
開催⽇ 会場 形式 招聘講演タイトル 演者 所属
第1回 2005/6/4 ホテル⻄洋銀座  ｢サロン・ラ・ロンド｣ シングル HIV診療のアップデート 中⾕安宏 ⽶国ケンタッキー州ルイビル⼤学 前感染症科助教授
第2回 2005/9/10 東京SYDホール シングル

第3回 2005/12/10
東京ファッションタウンビル（TFT）東館
９F（909号室）

シングル

第4回 2006/3/11 新⾼輪プリンスホテル3階「平安」の間 シングル ⼭中 昇 和歌⼭県⽴医科⼤学⽿⿐咽喉科・頭頸部外科 教授

第5回 2006/6/3 明治製菓本社ビル 講堂 シングル
臨床現場におけるアミノグリコシ
ド系薬剤の位置づけ

菊池 賢 順天堂⼤学⼤学院感染制御科学COE 講師

第6回 2006/9/2 秋葉原コンベンションホール シングル 深在性真菌症の診断と治療 前崎繁⽂ 埼⽟医科⼤学感染症科・感染制御科 教授

第7回 2006/12/9 秋葉原コンベンションホール シングル
⽇⽶の⼿術部位感染予防策および
術後管理の相違について

星 寿和 ⻲⽥総合病院外科

第8回 2007/3/3
銀座フェニックスプラザ2F「フェニックス
ホール」

シングル
発熱性好中球減少症のマネジメン
ト

⼤曲貴夫 静岡県⽴静岡がんセンター感染症科 医⻑

第9回 2007/6/9
⼤⼿町ファーストスクエアビルウエストタ
ワー23階 トップ オブ ザ スクエア 宴

シングル
PK/PD理論に基づく感染症治療薬
の適正使⽤〜添付⽂書どおりでは
患者を救えない〜

森⽥邦彦 同志社⼥⼦⼤学薬学部臨床薬剤学 教授 

第10回 2007/9/1 秋葉原コンベンションホール シングル 神奈川県における輸⼊感染症の現状 相良裕⼦ 横浜市⽴市⺠病院
第11回 2007/12/1 秋葉原コンベンションホール シングル   藤⾕茂樹 聖マリアンナ医科⼤学救命救急教室
第12回 2008/3/1 コクヨホール シングル Clinical Infection Vignettes Dr. David H. Gremillion,Md,FACP ⻲⽥総合病院卒後研修センター 臨床教育専任医師
第13回 2008/5/31 コクヨホール シングル 深在性カンジダ症の制御に向けて ⾼倉俊⼆ 京都⼤学医学研究科臨床病態検査学・感染制御部 助教
第14回 2008/9/6 ベルサール神⽥ シングル HIV領域で⾒られる感染症 照屋勝治 国⽴国際医療センター⼾⼭病院エイズ治療・研究開発センター

第15回 2008/11/29 秋葉原コンベンションセンター シングル 感染症センターのつくりかた 三笠桂⼀ 奈良県⽴医科⼤学感染症センター 教授

第16回 2009/3/7
⼤⼿町ファーストスクエアビルウエストタ
ワー23階 トップ オブ ザ スクエア 宴

シングル
⼩児感染症専⾨医の役割−⼤⼈と
何が違うのか?−

齋藤昭彦 国⽴成育医療センター 膠原病・感染症科

第17回 2009/6/6 コクヨホール２Fコクヨホール シングル
IDATEN Teacher's Award 受賞
記念特別講演「感染症診療の原
則」

⻘⽊眞

第18回 2009/9/19 コクヨホール２Fコクヨホール シングル
感染症診断における遺伝⼦改正機
技術の適応

⼤楠清⽂ 岐⾩⼤学⼤学院医学系研究科病原体制御学分野 准教授

第19回 2009/12/5 ⼤⼿町サンケイプラザ４Fホール シングル
新型インフルエンザA（H1N1）：
これまでの⽇本の対応と今後の課
題

押⾕  仁 東北⼤学⼤学院医学系研究科微⽣物学分野 教授 

第20回 2010/3/6 ベルサール⼋重洲 シングル
Is this the end of the antibiotic 
era? The impact of multiply 
resistant bacteria

