ランチョンセミナー9 9月19日（日） 12：00～12：50　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：迎　寛（長崎大学病院	呼吸器内科（第二内科））

地域中核病院における新型コロナウイルス感染症の診断と検査体制
島田　恵（東海大学医学部付属大磯病院	総合内科）

共催：株式会社タウンズ

ランチョンセミナー10 9月19日（日） 12：00～12：50　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

座長：國島　広之（聖マリアンナ医科大学	感染症学）

藤田医科大学病院でのCRBSI対策の取り組みについて
梶川　智弘（藤田医科大学病院	看護部）

共催：スリーエムジャパン株式会社

ランチョンセミナー11 9月19日（日） 12：00～12：50　第12会場 （2号館 3F 会議室231）

COVID-19抗体検査の測定意義 〜現状の課題と今後の展望〜
座長：三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）

1） ～SARS-CoV-2抗体検査の位置づけ～
山岸　由佳（高知大学医学部附属病院	感染症科）

2） ～ワクチン接種後の抗体保有率調査～
大西　新介（手稲渓仁会病院	救命救急センター）

共催：株式会社三和化学研究所

ランチョンセミナー12 9月19日（日） 12：00～12：50　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：渡邉　都貴子（山陽学園大学	看護学部）

血管内留置カテーテル関連血流感染ゼロを目指した取り組みと輸液システム変更の効果
野田　洋子（金沢医科大学病院）

共催：ニプロ株式会社

ランチョンセミナー13 9月19日（日） 12：00～12：50　第14会場 （2号館 3F 会議室234）

座長：村上　啓雄（岐阜大学医学部附属地域医療医学センター／ぎふ綜合健診センター）

水害とCV-19パンデミックの経験で実感したPPEで重要なこと 
～あなたの着脱スキルは大丈夫？～

三浦　美穂（久留米大学病院	感染制御部）
共催：O&M	Halyard	Japan合同会社
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ランチョンセミナー14 9月20日（月） 12：00～12：50　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

座長：忽那　賢志（大阪大学大学院医学系研究科・医学部	感染制御学講座）

感染対策における病院環境管理の重要性 
～多剤耐性菌アウトブレイクからコロナ禍までの経験を経て～

橋本　丈代（福岡大学病院	感染制御部）
共催：サラヤ株式会社

ランチョンセミナー15 9月20日（月） 12：00～12：50　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

座長：藤田　次郎（琉球大学大学院	医学研究科	感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科））

SARS-CoV-2に対する病原体核酸検査のPOCTと結果解釈の注意点
石井　良和（東邦大学	医学部	微生物・感染症学講座	感染制御学分野）

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

ランチョンセミナー16 9月20日（月） 12：00～12：50　第4会場 （4号館 1F 白鳥ホール南）

座長：滝谷　博志（岐阜県総合医療センター	心臓血管外科）

環境洗浄／消毒の変化 ～いまだから出来ること、いまでも出来ないこと～
一木　薫（兵庫医科大学病院	感染制御部）

共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー17 9月20日（月） 12：00～12：50　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：森兼　啓太（山形大学医学部附属病院	検査部・感染制御部）

感染対策チームが知っておきたい滅菌供給業務（CSSD：Central Sterile Service 
Department）の実際

久保木　修（スリーエムジャパン株式会社	医療用製品事業部）
共催：スリーエムジャパン株式会社

ランチョンセミナー18 9月20日（月） 12：00～12：50　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

座長：舘田　一博（東邦大学医学部	微生物・感染症学講座）

施設内における呼吸器系ウイルス感染症への対応 −SARS-CoV-2／インフルエンザを中心に−
栁原　克紀（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））

共催：塩野義製薬株式会社

ランチョンセミナー19 9月20日（月） 12：00～12：50　第7会場 （2号館 1F 展示室211）

座長：山岸　由佳（高知大学医学部附属病院	感染症科／感染管理部）

迅速PCRを生かしコロナから病院を守る ～慶應義塾大学病院のSARS-CoV-2検査と感染管理～
上蓑　義典（慶應義塾大学医学部	臨床検査医学／慶應義塾大学病院	感染制御部）

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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ランチョンセミナー20 9月20日（月） 12：00～12：50　第8会場 （2号館 1F 展示室212）

