第 34 回日本環境感染学会総会・学術集会プログラム
会長講演

2 月 22 日（金）8：30〜9：00

座長：河野

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

茂（長崎大学 学長）

僕が目指した感染制御学
竹末

芳生（兵庫医科大学 感染制御学）

副会長講演

2 月 23 日（土）8：15〜8：35

座長：三宅

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

寿美（元 東京医療保健大学医療保健学研究科）

私がめざした感染制御
大友

陽子（東京女子医科大学病院）

理事長講演

2 月 23 日（土）8：40〜9：30

座長：木村

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

哲（東京医療保健大学）

感染制御ソシアルネットワーク構築を目指して
賀来

満夫（東北大学大学院医学系研究科 総合感染症学／感染制御・検査診断学）

招請講演 1

2 月 22 日（金）10：05〜11：05

座長：河野

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

茂（長崎大学 学長）

同時通訳

Issues on Antimicrobial Resistance in Asia
Po-Ren Hsueh（Divisions of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Departments of Laboratory
Medicine and Internal Medicine, National Taiwan University Hospital, National Taiwan
University College of Medicine, Taipei, Taiwan）

招請講演 2

2 月 22 日（金）14：40〜15：40

座長：竹末

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

芳生（兵庫医科大学 感染制御学）

同時通訳

MRSA control: recent issues and controversies
Stephan Harbarth（Infection Control Program, Geneva Univ. Hospitals, Geneva）

招請講演 3

2 月 23 日（土）10：15〜11：15

座長：柴

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

孝也（東京慈恵会医科大学）

バイオフィルムによる環境における生存戦略と感染症との関わり
野村

暢彦（筑波大学

生命環境系／筑波大学 微生物サステイナビリティ研究センター／ JST ERATO 野村集団微生物

制御プロジェクト）

教育講演 1

2 月 22 日（金）15：15〜16：15

第 2 会場（神戸国際展示場 2 号館 2F 2A 会議室）

座長：光武耕太郎（埼玉医科大学国際医療センター 感染症科・感染制御科）

わかりやすい血流感染の話
菊池

賢（東京女子医科大学 感染症科）

教育講演 2

2 月 22 日（金）16：10〜17：10

座長：前﨑

第 12 会場（神戸国際会議場 5F 502）

繁文（埼玉医科大学 感染症科・感染制御科）

分かりやすいカビの話
亀井

克彦（千葉大学真菌医学研究センター 臨床感染症分野／千葉大学医学部附属病院 感染症内科）

教育講演 3

2 月 23 日（土）10：45〜11：45

座長：松本

第 2 会場（神戸国際展示場 2 号館 2F 2A 会議室）

哲朗（アームクリニック）

わかりやすいワクチンの話：医療機関での感染予防を中心として
岡部

信彦（川崎市健康安全研究所）

教育講演 4

2 月 23 日（土）14：10〜15：10

座長：荒川

第 4 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A+B）

創一（三田市民病院）

わかりやすい抄録の書き方／発表の仕方：5 つの秘伝
竹末

芳生（兵庫医科大学 感染制御学）

教育講演 5（Early bird）
座長：高田

2 月 23 日（土）8：00〜8：30

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

徹（福岡大学病院 感染制御部）

外国の感染対策 海外は理想郷か、それともニッポン・チャチャチャなのか
岩田健太郎（神戸大学医学部附属病院 感染症内科）

教育講演 6（Early bird）
座長：徳江

2 月 23 日（土）8：00〜8：30

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

豊（群馬大学医学部附属病院 感染制御部）

わかりやすいレジオネラの話：医療機関に潜む感染リスク
倉

文明（国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室）
協力：日本ポール株式会社

シンポジウム 1

2 月 22 日（金）8：30〜10：30

第 1 会場（神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール）

部門の特殊性を踏まえた手指衛生戦略を考える
座長：堀
藤田

賢（順天堂大学大学院医学研究科 感染制御科学）
明子（大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部）

透析室における手指衛生
多湖ゆかり（彦根市立病院）
放射線／理学療法等の部門における手指衛生
小松崎直美（順天堂大学医学部附属順天堂医院 医療安全推進部 感染対策室）
救急部門の手指衛生のマインドを育む：動機付けによる行動改革
池田しのぶ（東北大学病院 感染管理室）
手術室における手指衛生
今本

紀生（JA 広島総合病院 感染防止対策室）

基調講演：Strategies for Improving Hand Hygiene in Specific Departments in the United States and Europe
JohnM Boyce（J.M. Boyce Consulting, LLC Middletown, CT USA）

シンポジウム 2

2 月 22 日（金）10：35〜12：05

第 1 会場（神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール）

Clostridioides（Clostridium）difficile 感染症：新しい治療戦略
座長：長尾 美紀（京都大学医学部附属病院 検査部・感染制御部）
三澤 成毅（順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部）
基調講演：日米ガイドラインの相違とその理由
國島

広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

重症・劇症 CDI と難治・再発の定義
中村

敦（名古屋市立大学大学院医学研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学／名古屋市立大学病院 感染制御室）

CDI 診断：Two-step アルゴリズム
清祐麻紀子（九州大学病院 検査部）
Clostridioides difficile 感染症（CDI）
：新しい治療戦略
吉田

順一（下関市立市民病院 感染管理室）

CDI 感染対策
残間由美子（公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院）

シンポジウム 3

2 月 22 日（金）10：35〜12：05

第 3 会場（神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室）

地域ネットワークの構築：加算 1&2 連携、高齢者施設含む
座長：村上 啓雄（岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター）
鍋谷 佳子（大阪大学医学部附属病院 看護部看護管理室）
感染症地域ネットワークの構築：行政（保健所）の立場から
中里

栄介（佐賀県鳥栖保健所）

大都市の地域連携ネットワーク：東京都大田区での実践
戸島

洋一（東京労災病院 呼吸器内科）

地域ネットワーク：大阪府池田保健所管内感染対策ネットワークについて
刈谷

直子（大阪府池田保健所）

八雲感染対策ネットワーク（YIC-Net）について：YIC-Net が目指す感染対策地域ネットワークの姿
吉田

雅喜（八雲総合病院 小児科）

シンポジウム 4

2 月 22 日（金）13：30〜15：00

第 3 会場（神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室）

AS チームが知っておきたい薬物動態
座長：小林 昌宏（北里大学 薬学部）
浜田 幸宏（東京女子医科大学病院 薬剤部）
薬物動態解析の基本
辻

泰弘（富山大学大学院 医学薬学研究部（薬学））

侵襲時の薬物動態
中馬

真幸（徳島大学病院 臨床試験管理センター）

持続的腎代替療法施行時の薬物動態
井手

岳（兵庫医科大学病院 集中治療医学）

重度熱傷患者における薬物動態と抗菌薬投与
佐々木淳一（慶應義塾大学医学部 救急医学）

シンポジウム 5

2 月 22 日（金）16：40〜18：10

第 3 会場（神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室）

今一度、結核を考える
座長：長谷川直樹（慶應大学）
三浦 美穂（久留米大学病院 感染制御部）
結核検査の変遷
大隈

雅紀（純真学園大学保健医療学部 検査科学科）

我が国の結核の今日的課題について
青木

洋介（佐賀大学医学部附属病院 感染制御部）

潜在性結核治療薬について
信田

佳克（大阪市立大学医学部附属病院 薬剤部）

病院内における肺結核患者の対応と接触した病院職員の検診について
江﨑

祐子（久留米大学医療センター ICT）

シンポジウム 6

2 月 22 日（金）9：00〜10：30

第 4 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A+B）

AS チームが知っておきたい MRSA 治療
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）
松本 哲哉（国際医療福祉大学医学部 感染症学講座）
MRSA の検出状況と抗菌薬感受性
花木

