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学会2日目　12月4日（日）

第1会場（1F メインホール）

8：30～10：00　シンポジウム4

「目で見る感染症2022−典型例と非典型例より皮膚疾患の診断を探る」

司会：安元慎一郎　安元ひふ科クリニック
　　　渡辺　大輔　愛知医科大学　皮膚科

S4-1 梅毒の臨床像と診断
安元慎一郎　安元ひふ科クリニック

S4-2 性器ヘルペス
渡辺　大輔　愛知医科大学　皮膚科

S4-3 尖圭コンジローマなどHPV感染症
清水　　晶 金沢医科大学　皮膚科

10：10～11：10　共催セミナー 共催：ファイザー株式会社

「梅毒治療の最前線」

司会：荒川　創一　三田市民病院　院長

　1 婦人科外来・妊婦健診における梅毒診断と治療戦略
野口　靖之　愛知医科大学　周産期母子医療センター　准教授

　2 ステルイズ使用の実際
井戸田一朗　しらかば診療所　院長

11：20～11：50　教育講演5

「HPVワクチンの推奨再開の意義と今後の展望」

司会：笹川　寿之　金沢医科大学　産科婦人科　生殖周産期医学
演者：川名　　敬　日本大学医学部　産婦人科学分野

12：00～12：50　ランチョンセミナー4  共催：マルホ株式会社

「臨床から診る性器ヘルペス ～最適な診断と治療を目指して～」

司会：髙橋　　聡　札幌医科大学医学部　感染制御・臨床検査医学講座
　　　本田まり子　まりこの皮膚科

　1 性器ヘルペス診療UPDATE
早川　　潤　早川クリニック

　2 性器ヘルペス患者のインサイトとPIT使用経験
松尾　光馬　中野皮膚科クリニック
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13：00～13：30　教育講演6

「Neisseria gonorrhoeae - global future perspective and therapeutic strategies」

司会：大西　　真　沖縄県中部保健所　副参事
演者：Magnus Unemo WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea and Other STIs, National Reference 

Laboratory for STIs, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden; Institute for 
Global Health, University College London (UCL), London, United Kingdom

13：40～15：10　共催シンポジウム 共催：ホロジックジャパン株式会社

「Mycoplasma genitalium感染症を明らかにする」

司会：出口　　隆　中部国際医療センター　病院長
　　　濵砂　良一　国家公務員共済組合連合会新小倉病院　副院長・泌尿器科

SS-1 M. genitaliumの基礎、培養
濵砂　良一　国家公務員共済組合連合会新小倉病院　副院長・泌尿器科

SS-2 M. genitalium尿道炎の臨床
伊藤　　晋　あいクリニック　院長

SS-3 女性骨盤内炎症性疾患におけるMycoplasma genitaliumの臨床的意義
三鴨　廣繁　愛知医科大学医学部　臨床感染症学講座

15：10～15：15　閉会の辞

16：00～17：30　第406回ICD講習会

「性感染症診療に伴う感染制御と注意点」

司会：矢寺　和博　産業医科大学　呼吸器内科学

ICD-1 STIおよびHIV感染症における感染制御
鈴木　克典　産業医科大学　感染制御部

ICD-2 STI検査と検体の取り扱い
村谷　哲郎　愛信会小倉到津病院

ICD-3 患者の背景にある性の現状と予防啓発 ～性感染症予防におけるPopulation approachとHigh-
risk approach～
渡會　睦子　東京医療保健大学医療保健学部　看護学科
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第2会場（2F 国際会議室）

8：10～9：00　モーニングセミナー 共催：シスメックス株式会社

「尿道炎の診断および治癒判定における尿中有形成分分析装置の有用性」

司会：重村　克巳　神戸大学　泌尿器科・保健学科
演者：伊藤　　晋　あいクリニック

9：10～9：55　一般演題8　「マイコプラズマ」

座長：和田耕一郎　島根大学医学部　泌尿器科

O8-1 尿道炎原因微生物の診断に関する検討 −臨床所見によるM. genitalium尿道炎の鑑別診断−
伊藤　　晋　あいクリニック　泌尿器科

O8-2 自覚症状のないMycoplasma genitalium性尿道炎の1例
古林　敬一　そねざき古林診療所

O8-3 Mycoplasma genitaliumによる慢性前立腺炎／慢性骨盤痛症候群の1例
北野　弘之　広島大学大学院医系科学研究科　腎泌尿器科学

O8-4 耐性Mycoplasma genitalium感染症に対するsalvage療法としてのシタフロキサシンとドキシ
サイクリンの併用療法の有効性
安藤　尚克　国立国際医療研究センター　エイズ治療研究開発センター

