
WEB開催（オンデマンド配信） 
【招請講演・教育講演・Meet the Expert・若手向け講習会】

セッション名 演題名 演者名

招請講演 3 Alveolar Epithelial Injury and Repair During Severe 
Respiratory Infections Rachel L. Zemans 

招請講演 4
（IDSA ジョイント企画） The COVID-19 Pandemic in the United States Carlos del Rio

招請講演 5
（ESCMID ジョイント企画）

The epidemiology of COVID-19 in Europe and France：
A narrative story of challenges and accomplishments Alexandra Mailles

教育講演 1 Why Do I Still Call It Magic Bullet? 青木洋介
教育講演 2 グローバル化時代に熱帯医学や国際感染症をどう学ぶか～その2～ 有吉紅也
教育講演 3 感染症対策の地域連携 飯沼由嗣
教育講演 4 紫外線が変える感染症対策 大毛宏喜
教育講演 5 HIV 感染症：最新の話題 岡　慎一
教育講演 6 深在性真菌症の Up-To-Date 掛屋　弘
教育講演 7 地域における感染症医の役割 金光敬二

教育講演 8 潜在性感染からの内因性再燃機序：
クリプトコックス感染モデルを用いた解析 川上和義

教育講演 9 新興呼吸器感染症とその対策 川名明彦

教育講演 10 産婦人科領域における感染症の現状とその予防
～生殖器の特異性に注目して 川名　敬

教育講演 11 抗菌薬の Pharmacometrics
―PBPKによるTranslational ResearchからTDMへの応用まで― 木村利美

教育講演 12 抗 MRSA 薬に抵抗するStaphylococcus aureus の生存戦略 小林寅喆
教育講演 13 がん専門病院におけるカルバペネム系薬 小林　治
教育講演 14 COVID-19 流行時の職員の健康管理の重要性とその実際 駒瀬裕子
教育講演 15 小児の COVID-19 の特徴と感染対策 齋藤昭彦
教育講演 16 救急外来（ER）における感染対策 佐々木淳一
教育講演 17 感染症論文の書き方 重村克巳
教育講演 18 敗血症診療ガイドライン 2020 アップデート 志馬伸朗
教育講演 19 JARBS―JANIS とリンクした薬剤耐性菌サーベイランス― 菅井基行

教育講演 20 発熱性好中球減少症（Febrile Neutropenia）に対する
抗菌薬の適正使用 髙田　徹

教育講演 21 COVID-19 対策への取り組み―病院として，大学として― 竹村　弘

教育講演 22 核酸アナログ抗ウイルス薬について
臨床医が知っておくべき幾つかのポイント 立川夏夫

教育講演 23 薬剤耐性菌と抗菌薬適正使用 千酌浩樹
教育講演 24 画像から肺炎・細気管支炎の起因微生物を推定できるか 塚田弘樹

教育講演 25 抗真菌薬適正使用支援（AFS）活動に求められる知識
―ブレイクスルー感染を中心に― 時松一成

教育講演 26 COVID-19 流行時の感染制御部の役割 徳江　豊
教育講演 27 Vaccine is not a whole answer 中野貴司
教育講演 28 One Health の視点からの狂犬病 西園　晃
教育講演 29 非結核性抗酸菌症の治療 長谷川直樹
教育講演 30 性感染症としてのマイコプラズマ感染症―Mycoplasma genitalium― 濵砂良一
教育講演 31 抗菌薬ブレイクポイントの動向 平松和史
教育講演 32 COVID-19 診療における感染対策を振り返る 藤田直久
教育講演 33 ウイルス感染と呼吸器疾患 藤田昌樹
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セッション名 演題名 演者名

教育講演 34 感染症診療における遺伝子検査法．より早く，より深く 前﨑繁文
教育講演 35 Fusobacterium 属による感染症を考える 三鴨廣繁
教育講演 36 子ども達の COVID-19 森内浩幸
教育講演 37 ウイルス感染と侵襲性真菌症 宮﨑義継
教育講演 38 咳嗽の鑑別―感染性咳嗽と AMR 対策 宮下修行
教育講演 39 改訂に向けた成人肺炎診療ガイドライン 2017 の課題 迎　　寛
教育講演 40 地域連携と感染制御力～COVID-19 対策の経験も含めて 村上啓雄