秀明（学校法人北里研究所 北里大学感染制御研究センター）

感染性心内膜炎
光武耕太郎（埼玉医科大学国際医療センター 感染症科・感染制御科）
骨関節感染：人工関節感染、脊椎固定術後感染
松下

和彦（川崎市立多摩病院（指定管理者：聖マ医大）整形外科）

呼吸器感染症
関

雅文（東北医科薬科大学医学部 感染症学教室／東北医科薬科大学病院 感染症内科・感染制御部）

シンポジウム 7

2 月 22 日（金）9：00〜10：30

第 7 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽）

尿道留置カテーテル長期留置患者の感染対策と課題
座長：大湾 知子（琉球大学医学部保健学科 成人・がん看護学分野）
高野八百子（慶應義塾大学病院 感染制御部）
在宅における尿道留置カテーテル使用患者の感染管理介入から見えた課題と取り組み
鎌田

善子（大分赤十字病院 滅菌・感染管理課）

排尿自立指導料：チームで関わる排尿ケアの実際と感染対策の課題 －脳神経疾患患者の留置カテーテル
抜去について－
松尾紀利子（福岡大学病院 看護部 褥瘡対策室）
介護施設および在宅における尿道留置カテーテルの取扱の現状と課題
盛次

浩司（岡山大学大学院保健学研究科 博士後期課程）

尿道カテーテルの早期抜去を実現するための戦略
重村

克巳（神戸大学 泌尿器科）

シンポジウム 8

2 月 22 日（金）8：30〜10：30

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

SSI 対策：ガイドラインの現場での標準化
座長：森兼 啓太（山形大学医学部附属病院 検査部）
大毛 宏喜（広島大学病院 感染症科）
術後感染予防抗菌薬の標準化
川村

英樹（鹿児島大学病院 医療環境安全部 感染制御部門）

術前腸管処置の標準化
畑

啓昭（国立病院機構京都医療センター 外科・感染制御部）

術前 MRSA 保菌者対策の標準化
高橋

佳子（兵庫医科大学病院 薬剤部）

周術期血糖管理の標準化
土田

敏恵（兵庫医療大学 看護学部／兵庫医科大学 感染制御部）

SSI prevention worldwide
Stephan Harbarth（Infection Control Program, Geneva Univ. Hospitals, Geneva）

シンポジウム 9

2 月 22 日（金）10：35〜12：05

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

インフルエンザ対策
座長：藤田
青柳

次郎（琉球大学大学院 感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科））
哲史（東北大学大学院医学系研究科 総合感染症学分野）

インフルエンザ流行の疫学とサーベイランスシステム
藤倉

雄二（防衛医科大学校病院 医療安全・感染対策部）

インフルエンザ対策における予防投与
石黒

信久（北海道大学病院 感染制御部）

インフルエンザワクチンの効果と今後の開発
宮良

高維（神戸大学医学部附属病院 感染制御部）

インフルエンザにおける感染制御：マスクと手指衛生のエビデンス
渡邉都貴子（山陽学園大学 看護学部）

シンポジウム 10

2 月 22 日（金）15：45〜17：15

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

微生物検査の進歩と日常診療への応用
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）
細川 直登（亀田総合病院 臨床検査科）
質量分析技術の臨床分野への応用
染原

俊朗（株式会社バイオ・ルネサンス）

感染症迅速検査のピットフォールと進歩
大塚

喜人（医療法人鉄蕉会亀田総合病院）

C. difficile 感染症診断における課題と進歩
森永

芳智（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学）

薬剤感受性検査の迅速化と見込まれるインパクト
大楠

清文（東京医科大学 微生物学分野）

シンポジウム 11

2 月 22 日（金）13：30〜15：00

第 10 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

深在性真菌症対策：多職種による取り組み
座長：吉田耕一郎（近畿大学医学部附属病院 感染対策室）
掛屋
弘（大阪市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学）
深在性真菌症対策 検査室の取り組み
竹川

啓史（神戸市立西神戸医療センター 臨床検査技術部）

免疫不全患者における深在性真菌症：多職種による取り組み
荒岡

秀樹（虎の門病院 臨床感染症科）

ボリコナゾールの TDM
植田

貴史（兵庫医科大学病院 感染制御部）

深在性真菌症対策：当院 ICT・AST での取り組み
髙坂久美子（名古屋第一赤十字病院 感染管理室）

シンポジウム 12

2 月 23 日（土）13：10〜14：50

第 1 会場（神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール）

感染制御に求められるマネージメント力
座長：堀
大友

誠治（東京慈恵会医科大学 感染制御科）
陽子（東京女子医科大学病院 総合感染症・感染制御部）

マネジメントに関する基本とポイント
小西

竜太（関東労災病院 経営戦略室 救急総合診療科）

ICN に求められるマネージメント力
小野

和代（東京医科歯科大学医学部附属病院 看護部）

感染制御専門薬剤師（ICPS）に求められるマネージメント力
小野寺直人（岩手医科大学附属病院 感染症対策室）
管理者が求める看護専門職のマネージメント力：組織横断的活動の充実を目指して
川野

良子（学校法人東京女子医科大学）

特別発言：医療現場のマネージメントに欠かせないこと
賀来

満夫（東北大学大学院医学系研究科 総合感染症学／感染制御・検査診断学）

シンポジウム 13

2 月 23 日（土）8：40〜10：10

第 4 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A+B）

感染対策のプロセス、アウトカム指標
座長：小西
洪

敏郎（東京医療保健大学医療保健学部 医療栄養学科）
愛子（神戸女子大学 看護学部）

感染対策のプロセス、アウトカム指標：疫学的視点から
山岸

拓也（国立感染症研究所 感染症疫学センター）

感染対策のプロセス、アウトカム指標の設定：感染症診療の視点から
笠原

敬（奈良県立医科大学 感染症センター）

感染対策のプロセス、アウトカム指標の設定：ICT の視点から
坂本

史衣（聖路加国際病院 QI センター感染管理室）

感染対策のプロセス、アウトカム指標の設定：AST の視点から
前田

真之（昭和大学薬学部 臨床薬学講座感染制御薬学部門）

感染対策のプロセス、アウトカム指標の設定：臨床検体とアクティブサーベイランスの視点から
山本

剛（神戸市立医療センター中央市民病院 臨床検査技術部）

シンポジウム 14

2 月 23 日（土）10：15〜11：45

第 4 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A+B）

AS チームが知っておきたい多剤耐性グラム陰性菌の治療
座長：舘田 一博（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座感染病態・治療学分野感染制御学分野）
平松 和史（大分大学医学部 医療安全管理医学講座）
チゲサイクリンによるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の治療
中嶋

