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会長講演� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

座長：中山　哲夫 （北里大学　大村智記念研究所名誉教授）

未来の子どもと社会のために For Our Children & Society in the Future
齋藤　昭彦
新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野

特別講演�1� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

座長：押谷　　仁 （東北大学大学院医学系研究科微生物学分野）

Zoonotic Respiratory Viruses of Public Health Concern: MERS-CoV 
and Avian Influenza A（H5） and A（H7N9） Viruses

Timothy	M.	Uyeki,	MD,	MPH,	MPP
Influenza	Division,	National	Center	for	Immunization	and	Respiratory	Diseases,	
Centers	for	Disease	Control	and	Prevention,	USA

特別講演�2� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

座長：齋藤　昭彦 （新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野）

グローバルレベルの感染症コントロール −世界ポリオ根絶計画−
宮村　達男
国立感染症研究所

特別講演�3� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

座長：齋藤　玲子 （新潟大学大学院医歯学総合研究科国際保健学分野）

Paediatric infections with SARS-CoV-2 and understanding 
the characteristics of COVID-19 in children

Dr	Julian	W	Tang
Honorary	Associate	Professor,	Respiratory	Sciences,	University	of	Leicester,	Leicester,	UK

教育講演�1� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

座長：鈴木　　宏 （新潟大学名誉教授）

インフルエンザ株サーベイランス、ワクチン株選定の現状と未来
小田切　孝人
東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科

第61回日本臨床ウイルス学会プログラム
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教育講演�2� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

座長：清水　博之 （国立感染症研究所ウイルス第二部）

エンテロウイルス71の病原性に関する基礎研究
小池　智
公益財団法人　東京都医学総合研究所　疾患制御研究分野

特別企画「COVID-19�─�19人の専門家からのアップデート」
� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

 1．総括
岡部　信彦
川崎市健康安全研究所

 2．これからのCOVID-19 −日本感染症学会からの視点で−
舘田　一博
東邦大学医学部　微生物・感染症学講座

 3．ウイルス学
片山　和彦
大村智記念研究所　ウイルス感染制御学I

 4．ウイルスの伝搬
  　COVID-19におけるウイルス伝搬の知見　Airborne transmission（空気感染）の重要性について

西村　秀一
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター

 5．国内の疫学と積極的疫学調査
神谷　元
国立感染症研究所　感染症疫学センター

 6．COVID-19　世界の疫学
進藤　奈邦子
WHO　世界保健機関　健康危機管理プログラム　シニアアドバイザー

 7．検査法（PCR、抗原、抗体）
齋藤　玲子
新潟大学大学院医歯学総合研究科国際保健学分野

 8．COVID-19　山形衛研における検査への対応 〜いかにさばくか〜
水田　克巳
山形県衛生研究所

 9．COVID-19の臨床像
忽那　賢志
国立国際医療研究センター　国際感染症センター　国際感染症対策室
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10．COVID-19の臨床像 〜重症例〜
川名　明彦
防衛医科大学校内科学講座（感染症・呼吸器）

11．COVID-19の薬物治療
土井　洋平
藤田医科大学医学部微生物学講座・感染症科

12．医療施設におけるCOVID-19対策のポイント
堀　賢
順天堂大学大学院感染制御科学

13．子ども達にとってのCOVID-19
森内　浩幸
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科	&	熱帯医学・グローバルヘルス研究科　小児科学分野

14．新型コロナウイルスと妊娠、分娩
池田　智明
三重大学産婦人科

15．クラスター対策
押谷　仁
東北大学大学院医学系研究科　微生物学分野

16．接触削減によるCOVID-19の制御
西浦　博
京都大学大学院医学研究科

17．クルーズ船・ダイアモンドプリンセス号総括
  　クルーズ船・ダイアモンドプリンセス号でなにが起こっていたのか

山岸　拓也
国立感染症研究所薬剤耐性研究センター第四室

18．検疫所での対応
守屋　章成
名古屋検疫所中部空港検疫所支所

19．武漢からの帰国者対応
細川　直登
亀田総合病院　感染症科

コーディネーター
学校閉鎖のインパクト

齋藤　昭彦
新潟大学大学院医歯学総合研究科　小児科学分野



iv

シンポジウム�1「世界の子どもたちと未来のために：
　　　　　　��　アジアへの科学の架け橋�─�J-GRIDの成果から」
� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