Dr. David L. Paterson Professor of Medicine, University of Queensland Centre for Clinical Research

第21回 2010/6/12 コクヨホール２Fコクヨホール シングル
京都府⽴医科⼤学附属病院での院
内感染対策

藤⽥直久 京都府⽴医科⼤学附属病院 臨床検査部⻑

第22回 2010/9/4 富⼠ソフトアキバプラザ５Fアキバホール シングル 佐賀の”がばい”感染症内科教育 ⻘⽊洋介 佐賀⼤学医学部附属病院感染制御部 部⻑

第23回 2010/12/4 富⼠ソフトアキバプラザ５Fアキバホール シングル
薬剤耐性グラム陰性桿菌の最近の
話題

細川直登 ⻲⽥総合病院総合診療・感染症科 部⻑

第24回 2011/3/5
新宿⽂化クイントビルファイザー株式会社
本社１８F

シングル
感染症・化学療法研究における最
近の話題-トランスレーショナ
ル・リサーチの視点から-

舘⽥⼀博 東邦⼤学医学部微⽣物・感染症学講座 准教授

第25回 2011/6/11 ベルサール⼋重洲 ダブル
⽶国の薬剤耐性菌事情と院内感染
対策

⼟井洋平 Assistant Professor of Medicine,Division of Infectious Diseases,University of Pittsburgh,USA

第26回 2011/9/10 品川イーストワンタワー２１F「⼤会議室」 シングル
IDATEN Teacher's Award 受賞
記念特別講演

遠藤和郎 沖縄県⽴中部病院

第27回 2011/12/10 富⼠ソフトアキバプラザ５Fアキバホール シングル
呼吸器感染症とNipponのガイド
ライン

関雅⽂ ⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科感染制御学 講師

第28回 2012/3/10 ⼤阪国際会議場 ダブル 医療関連感染症は0にできるか？ 本⽥仁 ⼿稲渓仁会病院総合内科・感染症科 医⻑

第29回 2012/6/9 ベルサール⼋重洲 ダブル
CDCガイドラインを⽇本の病院に
持ち込むとどういうことになるの
か？

⽮野邦夫 県⻄部浜松医療センター 副院⻑兼感染症科⻑兼臨床研修管理室⻑

第30回 2012/9/1 富⼠ソフトアキバプラザ５Fアキバホール シングル 敗⾎症の全⾝管理2012 讃井將満 東京慈恵会医科⼤学⿇酔科・集中治療部 准教授
第31回 2012/12/8 ベルサール⼋重洲 ダブル 多剤耐性菌診療のUp to Date 松本哲哉 東京医科⼤学微⽣物学講座 主任教授

