
第 36 回日本環境感染学会総会・学術集会 動画配信内容一覧 

 

＜特別講演 1＞  

・単回使用医療機器（SUD）の再製造 

演者：大久保 憲（医療法人幸寿会平岩病院） 

 

＜特別講演 2＞  

・ウイルス性肝炎の制御 

演者：四柳 宏（東京大学医科学研究所附属病院） 

 

＜教育講演 1＞  

・COVID-19 ワクチン 

演者：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 

演者：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＞  

・新型コロナウイルス感染症 

演者：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 

演者：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） 

・総合討論 

 

＜教育講演 7＞  

・手術時の感染対策 

演者：満田 年宏（東京女子医科大学 感染制御科） 

 

＜教育講演 8＞  

・微生物学から見た感染制御 

演者：斧 康雄（帝京平成大学健康メディカル学部 医療科学科／ 

帝京大学医学部 微生物学講座） 

 

＜教育講演 11＞  

・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 

演者：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 

演者：鸙野 美奈子（仁和会総合病院） 

 

 



＜教育講演 19＞  

・COVID-19 時代における周産期（新生児）の感染制御  

演者：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 25＞  

・JANIS から見た院内感染対策 薬剤耐性菌を中心に 

演者：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＞  

・Ｂ型肝炎ワクチンの疑問に答える 

演者：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 28＞  

・COVID-19 アウトブレイクから学ぶ感染対策 

演者：矢野 邦夫（浜松医療センター） 

・COVID-19 とイベルメクチン 

演者：花木 秀明 （（学）北里研究所 北里大学大村智記念研究所） 

 

＜シンポジウム 1＞ COVID-19 から医療者をまもる 

・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 

演者：國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座） 

・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 

演者：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」） 

・職員の発熱時にどうするか 

演者：菅野 みゆき（東京慈恵会医科大学附属柏病院） 

・COVID-19 クラスターからの職員の守り方 

演者：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 5＞ 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  

・感染症危機管理におけるリスク・コミュニケーション 

演者：中島 一敏（大東文化大学） 

・東京 2020 大会とワクチン後の社会作りに向けて 

演者：和田 耕治（国際医療福祉大学医学部 公衆衛生学） 

・新興感染症対策における自治体行政との連携 

演者：高山 義浩（沖縄県立中部病院） 

・基幹病院・大学病院からの情報発信 

演者：掛屋 弘（大阪市立大学大学院 医学研究科 臨床感染制御学） 

 

 



＜シンポジウム 11＞ 感染制御に有用な実践的薬学～From bench to bed, from bed to bench～ 

・ダプトマイシンの投与設計 

演者：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） 

・ST 合剤とリファンピシン投与の考え方 

演者：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） 

・カルバペネム系薬は本当に切り札だけの使用で良いか 

演者；浦上 宗治（佐賀大学医学部附属病院 感染制御部） 

・セフトロザン/タゾバクタムの選択  

演者：鈴木 博也（東北大学病院 薬剤部／東北大学病院 感染管理室） 

 

＜シンポジウム 12＞ 洗浄・消毒・滅菌を極める 

・器材の洗浄 

演者：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） 

・歯科領域の器材管理 

演者：畑 了子（北海道医療大学 歯科クリニック 看護部） 

・洗浄･滅菌分野の課題と対策 

演者：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） 

 

＜ワークショップ 1＞ 建築・改築における ICT の役割（COVID-19 対策も含む） 

・感染制御リスクアセスメントと ICD の役割 

演者：堀 賢（順天堂大学 大学院医学研究科感染制御科学） 

・感染管理における設計者・施工者の役割 

演者：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） 

 

＜パネルディスカッション 1＞ 薬剤耐性菌の接触感染対策は退院時まで続けるべきか  

・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− 

演者：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） 

・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− 

演者：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） 

・薬剤耐性菌の接触感染対策は退院時まで続けるべきか 

ディスカッサント：森 美菜子（広島大学病院 感染制御部） 

 ディスカッサント：四宮 聡（箕面市立病院 感染制御部） 

・総合討論 

 

 

 



＜会長企画：Expert が斬る 9＞  

・竹末芳生がカンジダ血症を斬る 

演者：竹末 芳生（常滑市民病院） 

・槇村浩一が Candida auris を斬る 

演者：槇村 浩一（帝京大学 医真菌研究センター） 

 

＜委員会企画 1＞【JHAIS 委員会】あつまれ サーベイランスの森 

 ・SSI サーベイランス報告 

演者：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① ICU・一般病棟部門 

演者：藤田 烈（国際医療福祉大学 未来研究支援センター） 

・デバイスサーベイランス報告② NICU 部門 

演者：坂木 晴世（国際医療福祉大学大学院） 

・事例判定 SSI 

演者：赤木 真治（マツダ病院 外科） 

・事例判定 CLABSI      

演者：四宮 聡（箕面市立病院 感染制御部） 

演者：窪田 志穂（国立国際医療研究センター 院内感染管理室） 

 ・事例判定 CAUTI 

演者：縣 智香子（NTT 東日本関東病院 感染対策推進室） 

演者：窪田 志穂（国立国際医療研究センター 院内感染管理室） 

 ・総合討論 

 

＜委員会企画 2＞【消毒薬評価委員会】環境消毒薬の評価指針 

・本邦における消毒薬有効性評価基準標準化の必要性 

演者：和田 祐爾（丸石製薬株式会社 学術情報部） 

・諸外国における評価方法・基準 

演者：梶浦 工（吉田製薬株式会社 研究開発本部） 

・「環境消毒薬の評価指針 2020」を活用してみて 

演者：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） 

・【消毒薬評価委員会】環境消毒薬の評価指針 

特別発言：大久保 憲（医療法人幸寿会平岩病院） 

 

＜委員会企画 4＞【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 

・Vaccine Rollout in Japan: Progress, Current Challenges and Future Directions 

演者：坂本 史衣（聖路加国際病院 QI センター 感染管理室） 

 ・COVID-19 Vaccination Experience in the United States 

演者：Ann Marie Pettis（University of Rochester Medicine／Highland Hospital） 

・総合討論 



＜委員会企画 5＞【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 

・The caveats for infection control practice for COVID-19 

演者：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） 

・Antimicrobial Stewardship and COVID-19 

演者：Michael P. Stevens（Virginia Commonwealth University School of Medicine） 

・Environmental infection prevention against COVID-19 in healthcare settings 

演者：Deverick J.Anderson（Duke Center for Antimicrobial Stewardship and Infection   

Prevention） 

・総合討論 

 

＜機構専門医講習 1＞  

・感染症の裁判事例から学ぶ医の倫理 

演者：桑原 博道（仁邦法律事務所） 