座長：渡部　久実 （新潟大学ミャンマー感染症研究拠点）
　　：森内　浩幸 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児科学分野）

S1-1 ミャンマーのインフルエンザ流行と呼吸器感染症
齋藤　玲子
新潟大学大学院　医歯学総合研究科　国際保健学分野

S1-2 ベトナム中南部ニャチャンにおける小児感染症研究
樋泉　道子
長崎大学　熱帯医学研究所　小児感染症学分野

S1-3 インドネシア拠点 −その成果と今後の展開−
森　康子
神戸大学大学院　医学研究科　附属感染症センター　臨床ウイルス学

S1-4 フィリピン拠点のコホート研究からの呼吸器ウイルス・下痢症ウイルスの疫学像の解明
押谷　仁
東北大学大学院　医学系研究科

シンポジウム�2「宿主と一緒に進化・共生するウイルス」
� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

座長：木村　　宏 （名古屋大学大学院医学系研究科ウイルス学分野）
　　：佐藤　晶論 （福島県立医科大学小児科学講座）

S2-1 モルビリウイルスの新たな宿主への適応と進化
竹田　誠
国立感染症研究所　ウイルス第三部

S2-2 インフルエンザウイルス　鳥類との共生と宿主適応
渡邊　洋平
京都府立医科大学　医学研究科

S2-3 バイオインフォマティクスが駆動するウイルス学：
 エイズウイルスと宿主の進化的軍拡競争と、ヒトヴァイロームの網羅的描出

佐藤　佳
東京大学　医科学研究所　システムウイルス学分野
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シンポジウム�3「ワクチンで予防できる未来のために」� 10/2〜10/31　オンデマンド配信
座長：細矢　光亮 （福島県立医科大学小児科学講座）
　　：竹田　　誠 （国立感染症研究所ウイルス第三部）

S3-1 RSVワクチン
橋本　浩一
公立大学法人　福島県立医科大学　医学部　小児科学講座

S3-2 ロタウイルスワクチン −定期接種化の注意点と今後の課題−
津川　毅
札幌医科大学　医学部　小児科学講座

S3-3 躊躇しないでムンプスワクチン
中山　哲夫
北里大学　大村智記念研究所

S3-4 サイトメガロウイルス感染に対するワクチンの必要性、
 その前臨床ならびに臨床開発の状況と問題点

井上　直樹
岐阜薬科大学

新企画「Visual�Diagnosis�of�Clinical�Virology」� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

庄司　健介
国立成育医療研究センター　感染症科

伊藤　健太
あいち小児保健医療総合センター　総合診療科

手塚　宜行
名古屋大学医学部附属病院　中央感染制御部

鈴木　道雄
名古屋記念病院　小児科

宇田　和宏
東京都立小児総合医療センター　感染症科

山中　崇之
新潟市民病院　小児科

相澤　悠太
新潟大学大学院医歯学総合研究科　小児科学分野

幾瀨　樹
新潟大学大学院医歯学総合研究科　小児科学分野
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ランチョンセミナー1� Live 　10月3日（土）�13：00〜14：10