教育講演 41 Real pandemic（COVID-19）における
silent pandemic（AMR）の問題 八木哲也

教育講演 42 分子生物学的な呼吸器感染症の原因菌検索 矢寺和博
教育講演 43 感染対策 Q ＆ A 矢野邦夫

教育講演 44 JAID/JSC 感染症治療ガイド 2019 尿路性器感染症
―欧州ガイドラインとの比較― 山本新吾

教育講演 45 深在性真菌症の診断と antifungal stewardship 吉田耕一郎

教育講演 46 病院感染対策の変遷
―新型コロナウイルス感染症により変わったこと― 吉田正樹

教育講演 47 薬剤耐性真菌 渡辺　哲
教育講演 48 腹腔内感染症 渡邉　学
Meet the Expert 1 重要な耐性菌に挙げられている淋菌について 安田　満
Meet the Expert 2 梅毒への適正対応 斎藤万寿吉
Meet the Expert 3 腸内代謝物による免疫制御機構 長谷耕二
Meet the Expert 4 アフリカでのエボラ出血熱の現状 仲佐　保
Meet the Expert 5 レセプトデータによる抗菌薬処方調査 畠山修司

Meet the Expert 6 高齢社会をささえる臨床医に役立つ
multimodal care communication：ユマニチュード 本田美和子

Meet the Expert 7 感染防止に配慮した集中治療手技 倭　正也
Meet the Expert 8 海外の感染症アウトブレイク対策 古宮伸洋
Meet the Expert 9 レプトスピラ症の最近の話題 齋藤光正
Meet the Expert 10 CTX-M 産生菌の水平伝播 中野竜一
Meet the Expert 11 これからの輸入感染症診療 中村（内山）ふくみ

Meet the Expert 12 HIV 感染症における B 型・C 型肝炎ウイルス（HBV・HCV）
共感染症の特徴とマネージメント 古庄憲浩

Meet the Expert 13 血流感染症の診療における注意点 堀野哲也
Meet the Expert 14 口腔環境が全身におよぼす影響とその特性 山根伸夫
若手向け講習会 1 新型コロナ時代の風邪診療 岸田直樹
若手向け講習会 2 新型コロナ時代の肺炎診療 黒田浩一
若手向け講習会 3 若手医師のための性感染症入門 谷崎隆太郎
若手向け講習会 4 急性の発熱と発疹を来す成人患者へのアプローチ 山藤栄一郎
若手向け講習会 5 ウイルス性肝炎のキモ【HEV】 松尾裕央
若手向け講習会 6 固形臓器移植後の感染症 岡本　耕
若手向け講習会 7 感染性心内膜炎のクロノロジー 山本舜悟
若手向け講習会 8 上手な内服抗菌薬スイッチの仕方 伊東直哉
若手向け講習会 9 耐性グラム陰性桿菌 原田壮平
若手向け講習会 10 明日から実践できる肺非結核性抗酸菌症診療 倉原　優
若手向け講習会 11 深在性真菌症～アスペルギルス症を中心に～ 田代将人
若手向け講習会 12 寄生虫感染症 倉井華子
若手向け講習会 13 小児を取り巻くワクチンの最新の話題と問題点 上山伸也
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WEB開催 
【スポンサードシンポジウム・スポンサードセミナー】

セッション名 テーマ/演題名 共催社

スポンサードシンポジウム
7（オンデマンド）

SARS-CoV-2 核酸検出検査，
抗原検査の位置づけ，イムノクロマトグラフィー法
および機器を用いたSARS-CoV-2抗体検査法の評価，
臨床現場における SARS-CoV-2 検査の実際

ベックマン・コールター（株）

スポンサードセミナー 1
（Live）

肺炎球菌感染症リスク患者に対する
コンジュゲートワクチン接種の価値を考える ファイザー（株）

スポンサードセミナー 2
（Live）

抗 HIV 療法における TAF 含有レジメンの
有用性について ギリアド・サイエンシズ（株）

スポンサードセミナー 3
（Live） 新型コロナウイルス禍における HIV 感染症の諸課題

（株）エスアールエル/
富士レビオ（株）/
H.U. フロンティア（株）

スポンサードセミナー 4
（Live） 抗菌薬を取り巻く New Normal～その選択は？～ Meiji Seika ファルマ（株）

スポンサードセミナー 5
（Live）

C. difficile 感染症の診断と治療
～再発による医療負担への影響～ アステラス製薬（株）

スポンサードセミナー 6
（Live） 長期療養時代に於ける，HIV 感染症治療の展望 ヤンセンファーマ（株）

スポンサードセミナー 7
（Live）

今必要な SARS-COV-2 抗体検査：
ワクチン接種後抗体価測定に重要なポイントを含め
て（仮）

オーソ・クリニカル・
ダイアグノスティックス（株）

スポンサードセミナー 8
（Live）

抗真菌薬の適正使用
―L-AMB Real World Database研究結果を含めて―，
Fungal co-infection in COVID-19 patients

