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学会 2日目 11月 25日（日）

第1会場（東京慈恵会医科大学新橋校 2号館 1階講堂）

9：00～11：00 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）

「ライフスタイルに合わせた性感染症予防教育」
司会：井口 一成 日本体育大学

野々山未希子 自治医科大学 看護学部

S5-1 臨床現場からみた若者の性行動から、効果的な性感染症予防教育を考える
種部 恭子 女性クリニックWe! TOYAMA

S5-2 小学生・保護者への性教育～中学校・高等学校での性感染症予防教育との関連～
渡會 睦子 東京医療保健大学医療保健学部 看護学科

S5-3 性感染症予防教育を進める際の教育サイドとの連携にあたっての注意点
～教育のエンドポイントの視点から～
岩室 紳也 ヘルスプロモーション推進センター（オフィスいわむろ）

追加発言：井口 一成 日本体育大学

11：00～12：00 教育講演 2

「Mycoplasma genitalium の薬剤耐性について」
司会：松本 哲朗 産業医科大学 名誉教授
演者：出口 隆 木沢記念病院 泌尿器科

12：15～13：15 ランチョンセミナー 4 共催：MSD株式会社

「HPVワクチン：なぜワクチン後進国？どうすれば追いつける？」
司会：岸本 壽男 岡山県環境保健センター
演者：森内 浩幸 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 小児科学

13：15～13：20 閉会の挨拶
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14：00～15：30 第 294回 ICD講習会

「性感染症に関連した感染対策」
司会：髙橋 聡 札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学

ICD-1 妊婦健診における母子感染の予防対策
野口 靖之 愛知医科大学 産婦人科学

ICD-2 針刺し・粘膜曝露への対応：HBV、HCV、梅毒を中心に
堀野 哲也 東京慈恵会医科大学附属柏病院 感染制御部

ICD-3 針刺し・粘膜曝露への対応：HIV
吉田 正樹 東京慈恵会医科大学 感染制御科
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第 2会場（東京慈恵会医科大学新橋校 1号館 3階講堂）

9：00～10：30 シンポジウム 6

「性感染症のパートナーへの対応：私はこうしている」
司会：岩破 一博 京都府立医科大学医学部看護学科 医学講座産婦人科学

和田耕一郎 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 泌尿器病態学

S6-1 クラミジア・Mycoplasma genitalium 感染者パートナーへの対応
伊藤 晋 あいクリニック

S6-2 当院における性感染症のパートナーへの対応実態
小島 宗門 名古屋泌尿器科病院

S6-3 性感染症：パートナーにどう対応すればいいの？
尾上 泰彦 プライベートケアクリニック東京

10：30～12：00 シンポジウム 7

「教訓から学ぶ性感染症学」
座長：古林 敬一 そねざき古林診療所

安田 満 岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター

S7-1 結核性骨盤腹膜炎の鑑別に腹腔鏡検査が有用であった1例
野口 靖之 愛知医科大学 産婦人科学

S7-2 難治性Mycoplasma genitalium 尿道炎の治療経験
伊藤 晋 あいクリニック

S7-3 母体の除菌後に垂直感染し発症したクラミジア肺炎の1ヶ月女児例
日馬 由貴 国立国際医療研究センター病院/国際感染症センター/

AMR臨床リファレンスセンター

S7-4 正しい知識を説明するだけでなく失敗談を語る性感染症予防講演会の実際
～性教育に対する中高生のニーズの把握～
遠見才希子 筑波大学大学院人間総合科学研究科 ヒューマン・ケア科学専攻社会精神保健学分野

12：15～13：15 ランチョンセミナー 5 共催：富士レビオ株式会社

「性感染症の課題―HIV感染症と梅毒―」
司会：荒川 創一 三田市民病院
演者：白阪 琢磨 大阪医療センター 臨床研究センター エイズ先端医療研究部
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14：00～15：30 市民公開講座 後援：厚生労働省 東京都 日本医師会 東京都医師会