一彦（兵庫医科大学 感染制御部）

コリスチン
山岸

由佳（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）

タゾバクタム／セフトロザン
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）

アミノグリコシド系薬
茂見

茜里（鹿児島大学病院 薬剤部）

シンポジウム 15

2 月 23 日（土）10：20〜11：50

第 7 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽）

隣の NICU の感染対策を見てみたい
座長：森岡 一朗（日本大学医学部 小児科学系小児科学分野）
美島 路恵（東京慈恵会医科大学病院 医療安全管理部感染対策室）
NICU の耐性菌治療と抗菌薬適正使用
堀越

裕歩（東京都立小児総合医療センター 感染症科）

耐性菌制御への対応：ICD の立場から
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）

耐性菌制御への対応：ICN の立場から
中根

香織（昭和大学病院 感染管理部門）

NICU の監視培養と環境培養
佐藤
特別発言
尾内

智明（東京大学医学部附属病院 検査部）
終わりのない対策：弛まぬ努力が重要
一信（川崎医科大学附属病院）

パネルディスカッション 1

2 月 22 日（金）15：05〜16：35

第 1 会場（神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール）

薬剤耐性（AMR）対策からみた地域連携の推進
座長：高山 義浩（沖縄県立中部病院 感染症内科）
松永 展明（国立国際医療研究センター AMR 臨床リファレンスセンター）
地域連携として求められる薬剤耐性（AMR）対策
高山

義浩（沖縄県立中部病院 感染症内科）

回復期病院と介護施設における感染対策：地域包括ケアシステムを見据えて
宜野座智光（医療法人タピック沖縄リハビリテーションセンター病院）
保険薬局薬剤師によるグラム染色を活用した在宅医療での抗菌薬適正使用
瀧藤

重道（このみ薬局／愛知学院大学薬学部 臨床薬剤学）

わが国における AMR 対策の現状と期待される地域連携
松永

展明（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）

パネルディスカッション 2

2 月 22 日（金）10：35〜12：05

第 4 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A+B）

抗菌薬 TDM ガイドライン：再改定に向けて始動
座長：竹末 芳生（兵庫医科大学 感染制御学）
木村 利美（東京女子医科大学 薬剤部）
バンコマイシン
松元

一明（慶應義塾大学薬学部 薬効解析学講座）

テイコプラニン
高橋

佳子（兵庫医科大学病院 薬剤部）

ボリコナゾール（VRCZ）
浜田

幸宏（東京女子医科大学病院 薬剤部）

辻

泰弘（富山大学大学院 医学薬学研究部（薬学））

総論

パネルディスカッション 3

2 月 22 日（金）13：30〜15：00

第 4 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A+B）

アウトブレイク時の対応：Acinetobacter，CRE，VRE，C. difficile
座長：森澤 雄司（自治医科大学附属病院 感染制御部）
一木
薫（兵庫医科大学病院 感染制御部）
当院 ICU における IMP-1 遺伝子保有耐性 Acinetobacter baumannii 多発事例
川村

英樹（鹿児島大学病院 医療環境安全部 感染制御部門）

CRE のアウトブレイク対策
上平

朝子（独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 感染制御部）

バンコマイシン耐性腸球菌：VRE のアウトブレイク対策
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）

アウトブレイク時の対応：Clostridioides（Clostridium）difficile
土屋麻由美（岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター／看護部）

パネルディスカッション 4

2 月 22 日（金）10：35〜12：05

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

内視鏡の感染管理
座長：小野 和代（東京医科歯科大学医学部附属病院 看護部）
赤松 泰次（長野県立信州医療センター）
内視鏡の感染管理の基本と最近の話題
赤松

泰次（長野県立信州医療センター）

内視鏡における感染制御の実態と課題：ガイドライン等の遵守状況を踏まえて
田村

君英（医療法人社団卓秀会平塚胃腸病院 検査部）

内視鏡機器の再生処理のベストプラクティスとその評価
高橋

陽一（社会医療法人生長会府中病院 感染制御室）

消化器内視鏡診療全般における感染管理と課題
佐藤

公（山梨大学医学部 第一内科 光学医療診療部）

パネルディスカッション 5

2 月 22 日（金）13：30〜15：00

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

診療環境の感染対策ピットフォール：歯科・耳鼻科
座長：坂本 春生（東海大学医学部付属八王子病院 歯科・口腔外科）
橋本 丈代（福岡大学病院 感染制御部）
耳鼻咽喉科診察用ユニットを使用した診察・処置の感染対策
青木美栄子（新潟大学医歯学総合病院 感染管理部）
耳鼻咽喉頭頸科実地診療における感染対策
石井

幸（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

歯科診療における感染対策
三浦

美穂（久留米大学病院 感染制御部）

歯科治療時のユニット周囲環境の汚染状況
唐木田一成（東海大学医学部付属八王子病院）
当科における歯科ユニット回路内の汚染状況
小笠原健文（町田市民病院 歯科・歯科口腔外科）

パネルディスカッション 6

2 月 22 日（金）15：05〜16：35

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

感染制御におけるベッドコントロール：個室隔離、解除について
座長：上山 伸也（倉敷中央病院 感染症科）
上灘 紳子（鳥取大学医学部附属病院 感染制御部）
個室隔離、解除の基準：MRSA ／ ESBL 産生菌
間平

珠美（東京大学医学部附属病院 看護部 感染対策センター）

個室隔離、解除の基準：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌
寺坂

陽子（長崎大学病院 感染制御教育センター）

個室管理それとも…：インフルエンザウイルス
青山

恵美（社会医療法人大雄会総合大雄会病院）

個室管理それとも…：C. difficle 感染症
菅野みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院）

パネルディスカッション 7

2 月 22 日（金）10：35〜12：05

第 7 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽）

口腔ケアで感染を予防しよう
座長：栗原 英見（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 歯周病態学研究室）
岸本 裕充（兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座）
口腔ケアと口腔細菌について
高橋

美穂（東海大学医学部付属八王子病院 歯科口腔外科）

リスク評価に基づく口腔衛生管理：多職種連携における共通言語の模索
倉本

祐里（広島大学病院 診療支援部 歯科衛生部門）

超急性期患者における口腔ケアプログラム：ディスポ口腔ケアキットの導入
深尾亜由美（岐阜大学医学部附属病院 看護部）
口腔ケアをオーラルマネージメントにアップグレード
岸本

裕充（兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座）

パネルディスカッション 8

2 月 22 日（金）15：05〜16：35

第 7 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽）

感染制御における次世代の育成
座長：青木 洋介（佐賀大学医学部 国際医療学講座）
柴谷 涼子（独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 看護部）
医師の立場から：他分野と比較して
栗原慎太郎（長崎大学病院 感染制御教育センター）
感染制御における次世代薬剤師の育成：市中病院における臨床・教育・研究活動からの育成
佐村

優（医療法人社団緑成会横浜総合病院 薬剤科／慶応義塾大学大学院薬学研究科）

横断的教育を必要とする次世代の臨床検査
樫山

誠也（広島大学病院 診療支援部 感染症検査部門）

次世代を担う ICN を育てる
平松

玉江（国立がん研究センター中央病院）

パネルディスカッション 9

2 月 23 日（土）8：40〜10：10

第 1 会場（神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール）

カルバペネム耐性／カルバペネマーゼ産生 腸内細菌科細菌感染対策
座長：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）
菅井 基行（国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター）
急性期病院・長期療養型施設における保菌状況
朝野