大日本住友製薬（株）

スポンサードセミナー 9
（Live）

インフルエンザ診療のこれから：
COVID-19 による変化を含めて 第一三共（株）

スポンサードセミナー 10
（Live）

水痘 - 帯状疱疹ウイルスと顔面神経麻痺（Ramsay 
Hunt 症候群）―診断と治療，ワクチンによる予防― 武田薬品工業（株）

スポンサードセミナー 11
（Live） HIVの早期診断・早期治療における新たな課題と目標 ギリアド・サイエンシズ（株）

スポンサードセミナー 12
（Live）

HIV 診療における薬剤選択の在り方について考える
～患者さんのニーズとエビデンス提供の重要性～

ヴィーブヘルスケア（株）/
塩野義製薬（株）

スポンサードセミナー 13
（Live） MRSA 感染症診療　Up to date MSD（株）

スポンサードセミナー 14
（Live） COVID-19感染対策におけるPOCT遺伝子検査の意義 アボット ダイアグノスティクス

メディカル（株）
スポンサードセミナー 15

（Live） 肺炎球菌感染症 up to date MSD（株）

スポンサードセミナー 16
（Live）

パンデミックへの対峙と“新型”からの脱却：
COVID19 and Influenza 塩野義製薬（株）

スポンサードセミナー 17
（Live） Dysbiosis と宿主応答 ミヤリサン製薬（株）

スポンサードセミナー 18
（Live）

今こそ考える！高齢者におけるワクチン戦略
～帯状疱疹ワクチン「シングリックス筋注用」を中心に～

グラクソ・
スミスクライン（株）

スポンサードセミナー 19
（Live） COVID-19 時代における呼吸器感染症診療のコツ アステラス製薬（株）/

大正製薬（株）
スポンサードセミナー 20

（オンデマンド） マダニが媒介する人獣共通感染症の診断・治療・予防 アース製薬（株）

スポンサードセミナー 21
（オンデマンド） 肺 MAC 症治療に関する最新の話題 インスメッド（同）
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セッション名 テーマ/演題名 共催社

スポンサードセミナー 22
（オンデマンド）

新型コロナ感染症流行下でのフィルター付き
222 nm 紫外線の活用 ウシオ電機（株）

スポンサードセミナー 23
（オンデマンド）

COVID-19 感染制御と社会経済回復における
PCR 検査拡充と精度課題 杏林製薬（株）

スポンサードセミナー 24
（オンデマンド）

国立感染症研究所における
SARS-CoV-2 検出法開発の経緯と最近の話題

サーモフィッシャー
サイエンティフィック

スポンサードセミナー 25
（オンデマンド） COVID-19 重症化リスクの予測について シスメックス（株）

スポンサードセミナー 26
（オンデマンド） 抗菌薬適正使用に生かす臨床検査の実際 日本ベクトン・

ディッキンソン（株）
スポンサードセミナー 27

（オンデマンド）
小児の抗菌薬における課題と小児専門病院における
抗菌薬適正使用の実践と評価～Global-PPS～ ビオメリュー・ジャパン（株）

スポンサードセミナー 28
（オンデマンド） コロナ禍における AMR 対策と遺伝子検査の役割 （株）日立ハイテク

スポンサードセミナー 29
（Live）

Global Implementation and Education Solutions for 
Antimicrobial Stewardship ［AMS］

ファイザー（株）
病院部門メディカル・
アフェアーズ部

スポンサードセミナー 30
（オンデマンド）

COVID-19 診療における呼吸管理と感染対策
―飛沫・エアロゾル定量研究結果を踏まえて―

フィッシャー＆
パイケルヘルスケア（株）

スポンサードセミナー 31
（オンデマンド） 新型コロナウイルス検査における標準化とその運用 ホロジックジャパン（株）
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WEB開催（オンデマンド配信） 
【一般演題・Late-Breakerセッション】