座長：吉田　正樹（東京慈恵会医科大学	感染制御科／東京慈恵会医科大学附属病院	感染症科）

COVID-19の感染対策と地域連携
金光　敬二（福島県立医科大学医学部	感染制御学講座）

共催：Meiji	Seikaファルマ株式会社

ランチョンセミナー21 9月20日（月） 12：00～12：50　第9会場 （2号館 2F 221会議室）

COVID-19感染症対策に向けたCare222®紫外線の活用
座長：松本　哲哉（国際医療福祉大学	医学部感染症学講座／同大学成田病院	感染制御部）

1） フィルター付き222nm紫外線の安全性
錦織　千佳子（神戸大学	名誉教授（皮膚科））

2） 222nm UVCのヒトに対する安全性と有効性
新倉　隆宏（神戸大学大学院医学研究科	外科系講座整形外科学）

共催：ウシオ電機株式会社

ランチョンセミナー22 9月20日（月） 12：00～12：50　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：岡田　賢司（福岡看護大学	基礎・専門基礎分野）

COVID-19を経て、予防接種を日本の文化に！
田中　敏博（静岡厚生病院	小児科）

共催：一般財団法人阪大微生物病研究会

ランチョンセミナー23 9月20日（月） 12：00～12：50　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

MRSA感染症治療における薬剤選択
座長：時松　一成（昭和大学医学部	内科学講座	臨床感染症学部門）

1） MRSA菌血症の適正治療
長尾　美紀（京都大学大学院医学研究科	臨床病態検査学）

2） MRSA感染症（皮膚・軟部組織感染症）
川村　英樹（鹿児島大学病院	感染制御部）

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー24 9月20日（月） 12：00～12：50　第12会場 （2号館 3F 会議室231）

座長：飯沼　由嗣（金沢医科大学病院	感染症科）

意外と知られていない微生物検査のプロセス！ 斯くの如くAMRは検出・共有される
藏前　仁（刈谷豊田総合病院	臨床検査・病理技術科）

共催：栄研化学株式会社
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ランチョンセミナー25 9月20日（月） 12：00～12：50　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：大友　陽子（国際医療福祉大学成田病院	感染制御部）

COVID-19および耐性菌対策として考える陰部洗浄方法の見直し（陰部清拭用ワイプを導入して）
三浦　美穂（久留米大学病院	感染制御部）

共催：株式会社メディコン

ランチョンセミナー26 9月20日（月） 12：00～12：50　第14会場 （2号館 3F 会議室234）

座長：三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）

ワクチン接種が進む環境における抗体価の評価
片山　和彦（北里大学大村智記念研究所	ウイルス感染制御学）

共催：オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社

スイーツセミナー1 9月19日（日） 15：20～16：10　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：掛屋　弘（大阪市立大学大学院	臨床感染制御学）

地域連携で取り組む新型コロナウイルスの感染対策
高山　義浩（沖縄県立中部病院	感染症内科）

共催：丸石製薬株式会社

スイーツセミナー2 9月19日（日） 15：20～16：10　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

これからの感染対策を考える
座長：針原　康（医療法人大坪会東和病院）

1） 感染対策　あなたの疑問に答えます！
尾家　重治（山陽小野田市立山口東京理科大学	薬学部）

2） 術野消毒薬の最新知見
尾原　秀明（慶應義塾大学医学部	外科学（一般・消化器））

共催：株式会社大塚製薬工場

スイーツセミナー3 9月19日（日） 15：20～16：10　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

座長：中村　敦（名古屋市立大学大学院	医学研究科	臨床感染制御学）

呼吸器感染症における嫌気性菌の重要性とその予防・診断・治療
進藤　有一郎（名古屋大学医学部附属病院	呼吸器内科）

共催：杏林製薬株式会社
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スイーツセミナー4 9月19日（日） 15：20～16：10　第13会場 （2号館 3F 会議室232・233）

座長：内田　美保（公立小松大学保健医療学部	看護学科	基礎看護学）

医療関係者の帯状疱疹予防の重要性について考える 
医療関係者のためのワクチンガイドラインより 
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン シングリックス筋注用を中心に

三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

スイーツセミナー5 9月20日（月） 10：10～11：00　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：河野　茂（国立大学法人長崎大学	学長）

