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【　】･･･座長

ポスター 
発表

シンポジウム 3
今，求められている微生物

検査の精度保証とは
樋口 武史/大隈 雅紀/ 
佐藤 智明/村田 正太/ 

伏脇 猛司
【高橋 俊司/樋口 武史】

パネルディスカッション 2
血液培養を極める

加地 大樹/上地 幸平/ 
森田 未香/福田 修/ 

口広 智一
【大城 健哉/細川 直登】

評議員会

会務総会

総会長・副総会長企画
最新迅速診断機器総覧

（臨床微生物迅速診断研
究会合同シンポジウム）
砂山 智子/佐々木 泰治/ 

岩浪 哲/横山 僚/ 
土屋 滋夫/曽家 義博/ 

松山 由美子/木部 雄介/ 
杉山 雅英/佐々木 智/ 
田島 久大/熊井 広哉

【飯沼 由嗣/小森 敏明】

共催シンポジウム
Clostridioides difficile
感染症（CDI）の診断・

治療・感染制御
矢部 信成/山岸 由佳/ 
松元 一明/國島 広之

【三鴨 廣繁/栁原 克紀】
アステラス製薬（株）

教育講演 3
栁原 克紀　【前﨑 繁文】

教育講演 4
八木 哲也　【草野 展周】

教育講演 5
望月 隆　【泉川 公一】

教育講演 6
荒川 宜親　【柳沢 英二】

教育講演 7
岡本 成史　【川上 小夜子】

教育セミナー 11
大曲 貴夫

【大塚 喜人】
ベックマン・コールター（株）

招請講演
三木 猛生

【賀来 満夫】

特別講演 2
菅井 基行

【岩田 敏】

パネルディスカッション 3
TOF-MS を極める 

（同定以上の活用）
中野 哲志/原 祐樹/ 
松村 充/中村 彰宏/ 
久保 裕美/山崎 伸二

【小松 方/大沼 健一郎】

教育セミナー 12
具 芳明

【荒川 宜親】
日水製薬（株）

教育セミナー 19
宮良 高維

【山本 善裕】
極東製薬工業（株）

教育セミナー 13
森本 耕三

【長沢 光章】
東ソー（株）

教育セミナー 20
石黒 信久

【金光 敬二】
富士フイルム（株）/ 

富士フイルムメディカル（株）

教育セミナー 14
八木 哲也

【村上 啓雄】
塩野義製薬（株）

教育セミナー 21
伏脇 猛司

【三澤 成毅】
東洋紡（株）

教育セミナー 9
石井 良和

【舘田 一博】
第一三共（株）

教育セミナー 15 
（海外招請講演 2）

Patrick R. Murray
【賀来 満夫】

日本ベクトン・ディッキンソン（株）

パネルディスカッション 4
GNR 耐性菌検査法を 

極める
長野 則之/坂梨 大輔/ 
中野 竜一/口広 智一/ 

上地 幸平
【矢野 寿一/中村 竜也】

情報交換会 情報交換会

教育セミナー 10
瀬川 雄司

栄研化学（株）

シンポジウム 4
どうやって次世代臨床微

生物検査技師を 
育成するか

大瀧 博文/河内 誠/ 
藤本 文恵/須田 那津美

【舟橋 恵二/静野 健一】

特別企画 1
日常ルチン業務が 100 倍
楽しくなる研究シーズの

見つけ方・育て方
下坂 寿希/丹野 大樹/ 
小坂 駿介/赤松 紀彦/ 

坂井 優喜子
【長尾 美紀/吉田 敦】

教育セミナー 16
森永 芳智

【一山 智】
ブルカージャパン（株）

日韓（JSCM-KSCM）
ジョイントシンポジウム
日本と韓国における薬剤耐性菌
（Drug resistant bacteria 

in Japan and Korea）
Kouji Kimura/ 

Jeong Su Park/ 
Shizuo Kayama/ 
Young Jin Kim

【Takashi Takahashi/
Chulhun Chang】

優秀演題セッション 1
EP-01～EP-06

【松本 哲哉/板羽 秀之】

優秀演題セッション 2
EP-07～EP-12

【金光 敬二/長野 則之】

優秀演題セッション 3
EP-13～EP-19

【藤本 修平/山口 育男】

教育セミナー 17
松本 哲哉

【二木 芳人】
MSD（株）

Motivational 
session

主治医を感激させた 
シリーズ

宇野 俊介/松尾 裕央
【山本 剛/佐々木 雅一】

日本感染症学会 
合同シンポジウム

Case-based research 
oriented Seminar

（CABROS）
症例 1：吉田 志緒美
解説 1：御手洗 聡
症例 2：細谷 聡史
解説 2：忽那 賢志

【舘田 一博/三鴨 廣繁】

日本環境感染学会合同
シンポジウム
耐性菌を学び， 
耐性菌に備える 

―グラム陽性菌を中心に―
金子 幸弘/日暮 芳己/ 
北川 大輔/八木 哲也

【髙橋 聡/栁原 克紀】

教育セミナー 18
清祐 麻紀子/中村 竜也

【長尾 美紀】
ビオメリュー・ジャパン（株）

Meet the expert 4
山田 幸司　【永沢 善三】

Meet the expert 5
渡邉 秀裕　【藤田 直久】

Meet the expert 6
鈴木 匡弘　【西山 宏幸】

特別企画 2
感染症の病態を基本的な

臨床検査から読む 
R-CPC

　　　座長：松本 剛