和典（大阪大学医学部附属病院 感染制御部）

CRE の感染管理について考える
美島

路恵（東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部）

アウトブレイクの原因
泉川

公一（長崎大学病院 感染制御教育センター／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野）

治療（カルバペネム耐性／カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌感染対策）
原田

壮平（藤田医科大学医学部 感染症科）

パネルディスカッション 10

2 月 23 日（土）10：15〜11：45 第 1 会場（神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール）

AMR のアクションプラン
座長：大曲
宮入

貴夫（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）
烈（国立成育医療研究センター 感染症科）

市民と医療者の教育啓発
具

芳明（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）

外来診療で AMR 対策をどう実践するか？
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）
AMR 対策のためのサーベイランス
早川佳代子（国立国際医療研究センター 国際感染症センター）
基幹病院の感染症医として高齢者施設を支える
高山

義浩（沖縄県立中部病院 感染症内科）

パネルディスカッション 11

2 月 23 日（土）8：40〜10：10

第 3 会場（神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室）

組織の中で ICN はどうあるべきか
座長：平松 玉江（国立がん研究センター 中央病院 看護部）
桐
則行（市立旭川病院 医療安全管理課 感染対策）
若手 ICN として組織横断活動で感じる困難
太田

悦子（大阪大学医学部附属病院）

様々な経験をしてみえてきたもの
内山

正子（新潟大学医歯学総合病院）

教育者の立場で ICN に望むこと
土田

敏恵（兵庫医療大学看護学部 看護学研究科）

医師の立場で ICN に望むこと
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）

パネルディスカッション 12

2 月 23 日（土）13：10〜15：10

第 3 会場（神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室）

多職種の視点から見た環境ラウンド
座長：川西
幸福

史子（大阪医科大学附属病院 感染対策室）
知己（一般財団法人住友病院 臨床検査技術科 兼 感染制御部）

臨床検査技師の視点
山田

幸司（京都府立医科大学附属病院 臨床検査部）

医師の視点
林

三千雄（住友病院）

薬剤師の視点
池谷

修（慶應義塾大学病院 感染制御部）

看護師の視点
菊地

義弘（地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター 感染対策室）

パネルディスカッション 13

2 月 23 日（土）8：40〜10：10

第 7 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽）

いろんな外科領域における SSI とその対策：整形外科、眼科、耳鼻科、脳外科
座長：金光
三鴨

敬二（福島県立医科大学医学部 感染制御医学講座）
廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学）

整形外科領域
松下

和彦（川崎市立多摩病院（指定管理者：聖マ医大）整形外科）

眼科領域における術後感染症
鈴木

崇（東邦大学医療センター大森病院 眼科 眼疾患先端治療学講座）

耳鼻咽喉科領域
矢野

寿一（奈良県立医科大学 微生物感染症学講座）

脳神経外科における SSI 対策の現状：CNTT、JSAN アンケート調査より
井川

房夫（島根県立中央病院 脳神経外科）

パネルディスカッション 14

2 月 23 日（土）13：10〜15：10

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

AS 活動における薬剤師の役割
座長：高山 和郎（東京大学医学部附属病院 薬剤部）
村木 優一（京都薬科大学医療薬科学系 臨床薬剤疫学分野）
兵庫医科大学病院における AS 活動
植田

貴史（兵庫医科大学病院 感染制御部）

鹿児島大学病院における AS 活動の現状と課題：更なる抗菌薬適正使用推進に向けた取り組み
茂見

茜里（鹿児島大学病院 薬剤部）

佐賀大学の AS 活動における薬剤師の役割：理念・実践・成果
浦上

宗治（佐賀大学医学部附属病院 感染制御部）

杏林大学病院における AS 活動：薬剤師の役割
西

圭史（杏林大学医学部付属病院）

ワークショップ 1

2 月 22 日（金）9：00〜10：30

第 10 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

環境ラウンド・環境整備
座長：小野寺直人（岩手医科大学附属病院 医療安全管理部 感染症対策室）
野田 洋子（金沢医科大学病院 医療安全部 感染制御室）
当院における病棟内高頻度接触表面の環境改善への取り組み
羽田野佳哉（大分県杵築市立山香病院）
NICU における水道水に起因した緑膿菌アウトブレイク
小川麻由美（済生会兵庫県病院 感染管理室）
一般病棟における環境整備の標準化を目的とした一連の取り組みとその成果
金澤

千波（特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院）

ATP 拭き取り検査法を用いた超音波診断装置表面の汚染度調査
西

真由美（医療法人明和病院）

ICT による栄養科における石けん詰め替え廃止への介入の成果
関

千代（新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院）

塩化ベンザルコニウム含浸不織布を用いた表面付着菌体に対する殺菌効果
片渕

盛将（東京医療保健大学院）

ワークショップ 2

2 月 22 日（金）10：35〜12：05

第 10 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

SSI 予防対策
座長：高橋
毛利

聡（札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学講座）
靖彦（三重県立総合医療センター 消化器・一般外科）

白内障手術の周術期における抗菌薬 ･ 消毒薬の実態調査ならびに感染率比較による感染要因に関する多施
設共同研究
木下

賢二（南大阪病院 薬剤部）

心臓血管外科手術における手術部位感染予防的抗菌薬：術中投与のみで良い
宮原

健（一宮市立市民病院 心臓血管外科）

膵頭十二指腸切除例における術中胆汁培養での腸球菌の検出と手術部位感染
古川

大輔（東海大学大磯病院）

術後感染予防抗菌薬投与開始時間についての実態調査と介入
目崎

恵（新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 医療安全管理室）

下部消化管手術における手術部位感染サーベイランスの結果と感染予防策の評価
小玉健太郎（東邦大学医療センター大橋病院 感染対策室）
心臓血管外科の手術部位消毒におけるオラネキシジングルコン酸塩の有効性
宮崎

里紗（福岡大学病院 感染制御部）

ワークショップ 3

2 月 22 日（金）13：30〜15：00

第 11 会場（神戸国際会議場 5F 501）

施設で行う手指衛生啓発活動
座長：矢野 邦夫（浜松医療センター 感染症内科）
中根 香織（昭和大学病院 感染管理部門）
NICU と ICT が協働した MRSA アウトブレイク制御における実践報告：スタッフの意識向上と病棟環境
改善に焦点をあてて
中江

佑果（京都大学医学部附属病院 看護部）

手指衛生操作と鍼灸針の衛生状態についての検討
恒松美香子（帝京平成大学ヒューマンケア学部 鍼灸学科）
重量測定を用いた手指消毒薬使用量モニタリングの効果に関する検討
多賀

允俊（金沢医科大学病院 薬剤部）

千葉大学病院における 3 年間の手指衛生実施状況の改善へ向けた取り組みとその効果
藤原満里子（千葉大学医学部附属病院 感染制御部）
麻酔科スタッフの手指衛生実施率向上に向けた介入の検討
鈴木