セッション名 テーマ 演題番号

一般演題（口演） 薬剤感受性検査 O-001
一般演題（口演） 薬剤耐性（One Health） O-002～O-004
一般演題（口演） 薬剤耐性（カルバペネム耐性） O-005～O-006
一般演題（口演） 薬剤耐性（コリスチン耐性） O-007
一般演題（口演） 薬剤耐性（黄色ブドウ球菌） O-008～O-011
一般演題（口演） 薬剤耐性（大腸菌） O-012
一般演題（口演） 薬剤耐性 O-013～O-015
一般演題（口演） 薬剤耐性・耐性機序 O-016～O-019
一般演題（口演） 分離菌サーベイランス・疫学 O-020～O-027
一般演題（口演） 感染実験 O-028～O-032
一般演題（口演） 感染免疫・生体防御 O-033～O-040
一般演題（口演） 遺伝子学的検査 O-041～O-046
一般演題（口演） 新しい検査法（MALDI-TOFMS など） O-047～O-054
一般演題（口演） 呼吸器感染症 O-055～O-067
一般演題（口演） 肝・胆道感染症 O-068～O-073
一般演題（口演） 腸管感染症 O-074～O-077
一般演題（口演） 尿路感染症 O-078～O-084
一般演題（口演） 菌血症・敗血症 O-085～O-098
一般演題（口演） 循環器領域感染症（IE を含む） O-099～O-101
一般演題（口演） 周術期感染症 O-102～O-103
一般演題（口演） 中枢神経感染症 O-104
一般演題（口演） 小児科領域感染症 O-105～O-112
一般演題（口演） 婦人科領域感染症 O-113
一般演題（口演） 骨・関節感染症 O-114
一般演題（口演） 性感染症 O-115
一般演題（口演） 日和見感染症 O-116～O-118
一般演題（口演） 人獣共通感染症 O-119～O-121
一般演題（口演） 感染対策 O-122～O-130
一般演題（口演） 予防・ワクチン（小児） O-131
一般演題（口演） 予防・ワクチン（成人） O-132～O-133
一般演題（口演） PK/PD・TDM O-134～O-143

一般演題（口演） 抗菌薬の適正使用・
Antimicrobial Stewardship Program O-144～O-170

一般演題（口演） その他 O-171
一般演題（口演） MRSA O-172～O-174
一般演題（口演） ESBL 産生菌 O-175～O-178
一般演題（口演） CRE O-179～O-183
一般演題（口演） 肺炎球菌 O-184～O-186
一般演題（口演） C. difficile O-187～O-191
一般演題（口演） その他のグラム陰性菌 O-192
一般演題（口演） リケッチア O-193
一般演題（口演） 真菌 O-194～O-199
一般演題（口演） インフルエンザウイルス O-200～O-203
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セッション名 テーマ 演題番号

一般演題（口演） COVID-19（診断） O-204～O-218
一般演題（口演） COVID-19（臨床） O-219～O-269
一般演題（口演） COVID-19（感染対策） O-270～O-288
一般演題（口演） COVID-19（疫学） O-289
一般演題（口演） COVID-19（治療） O-290
一般演題（口演） COVID-19（その他） O-291～O-295
一般演題（口演） HIV O-296～O-298
一般演題（口演） 結核菌 O-299～O-305
一般演題（口演） 非結核性抗酸菌・その他の抗酸菌 O-306～O-307
一般演題（口演） 新規治療法 O-308～O-312
一般演題（口演） 髄膜炎菌 O-313
一般演題（口演） 淋菌 O-314
一般演題（口演） 微生物検査 O-315～O-317
一般演題（ポスター） 薬剤耐性・耐性機序 P-001～P-002
一般演題（ポスター） 分離菌サーベイランス・疫学 P-003～P-004
一般演題（ポスター） 感染実験 P-005
一般演題（ポスター） 新しい検査法（MALDI-TOFMS など） P-006
一般演題（ポスター） 呼吸器感染症 P-007～P-015
一般演題（ポスター） 肝・胆道感染症 P-016
一般演題（ポスター） 尿路感染症 P-017～P-019
一般演題（ポスター） 菌血症・敗血症 P-020～P-029
一般演題（ポスター） 循環器領域感染症（IE を含む） P-030～P-034
一般演題（ポスター） 腹腔内感染症・周術期感染症 P-035～P-037
一般演題（ポスター） 中枢神経感染症 P-038～P-040
一般演題（ポスター） 小児科領域感染症 P-041～P-043
一般演題（ポスター） 婦人科領域感染症 P-044～P-046
一般演題（ポスター） 皮膚・軟部組織感染症 P-047
一般演題（ポスター） 骨・関節感染症 P-048～P-050
一般演題（ポスター） 性感染症 P-051～P-054
一般演題（ポスター） 日和見感染症 P-055～P-064
一般演題（ポスター） 輸入感染症 P-065
一般演題（ポスター） 感染対策 P-066～P-069
一般演題（ポスター） PK/PD・TDM P-070～P-073