第32回 2013/3/9 梅⽥スカイビルスペース36L シングル
感染症医が取り組むべき課題〜医
療関連感染対策〜

藤本卓司 市⽴堺病院総合内科 部⻑

第33回 2013/6/15 丸ビルホール ダブル 敗⾎症マネージメント2013 林淑朗 ⻲⽥総合病院集中治療科 部⻑

第34回 2013/9/7 富⼠ソフトアキバプラザ５Fアキバホール シングル
ベッドサイドで活かされる微⽣物
検査の結果報告と情報提供

中村⻯也 神⼾⼤学医学部附属病院検査部

第35回 2013/12/7 ベルサール⼋重洲 ダブル ⾎液疾患に合併する感染症 森慎⼀郎 聖路加国際病院⾎液腫瘍科 部⻑

第36回 2014/3/1 ⼤阪国際会議場（３FイベントホールA） シングル
泥臭い感染症診療の現場で指導医
とベンチに座った私の⽇々

椎⽊創⼀ 沖縄中部病院 感染症内科

第37回 2014/6/7
順天堂⼤学本郷キャンパスセンチュリータ
ワー南棟6階601教室

ダブル ⽇本と世界の視点からの感染症 堀越裕歩 東京都⽴⼩児総合医療センター感染症科 医⻑

第38回 2014/9/13 富⼠ソフトアキバプラザ５Fアキバホール シングル
感染症専⾨医としてのキャリア形
成と印象に残っている症例

⽮野晴美 筑波⼤学附属病院⽔⼾地域医療教育センター

第39回 2014/12/6 ⼤⽇本住友製薬株式会社東京本社 ダブル
感染症領域の臨床研究⼊⾨から無
料統計ソフトEZRを活⽤して
Evidenceを発信しよう

神⽥善伸 ⾃治医科⼤学附属病院・附属さいたま医療センター⾎液科 教授

第40回 2015/3/7
順天堂⼤学本郷キャンパスセンチュリータ
ワー南棟8階801教室

シングル IDATENの10年とその周辺 松永 直久 帝京⼤学医学部附属病院感染制御部 部⻑

IDATENインタラクティブケースカンファレンス



第41回 2015/6/20 クラブ関東 ダブル
感染症科医としてのHIV感染症と
の関わり⽅

塚⽥訓久 国⽴国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター医療情報室⻑

第42回 2015/9/5 富⼠ソフトアキバプラザ５Fアキバホール シングル
私の感染症医としての歩みと聖路
加国際病院での感染症診療と教育

古川恵⼀ 聖路加国際病院内科感染症科部⻑

第43回 2015/12/5 ⼤⽇本住友製薬株式会社東京本社 ダブル Candida感染症のクロニクル 平位由児 順天堂⼤学医学部 総合診療科 准教授

第44回 2016/3/5
塩野義製薬株式会社東京⽀店3階レクチャー
ホール

シングル
診断エラーを避けるための考え
⽅：What's wrong with me?

⻘⽊洋介 佐賀⼤学医学部国際医療学講座臨床感染症学分野 教授

第45回 2016/6/4 フクラシア東京ステーション ダブル
感染症科は⼀⽇にして成らず〜信
頼される感染症科、ICTの作り⽅
〜

上⼭伸也 公益財団法⼈ ⼤原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 感染症科/感染制御室

第46回 2016/9/3 富⼠ソフトアキバプラザ５Fアキバホール シングル
感染症から未来を守る 〜AMR
（薬剤耐性）の現在とこれから〜

具 芳明 東北⼤学病院総合感染症科 講師

第47回 2016/12/3 ⼤⽇本住友製薬株式会社東京本社 ダブル 症例から学ぶ輸⼊感染症ABC2016 忽那賢志 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター病院国際感染症センター

第48回 2017/3/4 ベルサール⼋重洲 シングル これからのHIV感染症診療 内藤俊夫 順天堂⼤学医学部総合診療科

第49回 2017/6/3 秋葉原UDX ダブル
敗⾎症ガイドライン2016〜すこし
深く読んでみる

志⾺伸朗 広島⼤学救急集中治療医学 教授

第50回 2017/9/2 フクラシア東京ステーション シングル AMRにどう⽴ち向かうか ⼤曲貴夫 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター病院国際感染症センター国際診療部

第51回 2017/12/2 秋葉原コンベンションセンター ダブル
明⽇からの臨床に役⽴つ抗菌薬の
PK/PD -"U"sing wisely-

庄司 健介 国⽴成育医療研究センター 感染症科

第52回 2018/3/3
塩野義製薬株式会社東京⽀店3階レクチャー
ホール

シングル 感染症臨床研究のtips　―成人肺炎1500例の前向き観察研究から
のメッセージ― 進藤有⼀郎 名古屋⼤学医学部呼吸器内科

第53回 2018/6/16 TKP御茶ノ⽔カンファレンスセンター ダブル 臨床現場で使うグラム染⾊の底⼒ ⼭本剛 ⻄神⼾医療センター臨床検査技術部
第54回 2018/9/15 TKP東京 AMR特集 AMR対策の現状 藤友 結実⼦ 国⽴国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター

第55回 2018/12/1 ベルサール⼋重洲 ダブル
Klebsiella pneumoniae の耐性と
病原性 〜感染症科医による感染
症科医のための微⽣物研究〜

原⽥壮平 藤⽥保健衛⽣⼤学医学部



開催⽇ 会場 テーマ レクチャー 担当講師 所属

第1回 2018/2/22
フクラシア品川クリスタル
スクエア 会議室C

CRBSI
カテーテル関連⾎流感染症(CRBSI) 
いちど整理してみよう!

