第 24 回日本ワクチン学会学術集会
第 24 回日本ワクチン学会学術集会は大変な盛況のうちに閉会いたしました。
多数のご参加誠にありがとうございました。

会 ⾧:吉川哲史（藤田医科大学 医学部 小児科学）
会 期:2020 年 12 月 19 日(土)、20 日(日)
会 場:WEB 開催 http://www.cs-oto.com/jsvac24/index.html

第 15 回高橋賞受賞記念講演
俣野 哲朗 先生 （国立感染症研究所エイズ研究センター センター⾧）
「ウイルス持続感染防御・制御に結びつく細胞性免疫誘導ワクチンに関する研究」
第 9 回高橋奨励賞受賞記念講演
君塚 善文 先生 （防衛医科大学校内科学講座(感染症・呼吸器) 講師）
「近赤外光を用いた物理的ワクチンアジュバントの開発」
吉岡 靖雄 先生 （大阪大学 先導的学際研究機構 特任教授、
一般財団法人 阪大微生物病研究会 BIKEN 次世代ワクチン協働研究所
ワクチン創成グループ リーダー）
「感染症に対する次世代ワクチンの開発に向けたワクチン創製基盤技術の構築」
第 24 回学術集会若手奨励最優秀賞
竹下 健一 先生 （千葉大学 真菌医学研究センター 感染症制御分野）
「千葉市風疹対策共同研究から見える MR ワクチン 5 期定期接種事業の課題」
第 24 回学術集会若手奨励賞
澁谷 銘人 先生 （大阪大学先導的学際研究機構 ワクチン創成グループ）
「混合アジュバントによるインフルエンザワクチンの交差防御能誘導メカニズムの解明」
平井 敏郎 先生 （ピッツバーグ大学皮膚科）
「皮膚における新規免疫誘導は、過去の皮膚局在記憶 T 細胞と新規誘導 T 細胞間の競合を引き起こし、過
去の免疫記憶を上書きし得る」
服部 文彦 先生 （刈谷豊田総合病院 小児科）
「2018/19 シーズンに当院で経験したロタウイルス胃腸炎入院例の検討」

12月 19日土

1 日目

第 1 会場

第2会場

第3会場

一般演題会場

8：00

9：00

8：50 ～ 9：00 開会の辞

エビデンスに基づく
予防接種施策を目指して

9：00 ～ 9：30

会長講演

座長：尾崎

9：30 ～ 10：30

10：00

隆男

演者：吉川

哲史

9：30 ～ 10：05 一般演題 1

ワクチン投与経路・HBV・
マイコプラズマ・移植後予防接種

Considerations in
development of vaccines
for emerging infections,
including COVID-19

特別講演 1
座長：吉川 哲史
演者：Philip Krause

10：30 ～ 11：00 一般演題 2

10：40 ～ 11：30

11：00

座長：神谷

12：00

アジュバント

学術集会若手奨励賞
受賞者講演

元、五味 康行

11：40 ～ 12：30 教育セミナー 1
インフルエンザ重症化の機序と対策
―病理所見を中心に―
座長：森島 恒雄 演者：長谷川 秀樹
共催：武田薬品工業株式会社