座長兼解説者：本田 孝行
　　　討論者：和久田 光毅

椎木 創一
米谷 正太

真菌の 
部屋

企画者： 
槇村 浩一

寄生虫の 
部屋

企画者： 
春木 宏介
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グラム陽性菌1 ワンヘルス 症例（細菌）5
グラム陽性菌2 迅速同定検査1 症例（細菌）6
グラム陽性菌3 迅速同定検査2 症例（真菌，ウイルス）1 システム・感染制御2
グラム陰性菌 疫学・サーベイランス 症例（真菌，ウイルス）2 Oversea1

カルバペネム耐性菌 症例（細菌）1 症例（真菌，ウイルス）3 Oversea2
抗酸菌 症例（細菌）2 培養・薬剤感受性検査1 Oversea3
迅速検査 症例（細菌）3 培養・薬剤感受性検査2
血液培養 症例（細菌）4 システム・感染制御1

P-001～P-163

企業展示

一般演題（口演）17
症例（細菌）1

O2-001～O2-006
【堀井 俊伸/安田 満】

一般演題（口演）18
症例（細菌）2

O2-007～O2-012
【時松 一成/山本 正樹】

一般演題（口演）19
症例（細菌）3

O2-013～O2-018
【宮地 勇人/高山 陽子】

一般演題（口演）20
症例（細菌）4

O2-019～O2-024
【吉澤 定子/笠原 敬】

一般演題（口演）21
症例（細菌）5

O2-025～O2-030
【水野 秀一/萱場 広之】

一般演題（口演）22
ウイルス，非定型菌

O2-031～O2-034
【黒川 幸徳/品川 雅明】

一般演題（口演）23
症例（真菌）1

O2-035～O2-040
【掛屋 弘/吉田 耕一郎】

一般演題（口演）24
症例（真菌）2

O2-041～O2-047
【亀井 克彦/平松 和史】

一般演題（口演）25
ワンヘルス 1

O2-048～O2-053
【大楠 清文/藤田 崇宏】

一般演題（口演）26
ワンヘルス 2

O2-054～O2-058
【上原 由紀/佐藤 智明】

一般演題（口演）27
抗酸菌 1

O2-059～O2-064
【御手洗 聡/関 雅文】

一般演題（口演）28
抗酸菌 2

O2-065～O2-070
【正木 孝幸/大栁 忠智】

一般演題（口演）29
抗酸菌 3

O2-071～O2-075
【伏脇 猛司/宮良 高維】

一般演題（口演）30
遺伝子検査 3

O2-076～O2-081
【仁井見 英樹/木場 由美子】

一般演題（口演）31
遺伝子検査 4

O2-082～O2-087
【竹村 弘/渡 智久】

一般演題（口演）32
ESBL，腸内細菌科 1

O2-088～O2-093
【矢野 寿一/山田 友紀】

一般演題（口演）33
ESBL，腸内細菌科 2

O2-094～O2-098
【青木 弘太郎/西 功】

一般演題（口演）34
ESBL，腸内細菌科 3

O2-099～O2-103
【中村 彰宏/大瀧 博文】

開設時間のご案内
総合受付 石川県立音楽堂 1F 7：30～17：30

クローク 石川県立音楽堂 7：30～18：30
ホテル日航金沢 7：30～20：30

本部 石川県立音楽堂 B1F

9：00～10：30

10：30～12：00

12：15～13：15

13：30～14：00

14：15～15：45

15：45～17：15

9：00～9：30

9：35～10：05

10：10～10：40

10：45～11：15

11：20～11：50

12：15～13：15

14：15～14：55

14：55～15：35

15：45～17：15

9：00～10：00

10：00～11：00

11：00～12：00

12：15～13：15

14：15～15：15

15：15～16：15

16：30～17：20

9：00～9：40

9：40～10：40

10：40～11：50

12：15～13：15

14：15～15：15

15：15～16：05

16：30～17：20

9：00～10：00

10：00～11：00

11：00～11：50

12：15～13：15

14：15～15：15

15：15～16：15

16：30～17：20

7：50～8：40

9：00～10：00

10：00～10：50

10：50～11：40

12：15～13：15

14：15～15：45

18：30～20：00 18：30～20：00

7：50～8：40

9：00～10：30

10：30～12：00

12：15～13：15

14：15～15：45

9：00～10：00

10：00～11：00

11：00～12：10

12：15～13：15

14：15～15：45

9：00～10：30

10：30～12：00

12：15～13：15

14：15～14：45

14：45～15：15

15：15～15：45

16：25～17：55

9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～18：00 9：00～16：00

16：00～18：00

9：00～18：00