「ストップ！梅毒」
司会：清田 浩 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 泌尿器科

石地 尚興 東京慈恵会医科大学 皮膚科学

1．梅毒がはやっているのをご存知ですか？
荒川 創一 三田市民病院

2．梅毒ってこんな病気なんです！
尾上 泰彦 プライベートケアクリニック東京
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第 3会場（東京慈恵会医科大学新橋校 1号館 5階講義室）

9：00～9：27 一般演題 10「梅毒 1」

座長：松川 雅則 滝川市立病院 泌尿器科

O-29 モバイルリアルタイム PCR装置（PCR1100）を用いた梅毒トレポネーマ PCR法の構築
川畑 拓也 大阪健康安全基盤研究所 微生物部

O-30 測定原理の異なる 2試薬での梅毒病期別における抗 TP抗体陽性検出率について
出野 結己 積水メディカル株式会社

O-31 レセプトデータを用いた梅毒患者の配偶者に対する梅毒検査の実施状況調査
松林 恵介 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻薬剤疫学分野

9：27～9：54 一般演題 11「梅毒 2」

座長：立川 夏夫 横浜市立市民病院 感染症内科

O-32 臍帯静脈周囲に T.pallidumを認めたが児に先天梅毒を認めなかった妊娠中期 1期梅毒感染の一例
森 博士 産業医科大学病院 総合周産期母子医療センター

O-33 梅毒の一次病変に関する検討
古賀 健一 あおぞらクリニック

O-34 薬疹歴がないのに投与開始の翌日からAMPCによる薬疹が出た梅毒の一例
古林 敬一 そねざき古林診療所

9：54～10：21 一般演題 12「梅毒 3」

座長：髙橋 聡 札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学

O-35 当院で診療した梅毒症例の発生動向と診断状況に関する検討
吉川 晃司 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 感染制御部

O-36 人間ドックで発見された内耳梅毒の一例
阿部佳奈美 東京慈恵会医科大学 皮膚科

O-37 女性の梅毒患者の早期診断における PCR検査の有用性についての検討
濱田 貴 新宿レディースクリニック
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10：21～10：57 一般演題 13「梅毒 4」

座長：岡 慎一 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

O-38 HIV 感染者の乳輪部に生じた梅毒硬性下疳の 1例
中村 百恵 東京医科大学病院 皮膚科

O-39 性感染症として急性A型肝炎と第 1期梅毒を同時に合併した未治療HIV感染者の 1例
一木 昭人 東京医科大学病院 臨床検査医学科

O-40 HIV 感染症おける梅毒の serofast reaction についての検討
北野 弘之 広島大学病院 泌尿器科/広島大学病院 感染症科

O-41 都市部における梅毒感染ハイリスクグループの検討～新宿区梅毒発生動向調査～
遠藤 雅幸 新宿区保健所

10：57～11：24 一般演題 14「梅毒 5」

座長：石川 清仁 藤田医科大学病院 腎泌尿器外科

O-42 医師の診療科別にみた、梅毒の届出患者数や症状等の分布
～岡山市における梅毒届出時積極的疫学調査結果から～
兒玉とも江 岡山市保健所

O-43 梅毒症例報告数とマッチングアプリユーザー数の都道府県別相関解析
鈴木 陽介 帝京大学ちば総合医療センター

O-44 泌尿器科クリニックにおける梅毒患者の受診状況と解析
重村 克巳 神戸大学 泌尿器科/神戸大学 保健学科

11：24～11：42 一般演題 15「梅毒 6」

座長：大西 真 国立感染症研究所 細菌第一部

O-45 初期梅毒における自動化法による梅毒抗体検査の治療前後の推移と診断的意義
澤村 正之 新宿さくらクリニック

O-46 梅毒診断と治療効果判定における RPR 自動化法の倍数希釈法との比較有用性
西島 健 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

12：15～13：15 ランチョンセミナー 6 共催：マルホ株式会社

「性器ヘルペスのトータルマネジメント」
司会：本田まりこ まりこの皮フ科
演者：尾上 智彦 越谷レイクタウン皮ふ科
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第 4会場（東京慈恵会医科大学新橋校 1号館 6階講義室）