LS1 新型コロナウイルス感染症について
忽那　賢志
国立国際医療研究センター　国際感染症センター　国際感染症対策室

共催：株式会社エスアールエル

ランチョンセミナー2� Live 　10月4日（日）�13：00〜14：10

LS2 インバウンドに備えた感染症対策
神谷　元
国立感染症研究所　感染症疫学センター

共催：田辺三菱製薬株式会社

ランチョンセミナー3� Live 　10月11日（日）�13：00〜14：10

LS3 ワクチンにより予防できるウイルス感染症の最新情報
多屋　馨子
国立感染症研究所　感染症疫学センター

共催：デンカ株式会社

ランチョンセミナー4� Live 　10月17日（土）�13：00〜14：10

座長：岡部　信彦 （川崎市健康安全研究所）

LS4 感染症対策における地方衛生研究所の取り組みについて −茨城県−
永田　紀子
茨城県衛生研究所

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー5� Live 　10月25日（日）�13：00〜14：10

座長：吉川　哲史 （藤田医科大学　医学部　小児科学）

LS5 ロタウイルスワクチン定期接種化で期待される効果と今後の課題
河村　吉紀
藤田医科大学　医学部　小児科学

共催：MSD株式会社
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若手奨励賞候補演題� Live 　10月3日（土）　午前10時よりライブ配信
� 10/5〜10/31　オンデマンド配信

座長：中山　哲夫 （北里大学　大村智記念研究所名誉教授）

YIA-1 小児の気管支喘息様発作とエンテロウイルスD68 −2018年の新潟県の流行から−
幾瀨　樹1）、相澤　悠太1）、山中　崇之2）、渡邉　香奈子3）、齋藤　昭彦1）

1）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　小児科学分野、2）新潟市民病院　小児科、
3）新潟大学大学院　保健学研究科　検査技術科学分野

YIA-2 2019年の愛知県下におけるロタウイルス胃腸炎患児の分子疫学的解析
小澤　慶1）、東本　祐紀2）、三浦　浩樹1）、河村　吉紀1）、井平　勝3）、河本　聡志4）、谷口　孝喜4）、
吉川　哲史1）

1）藤田医科大学　医学部　小児科学、2）藤田医科大学　医療科学部　臨床検査学科、
3）藤田医科大学　医療科学部　臨床工学科、4）藤田医科大学　医学部　ウイルス・寄生虫学

YIA-3 日本の小児呼吸器感染症におけるアデノウイルスC種の多様性
高橋　健一郎1,2）、小林　正明3）、荻　美貴4）、花岡　希1）、藤本　嗣人1）

1）国立感染症研究所　感染症疫学センター　第四室、2）東京女子医科大学　東医療センター　小児科、
3）小林小児科　小児科、4）兵庫県立健康科学研究所　感染症部

YIA-4 抗体結合力（Relative Avidity Index）を指標とした麻疹症例の病態に関する検討
西嶋　陽奈1,3）、堀田　千恵美1）、小川　知子2）

1）千葉県衛生研究所　ウイルス・昆虫医科学研究室、2）千葉大学大学院　医学研究院　分子ウイルス学、
3）千葉大学大学院　医学薬学府　先端医学薬学専攻

YIA-5 亜急性硬化性全脳炎におけるEIA法による髄液麻疹抗体価と髄液血清抗体比の検討
久米　庸平、橋本　浩一、前田　創、佐藤　晶論、細矢　光亮
福島県立医科大学　医学部　小児科

YIA-6  新生児・早期乳児におけるパレコウイルスA3とエンテロウイルス感染症の臨床像の違い
 をどう説明するか？ −自然免疫の観点から−

羽深　理恵1）、相澤　悠太1）、鈴木　優子1）、渡邉　香奈子2）、齋藤　昭彦1）

1）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　小児科学分野、
2）新潟大学大学院　保健学研究科　検査技術科学分野

YIA-7 肺血管内皮細胞を用いた重症インフルエンザ肺炎モデルの構築と
 high mobility group box 1抗体による肺血管透過性亢進の抑制効果

難波　貴弘1,2）、津下　充3）、八代　将登1）、塚原　宏一1）、森島　恒雄4）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学、2）国立病院機構岡山医療センター小児科、
3）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児急性疾患学講座、4）愛知医科大学医学部小児科学講座
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一般演題� 10/2〜10/31　オンデマンド配信

