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11月30日土1日目
第1会場
3F  コスモス

第2会場
5F  オリオン

第3会場
6F  601

第4会場
6F  606

8：25～8：30 開会の辞
8：30～8：50

会長講演
8：50～9：50

特別シンポジウム
風疹排除に向けて

座長：岡田 賢司、森　 嘉生
演者：林 修一郎、市田 美保、
　　　小池 雄一

9：55～10：45
学術集会若手奨励賞
受賞者講演

座長：長谷川 秀樹、石和田 稔彦

10：50～11：50
シンポジウム 1

肝炎とがんとワクチン
座長：石井 　健、鈴木 忠樹
演者：松浦 善治、考藤 達哉

12：00～12：50　教育セミナー 1
Building Vaccine Confi dence by 

Strengthening Immunization Systems
座長：齋藤 昭彦 演者：Chimeremma Nnadi

共催：MSD株式会社

教育セミナー 2
DTaP-sIPV に
求められている課題

座長：尾崎 隆男 演者：岡田 賢司
共催：田辺三菱製薬株式会社

教育セミナー 3
インフルエンザの予防：
ワクチンと抗インフルエンザ薬
座長：原 めぐみ 演者：池松 秀之
共催：第一三共株式会社

教育セミナー 4
ロタウイルスワクチンの
最新知見 ～ウイルス研究と
定期接種化を踏まえた課題～

13：00～13：30
韓国ワクチン学会招聘講演

13：30～14：00
総　会

学術集会若手奨励賞授賞式
14：00～15：00

高橋賞・高橋奨励賞
受賞記念講演

座長：大石 和徳、多屋 馨子

15：10～16：20
特別講演

How to Communicate 
Vaccine Science to the 
Public--Or Die Trying

座長：岡部 信彦 演者：Paul A.Offi  t

15：10～16：20

第1会場中継 

16：30～17：40
一般演題 1
アジュバント・

インフルエンザワクチン
座長：奥野 良信、岡田 直貴

16：30～17：20
一般演題 2

風疹含有ワクチン
座長：宮﨑 千明、谷口 清州

16：30～17：40
一般演題 3

アジュバント·粘膜ワクチン
·BCGワクチン
座長：俣野 哲朗
　　　五味 康行

16：30～17：40
一般演題 4

百日咳を含む呼吸器感
染症ワクチン·アデノウイ
ルス・エンテロウイルス

座長：藤本 嗣人
　　　大塚 菜緒

17：50～18：40
イブニング教育セミナー 1

インフルエンザ脳症の診療戦略
‒疫学・病態の解析から治療法の確立へ‒

17：50～18：40
イブニング教育セミナー 2
マスギャザリングと

侵襲性髄膜炎菌感染症

19：00～21：00
情報交換会

12：00～12：50 12：00～12：50 12：00～12：50

The changing epidemiology of 
herpes zoster over a decade in 
Korea
座長：大石 和徳　演者：Sun Hee Park

サーベイランスから対策へ
～ 有効性と安全性の両輪で考える
ワクチン元年～

座長：山西 弘一 演者：多屋 馨子

第14回高橋賞受賞記念講演
演者：喜田 　宏
第8回高橋奨励賞受賞記念講演
演者：木本 貴士

各種開催時間のご案内
参加受付 7:30～18:00

（LF ロビー）
クローク 7:30～21:00

（5F 蘭）
PC受付 7:30～18:00

（5F スバル）
企業等展示 9:00～18:40

（3F ホワイエ）

座長：吉川 哲史
演者：森島 恒雄

共催：武田薬品工業株式会社

座長：岡田 賢司
演者：神谷 　元

共催：サノフィ株式会社

座長：菅谷 明則
演者：谷口 孝喜

共催： グラクソ・スミスクライン
株式会社
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12月1日日2日目
第1会場
3F  コスモス

第2会場
5F  オリオン

第3会場
6F  601

第4会場
6F  606

8：00～8：50
モーニングセミナー

麻疹排除認定維持の課題
座長：竹田 　誠、砂川 富正
演者：仁平 　稔、原　 康之、
　　　岡部 信彦

9：00～10：30

一般演題 5

インフルエンザワクチン

座長：小田切 孝人
　　　福島 若葉　

9：00～9：40
一般演題 6

ロタウイルスワクチン
座長：谷口 孝喜
　　　羽田 敦子

 9：00～10：30

一般演題 8

おたふくかぜワクチン·
水痘帯状疱疹ワクチン

座長：吉川 哲史
　　　西村 直子

 9：00～10：30

一般演題 9

肺炎球菌ワクチン·
髄膜炎菌ワクチン
座長：永井 英明
　　　西 順一郎

9：40～10：30
一般演題 7

肝炎ワクチン・ワクチン疫学
座長：西條 政幸
　　　鈴木 　基

10：40～11：50
予防接種推進専門協議会
共催シンポジウム

真のワクチンギャップ解消に向けて
（今後の展開が期待されるワクチン）
座長：岩田 　敏、中山 哲夫
演者：西村 直子、河本 聡志、
　　　岡田 賢司

10：40～11：50

シンポジウム 2
新しいワクチンサイエンス

座長：森　 康子
演者：國澤 　純
　　　石井 　健

12：00～12：50
教育セミナー 5

ポリオ～根絶計画の現状と
追加免疫の必要性

座長：宮﨑 千明 演者：中野 貴司
共催：サノフィ株式会社

12：00～12：50
教育セミナー 6

帯状疱疹は、どう変わってきたか？ 
119,053例 （1997-2018）の「宮崎
スタディ」よりみる水痘ワクチン定
期接種化後の帯状疱疹疫学動向

教育セミナー 7
妊婦及び乳幼児に対するインフル
エンザワクチンの有効性と安全性

座長：廣田 良夫
演者：大藤さとこ、福島 若葉
共催：デンカ生研株式会社

教育セミナー 8
海外に出かける日本人、
日本にやってきた外国人
座長：岡田 賢司　演者：田中 孝明
共催：Meiji Seika ファルマ株式会社／
　　　KMバイオロジクス株式会社

13：00～13：40
一般演題 10

HPVワクチン·リスクコミュニケーション
座長：中島 一敏、齋藤 昭彦

13：00～13：50
一般演題 11
組換えワクチン·
新しいワクチン研究

座長：保富 康宏、井上 直樹

13：00～13：50
一般演題 12

麻疹含有ワクチン・
医療従事者のワクチン
座長：菅　 秀、神谷 　元

14：00～15：20

シンポジウム 3

国際化とワクチン
座長：中野 貴司、勝田 友博
演者：谷口 清州、田中 孝明、
　　　清水 博之、髙島 義裕

14：00～15：20

第1会場中継 

15：35～16：45
シンポジウム 4

予防接種の教育啓発
（専門医共通講習）

座長：崎山 　弘、杉下 由行
演者：松岡 康子、齋藤 あや、
　　　砂川 富正、神谷　 元

16：45～16：50  閉会の辞

12：00～12：50 12：00～12：50

各種開催時間のご案内
参加受付 7:30～15:30

（LF ロビー）
クローク 7:30～17:00

（5F 蘭）
PC受付 7:30～15:30

（5F スバル）
企業等展示 9:00～16:50

（3F ホワイエ）

座長：吉川 哲史
演者：外山 　望

共催：一般財団法人 
　　　阪大微生物病研究会