O8-5 M. genitalium尿道炎に対する各種抗菌薬や併用療法の臨床効果
伊藤　　晋　あいクリニック　泌尿器科

10：10～10：40　教育講演3

「NAAT tests for STI pathogens in Korea- Merits and demerits」

司会：中川　　徹　帝京大学医学部　泌尿器科
演者：Seung-Ju Lee　Department of Urology, The Catholic University of Korea

10：40～11：10　教育講演4

「数理モデルの性感染症予防への貢献」

司会：山岸　由佳　高知大学医学部　臨床感染症学講座
演者：大森　亮介　北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所　バイオインフォマティクス部⾨

11：20～11：50　招請講演2

「サル痘の病態と感染経路、予防法」

司会：大西　　真　沖縄県中部保健所　副参事
演者：鈴木　忠樹　国立感染症研究所　感染病理部
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12：00～12：50　ランチョンセミナー5 共催：杏林製薬株式会社

「ポスト＆ウィズコロナ時代における感染症遺伝子診断の重要性を再考する」

司会：石地　尚興　すぎのこ皮ふ科クリニック
演者：三鴨　廣繁　愛知医科大学医学部　臨床感染症学講座

13：00～14：30　シンポジウム5 （日本性感染症学会  卒後・生涯学習プログラム）

「新型コロナウィルス感染症と性感染症の実態」

司会：野口　靖之　愛知医科大学　周産期母子医療センター
　　　渡會　睦子　東京医療保健大学医療保健学部　看護学科

S5-1 新型コロナウイルス感染症パンデミックが性感染症発生動向に与えた影響 −性器クラミジア感染
症と淋菌感染症を中心に−
山岸　拓也　国立感染症研究所　薬剤耐性研究センター／同　実地疫学研究センター　併任

S5-2 「オンライン診療」と「郵送検査」が作り出す、新しい時代の性感染症診療
小堀　善友　プライベートケアクリニック東京

S5-3 郵送検査におけるHIV郵送検査と陽性数の推移
須藤　弘二　株式会社ハナ・メディテック

S5-4 性産業における性感染症予防の現状と対策
渡會　睦子　東京医療保健大学医療保健学部　看護学科

16：00～17：30　市民公開講座 主催：日本性感染症学会　共催：北九州市

「専門家がやさしく語る性・性感染症・性教育」

司会：藤本　直浩　産業医科大学　泌尿器科

　1 性と性感染症
濵砂　良一　国家公務員共済組合連合会新小倉病院　副院長・泌尿器科

　2 梅毒の増加を遺伝子から探る
大西　　真　沖縄県中部保健所　副参事／国立感染症研究所　細菌第一部　客員研究員

　3 性感染症教育を考える トイレットペーパーを使った新しい試み
鶴田　七瀬　一般社団法人ソウレッジ
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第3会場（2F 21会議室）

9：10～9：55　一般演題9　「クラミジア」

座長：山岸　由佳　高知大学医学部　臨床感染症学講座

O9-1 全ゲノム系統解析によるChlamydia Trachomatis伝播経路の分子疫学調査
水戸部森歌　東京都　健康安全研究センター　微生物部

O9-2 不妊カップルにおける男性尿中クラミジア・淋菌のPCR検査と女性クラミジアIgG・IgA抗体結
果の現状および関連についての検討
加藤　佑樹　獨協医科大学埼玉医療センター　リプロダクションセンター

O9-3 急性腹症に対する腹腔鏡下腹腔内観察・洗浄が治療に寄与したクラミジア性腹膜炎の1例
牧　　綾音　帝京大学ちば総合医療センター

O9-4 右腎腫瘍に対する腹腔鏡手術を契機に診断された長期間無治療で経過したFitz-Hugh-Curtis症候
群の一例
亀田　智弘　芳賀赤十字病院　泌尿器科

O9-5 画像診断から卵管癌と診断され審査腹腔鏡によりクラミジア子宮付属器炎と診断された症例
野口　靖之　愛知医科大学　周産期母子医療センター

9：55～10：31　一般演題10　「女性診療、ワクチン」

座長：野々山未希子　敦賀市立看護大学　看護学部／助産学専攻科

O10-1 オンライン診療による性感染症検査の意義
西條　良香　西條婦人科往診クリニック

O10-2 妊娠期における感染症のスクリーニング検査の実施状況
伊藤　由子　長良医療センター　看護部／「HIV感染者の妊娠・出産・予後に関するコホート調
　　　　　　査を含む疫学研究と情報の普及啓発方法の開発ならびに診療体制の整備と均てん化
　　　　　　のための研究」班