医療関係者の予防接種 ～接種シーズンを迎えるインフルエンザワクチンを含めて～
中野　貴司（川崎医科大学	小児科学）

共催：アステラス製薬株式会社／デンカ株式会社

スイーツセミナー6 9月20日（月） 10：10～11：00　第11会場 （2号館 2F 会議室224）

座長：竹末　芳生（常滑市民病院	感染症科／兵庫医科大学	特別招聘教授）

新型コロナで変わった/再認識した感染対策の常識
八木　哲也（名古屋大学大学院医学系研究科	臨床感染統御学）

共催：ベックマン・コールター株式会社

イブニングセミナー1 9月19日（日） 17：00～17：50　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

座長：四柳　宏（東京大学医科学研究所	先端医療研究センター	感染症分野）

Update! HIV感染症 
～HIV感染制御に関する最新事情と2030年のエイズ流行終結に向けた世界戦略～

田沼　順子（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）
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社	メディカルアフェアーズ統括部

イブニングセミナー2 9月19日（日） 17：00～17：50　第5会場 （3号館 3F 国際会議室）

座長：満田　年宏（東京女子医科大学	感染制御科）

エアロゾル感染対策
中澤　靖（東京慈恵会医科大学	感染症科）

共催：株式会社モレーンコーポレーション

イブニングセミナー3 9月19日（日） 17：00～17：50　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

座長：舘田　一博（東邦大学医学部	微生物・感染症学講座）

コロナ禍でのClostridioides difficile感染症のマネジメント ～診断・治療・感染管理～
掛屋　弘（大阪市立大学大学院医学研究科	臨床感染制御学）

共催：アステラス製薬株式会社
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イブニングセミナー4 9月19日（日） 17：00～17：50　第8会場 （2号館 1F 展示室212）

座長：矢野　久子（名古屋市立大学	感染予防看護学）

私たちの病院は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応で変わった！ 
～柔軟な編成、ICT推進、地域の応援～

住田　千鶴子（稲沢市民病院	看護局）
共催：株式会社ニチオン

イブニングセミナー5 9月19日（日） 17：00～17：50　第10会場 （2号館 2F 会議室222・223）

座長：矢野　邦夫（浜松市感染症対策調整監	浜松医療センター）

【第1部：講演】 
CLEAN3スタディ ～末梢静脈カテーテル関連合併症予防におけるカテーテルケアアプローチ
の有効性および皮膚消毒効果の評価を目的とした大規模ランダム化比較試験の結果～

オリバー　ミモズ（ポワティエ大学医学薬学部	麻酔・集中治療・救急医学／ポワティエ病院	救急部）

【第2部：座談会】 
合併症リスク低減のための輸液管理バンドルアプローチ

中村　造（東京医科大学病院	感染制御部・感染症科）
竹内　久枝（加古川中央市民病院		医療安全管理部	院内感染対策室）

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

共催シンポジウム1 9月19日（日） 10：10～11：40　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

感染対策として、医療環境表面に対する新たな実践
座長：宮良　高維（神戸大学医学部附属病院	感染制御部）
　　　三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）

1） バイナリートキシン産生Clostridioides difficile感染症多発事例から学ぶ感染対策
久留宮　愛（愛知医科大学病院	感染制御部）

2） 環境を介した新型コロナウイルス感染症伝播予防に向けた過酸化水素噴霧装置の使用経験
新改　法子（神戸市立医療センター中央市民病院	看護部）

3） 東海大学医学部付属病院に於ける実際
梅澤　和夫（東海大学医学部付属病院	院内感染対策室／東海大学医学部	総合診療学系救命救急医学）

4） 感染対策における過酸化水素ミスト噴霧の可能性
竹村　弘（聖マリアンナ医科大学病院	感染制御／聖マリアンナ医科大学	微生物学）

共催：株式会社ティ・アシスト
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共催シンポジウム2 9月19日（日） 13：10～14：40　第2会場 （1号館 4F レセプションホール）

これからの病院職員の感染症対策をどのように考えていくか！−侵襲性髄膜炎菌感染症（IMD）
座長：中野　貴司（川崎医科大学	小児科学）
　　　西　順一郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科	微生物学分野）

1） 侵襲性髄膜炎菌感染症（IMD）疫学のOverview
中野　貴司（川崎医科大学	小児科学）

2） IMDのワクチンによる予防と抗菌薬予防投与
西　順一郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科	微生物学分野）