怜夢（聖路加国際病院 麻酔科）

当院における手指衛生の取り組み：手洗いマッピングソフト「スケッチくん」開発
岡本

和樹（新城市民病院 感染対策委員会）

ワークショップ 4

2 月 22 日（金）14：35〜16：05

第 12 会場（神戸国際会議場 5F 502）

施設におけるサーベイランスの活用
座長：佐和 章弘（広島国際大学薬学部 医療薬学研究センター）
西岡みどり（国立看護大学校）
炎症性腸疾患の重症度と中心静脈カテーテル関連血流感染（CLABSI）との関連：潰瘍性大腸炎とクローン
病別の検討
石川かおり（兵庫医科大学病院 感染制御部）
5 年間の VAE サーベイランスを振り返る
嶋

雅範（三菱京都病院）

CAUTI 予防のためのカテーテル早期抜去の取り組み
横山映理子（聖路加国際病院 看護部）
手術部位感染サーベイランスにおける過少報告の改善活動：医師と感染管理担当者協働で実践するサー
ベイランスの重要性
小美野

勝（埼玉県済生会栗橋病院）

VAE 患者群と臨床的 VAP 患者群の一致率に関する検討
橋内

伸介（聖路加国際大学聖路加国際病院 救命救急センター）

抗菌薬使用が薬剤感受性に及ぼす効果：Antimicrobial Consumption Improvement Project
福田

治久（九州大学大学院医学研究院 医療経営学分野）

ワークショップ 5

2 月 23 日（土）8：40〜10：10

第 10 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

抗菌薬適正使用をどう進める？感染症専門医がいない施設の取組み
座長：水谷
吉岡

哲（大阪警察病院 感染管理センター）
睦展（宝塚市立病院 薬剤部）

抗菌薬適正使用をどう進める？感染症専門医がいない施設の取組み：臨床検査技師の立場から
大石

貴幸（済生会横浜市東部病院 感染管理対策室）

感染症専門医の不在施設において薬剤師が実践する AS：病棟薬剤師との連携
眞継

賢一（関西電力病院 感染管理室）

抗菌薬適正使用をどう進める？感染症専門医がいない施設の取り組み：特定行為研修を終了した看護師
の立場から
小野寺隆記（洛和会丸太町病院／前 医療法人晋真会ベリタス病院）
石巻赤十字病院におけるカルバペネム系抗菌薬適正使用に向けた取り組み
井上

顕治（石巻赤十字病院）

中小病院の AST 活動。当院における活動内容と課題の検討。
小池

幸全（医療法人社団創進会みつわ台総合病院）

地域ネットワークのパネルディスカッションによる職種別抗菌薬適正使用支援活動の検討
川村

英樹（鹿児島感染制御ネットワーク）

ワークショップ 6

2 月 23 日（土）10：15〜11：45

第 10 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

輸入感染症に対する院内感染対策
座長：加藤
渡邊

康幸（国際医療福祉大学医学部）
浩（久留米大学医学部 感染制御学講座）

耐性菌への対策
早川佳代子（国立国際医療研究センター 国際感染症センター）
発熱患者への対策
馳

亮太（日本赤十字社成田赤十字病院 感染症科）

発疹患者への対策
倭

正也（りんくう総合医療センター 総合内科・感染症内科 兼 感染症センター）

呼吸器症状への対策
関谷

紀貴（がん・感染症センター都立駒込病院 感染制御科 臨床検査科）

旅行後の下痢：疾患と対策
進藤

亜子（東京都立駒込病院 看護部感染症科病棟 看護師長 感染管理認定看護師）

訪日外国人への対策
並木

弥生（国際医療福祉大学三田病院 感染対策室）

ワークショップ 7

2 月 23 日（土）13：10〜15：10

第 10 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

多剤耐性菌アウトブレイク
座長：吉田 正樹（東京慈恵会医科大学 感染制御科）
時松 一成（昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門）
当院における MDRA アウトブレイクの発生状況とその対策について
金井

明子（藤沢市民病院）

ネットワーク内で発生したカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）のアウトブレイクに対する外部
評価と終息への過程
浮村

聡（大阪医科大学附属病院 感染対策室）

1 施設で長期に渡り流行した 2 剤以上耐性緑膿菌の伝播経路推定
窪田

志穂（国立看護大学校 研究課程部 感染管理看護学）

MBL 産生カルバペネム耐性腸内細菌科の院内遠隔水平伝播のアウトブレイク対策
大場雄一郎（大阪急性期・総合医療センター 感染制御室）
カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）のアウトブレイクについての検討
山本

美雪（兵庫県立西宮病院）

バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）の集団発生事例では厳重なトイレ環境の整備も考慮すべきである
安田

雅子（特定医療法人蒼龍会井上病院）

多剤耐性アシネトバクター複数検出事例における感染対策再教育プログラムの実施
有村

尚子（鹿児島大学病院 医療環境安全部感染制御部門）

アウトブレイクで分離された多剤耐性アシネトバクター・バウマニ（MDRA）の病原性解析によるフィー
ドバック
西田

智（帝京大学医学部 微生物学講座）

ビデオセッション 1

2 月 23 日（土）8：40〜9：05

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

座長：川上小夜子（国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター）

ICT が見ておきたい手技：グラム染色 & 血培採取
山本

剛（神戸市立医療センター中央市民病院 臨床検査技術部）

ビデオセッション 2
座長：高橋

2 月 23 日（土）9：05〜9：30

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

俊子（東京女子医科大学八千代医療センター 感染対策室）

ICT が見ておきたい手技：口腔ケア
岸本

裕充（兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座）

ビデオセッション 3
座長：内田

2 月 23 日（土）9：30〜9：55

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

美保（公立小松大学 保健医療学部看護学科）

ICT が見ておきたい手技：中心静脈（CVC）
・末梢挿入型中心静脈カテーテル（PICC）挿入法
竹田

健太（兵庫医科大学 集中治療医学科）

ビデオセッション 4

2 月 23 日（土）10：00〜10：50

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

ICT が見ておきたい手技：創ケア（予防と治療）
座長：小林美奈子（防衛医科大学校病院 医療安全・感染対策部）
手術創感染対策：消化器手術後の陰圧閉鎖療法
内野

基（兵庫医科大学 炎症性腸疾患学講座外科部門）

SSI と陰圧閉鎖療法の実際
田辺亜伊香（防衛医科大学校病院 看護部 認定看護師室）

ビデオセッション 5

2 月 23 日（土）10：50〜11：40

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

ICT が見ておきたい手技：膿瘍ドレナージ、内視鏡的胆道ドレナージ
座長：村上

義昭（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門外科学）

内視鏡的胆道ドレナージ
岩田

恵典（兵庫医科大学 肝胆膵内科）

CT ／超音波下、膿瘍ドレナージ
加古

泰一（兵庫医科大学 放射線医学講座）

ビデオセッション 6（シンポジウム） 2 月 23 日（土）13：10〜14：40

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

ICT が見ておきたい手技：SSI 予防のための術中手技
座長：久保 正二（大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学）
四宮
聡（箕面市立病院 感染制御部）
SSI 予防のための術中手技：消化管外科医の立場から
畑

