第59回 IDATEN
インタラクティブケースカンファレンス
日本感染症教育研究会
（IDATEN）
日

時

会

場

2019 年12月 7日（土）13 : 30〜（13:00 開場）
フクラシア東京ステーション 5F

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-1 朝日生命大手町ビル

参加費

1,000 円

謹啓
時下、
先生方に於かれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
｢日本感染症教育研究会」
（略称IDATEN）
は2005年1月に発足し、多くの方々のご協力により、活動も15年目を迎えております。
当研究会は、
日本の感染症診療水準の向上を推進することを理念とし、
セミナーなどによる教育の充実、
メーリングリストによる
教育還元など、
今後も幅広い活動を行ってまいりたいと考えております。
是非とも当研究会の学術活動にご参加頂き、
日本における臨床感染症の教育推進にご協力頂けましたら、誠に幸いでございます。
さてこの度、下記の要領
（詳細は裏面参照）
にて第59回IDATENインタラクティブケースカンファレンスを企画いたしましたので、
ご多忙のことと存じますが、
何卒ご出席賜ります様お願い申し上げます。

謹白

当研究会はヘルスケアプロフェッショナルとしての禁煙運動を推進しておりますので、会場内やティーブレイク会場を含むすべての
関連場所での禁煙をお願いしております。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

・医薬関係者 ＊1以外の参加はご遠慮いただいております。

＊1：主として医師、歯科医師、薬剤師､看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床心理士等の医療専門家 (医学部・薬学部等の学生を含む)、及び医療施設において医療に従事する職員
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プログラム

宮入 烈 先生

13：00~

開場

13：30~13：45

情 報 提 供 ： 塩野義製薬株式会社

13：45~14：00

IDATEN 活動報告

14：00~15：00

特別講演

司会進行 :

国立成育医療研究センター 感染症科 診療部長

感染管理の基本と実務
宮入 烈 先生

座長

演者

国立成育医療研究センター 感染症科 診療部長

休

15：00~15：20

笠原 敬 先生

奈良県立医科大学 感染症センター 病院教授

憩

IDATEN インタラクティブケースカンファレンス
小児オーガナイザー

荘司 貴代 先生
15：20~16：05

神谷 亨 先生

静岡県立こども病院 小児感染症科 医長

ケースカンファレンス 1（小児）

1歳、はじめての発熱
亀田総合病院 小児科
村上 楽 先生 上原

16：05~16：50

成人オーガナイザー

貴博 先生

ケースカンファレンス 1（成人）

不易流行 〜感染症診療の原則〜

亀田総合病院 感染症科
細川 直登 先生

今村総合病院 救急・総合内科

伊藤 貴祥 先生
市来 征仁 先生

ケースカンファレンス 2（小児）

伊藤 加菜絵 先生
西垂水 和隆 先生

有馬 丈洋 先生

ケースカンファレンス 2（成人）

打倒 アウトブレイク

"To be or not to be, ..."：感染症ではどう考える？

静岡県立こども病院 小児感染症科 医長
荘司 貴代 先生

篠原 浩 先生 松村 康史 先生

京都大学医学部附属病院 検査部

あいち小児保健医療総合センター 総合診療科 医長

京都市立病院 感染症内科
元林 寛文 先生 栃谷

伊藤 健太 先生

靑木 一晃 先生

健太郎 先生 清水 恒広 先生

ティーブレイク

16：50~17：05
17：05~17：50

洛和会音羽病院 副院長 兼 感染症科 部長

ケースカンファレンス 3（成人）

ケースカンファレンス 3（小児）

感染症治療における寛容さ

小児の右下腹部痛どのように診断するか？
国立成育医療研究センター 教育研修部
高橋 揚子 先生

洛和会音羽病院 感染症科

松村 拓朗 先生 関 雅之 先生 伊藤 航人 先生 神谷 亨 先生

国立成育医療研究センター 感染症科

松井 俊大 先生
日本感染症教育研究会
世話人（50音順）
代表世話人

宮入 烈

国立成育医療研究センター

伊東 直哉 マヒドン大学熱帯学部
伊藤 健太 あいち小児保健医療総合センター
上原 由紀 聖路加国際病院
岡本 耕 東京大学医学部附属病院
神谷 亨 洛和会音羽病院

上山
岸田
忽那
荘司
枦

伸也
直樹
賢志
貴代
秀樹

倉敷中央病院
感染症コンサルタント
国立国際医療研究センター
静岡県立こども病院

古市 美穂子 埼玉小児医療センター
本郷 偉元 関東労災病院
松尾 裕央 兵庫県立尼崎総合医療センター
山田 和範 中村記念南病院

東京ベイ・浦安市川医療センター
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