⼭⽥ 和範
社会医療法⼈ 医仁会 
中村記念南病院

第2回 2018/11/22
神⼾商⼯貿易センター 第1
会議室

UTI
尿路感染症いちど整理してみよ
う！

望⽉ 敬浩
静岡県⽴静岡がんセン
ター

第3回 2019/2/21
神⼾商⼯貿易センター 第1
会議室

肺炎 肺炎いちど整理してみよう！ 鈴⽊ 義紀 宮城県⽴がんセンター

2018函館 2018/9/1 株式会社モロオ 函館⽀店 CRBSI
カテーテル関連⾎流感染症(CRBSI) 
いちど整理してみよう!

渡辺浩彰
北海道整形外科記念病
院

IDATENpharm セミナー



開始⽇ 終了⽇ 開催地 会場
ウィンター 2005/1/21 2005/1/23 京都市⼭科区 洛和会⾳⽻病院
サマー 2005/8/5 2005/8/7 千葉県鴨川市 ⻲⽥総合病院
ウィンター 2006/1/21 2006/1/22 東京都新宿区 慶應義塾⼤学病院
ウィンター 2006/2/25 2006/2/26 静岡県伊⾖市 ラフォーレ修善寺
サマー 2006/7/27 2006/7/30 沖縄県宜野湾市 カルチャーリゾートフェストーネ
ウィンター 2007/1/12 2007/1/14 福岡県飯塚市 株式会社⿇⽣飯塚病院
サマー 2007/7/27 2007/7/29 北海道札幌市⼿稲区 ⼿稲渓仁会病院
ウィンター 2008/2/1 2008/2/3 静岡県浜松市 浜名湖カリアック
サマー 2008/7/25 2008/7/27 ⻑野県諏訪市 RAKO華乃井ホテル
ウィンター 2009/3/13 2009/3/15 兵庫県神⼾市 神⼾⼤学医学部附属病院
サマー 2009/7/31 2009/8/2 福島県郡⼭市 ホテル華の湯
ウィンター 2010/2/19 2010/2/21 東京都新宿区 慶應義塾⼤学病院
サマー 2010/7/30 2010/8/1 新潟県新潟市 東横イン新潟駅前
ウィンター 2011/2/25 2011/2/27 広島県広島市 広島国際会議場、広島市⺠病院
サマー 2011/8/5 2011/8/7 神奈川県横浜市 済⽣会横浜市東部病院
ウィンター 2012/2/17 2012/2/19 奈良県奈良市 奈良県⽂化会館、市⽴奈良病院
サマー 2012/8/10 2012/8/12 和歌⼭県和歌⼭市 ⽇⾚和歌⼭医療センター
ウィンター 2013/2/15 2013/2/17 ⿅児島県⿅児島市 ⿅児島市⽴病院
サマー 2013/7/26 2013/7/28 京都府福知⼭市 福知⼭市中央保健センター
ウィンター 2014/2/21 2014/2/23 ⼭⼝県周南市 徳⼭中央病院
サマー 2014/7/25 2014/7/27 ⾼知県⾼知市 近森病院
ウィンター 2015/2/27 2015/3/1 岐⾩県⽻島郡笠松町 松波総合病院
サマー 2015/7/24 2015/7/26 茨城県⽔⼾市 三の丸ホテル
ウィンター 2016/1/29 2016/1/31 熊本県熊本市 済⽣会熊本病院
サマー 2016/7/29 2016/7/31 ⽯川県⾦沢市 ⽯川県⽴中央病院、⾦沢⼤学医学部付属病院

ウィンター 2016/12/9 2016/12/11 沖縄県島尻郡南⾵原町 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター 講堂 1-3