啓昭（国立病院機構京都医療センター 外科・感染制御部）

整形外科的な視点から
山田

浩司（関東労災病院 整形外科・脊椎外科）

動画で考える消化器外科手術における SSI 予防
清水

潤三（大阪労災病院 肝胆膵外科）

委員会企画 1：医療環境委員会企画（シンポジウム）
2 月 22 日（金）13：30〜15：00

第 1 会場（神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール）

医療環境について考えよう
座長：吉田眞紀子（東北大学大学院 感染制御・検査診断学）
相野田祐介（東京都立松沢病院 感染症科）
医療環境とは
坂本

史衣（聖路加国際病院 QI センター 感染管理室）

JCI から学ぶ医療環境の評価と改善
古谷

直子（亀田総合病院 地域感染症疫学・予防センター）

医療環境と感染症
関谷

紀貴（がん・感染症センター都立駒込病院 感染制御科 臨床検査科）

空調用語の基礎知識
岡

幸彦（アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー EPS 事業推進室）

カビについて知ろう：医療環境にみるカビを中心に
高鳥

浩介（NPO 法人カビ相談センター）

委員会企画 2：教育委員会講習会
2 月 22 日（金）16：50〜18：50

第 1 会場（神戸国際展示場 2 号館 1F コンベンションホール）

Joint Commission International（JCI）における感染の予防と管理を学ぼう
座長：貫井 陽子（東京医科歯科大学医学部附属病院 感染制御部）
荒木 弥生（東邦大学医療センター大森病院 看護部）
JCI 国際病院認証を取得すると、医療施設はどう変わるのか？
堀

賢（順天堂大学大学院医学研究科 感染制御科学）

JCI が病院に求める感染対策とは
坂本

史衣（聖路加国際病院 QI センター）

感染制御を専門とする薬剤師に求められる対応と取り組み
舟越

亮寛（医療法人鉄蕉会亀田総合病院 薬剤管理部）

ICMT に求められる対応や取り組み
三澤

成毅（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

まとめ
森兼

啓太（山形大学医学部附属病院 検査部）

委員会企画 3：多剤耐性菌感染制御委員会企画（シンポジウム）
2 月 22 日（金）9：00〜10：30

第 5 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 C）

迅速な薬剤耐性菌対策につなげるための基礎を構築する
座長：飯沼
栁原

由嗣（金沢医科大学 臨床感染症学）
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）

微生物の基本を知る：耐性はどうして広がりやすいのか？
金子

幸弘（大阪市立大学大学院医学研究科 細菌学）

薬剤耐性菌対策で気を配るべき場所・場面
渡邉都貴子（山陽学園大学 看護学部）
速やかな情報共有と行動のためには？
菅野みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
薬剤耐性菌検出面から貢献できること
森永

芳智（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学）

委員会企画 4：国際委員会企画（シンポジウム）
2 月 22 日（金）16：55〜18：25

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

APIC とのジョイントプログラム消毒と滅菌に関する最新の知見と課題

同時通訳

座長：満田 年宏（東京女子医科大学 総合感染症・感染制御部 感染制御科）
操
華子（静岡県立大学 看護学部）
イントロダクション：国際委員会の歩みと今後の展望
笠原

敬（奈良県立医科大学 感染症センター）

Disinfection and sterilizaton：what's new ？ 消毒と滅菌における最新のトピックス
William A. Rutala（Director,

Statewide Program for Infection Control and Epidemiology and Research

Professor of Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA）

日米における消毒・滅菌の現状と課題
金森

肇（東北大学病院 総合感染症科）

委員会企画 5：編集委員会企画（Meet the expert）
2 月 22 日（金）15：05〜16：05

座長：長谷川直樹（慶應義塾大学医学部 感染制御センター）

臨床研究・論文作成
藤田

Handy tips：仮説設定から解析まで

烈（帝京大学医学部 臨床研究医学講座）

第 10 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

委員会企画 6：災害時感染制御検討委員会企画（パネルディスカッション）
2 月 23 日（土）10：10〜11：50

第 3 会場（神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室）

緊急報告：西日本豪雨災害における感染制御支援活動を振り返る
熊本地震の経験は活かされたか？
座長：櫻井
緒方

滋（岩手医科大学附属病院 医療安全管理部 感染症対策室）
剛（茨城県竜ケ崎保健所長 兼 土浦保健所長）

災害時医療支援の全体像：熊本地震およびこれからの大規模災害における医療支援体制
高山

和郎（東京大学医学部附属病院 薬剤部）

DHEAT 活動の成果と地域の ICT との連携：わが国初の派遣を振り返って
宗

陽子（長崎県県南保健所）

西日本豪雨災害における感染症対策活動と課題
大毛

宏喜（広島大学病院 感染制御部）

被災地の感染制御支援活動と課題：熊本での経験と被災地との連携
泉川

公一（長崎大学病院 感染制御教育センター／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野）

日本環境感染学会の災害支援の実情と今後：DICT として活動するために
菅原えりさ（東京医療保健大学大学院 感染制御学）
追加発言
川口

辰哉（熊本保健科学大学 保健科学部医学検査学科）

委員会企画 7：ワクチン委員会企画（パネルディスカッション）
2 月 23 日（土）13：10〜15：10

第 7 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽）

医療関係者のためのワクチンガイドライン改訂版作成コンセンサスミーティング
座長：岩田
三鴨

敏（国立がん研究センター中央病院 感染症部）
廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学）

麻疹、風疹、ムンプス、水痘・帯状疱疹
多屋

馨子（国立感染症研究所 感染症疫学センター）

B 型肝炎
金井信一郎（信州大学医学部附属病院 感染制御室）
帯状疱疹
三鴨

廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科 臨床感染症学／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）

百日咳含有ワクチン
岡田

賢司（福岡看護大学／福岡歯科大学医科歯科総合病院 予防接種センター）

委員会企画 8：JHAIS 委員会企画（シンポジウム）
2 月 23 日（土）8：40〜10：10

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

半端ない日本のサーベイランスの話をしよう
座長：針原
康（NTT 東日本関東病院）
高野八百子（慶應義塾大学病院 感染制御部 外科）
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）

デバイスサーベイランス報告（ICU，一般病棟部門）
藤田

烈（帝京大学臨床研究センター）

デバイスサーベイランス報告（NICU 部門）
坂木

晴世（独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 看護部）

SSI 事例判定
清水

潤三（大阪労災病院 肝胆膵外科）

VAE 事例判定
渡邉都貴子（山陽学園大学 看護学部）
BSI 事例判定
柴谷

涼子（独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院 看護部）

UTI 事例判定
縣

智香子（NTT 東日本関東病院 感染対策推進室）

ジョイント企画 1：救急医学会合同企画（シンポジウム）
2 月 22 日（金）9：00〜10：30

第 3 会場（神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室）

救急外来部門における感染対策
座長：志馬 伸朗（広島大学大学院 救急集中治療医学）
佐々木淳一（慶應義塾大学医学部 救急医学）
日本救急医学会「救急外来部門における感染対策検討委員会（JAAM-ERIC）」における 5 学会合同 WG で
の検討の経緯
佐々木淳一（慶應義塾大学医学部 救急医学）
5 学会合同委員会作成
椎野

