
17

基調講演

基調講演　　7月23日(土)　10:10-10:40　第1会場

座長：岡部　信彦（川崎市健康安全研究所）
日本における渡航医学の将来像

濱田　篤郎　　東京医科大学病院　渡航者医療センター

シンポジウム

シンポジウム1 【インバウンド委員会企画】　　7月23日(土)　10:45-12:15　第1会場

インバウンド医療の未来像：外国人が安心して受診できる病院に変えよう！

ファシリテーター：中村　安秀（大阪大学大学院人間科学研究科）
村松　紀子（医療通訳研究会（MEDINT））  　

1．外国人が安心して受診できる病院
中村　安秀　　大阪大学大学院人間科学研究科

2．異なる文化とことばの間で医療通訳をするということ
森田　直美　　東京医科大学　人文科学領域英語教室
　　　　　　　多言語社会リソースかながわ（MICかながわ）

3．国立大学病院での外国人患者診療と海外医療従事者研修の受入れ
吉川　絵里　　大阪大学医学部附属病院　国際医療センター
　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科　国際・未来医療学講座

4．遠隔医療通訳の可能性とめざすもの
澤田　真弓　　一般社団法人ジェイ・アイ・ジー・エイチ

シンポジウム2 【産業保健委員会企画】　　7月23日(土)　10:45-12:15　第2会場

海外派遣にかかわるGood Practice

座長：五味　秀穂（航空医学研究センター）　　　　
山澤　文裕（丸紅株式会社　東京本社診療所）

1．産業保健委員会の活動概要の紹介
鈴木　英孝　　アマゾンジャパン合同会社　人事サービス部

2．海外勤務派遣における法的留意事項について
　  ～中央労働基準監督署長事件（東京地裁平成27年8月28日判決）をもとに～

中野　明安　　丸の内総合法律事務所

3．海外赴任者の職務適性判断
小山　一郎　　旭化成株式会社　環境安全・品質保証部
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4．帯同家族への支援方法とその課題
清水　靖仁　　新日鐵住金株式会社　本社　人事労政部　健康推進室

5．民間サイドでの海外医療支援事業及び学会への期待
村田　英美　　一般財団法人海外邦人医療基金

シンポジウム3 【トラベルクリニック部会企画】　　7月24日(日)　9:00-10:30　第1会場

トラベルクリニックの現状と今後の展望

座長：渡邊　　浩（久留米大学医学部　感染制御学講座）
田中　孝明（川崎医科大学附属川崎病院　小児科）

1．トラベルクリニックの現状と今後の展望
渡邊　　浩　　久留米大学医学部　感染制御学講座

2．トラベルクリニック未開の地における渡航医学の展開
田中　敏博　　JA静岡厚生連静岡厚生病院　小児科／渡航ワクチン外来

3．トラベルクリニック運営上の問題点2：都市部のクリニック
近　　利雄　　THE KING CLINIC

4．海外の医療機関とのネットワーク構築
大越　裕文　　航仁会渡航医学センター　西新橋クリニック

ミニシンポジウム1 【看護部会企画】　　7月23日(土)　15:20-17:00　第2会場

渡航相談対応や保健指導の看護職のスキルアップ

座長：波川　京子（川崎医療福祉大学　医療福祉学部保健看護学科）　　　
福西みのり（東京海上日動メディカルサービス株式会社　医療本部）

1．《教育講演》トラベルヘルスアドバイスの“理論”
木村　幹男　　結核予防会新山手病院　内科

2．海外渡航にかかわる現状と課題
本田　美樹　　AGC旭硝子　関西工場　尼崎事業所　健康管理センター

3．海外渡航外来における看護職の役割
中井　隆陽　　関西医科大学　公衆衛生学講座
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ミニシンポジウム2 【薬剤師部会企画】　　7月24日(日)　10:10-11:40　第2会場

