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企画プログラム
会長講演

10月11日（金） 第1会場

C-1 一人の免疫不全患者から学ぶウイルス感染症学
西條　政幸（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

座長：水口　雅（東京大学大学院医学系研究科　国際保健学専攻　発達医科学分野）

9：00～9：30

特別講演

10月12日（土） 第1会場

SP-1 急性脳症の研究：これまでの成果、これからの課題
水口　雅（東京大学大学院医学系研究科　国際保健学専攻　発達医科学分野）

座長：西條　政幸（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

9：00～9：50

教育セミナー 1

10月11日（金） 第1会場

E-01 中枢神経感染症の画像診断
大場　洋（帝京大学医学部　放射線科学講座）

座長：山田　正仁（金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　脳老化・神経病態学（脳神経内科学））

17：00～18：00

教育セミナー 2

10月12日（土） 第1会場

E-02 日本におけるダニ媒介性脳炎の現状と課題
好井　健太朗（北海道大学大学院　獣医学研究院　公衆衛生学教室）

座長：田島　茂（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

16：30～17：20

教育セミナー 3

10月12日（土） 第2会場

E-03 口腔常在菌と全身疾患
高橋　幸裕（日本歯科大学生命歯学部　微生物学講座）

座長：西條　政幸（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

14：00～14：50
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10月12日（土） 第1会場

SY3-1 医療行為によるアミロイドβタンパク質病理の個体間伝播
浜口　毅（金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　脳老化・神経病態学（脳神経内科学））

SY3-2 進行性多巣性白質脳症（概説と最近の話題）
雪竹　基弘（医療法人社団　高邦会　高木病院　脳神経内科）

SY3-3 日本国内発症 PMLサーベイランス疫学調査と解析
三浦　義治（がん・感染症センター都立駒込病院　脳神経内科）

SY3-4 細菌性髄膜脳炎の発症に鼻腔原発悪性リンパ腫に対する放射線治療が関与したと考えた一例
山木　亮一（SUBARU 健康保険組合　太田記念病院）

座長：細矢　光亮（福島県立医科大学　小児科）
　　　三條　伸夫（東京医科歯科大学大学院　脳神経病態学分野（神経内科））

14：00～15：10

シンポジウム 1　ヘルペスウイルスと中枢神経感染症 日本小児科学会小児科専門医 iii 小児科領域講習

10月11日（金） 第1会場

SY1-1 単純ヘルペス脳炎の診断と治療
森田　昭彦（日本大学医学部　内科学系　神経内科学分野）

SY1-2 水痘帯状疱疹ウイルスによる中枢神経感染症：ワクチンの pros and cons
吉川　哲史（藤田医科大学医学部　小児科学）

SY1-3 新生児単純ヘルペス脳炎
奥村　彰久（愛知医科大学医学部　小児科）

SY1-4 中枢神経感染症疑いの小児に対するreal-time PCR法を用いたヒトヘルペスウイルスの検討
石丸　聡一郎（藤田医科大学医学部　小児科）

座長：亀井　聡（日本大学医学部附属病院　神経内科）
　　　河島　尚志（東京医科大学　小児科）

14：00～15：25

シンポジウム 2　新興感染症と中枢神経感染症

10月11日（金） 第1会場

SY2-1 重症熱性血小板減少症候群（SFTS） ～意識障害も伴う新興ウイルス感染症～
高橋　徹（山口県立総合医療センター　血液内科）

SY2-2 中枢神経病態を呈する寄生虫感染症
久枝　一（国立感染症研究所　寄生動物部）

SY2-3 ヘンドラウイルス脳炎
渡辺　俊平（岡山理科大学　獣医学部　微生物講座）

SY2-4 ヘニパウイルス感染症の神経病態
加来　義浩（国立感染症研究所　獣医学部）

座長：長谷川　秀樹（国立感染症研究所　感染病理部）
　　　林　昌宏（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

15：30～16：55
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Meet the experts of NIID  1

10月11日（金） 第3会場

M-01 日本脳炎とウエストナイルウイルス感染症
林　昌宏（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

座長：多屋　馨子（国立感染症研究所　感染症疫学センター）

9：50～10：20

Meet the experts of NIID  2

10月11日（金） 第3会場

M-02 狂犬病
伊藤　睦代（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

座長：山田　壮一（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

10：20～10：50

Meet the experts of NIID  3

10月11日（金） 第3会場

M-03 麻疹ウイルスの感染機構：SSPE との関連
竹田　誠（国立感染症研究所　ウイルス第三部）

座長：細矢　光亮（福島県立医科大学　小児科）

10：50～11：20

Meet the experts of NIID  4

10月11日（金） 第3会場

M-04 ボレリア感染症
川端　寛樹（国立感染症研究所　細菌第一部）

座長：前木　孝洋（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

11：20～11：50

シンポジウム 4　HTLV-1 と中枢神経感染症

10月12日（土） 第1会場

SY4-1 HTLV-1 関連脊髄症（HAM）の患者参加型の研究と創薬
山野　嘉久（聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター　病因・病態解析部門）

SY4-2 HTLV-1 感染の現状
浜口　功（国立感染症研究所　血液・安全性研究部）

SY4-3 HTLV-1 の母子感染
森内　浩幸（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　小児科学）

SY4-4 HTLV-1 感染症の発症病理
松浦　英治（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　脳神経内科・老年病学分野）

座長：杉江　和馬（奈良県立医科大学　脳神経内科学講座）
　　　髙嶋　博（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科）

15：15～16：25



24巻 2 号  （2019 ： 10）Neuroinfection （15）

Meet the experts of NIID  6

10月12日（土） 第2会場

M-06 PML について
中道　一生（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

座長：三浦　義治（がん・感染症センター都立駒込病院　脳神経内科）

10：20～10：50

Meet the experts of NIID  7

10月12日（土） 第2会場

M-07 ポリオ
清水　博之（国立感染症研究所　ウイルス第二部）

座長：西條　政幸（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

10：50～11：20

Meet the experts of NIID  8

10月12日（土） 第2会場

M-08 真菌による中枢神経感染症
中村　茂樹（東京医科大学　微生物学分野）

座長：加藤　博史（国立感染症研究所　ウイルス第一部）

11：20～11：50

Meet the experts of NIID  5

10月12日（土） 第2会場

M-05 中枢神経感染症の病理
高橋　健太（国立感染症研究所　感染病理部）

座長：長谷川　秀樹（国立感染症研究所　感染病理部）

9：50～10：20