救急外来部門における感染対策チェックリストについて

泰和（川崎医科大学 救急医学／日本救急医学会 救急外来部門における感染対策検討委員会）

「救急外来部門における感染対策」救急外来部門における感染対策チェックリスト（ハード面）について
藤田

昌久（日本医科大学付属病院 医療安全管理部 感染制御室）

「救急外来部門における感染対策」救急外来部門における感染対策チェックリスト（ソフト面）について
鍋谷

佳子（大阪大学医学部附属病院 看護部）

ジョイント企画 2：外科感染症学会合同企画（シンポジウム）
2 月 22 日（金）15：05〜16：35

第 3 会場（神戸国際展示場 2 号館 3F 3A 会議室）

消化器外科 SSI 予防のための周術期管理ガイドライン 2018
座長：大久保 憲（医療法人平岩病院院長）
渋谷 智恵（日本看護協会看護研修学校認定看護師教育課程）
日本外科感染症学会「消化器外科 SSI 予防のための周術期感染ガイドライン」作成方針について
大毛

宏喜（消化器外科 SSI 予防のための周術期感染ガイドライン作成ワーキンググループ）

術前栄養管理のポイント
山下

千鶴（藤田医科大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座）

術前除毛の正しい方法教えます
清水

潤三（大阪労災病院 肝胆膵外科／日本外科感染症学会消化器外科SSI予防のための周術期管理ガイドライン作成ワーキンググループ）

スクラブ法 vs ラビング法
北川

本当はどっち？

雄一（国立長寿医療研究センター 医療安全推進部 感染管理室）

消化器外科 SSI 予防のための周術期管理ガイドライン 2018：手袋・器械交換・術野洗浄のエビデンス
内野

基（兵庫医科大学 炎症性腸疾患学講座外科部門）

SSI 予防のための ERAS の効果的な活用法
土師

誠二（蘇生会総合病院 外科）

術中・術後全身管理を極める
小林

求（岡山大学病院 麻酔科蘇生科 周術期管理センター）

総括発言
吉田

理香（東京医療保健大学大学院医療保健学研究科 感染制御学）

ジョイント企画 3：精神科領域の感染制御を考える会合同企画（特別講演）
2 月 22 日（金）17：30〜18：30

座長：下野

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

信行（九州大学病院 グローバル感染症センター）

精神科病院における感染対策の特殊性
糠信

憲明（広島国際大学 看護学部／一般社団法人精神科領域の感染制御を考える会）

ジョイント企画 4：職業感染制御研究会合同企画（シンポジウム）
2 月 22 日（金）13：30〜15：00

第 7 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 和楽）

人獣共通感染症と職業感染
座長：國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）
吉川 泰弘（岡山理科大学獣医学部 学部長）
重症熱性血小板減少症候群（ダニなど）
西條