一般演題（ポスター） 抗菌薬の適正使用・
Antimicrobial Stewardship Program P-074～P-082

一般演題（ポスター） その他 P-083
一般演題（ポスター） MRSA P-084
一般演題（ポスター） ESBL 産生菌 P-085
一般演題（ポスター） その他のグラム陽性菌 P-086～P-087
一般演題（ポスター） マイコプラズマ・クラミジア・リケッチア P-088～P-090
一般演題（ポスター） 真菌 P-091～P-093
一般演題（ポスター） インフルエンザウイルス P-094～P-095
一般演題（ポスター） COVID-19（診断） P-096～P-101
一般演題（ポスター） COVID-19（臨床） P-102～P-113
一般演題（ポスター） COVID-19（感染対策） P-114～P-118
一般演題（ポスター） COVID-19（その他） P-119～P-120
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セッション名 テーマ 演題番号

一般演題（ポスター） HIV P-121～P-129
一般演題（ポスター） その他のウイルス P-130～P-132
一般演題（ポスター） 結核菌 P-133～P-134
一般演題（ポスター） 非結核性抗酸菌・その他の抗酸菌 P-135～P-142
Late-Breaker セッション（口演） 感染実験 LBO-001
Late-Breaker セッション（口演） 新しい検査法（MALDI-TOFMS など） LBO-002
Late-Breaker セッション（口演） 呼吸器感染症 LBO-003～LBO-005
Late-Breaker セッション（口演） 尿路感染症 LBO-006～LBO-008
Late-Breaker セッション（口演） 菌血症・敗血症 LBO-009
Late-Breaker セッション（口演） 中枢神経感染症 LBO-010
Late-Breaker セッション（口演） 日和見感染症 LBO-011
Late-Breaker セッション（口演） 感染対策 LBO-012～LBO-013

Late-Breaker セッション（口演） 抗菌薬の適正使用・
Antimicrobial Stewardship Program LBO-014

Late-Breaker セッション（口演） ESBL 産生菌 LBO-015
Late-Breaker セッション（口演） レンサ球菌 LBO-016
Late-Breaker セッション（口演） COVID-19（診断） LBO-017～LBO-018
Late-Breaker セッション（口演） COVID-19（診療） LBO-019～LBO-028
Late-Breaker セッション（口演） COVID-19（感染対策） LBO-029～LBO-030
Late-Breaker セッション（口演） COVID-19（疫学） LBO-031
Late-Breaker セッション（口演） COVID-19（その他） LBO-032
Late-Breaker セッション（ポスター）遺伝子学的検査 LBP-001
Late-Breaker セッション（ポスター）呼吸器感染症 LBP-002
Late-Breaker セッション（ポスター）腹腔内感染症・周術期感染症 LBP-003
Late-Breaker セッション（ポスター）皮膚・軟部組織感染症 LBP-004～LBP-005
Late-Breaker セッション（ポスター）骨・関節感染症 LBP-006～LBP-007
Late-Breaker セッション（ポスター）性感染症 LBP-008
Late-Breaker セッション（ポスター）人獣共通感染症 LBP-009
Late-Breaker セッション（ポスター）PK/PD・TDM LBP-010

Late-Breaker セッション（ポスター）抗菌薬の適正使用・
Antimicrobial Stewardship Program LBP-011～LBP-013

Late-Breaker セッション（ポスター）MRSA LBP-014
Late-Breaker セッション（ポスター）レンサ球菌 LBP-015～LBP-016
Late-Breaker セッション（ポスター）COVID-19（診断） LBP-017
Late-Breaker セッション（ポスター）COVID-19（診療） LBP-018～LBP-020
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