サマー 2017/7/28 2017/7/30 北海道札幌市中央区 KKRホテル札幌 5F 丹頂
ウィンター 2018/1/26 2018/1/28 千葉県鴨川市 ⻲⽥総合病院
サマー 2018/9/22 2018/9/24 宮城県仙台市 東北⼤学キャンパス
ウィンター 2019/1/18 2019/1/20 宮崎県 宮崎県⽴病院

IDATENサマー・ウインター感染症セミナー



回数 開催⽇ 開催地 招聘講演 演者 所属

第1回
2011/1/1

5
札幌市

臨床でのグラム染⾊の活⽤法 
−特にERでの実践法−

細川 直登
⻲⽥総合病院 総合
内科・感染症科 部
⻑

第2回
2011/6/1

8
札幌市

肺炎のマネジメント(市中肺炎
/院内肺炎)

⼤曲 貴夫
静岡県⽴静岡がんセ
ンター  感染症内科

第3回
2011/12/

3
札幌市 救急外来での発熱へのアプローチ ⼤野 博司 ⾳⽻病院 ICU/CCU

第4回 2012/7/7 札幌市
よくある感染症を⾒直そう〜
ピットフォールとブラッシュ
アップ〜

本郷 偉元
武蔵野⾚⼗字病院 
感染症科 副部⻑

第5回
2012/12/

1
札幌市

⾵邪と⾵邪にまぎれた重篤な
感染症を⾒分けるコツ

⼭本 舜悟
京都府⽴病院 感染
症内科 医⻑

第6回
2013/6/2

9
札幌市

現場で出会う耐性菌アップ
デート ⼀度整理してみよう

松永 直久
帝京⼤学医学部附属
病院 感染制御部⻑

第7回
2013/11/

16
札幌市 医療関連感染症総まとめ

岩⽥ 健太
郎

神⼾⼤学病院感染症
内科 教授

第8回 2014/7/5 札幌市
MRSA感染症の診断と治療：
バンコマイシンは第⼀選択
か？

笠原 敬
奈良県⽴医科⼤学感
染症センター 講
師・感染対策室⻑

第9回
2014/11/

15
札幌市 抗菌薬はじめの⼀歩 2014

⽮野（五
味）晴美

筑波⼤学附属病院⽔
⼾地域医療教育セン
ター⽔⼾協同病院グ
ローバルヘルスセン
ター感染症科

第10回 2015/7/4 札幌市

微⽣物検査を現場に活かそ
う！執事が検査結果について
説明いたします。‐抗菌薬適
正使⽤に向けて‐

⼭本 剛 ⻄神⼾医療センター

第11回
2015/11/

28
札幌市

severe sepsis のマネージメン
ト：⾵説に惑わされない！

林 淑朗
⻲⽥総合病院 集中
治療科 部⻑

第12回 2016/7/9 札幌市
感染症プラチナ特講-ケースメ
ソッドによる原則の確認-

岡 秀昭
JCHO東京⾼輪病院 
感染症内科

第13回
2016/12/

3
札幌市

"多職種チーム医療"で感染症
から未来を守るからAMR（薬
剤耐性）の現在とこれから〜

具 芳明
東北⼤学病院 総合
感染症科 講師

北海道IDATENクリニカルカンファレンス



第14回 2017/7/4 札幌市

『 感染症の Visual Diagnosis 
』-百聞は⼀⾒に如かず！
Visual でどこまで診断に迫れ
るか！-

忽那 賢志
国⽴国際医療研究セ
ンター

第15回
2017/12/

2
札幌市

"The ⾼齢者" 【⾼齢者の感染
症とその周辺】

藤⽥崇宏/川
⼝篤也

北海道がんセンター
/函館稜北病院

第16回
2018/6/3

0
札幌市

北海道でも、北海道だからこ
んな感染症！

児⽟⽂宏/岸
⽥直樹

市⽴札幌病院
/sapporo medical 
academy

第17回
2018/12/

1
札幌市

感染対策連携共通プラット
フォーム（J-SIPHE）による感
染対策と適正使⽤のベンチ
マーキング

早川 佳代⼦
国⽴国際医療研究セ
ンター
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