3） 侵襲性髄膜炎菌感染症（IMD）患者を受け入れた経験と医療従事者への予防接種
山岸　由佳（高知大学医学部附属病院	感染症科／感染管理部）

共催：サノフィ株式会社

共催シンポジウム3 9月19日（日） 15：50～16：50　第8会場 （2号館 1F 展示室212）

院内感染制御におけるnon-touch disinfection法の意義
座長：花木　秀明（学校法人北里研究所北里大学大村智記念研究所	感染制御研究機構教育部門	感染制御研究センター／感染創薬学）

1） イオンレスTM次亜塩素酸水によるSARS-CoV-2不活化効果の検証
久保　誠（北里大学医療衛生学部	再生医療・細胞デザイン研究施設）

2） イオンレスTM次亜塩素酸水を用いたnon-touch disinfection法の効果
宮﨑　成美（愛知医科大学病院	感染制御部）

共催：ニプロ株式会社

共催シンポジウム4 9月20日（月） 14：00～15：30　第1会場 （1号館 2F センチュリーホール）

糖尿病治療における針刺し損傷ゼロを目指して 
〜糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル2021 病院・診療所版／在宅版〜

座長：三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）

1） バンドル概論と糖尿病患者の注射療法に関する感染ネットワーク世話人会結成の経緯
三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）

2） 日本における針刺し・切創の実態と安全器材導入の現状／臨床調査結果の報告
國島　広之（聖マリアンナ医科大学	感染症学講座）

3） 糖尿病治療に伴う針刺し損傷の現実と医療従事者の使命
田中　永昭（関西電力病院	糖尿病・内分泌代謝センター	）

4） 糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル2021：病院・診療所版
高山　和郎（東京大学医学部附属病院	薬剤部）

5） 【新設】糖尿病患者の注射療法に関する感染マネジメントバンドル2021：在宅版
松島　由実（社会医療法人畿内会岡波総合病院	看護部）

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
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共催シンポジウム5 9月20日（月） 10：10～11：40　第6会場 （1号館 4F 会議室141・142）

プロバイオティクスと感染制御
座長：栁原　克紀（長崎大学大学院	病態解析・診断学分野／長崎大学病院	臨床検査科／検査部）
　　　三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科	臨床感染症学）

1） Clostridioides difficile感染症ガイドライン ～プロバイオティクスの可能性～
國島　広之（聖マリアンナ医科大学	感染症学講座）

2） 薬剤耐性菌制御とプロバイオティクス
森永　芳智（富山大学学術研究部医学系	微生物学講座）

3） 呼吸器感染症におけるプロバイオティクスと感染制御
山岸　由佳（高知大学医学部附属病院	感染症科／愛知医科大学病院	感染制御部）

4） 腸内細菌の乱れと宿主応答 ～プロバイオティクスによるアプローチを含めて～
萩原　真生（愛知医科大学	分子疫学・疾病制御学寄附講座／愛知医科大学病院	感染症科）

共催：ミヤリサン製薬株式会社

共催パネルディスカッション 9月19日（日） 14：50～16：20　第3会場 （4号館 1F 白鳥ホール北）

血流感染マネジメントバンドル 2021
座長：笠井　正志（兵庫県立こども病院	感染症内科）

1） 血流感染マネジメントバンドル2021 ～血液培養検査の実態調査～
村松　有紀（愛知医科大学病院	感染制御部／東海血流感染ネットワーク	血流感染マネジメントバンドル作成委員会）

2） 血流感染マネジメントバンドル2021 ～検査部門～
舟橋　恵二（江南厚生病院	診療協同部臨床検査室／東海血流感染ネットワーク	血流感染マネジメントバンドル作成委員会）

3） 【血流感染マネジメントバンドル2021】抗菌薬適正使用の実践状況とバンドルの改善点 
～TDMの実施状況に関する調査を中心に～

奥平　正美（安城更生病院	薬剤部／東海血流感染ネットワーク	血流感染マネジメントバンドル作成委員会）

4） 小児の適正な血液培養とは何か
日馬　由貴（兵庫県立尼崎総合医療センター	小児科／東海血流感染ネットワーク	血流感染マネジメントバンドル作成委

員会）

5） 中心静脈カテーテルの挿入に関連したマネジメントバンドル
松島　由実（岡波総合病院	看護部／東海血流感染ネットワーク	血流感染マネジメントバンドル作成委員会）

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社


