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 8：50～9：00  開会挨拶
 9：00～9：50

一般演題 1
O1-1-1～O1-1-5

新型コロナウイルス感染症 1
座長：谷口 清州、谷　 英樹

 9：00～10：00
一般演題 2

O1-2-1～O1-2-6

呼吸器ウイルス感染症・麻疹
座長：堤　 裕幸、河島 尚志

 9：00～10：00
一般演題 3

O1-3-1～O1-3-6

胃腸炎ウイルス・抗ウイルス薬
座長：片山 和彦、景山 誠二

10：10～11：40
シンポジウム 1
S1-1～ S1-4

ワクチンで予防可能な
ウイルス感染症の今

座長：西村 直子、竹田 　誠　
シンポジスト：
　　　倉田 貴子、倉澤 健太郎
　　　後藤 研誠、服部 文彦　

10：10～11：40
シンポジウム 2
S2-1～ S2-4

感染症危機管理における
環境水サーベイランスの有用性
座長：鈴木 　陽、高梨 さやか
シンポジスト：
　　　吉田 　弘、板持 雅恵　
　　　渡部 　徹、原本 英司　

12：10～13：10
教育セミナー 1

ライフコースアプローチに基
づいた予防接種を考える

座長：岡田 賢司
演者：齋藤 昭彦

12：10～13：10
教育セミナー 2

新型コロナウイルス感染
症流行に伴う小児感染症
の変化：今後の感染症予
防の重要性

12：10～13：10
教育セミナー 3

抗体検査の目的と用途
～ SARS-CoV-2では
座長：砂川 富正
演者：中野 貴司

13：30～14：30
特別講演

新規ワクチン・治療薬モダ
リティとしての mRNA

座長：中山 哲夫
演者：位髙 啓史

14：40～16：10

特別企画
SL01～ SL04

新型コロナウイルス感染症
座長：森内 浩幸、鈴木 忠樹　
演者：忽那 賢志、庄司 健介　
　　　新城 雄士、森野 紗衣子

16：30～17：40

若手奨励賞候補演題
YIA-1～ YIA-7

座長：山西 弘一、倉田 　毅

18：00～19：00
教育セミナー 4

小児市中肺炎の臨床研
究を通じて学んだこと

座長：細矢 光亮　
演者：石和田 稔彦

共催：サノフィ株式会社

18：00～19：00
教育セミナー 5

感染症対策における
衛生研究所の役割

―川崎市の衛生研究所30年史

座長：細矢 光亮
演者：吉川 哲史

共催：田辺三菱製薬株式会社

座長：岡部 信彦
演者：清水 英明
共催：武田薬品工業株式会社

共催： 一般財団法人 
阪大阪微生物病研究会

共催： H.U.フロンティア株式会社 / 
株式会社エスアールエル
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 9：00～10：00
一般演題 4

O2-1-1～O2-1-6
精度管理・エンテロウイルス感染症・

中枢神経感染症
座長：髙崎 智彦、細矢 光亮

 9：00～9：50
一般演題 5

O2-2-1～O2-2-5
新型コロナウイルス感染症 2
座長：皆川 洋子、藤本 嗣人

 9：00～9：50
一般演題 6

O2-3-1～O2-3-5
ヘルペスウイルス感染症
座長：山田 雅夫、三㟢 貴子

10：10～11：40
シンポジウム 3
S3-1～ S3-4

日本発の世界へ情報発信できる
レジストリの構築

座長：神谷 　元、相澤 悠太
シンポジスト：
　　　相澤 悠太、西藤 成雄
　　　勝田 友博、佐藤 　佳

10：10～11：40

日本ウイルス学会共催セミナー
S-1～ S-5

ヘルペスウイルス感染症
座長：森　 康子、吉川 哲史
シンポジスト：
　　　緒方 正男、森岡 一朗
　　　奥野 友介、有井 　潤
　　　西村 光広　　　 　　

12：00～13：00
教育セミナー 6

ロタウイルスの最近の話題 ～ワクチン
導入後、新型コロナ流行後の変化～

座長：齋藤 昭彦
演者：津川 　毅

共催：MSD株式会社

12：00～13：00
教育セミナー 7

高病原性鳥インフルエンザの 
世界の現状と抗ウイルス薬を用いた 

希少鳥の予防と治療の試み
座長：吉川 哲史
演者：迫田 義博

共催：栄研化学株式会社

13：10～13：50

総　　会

14：00～15：00
招請講演

流行感染症とパンデミック
―地球規模で今後を考える

座長：岡部 信彦　
演者：進藤 奈邦子

15：10～16：40
シンポジウム 4
S4-1～ S4-4

抗ウイルス薬開発を考える
～実験、理論、企業、　 　
　　　　臨床の観点から～
座長：渡士 幸一、宮崎 泰可
シンポジスト：
　　　渡士 幸一、佐藤 彰彦
　　　岩見 真吾、宮崎 泰可

15：10～16：40

シンポジウム 5
S5-1～ S5-4

新旧検査技術のコラボレーションで
ウイルス感染症に立ち向かおう！

座長：水田 克巳、菅田 　健
シンポジスト：
　　　髙木 弘隆、谷　 英樹
　　　河本 聡志、杉浦 勝美

16：40～16：45 閉会挨拶

日本小児科学会新専門医制度
小児科領域講習単位 対象講演