13：00 12：50 ～ 13：40 教育セミナー 3
帯状疱疹 update
座長：尾崎

隆男

演者：渡辺

大輔

共催：田辺三菱製薬株式会社

13：40 ～ 14：10

14：00

国内における
Vaccine hesitancy 対策
座長：田中 敏博 演者：勝田 友博
共催：MSD 株式会社

12：50 ～ 13：40 教育セミナー 4
分子疫学解析からみた肺炎球菌
ワクチン導入効果と今後の予防戦略
座長：森内 浩幸 演者：生方 公子

12：50 ～ 13：40 教育セミナー 5
マスギャザリングとワクチン 2020
信彦 演者：谷口 清州

座長：岡部

共催：ファイザー株式会社

共催：サノフィ株式会社

総会・授賞式
14：10 ～ 15：10

高橋賞・高橋奨励賞
受賞記念講演

15：00

11：40 ～ 12：30 教育セミナー 2

座長：岡田

賢司、吉川 哲史

第15回高橋賞受賞記念講演
演者：俣野 哲朗
第9回高橋奨励賞受賞記念講演
演者：君塚 善文、吉岡 靖雄

15：20 ～ 16：10

韓国ワクチン学会招聘講演

16：00

座長：岡田 賢司、森内
演者：Hee Jin Cheong

浩幸

Plan of Strategy for COVID-19
vaccine use in Korea

16：20 ～ 17：30

17：00

大藤 さとこ

17：40 ～ 18：30 教育セミナー 6

抗インフルエンザ薬による予防を含めて
座長：中山 哲夫 演者：池松 秀之
共催：第一三共株式会社

19：00

肺炎球菌ワクチン

Parrish

18：00 インフルエンザの予防：

日本脳炎・
新興再興感染症ワクチン

16：30 ～ 17：00 一般演題 4

シンポジウム 1
Cutting edge in Vaccinology
座長：伊藤 嘉規
演者：森 康子、Nick

15：30 ～ 16：05 一般演題 3

17：40 ～ 18：30 教育セミナー 7
B 型肝炎ワクチンのキャッチアップ
接種をどのように進めるか
座長：須磨﨑 亮 演者：四柳 宏
共催：Meiji Seika ファルマ株式会社
KM バイオロジクス株式会社

12月 20日日

2 日目

第 1 会場

第2会場

一般演題会場

8：30
9：00

9：00 ～ 10：00

9：00 ～ 9：45

特別シンポジウム

新型コロナウイルスと BCG

10：00

座長：齋藤
演者：石井

昭彦
健、福島 若葉

眞人

座長：石井

健、定岡 知彦
純､ 山﨑 晶､
智､ 小檜山 康司

演者：國澤

植松

一般演題 6
ロタウイルス・RS ウイルス・
百日咳ワクチン

共催：予防接種推進専門協議会

12：30 ～ 13：20

12：30 ～ 13：20

教育セミナー 8

コロナの時代の予防接種：我々はどう振舞うべきか？
座長：川村 尚久 演者：田中 敏博
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

13：30 ～ 14：20 教育セミナー 10

インフルエンザワクチン有効性研究の
過去と現在 ― 疫学の視点から
座長：福島 若葉 演者：廣田 良夫
共催：デンカ株式会社

14：30 ～ 15：30

15：00

一般演題 5
インフルエンザワクチン

10：30 ～ 11：15

ワクチン免疫防御効果の
向上を目指して

敏、峯

9：30 ～ 10：15

10：10 ～ 11：40

Vaccine shortage

豊､ 林 修一郎､
中野 貴司､ 今川 昌之

14：00

雄士

シンポジウム 3

演者：中村

13：00

吉紀

演者：新城

シンポジウム 2

座長：岩田

12：00

～ mRNA ワクチンと
ウイルスベクターワクチンの基本～
座長：河村

10：10 ～ 12：10 ★小児科専門医共通講習

11：00

緊急企画
COVID-19 ワクチンの国内導入に向けて

特別講演 2
新型コロナ時代の国際保健外交：
国際的なワクチンへのアクセスを
中心として
座長：西村

直子

演者：江副

聡

教育セミナー 9
百日咳含有ワクチン

座長：中野

貴司

演者：岡田

賢司

共催：一般財団法人阪大微生物病研究会

13：30 ～ 14：20 教育セミナー 11

ご存知ですか、注射の痛みを緩和
する外用局所麻酔剤
座長：岡田
演者：加藤

賢司
実、伊藤 舞美

13：50 ～ 14：15 一般演題 7

HPV ワクチン

共催：佐藤製薬株式会社

14：50 ～ 15：35

一般演題 8

麻疹・風疹・おたふくかぜワクチン

15：40 ～ 17：55 ★小児科専門医共通講習

16：00

17：00

18：00

15：50 ～ 16：25

シンポジウム 4

一般演題 9

Emerging infectious disease に対する
ワクチン開発

水痘帯状疱疹ワクチン

座長：長谷川

秀樹、菅田

演者：石井

健

洋、渡辺 登喜子
吉河 智城、長谷川 秀樹
蝦名 博貴

17：55 ～ 18：00

閉会の辞