グローバル時代における輸入感染症の治療薬

座長：櫻井眞理子（奈良西部病院）　　　　　
古閑比斗志（千代田化工建設株式会社）

1．熱帯病治療薬研究班による国内未承認薬の臨床試験
加藤　康幸　　国立国際医療研究センター　国際感染症センター　国際感染症対策室

2．輸入感染症診療における薬剤師の係わり
藤澤　宗央　　日本赤十字社成田赤十字病院　薬剤部

3．輸入感染症治療への薬剤師の課題
小谷　　宙　　慶應義塾大学病院　薬剤部

Meet the Experts

Meet the Experts 1　　7月23日(土)　15:20-15:50　第1会場

座長：仲本　光一（外務省診療所）

ジカウイルス感染症を含めたリスクコミュニケーション

勝田　吉彰　　関西福祉大学社会福祉学部　社会福祉学科

Meet the Experts 2　　7月23日(土)　15:50-16:20　第1会場

座長：金川　修造（国立国際医療研究センター　国際感染症センター）

高い所・寒い所も渡航医学の守備範囲  人類の移動と低酸素環境

増山　　茂　　東京医科大学病院　渡航者医療センター

Meet the Experts 3　　7月23日(土)　16:20-16:50　第1会場

座長：遠藤　弘良（聖路加国際大学公衆衛生大学院　設置準備室）

渡航医学の視点からみた「不治の感染症　狂犬病」

西園　　晃　　大分大学医学部　微生物学講座
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Meet the Experts 4　　7月24日(日)　10:35-11:05　第1会場

座長：宮津　光伸（名鉄病院　予防接種センター）

症例から学ぶ帰国時発熱性疾患の診断
ベトナムより帰国し高熱を主訴とした患者の症例を通じて

西山　利正　　関西医科大学　公衆衛生学講座
　　　　　　　関西医科大学総合医療センター　海外渡航者医療センター（併任）

Meet the Experts 5　　7月24日(日)　11:05-11:35　第1会場

座長：高田　清式（愛媛大学医学部附属病院　総合臨床研修センター）

渡航者におけるテロ対策

仲本　光一　　外務省診療所

Meet the Experts 6　　7月24日(日)　11:35-12:05　第1会場

座長：春木　宏介（獨協医科大学越谷病院　臨床検査部門）

海外渡航とマラリア対策

狩野　繁之　国立国際医療研究センター研究所
　　　　　　熱帯医学・マラリア研究部

平成27年度マルコ・ポーロ医学賞受賞者講演

平成27年度マルコ・ポーロ医学賞受賞者講演　　7月24日(日)　13:15-14:00　第1会場

座長：尾内　一信（川崎医科大学　小児科学）

1．デング熱の診断におけるNS1抗原迅速検査キットの有用性とその限界
笠松　　悠　　大阪市立総合医療センター　感染症内科

2．海外駐在小児の健康リスクの傾向と支援に関する検討
湯井真紀子　　インターナショナルSOSジャパン株式会社
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スポンサードセミナー

スポンサードセミナー　　　7月23日(土)　14:10-15:10　第1会場

座長：尾内　一信（川崎医科大学　小児科学）

Hepatitis B vaccination

Pierre Van Damme　　Centre for the Evaluation of Vaccination (CEV), 
　　　　　　　　　   　Vaccine & Infectious Disease Institute (VAXINFECTIO), 
　　　　　　　　　　　University of Antwerp, Belgium

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー1　　7月23日(土)　12:25-13:15　第1会場

座長：中野　貴司（川崎医科大学　小児科学）

飛沫感染する海外渡航関連感染症

渡邊　　浩　　久留米大学医学部　感染制御学講座

共催：サノフィ株式会社

ランチョンセミナー2　　7月23日(土)　12:25-13:15　第2会場

座長：濱田　篤郎（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

マスギャザリングと感染症 ～過去のイベント経験から東京五輪を見据えて～

福島　慎二　　東京医科大学病院　渡航者医療センター
　　　　　　　感染制御部・感染症科／小児科

共催：ジャパンワクチン株式会社／第一三共株式会社

ランチョンセミナー3　　7月23日(土)　12:25-13:15　第3会場

座長：寺田　喜平（川崎医科大学　小児科学）

グローバル時代の感染症対策とワクチン戦略

谷口　清州　　国立病院機構三重病院　臨床研究部

共催：田辺三菱製薬株式会社
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ランチョンセミナー4　　7月23日(土)　12:25-13:15　第4会場