政幸（国立感染症研究所 ウイルス第一部）

E 型肝炎（生シカ肉
四柳

豚肉など）

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）

ウイルス性出血熱の職業曝露
忽那

賢志（国立国際医療研究センター 国際感染症センター 国際感染症対策室）

ジョイント企画 5：私立医科大学病院感染対策推進会議・協議会合同企画
2 月 22 日（金）13：30〜14：30

第 12 会場（神戸国際会議場 5F 502）

どうしてる？私大病院における耐性菌対策
座長：中澤

靖（東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部）

ベンチマークデータから見えてきた耐性菌制御の方針
藤田

烈（帝京大学医学部 臨床研究医学講座 臨床試験学専攻／帝京大学臨床研究センター／帝京大学医学部附属病院
感染制御部）

私大抗菌薬適正使用と薬剤師の取り組みについて
山田

智之（私立医科大学病院感染対策協議会 薬剤師部会）

アウトブレイク発生時のフローチャートと資料作成のツールについて
中村貴枝子（私立医科大学病院感染対策協議会 看護師部会）

Top10 ペーパー 1

2 月 22 日（金）13：30〜14：30

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

Top Ten Papers Series 1
座長：飯沼

由嗣（金沢医科大学 臨床感染症学）

Top Ten Papers Series 1 前半
満田

年宏（東京女子医科大学 総合感染症・感染制御部 感染制御科）

Top Ten Papers Series 1 後半
早川佳代子（国立国際医療研究センター 国際感染症センター）

Top10 ペーパー 2

2 月 23 日（土）13：10〜14：10

第 4 会場（神戸ポートピアホテル 南館 1F 大輪田 A+B）

Top Ten Papers Series 2
座長：迎

寛（長崎大学医学部 第二内科）

Top Ten Papers Series 2 前半
森兼

啓太（山形大学医学部附属病院 検査部）

Top Ten Papers Series 2 後半
本田

仁（多摩総合医療センター 感染症科）

Keynote lecture 1
座長：谷村

2 月 22 日（金）9：05〜9：30

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

久美（国立病院機構沖縄病院）

環境整備の意義と今後の展望
笹原

鉄平（自治医科大学医学部 感染免疫学講座）

Keynote lecture 2
座長：高階

2 月 22 日（金）9：30〜9：55

雅紀（大阪大学大学院医学系研究科 麻酔集中治療医学講座）

単回使用機器（SUD）の再製造の展望と課題
大久保

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

憲（医療法人平岩病院／東京医療保健大学 名誉教授）

Keynote lecture 3

2 月 22 日（金）9：55〜10：20

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

座長：萬井美貴子（医療法人社団顕鐘会神戸百年記念病院 看護部長室）

「透析室の感染対策」透析室で集団治療が行われるリスクについて
帯金

里美（純正会名古屋市立緑市民病院 医療安全管理室）

Keynote lecture 4
座長：加來

2 月 22 日（金）10：25〜10：50

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

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）

農薬による薬剤耐性真菌の増加が臨床へ与えるインパクト：輸入農産物を介した薬剤耐性アス
ペルギルスの世界的拡散
田代

将人（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症学分野／長崎大学病院 感染制御教育センター）

Keynote lecture 5
座長：中村

2 月 22 日（金）10：50〜11：15

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

竜也（京都橘大学健康科学部 臨床検査学科）

耐性菌サーベイランスを活かすラウンド法
河村

一郎（大阪国際がんセンター）

Keynote lecture 6
座長：矢野

2 月 22 日（金）11：15〜11：40

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

邦夫（浜松医療センター 感染症内科）

当院における抗菌薬適正使用支援 Antimicrobial Stewardship（AS）以外の AMR アクション
プランの実践について
築地

淳（横浜市立大学附属市民総合医療センター 感染制御部）

Keynote lecture 7
座長：戸塚

2 月 22 日（金）11：40〜12：05

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

恭一（東京女子医科大学）

抗菌薬適正使用と多職種チームワーク Team STEPPS の活用
中澤

靖（東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部）

Keynote lecture 8
座長：北原

2 月 22 日（金）13：30〜13：55

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

隆志（山口大学大学院医学系研究科 臨床薬理学講座）

AMR 対策における薬局薬剤師の対応
宮﨑長一郎（日本薬剤師会）

Keynote lecture 9
座長：白石

2 月 22 日（金）13：55〜14：20

正（日新薬品株式会社）

見直そう輸液調製：感染管理の視点から
中川

博雄（長崎大学病院 安全管理部）

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

Keynote lecture 10
座長：丹羽

2 月 22 日（金）14：20〜14：45

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

隆（岐阜大学医学部附属病院 薬剤部）

標準的な抗菌薬使用量の調査方法とその評価
村木

優一（京都薬科大学 臨床薬剤疫学分野）

Keynote lecture 11
座長：赤木

2 月 22 日（金）14：50〜15：15

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

真治（マツダ病院 外科）

術後感染予防抗菌薬の適正使用
小林美奈子（防衛医科大学校 医療安全・感染対策部）

Keynote lecture 12
座長：金子

2 月 22 日（金）15：15〜15：40

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

明寛（東海大学医学部 外科系口腔外科）

歯科治療における心内膜炎予防
浮村

聡（大阪医科大学 内科学 3 総合診療科／大阪医科大学附属病院 感染対策室）

Keynote lecture 13
座長：宮﨑

2 月 22 日（金）15：40〜16：05

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

義継（国立感染症研究所 真菌部）

カンジダ血症マネージメント
時松

一成（昭和大学医学部 内科学講座臨床感染症学部門）

Keynote lecture 14
座長：森屋

2 月 22 日（金）16：10〜16：35

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

恭爾（東京大学大学院医学系研究科 感染制御学）

B 型肝炎：今後の課題
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）

Keynote lecture 15
座長：松永

2 月 22 日（金）16：35〜17：00

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

直久（帝京大学医学部附属病院 感染制御部）

キャラクターで学ぶ細菌学
金子

幸弘（大阪市立大学大学院医学研究科 細菌学／大阪市立大学大学院医学研究科 感染症科学研究センター）

Keynote lecture 16
座長：柚木

2 月 22 日（金）17：00〜17：25

靖弘（川崎医科大学 心臓血管外科）

糖尿病と感染症
松谷

聡（兵庫医科大学 内科学糖尿病・内分泌・代謝科）

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

Keynote lecture 17

2 月 23 日（土）9：35〜10：00

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

座長：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）

手指衛生と手荒れ防止対策
高山かおる（済生会川口総合病院 皮膚科）

Keynote lecture 18
座長：吉田

2 月 23 日（土）10：00〜10：25

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

正樹（東京慈恵会医科大学附属病院 感染制御部）

病院再整備（増改築）時の感染対策
岡山

昭彦（宮崎大学医学部附属病院 感染制御部）

Keynote lecture 19
座長：吉田

2 月 23 日（土）10：25〜10：50

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

理香（東京医療保健大学大学院医療保健学研究科 感染制御学）

病院における water hygiene 管理
中村

造（東京医科大学病院 感染制御部／ Liverpool School of Tropical Medicine）

Keynote lecture 20
座長：岩崎

2 月 23 日（土）10：55〜11：20

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

博道（福井大学医学部附属病院 感染制御部）

医療関連感染症を制御する病院建築
堀

賢（順天堂大学大学院医学研究科 感染制御科学）

Keynote lecture 21
座長：山本

2 月 23 日（土）11：20〜11：45

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

新吾（兵庫医科大学 泌尿器科・腎移植センター）

今問題となっている性感染症：梅毒
荒川

創一（三田市民病院）

Keynote lecture 22
座長：草野

2 月 23 日（土）13：10〜13：35

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

展周（岡山大学病院 感染症内科）

新しい微生物検査：TOF-MS，遺伝子検査
渡

智久（旭川医科大学 微生物学講座）

Keynote lecture 23
座長：吉澤

2 月 23 日（土）13：35〜14：00

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

定子（東邦大学医学部 臨床研究支援センター／微生物・感染症学講座）

C. difficile 感染症に対する新しい治療法：糞便微生物移植法（便移植）を中心に
水野

慎大（慶應義塾大学医学部内科学（消化器））

Keynote lecture 24
座長：尾家

2 月 23 日（土）14：00〜14：25

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

重治（山陽小野田市立山口東京理科大学 薬学部）

消毒薬を科学する：現場でかしこく使うために
山崎

伸吾（千葉大学医学部附属病院 薬剤部）

Keynote lecture 25
座長：大西

2 月 23 日（土）14：25〜14：50

第 6 会場（神戸ポートピアホテル 本館 B1F 偕楽）

健児（荏原病院 感染症内科）

動画を活用したクリーンハンドキャンペーン
一木

薫（兵庫医科大学病院 感染制御部）

Keynote lecture 26
座長：大石

2 月 23 日（土）11：20〜11：45

第 8 会場（神戸国際会議場 1F メインホール）

和徳（国立感染症研究所）

耐性菌の生き残り戦略とその対抗手段
石井

良和（東邦大学医学部 微生物・感染症学講座）

Meet the expert 1

2 月 22 日（金）16：20〜17：20

第 2 会場（神戸国際展示場 2 号館 2F 2A 会議室）

病院で第三世代経口セフェムの採用は必要か
座長：松本

哲哉（国際医療福祉大学医学部 感染症学講座）

病院で第三世代経口セフェムの採用は必要か（Pros）
中浜

力（中浜医院）

病院で第三世代経口セフェムの採用は必要か（Cons）
朝野

和典（大阪大学医学部附属病院 感染制御部）

Meet the expert 2
座長：木津

2 月 22 日（金）9：00〜10：00

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

純子（特定非営利活動法人薬学共用試験センター）

TDM のピットフォール
小林

昌宏（北里大学薬学部）

Meet the expert 3
座長：李

2 月 22 日（金）11：10〜12：10

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

宗子（日本感染管理ネットワーク）

病院清掃のエビデンスとプラクティス
四宮

聡（箕面市立病院 感染制御部）

Meet the expert 4
座長：内野

2 月 22 日（金）13：30〜14：30

基（兵庫医科大学 炎症性腸疾患学外科）

消化器外科領域における周術期腹腔ドレーン管理
上村健一郎（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 外科学）

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

Meet the expert 5
座長：操

2 月 22 日（金）15：45〜16：45

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

華子（静岡県立大学 看護学部）

CDC ガイドライン：環境制御
矢野

邦夫（浜松医療センター 感染症内科）

Meet the expert 6
座長：黒須

2 月 22 日（金）16：10〜17：10

第 10 会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

一見（国立国際医療研究センター 国際医療協力局）

HIV 感染症の対応
下司

有加（独立行政法人国立病院機構神戸医療センター）

Meet the expert 7
座長：小林

2 月 23 日（土）8：40〜9：40

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

敦子（宝塚市立病院 感染対策室）

敗血症のマネージメント
志馬

伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 救急集中治療医学）

Meet the expert 8
座長：藤田

2 月 23 日（土）9：40〜10：40

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

崇宏（北海道がんセンター 感染症内科）

微生物検査による感染症診断：興味ある症例
清祐麻紀子（九州大学病院 検査部）

Meet the expert 9
座長：倉井

2 月 23 日（土）10：40〜11：40

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

華子（静岡県立静岡がんセンター 感染症内科）

それで良いのか血液培養ラウンド
幸福

知己（一般財団法人住友病院 臨床検査技術科）

Meet the expert 10
座長：大石

2 月 23 日（土）13：10〜14：10

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

智洋（川崎医科大学 小児科学教室院内感染対策室）

細菌性髄膜炎の診断と治療
矢野

晴美（国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター・感染症学）

Meet the expert 11

2 月 23 日（土）14：10〜15：10

第 9 会場（神戸国際会議場 3F 国際会議室）

ESBL 産生菌による菌血症に対するカルバペネム以外の抗菌薬選択
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）

pros：カルバペネム以外の抗菌薬も使用可能
松村

康史（京都大学医学部附属病院 検査部・感染制御部）

cons：カルバペネムを選択すべき
山岸

由佳（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）

pros vs cons