9：00～9：18 一般演題 16「HPV1」

座長：小池 祐介 東京慈恵会医科大学 泌尿器科

O-47 HPV陽性陰茎癌の 1例
田近 洋介 富山病院 病理診断科

O-48 陰茎癌におけるHPV感染の役割と発癌メカニズムについての検討
坂本 次郎 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学

9：18～9：45 一般演題 17「HPV2」

座長：笹川 寿之 金沢医科大学 産婦人科学

O-49 OCEAN STUDY中間解析および追加解析
八木 麻未 大阪大学医学部 産婦人科

O-50 子宮頸癌検診におけるHPV併用検診の効率的運用
前濱 俊之 豊見城中央病院 産婦人科

O-51 子宮頸部の炎症はAPOBEC3G発現を誘導しCINの進行に影響しうる
飯塚 崇 金沢大学附属病院 産科婦人科学

9：45～10：12 一般演題 18「HPV3」

座長：広瀬 崇興 JCHO北海道病院 泌尿器科

O-52 手指爪囲の Bowen病と陰茎の Bowen様丘疹症から粘膜ハイリスクHPVが検出された 1例
間中 結香 東京慈恵会医科大学 皮膚科

O-53 BDOnclarity HPVキットの基礎検討
江原 隆 株式会社 LSI メディエンス 感染症検査部

O-54 子宮頸がん検診におけるHybrid capture-2 法と APTIMA法の比較
黒木 博子 桜十字福岡病院 婦人科

10：12～10：39 一般演題 19「HPV4」

座長：安元慎一郎 安元ひふ科クリニック（皮膚科）

O-55 日本人男性亀頭部におけるヒトパピローマウイルスの長期生存について
鈴木 基文 東京逓信病院 泌尿器科

O-56 男性における尿検体を用いたHPV検査の意義
重原 一慶 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学
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O-57 尿路上皮癌患者の膀胱洗浄液におけるHPV検出率の検討
中川 朋美 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学

10：39～10：57 一般演題 20「HPV5」

座長：渡辺 大輔 愛知医科大学 皮膚科

O-58 トリクロロ酢酸を用いた尖圭コンジローマの治療
金谷 瑠奈 東京慈恵会医科大学病院 皮膚科

O-59 当科における外陰部疣贅の治療と課題
高田 笑 金沢医科大学 産科婦人科学

10：57～11：15 一般演題 21「その他 2」

座長：白木 公康 千里金蘭大学

O-60 Famciclovir（FCV）の再発型単純疱疹患者に対する早期短期治療（1日治療）の有用性の検討
【第 III 相臨床試験】
早川 潤 早川クリニック

O-61 米国感染症学会ガイドラインに基づいた管理をした難治性外陰・腟カンジダ症の 3例
山岸 由佳 愛知医科大学病院 感染症科/愛知医科大学病院 感染制御部/

いずみレディスクリニック

11：15～12：00 一般演題 22「予防・教育」

座長：秋元 義弘 岩手県立二戸病院 産婦人科

O-62 非 HIV感染MSMを対象とした性感染症コホートにおける PrEP（Pre-Exposure Prophylaxis：
曝露前予防内服）の適応について
高野 操 国立国際医療研究センター ゲノムメディカルセンター

O-63 性感染症・低用量ピル・緊急避妊薬・子宮頸がんに関する看護関係者の認識および行動について
のウェブアンケート調査
山本 佳奈 常磐病院/医療ガバナンス研究所/ナビタスクリニック

O-64 東京の高校生の性感染症に関する知識と教育実践
渡邊 香 国立看護大学校

O-65 HSV感染症に関する性的スティグマからの回復プロセス支援オンラインカウンセリングプログラム
長谷川ともみ 富山大学大学院 医学薬学研究部（医学）母性看護学

O-66 大学生による性感染症予防教育における人材確保に関する検討
木南 佳奈 青少年の性と健康を考え活動する会（2SK会）/東京医療保健大学