座長：尾内　一信（川崎医科大学　小児科学）

バクテリアも渡航する！？ −抗菌薬とワクチンにより変化する細菌感染症−

石和田稔彦　　千葉大学真菌医学研究センター　感染症制御分野

共催：ファイザー株式会社

ランチョンセミナー5　　7月24日(日)　12:15-13:05　第1会場

座長：西山　利正（関西医科大学医学部　公衆衛生学講座）

渡航者の肝炎対策

四柳　　宏　　東京大学医科学研究所　先端医療研究センター　感染症分野

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー6　　7月24日(日)　12:15-13:05　第2会場

座長：古賀　才博（トラベルクリニック新横浜）

海外勤務と予防接種

大越　裕文　　航仁会渡航医学センター　西新橋クリニック

共催：アステラス製薬株式会社/一般財団法人化学及血清療法研究所

ランチョンセミナー7　　7月24日(日)　12:15-13:05　第3会場

座長：岡田　賢司（福岡歯科大学総合医学講座　小児科学分野）

世界の風疹対策の重要性 −ベトナムでの流行とCRS症例を中心に−

遠田　耕平　　世界保健機関（WHOフィリピン事務所　予防接種担当医務官）

共催：武田薬品工業株式会社
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一般口演

一般口演1　　7月23日（土）　10:45-11:33　第3会場

メンタルヘルス・他

座長：宮城　　啓（三菱重工業株式会社　人事労政部　長崎安全環境グループ）

O1-1 海外赴任時のメンタル不調と企業の体制 −従業員規模による比較−
松永　優子（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

O1-2* 海外勤務者のメンタルヘルス−雇用形態による差について
依田　健志（香川大学医学部　公衆衛生学）

O1-3* 総合診療医における渡航医学の必要性について～ワークショップのアンケートから
中山久仁子（医療法人メファ仁愛会マイファミリークリニック蒲郡）

O1-4* 立命館大学におけるトラベルクリニック開設後の現状と課題
作田　恭子（立命館大学保健センター・診療所）

一般口演2　　7月23日（土）　11:33-12:09　第3会場

健康問題・他

座長：櫻井　立良（奈良西部病院）

O2-1* 大学生が夏期海外留学時に経験する症状とその関連要因の検討
山川　路代（岡山大学地域総合研究センター）

O2-2* クルーズ旅行中に経験する健康問題に関する疫学研究
佐才めぐみ（岡山大学大学院環境生命科学研究科）

O2-3* ヨルダン国内の眼科医療
岡本　洋幸（外務省　在ヨルダン日本国大使館）

一般口演3　　7月23日（土）　14:10-15:10　第2会場

インバウンド

座長：井田　　健（公立甲賀病院　外科）

O3-1 手術室同行医療通訳士の導入とコーディネータの役割
井田　　健（公立甲賀病院　外科）

O3-2 医療通訳者と外国人模擬患者（SP）を活用した助産師養成教育における外国人接遇研修
村松　紀子（医療通訳研究会（MEDINT））

O3-3 外国人を対象とした日本国内の医療受診経験に関するオンライン調査
小笠原理恵（大阪大学大学院人間科学研究科）
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O3-4* 外国人患者受入れ環境整備事業拠点病院におけるインバウンド医療問い合わせの現状と課題
二見　　茜（国立研究開発法人国立国際医療研究センター　国際診療部）

O3-5* 九州における健診メディカルツーリズムの現状
末盛　泰彦（九州大学経済学府大学院　博士後期課程）

一般口演4　　7月23日（土）　14:10-14:58　第3会場

感染症1

座長：奥沢　英一（防衛医科大学校　衛生学公衆衛生学）

O4-1 マニラに滞在する日本人のデング熱罹患状況に関する調査
多田　有希（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