O10-3 自治体が行う子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）定期接種再開後の接種対象者への個別周
知に対するCOVID-19流行の影響
菅井　敏行　広島大学大学院医系科学研究科

O10-4 小学校6年生から高校1年生相当の女子の保護者を対象としたHPVワクチンに対する意識調査
齋藤　益子　関西国際大学保健医療学部　看護学科
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10：50～11：50　認定士への集い

「性感染症学会認定士と性感染症予防活動に関わる会員の集い」

日本性感染症学会 認定制度委員会
委員長：余田　敬子
副委員長：野口　靖之
認定士委員：齋藤　益子、野々山未希子、渡會　睦子、平石　直己

　1） 認定士試験について（15分）
渡會　睦子

　2） クリニックにおける認定士の活用について（15分）
日本性感染症学会　認定医　
プライベートケアクリニック東京　東京院　院長　小堀　善友

　3） 認定士制度に関する質問・感想等（10分）
 会員間の情報交換（20分）

進行　野々山未希子、平石　直己

12：00～12：50　ランチョンセミナー6 共催：アボットジャパン合同会社

「性感染症の現状と検査・治療法について」

司会：松本　哲朗　産業医科大学　名誉教授
演者：安田　　満　札幌医科大学医学部　感染制御・臨床検査医学講座

13：00～13：36　一般演題11　「HIV感染症」

座長：井戸田一朗　しらかば診療所

O11-1 エイズ予防指針の提唱する検査・相談体制下で現在認められている課題についての検討
平賀　紀行　神戸マリナーズ厚生会病院　麻酔科・泌尿器科

O11-2 顔面に腫瘤を形成したAIDS関連Kaposi肉腫の一例
脇本　紘子　東京医科大学　皮膚科

O11-3 HIV陽性患者に生じた前立腺原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の1例
氏家　隆志　帝京大学医学部附属病院　泌尿器科

O11-4 HIV感染後に進行性多巣性白質脳症を併発し、知的・性格変化をおこした患者の社会復帰症例
谷　　智和　愛信会小倉到津病院

13：36～14：30　一般演題12　「尿道炎」

座長：市原　浩司　札幌中央病院　泌尿器科

O12-1 島根県東部地区の泌尿器科クリニックにおける男性尿道炎の臨床的検討
和田　幸弘　姫野クリニック

O12-2 尿道炎関連アデノウイルスの感染環に関する検討
花岡　　希　国立感染症研究所　感染症危機管理研究センター

O12-3 治療に苦慮した難治性尿道炎の1例
糠谷　拓尚　藤田医科大学　腎泌尿器外科
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O12-4 当院における尿道炎の治療方針の検討
桧山　佳樹　NTT東日本札幌病院　泌尿器科

O12-5 当院における淋菌性尿道炎･クラミジア性尿道炎の不顕性感染者の有病率の検討
平山　　尚　大阪梅田紳士クリニック

O12-6 全国から当社に依頼された淋菌、C.トラコマチス核酸検出、腟トリコモナスおよびM.ジェニタ
リウム同時核酸検出の集計結果
大河内建太　株式会社エスアールエル　感染症･マニュアル検査部

14：30～15：06　一般演題13　「女性STI」

座長：谷口　　武　谷口病院　産婦人科

O13-1 当院で経験した骨盤放線菌症7症例の臨床的検討
松川　　哲　岐阜県立多治見病院

O13-2 外陰部潰瘍・腟壁潰瘍・子宮頸部潰瘍形成が腸管ベーチェットの病勢と一致した1例
玉井　佳奈　帝京大学ちば総合医療センター　産婦人科

O13-3 診断に難渋したトリコモナス症の一例
梁　　英敏　神戸大学医学部附属病院

O13-4 感染症発生動向調査における女性梅毒症例、及び妊婦、女性性産業従事者の症例の動向と疫学的
特徴、2019～2021年
大塚美耶子　国立感染症研究所　感染症疫学センター
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