O-1 東京都で検出された麻しんウイルス遺伝子のMF-NCR PCRによる解析
森　功次、貞升　健志
東京都健康安全研究センター　微生物部

O-2 ムンプスウイルスHN領域LAMP-QProbe法によるムンプス野生株・ワクチン株の鑑別
伊藤　尚志1,2）、澤田　成史1）、中山　哲夫1）

1）北里生命科学研究所　ウイルス感染制御学、2）北里大学　医学部　小児科

O-3 精巣炎を合併したムンプスの3小児例
山田　眞子、西村　直子、赤野　琢也、安藤　拓摩、福田　悠人、吉兼　綾美、伊藤　卓冬、
後藤　研誠、竹本　康二、尾崎　隆男
江南厚生病院　こども医療センター

O-4 複数の酵素抗体法（ELISA）によるおたふくかぜワクチン接種前後の
 抗体反応と中和抗体反応との比較検討

三原　由佳1）、中山　哲夫2）、服部　文彦1）、吉川　哲史3）

1）刈谷豊田総合病院小児科、2）北里生命科学研究所、3）藤田医科大学　医学部　小児科学

O-5 東京都内におけるオセルタミビル耐性遺伝子変異H275Y
 インフルエンザウイルスAH1pdm09の検出（2019/2020シーズン）

熊谷　遼太、長島　真美、根岸　あかね、林　志直、貞升　健志
東京都健康安全研究センター　微生物部

O-6 インフルエンザウイルスの細胞侵入に対するセシウム添加の影響（in vitro）
山下　信子、小川　寛人、難波　ひかる、山田　雅夫
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　病原ウイルス学

O-7 梅酢ポリフェノールを含む「うがい液」による呼吸器感染への予防効果
池田　敬子1）、小山　一2）

1）和歌山県立医科大学　保健看護学部、2）和歌山県立医科大学　医学部

O-8 PA/I38Tアミノ酸置換を有するA型インフルエンザウイルスの迅速検出法と市中株頻度
長田　秀和1,2）、我妻　奎太1）、齋藤　玲子1,2）

1）新潟大学ミャンマー感染症研究拠点、2）新潟大学医歯学総合研究科国際保健学分野

O-9  外来小児のRSウイルス感染症患者における症状持続期間とウイルス排泄に影響を与える
 因子について

宇都宮　剛1,2）、永井　崇雄3）、齋藤　玲子1）

1）新潟大学大学院　医歯学総合研究科　国際保健学分野、2）兵庫医科大学　小児科、3）永井小児科医院

O-10 演題取り下げ

O-11 RS感染症のウイルスサブタイプと臨床像の検討
笹本　武明1）、澤田　成史2）、柏木　保代1）、河島　尚志1）

1）東京医科大学病院　小児科・思春期科学分野、2）北里生命科学研究所ウイルス感染制御部
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O-12 便検体から腸管アデノウイルス以外のアデノウイルスが分離検出された小児の臨床像
成相　昭吉1）、藤澤　直輝2）

1）松江赤十字病院　感染症科、2）島根県保健環境科学研究所

O-13 ライノウイルス感染との関連が示唆された可逆性脳梁膨大部病変を有する
 軽症脳炎・脳症の１例

相馬　規子1）、相澤　悠太2）、鈴木　優子2）、齋藤　昭彦2）

1）新潟県立新発田病院、2）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野

O-14 不明呼吸器感染症におけるFilmArray呼吸器パネルの有用性の検討
長島　真美、熊谷　遼太、林　志直、貞升　健志、吉村　和久
東京都健康安全研究センター　微生物部

O-15 東京都内で分離された新型コロナウイルス（SARS-CoV2）の解析
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松岡　保博、濱野　雅子、木田　浩司
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O-33 福岡県で2018年に採取された感染性胃腸炎患者検体からのアストロウイルスの検出
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O-48 近年日本で分離された日本脳炎ウイルスの性状
新井　智、森野　紗衣子、多屋　馨子
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