O4-2 在留邦人により良い情報提供を検討するために −シンガポールにおけるデング熱に関する
意識調査の結果−

吉川みな子（京都大学　学際融合教育研究推進センター）

O4-3 チクングンヤ熱　日本で感染したのか！
菊地　宏久（海外邦人医療基金　マニラ日本人会診療所駐在）

O4-4* 南米渡航後にトラベルクリニックを受診したジカウイルス感染症に関する相談の実際と今
後の課題

爾見まさ子（国立研究開発法人国立国際医療研究センター　国際感染症センター）

一般口演5　　7月23日（土）　14:58-15:46　第3会場

感染症2

座長：三島　伸介（関西医科大学　公衆衛生学講座）

O5-1* 南部アフリカのHIV/AIDSと関連する感染症の状況とその対策について
大津　聡子（日本赤十字社和歌山医療センター）

O5-2* 海外渡航・滞在に伴う結核感染の実情と問題点
小熊　妙子（結核予防会結核研究所／インターナショナル SOS 株式会社）

O5-3* 国立国際医療研究センターにおける日本人渡航者の腸管原虫症の診療経験
武藤　義和（国立国際医療研究センター　国際感染症センター）

O5-4 A型肝炎と海外渡航
清原　知子（国立感染症研究所　ウイルス第二部）
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一般口演6　　7月23日（土）　15:46-16:46　第3会場

ワクチン

座長：菊池　　均（名鉄病院　予防接種センター）

O6-1 海外渡航した成人の予防接種記録の保存状況と必要性に関する調査
大野ゆみ子（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

O6-2 渡航ワクチンとしての4種混合ワクチン（DTaP-sIPV）の有用性の検討
田中　敏博（JA 静岡厚生連静岡厚生病院　小児科／渡航ワクチン外来）

O6-3* 腸チフスワクチンは十分接種されているか？ −久留米大学病院単施設における後方視的症
例対象研究−

八板謙一郎（久留米大学医学部　感染制御学講座）

O6-4 未承認・輸入ワクチンの使用実績を振り返る
宮津　光伸（名鉄病院　予防接種センター）

O6-5 インドにおけるポリオ撲滅の軌跡
関場　慶博（せきばクリニック）

一般口演7　　7月24日（日）　9:00-10:00　第2会場

海外勤務者

座長：水野　泰孝（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

O7-1 トラベルクリニックにおける海外勤務者の健康管理に関する実態調査
栗田　　直（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

O7-2 旅行会社職員の海外感染症に関する意識調査
梅村　聖子（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

O7-3 過酷海外現地工事勤務者への現地医療調査、健康支援の在り方に関する考察
海渡　裕郎（三菱日立パワーシステムズ株式会社）

O7-4 ブラジルへの赴任者に対する医療支援
宮城　　啓（三菱重工業株式会社　人事労政部　長崎安全環境グループ）

O7-5 海外赴任者研修に何が求められるか 国際交流基金日本語パートナーズ研修から情報のニー
ズをすくいとる

勝田　吉彰（関西福祉大学）
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一般口演8　　7月24日（日）　9:00-9:36　第3会場

経済学・特殊環境

座長：川崎　浩三（神戸市立医療センター中央市民病院　小児科）

O8-1 ワクチン接種費用は誰が負担すべきですか？ −国際連帯税の動き−
田中　健一（北京天衛診所）

O8-2 旅客機内は医療過疎か?
友田　昭二（大阪大学人間科学部　国際協力学）

O8-3 原子力発電所（災害）と渡航医学
原口　義座（京葉病院　外科／災害医療大系編纂グループ）

一般口演9　　7月24日（日）　9:36-10:12　第3会場

海外事情・他

座長：山本　秀樹（帝京大学大学院　公衆衛生学研究科）

O9-1 インドネシアでの日本的医療提供の難しさ
後藤　康幸（名古屋共立病院）

O9-2 海外渡航者の渡航関連疾患に関する意識調査
福島　慎二（東京医科大学病院　渡航者医療センター）

O9-3 2015年の日本渡航医学会ホームページ更新における考察
菊池　　均（名鉄病院　予防接種センター）

一般口演10　　7月24日（日）　10:12-11:00　第3会場

トラベルクリニック

座長：南谷かおり（りんくう総合医療センター　国際診療科）

O10-1 当院渡航外来受診後の感染症に対する意識変化についての考察 110名のアンケート調査を
基にして

内山　順造（南毛利内科　抗加齢／人間ドックセンター）

O10-2 健和会大手町病院・海外渡航ワクチン外来の開設1年間の経過
林　　健一（健和会大手町病院　感染症内科）

O10-3 日本で海から最も遠い内陸地、長野県東信地域における海外渡航者外来開設1年の報告と
今後の課題

坂本　昌彦（JA 長野厚生連佐久総合病院　国際保健医療科）

O10-4 小児科医院における渡航外来開設2年目の現状
岡藤　隆夫（岡藤小児科医院）


