日本防菌防黴学会第 45 回年次大会プログラム大要
会期：平成 30 年 11 月 13 日（火）13:00～14 日（水）16:40
会場：タワーホール船堀（東京都江戸川区船堀 4-1-1）
11 月 13 日（火） ――――――――――――――――――――――――――
13:00～16:00 ●一般発表（ポスター）………………┃C 会場・展示ホール
◇座長：小林 央子・杉山 順一
◇ﾃｰﾏ／方法論・微生物利用・院内感染防止・
微生物による劣化

13:00～15:00

15:00～17:00

13:00～15:00

15:00～17:00

13:00～17:00

13:00～15:00

15:00～17:00

●教育講演 1-1………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：李 新一
◇ﾃｰﾏ／生物の歴史から見たカビ、細菌および酵母(その 1)
◇演者／李 憲俊
●教育講演 1-2………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：李 新一
◇ﾃｰﾏ／生物の歴史から見たカビ、細菌および酵母(その 2)
◇演者／李 憲俊
●教育講演 2-1………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：関口 和弘
◇ﾃｰﾏ／微生物制御対策の考え方と進め方
◇演者／福﨑 智司
●教育講演 2-2………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：関口 和弘
◇ﾃｰﾏ／洗浄操作の基礎と実務
◇演者／福﨑 智司
●シンポジウム 1……………………┃A 会場・5 階大ホール
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：澤井 淳・石﨑 直人
◇ﾃｰﾏ／殺菌・除菌製剤および技術の新たな展開
●シンポジウム 2……………………┃A 会場・5 階大ホール
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：飯田 泰広・森山 康司
◇ﾃｰﾏ／殺菌・除菌製剤および技術の新たな展開
●シンポジウム 3……………………┃B 会場・5 階小ホール
（女性研究者の会）
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：上田 成子・伊藤 雅代・竹下 朱美
鈴木 富美・齋藤美佳子・山本 恭子
◇ﾃｰﾏ／住環境（室内環境）における微生物制御
●シンポジウム 4…………………………┃D 会場・２階平安
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：朝倉 宏・上田 成子
◇ﾃｰﾏ／食中毒の予防・原因究明対応に関する現在と未来展望
●シンポジウム 5…………………………┃D 会場・２階平安
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：上田 成子・朝倉 宏
◇ﾃｰﾏ／食品衛生規制等に関わる過去、現在、そして未来

13:00～17:00

●商品展示会………………………┃F 会場・１階展示ホール

17:30～19:30

●懇親会……………………………………………┃２階･瑞雲

11 月 14 日（水）
9:30～12:30
●一般発表（ポスター）…………┃C 会場・1 階展示ホール
◇座長：澤井 淳
◇ﾃｰﾏ／滅菌・殺菌・除菌法・食品衛生・その他
13:00～16:00
●一般発表（ポスター）…………┃C 会場・1 階展示ホール
◇座長：澤井 淳
◇ﾃｰﾏ／環境微生物制御・環境微生物抗菌活性
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9:30～12:00

13:00～16:40

9:30～12:00

13:50～16:30
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●基礎講座 1…………………………┃B 会場・5 階小ホール
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：奥田 舜治・杉山 順一
◇ﾃｰﾏ／建物環境における衛生問題と管理
●基礎講座 2…………………………┃B 会場・5 階小ホール
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：渡辺 麻衣子・李 新一
◇ﾃｰﾏ／カビ検査法・同定法
●シンポジウム 6……………………┃A 会場・5 階大ホール
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：菊野理津子・梶浦 工
◇ﾃｰﾏ／微生物測定法ならびに微生物制御における評価法に
関する情報
●シンポジウム 7……………………┃A 会場・5 階大ホール
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：小林 央子・内田 和之
◇ﾃｰﾏ／簡易迅速試験法
●シンポジウム 8…………………………┃D 会場・2 階平安
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：古畑 勝則・関口 和弘
◇ﾃｰﾏ／水の衛生管理
●シンポジウム 9…………………………┃D 会場・2 階平安
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：野島 康弘・嶋崎 典子
◇ﾃｰﾏ／環境管理による院内感染防止
●シンポジウム 10………………………┃D 会場・2 階平安
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：小沼 ルミ・伴 さやか
◇ﾃｰﾏ／微生物と木材の切っても切れない関係
●特別講演……………………………┃A 会場・5 階大ホール
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：朝倉 宏
◇ﾃｰﾏ／食中毒と水の安全管理－南アジアでの下痢症対策
◇演者／篠田 純男
●教育講演 3…………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：岸本 満
◇ﾃｰﾏ／基準 B(HACCP の考え方を取り入れた衛生管理)
における食品衛生 7S の重要性
◇演者／米虫 節夫
●教育講演 4…………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：上田 成子
◇ﾃｰﾏ／ノロウイルスの特徴と感染予防対策
◇演者／隈下 祐一
●教育講演 5…………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：飯田 泰広
◇ﾃｰﾏ／微生物制御の学理とその応用
◇演者／土戸 哲明
●教育講演 6…………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：石﨑 直人
◇ﾃｰﾏ／有機系抗菌剤の作用機構
◇演者／高麗 寛紀
●教育講演 7…………………………………┃E 会場・研修室
◇ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：森山 康司
◇ﾃｰﾏ／JIS Z 2911 改正ﾎﾟｲﾝﾄ
◇演者／土屋 禎
●商品展示会………………………┃F 会場・１階展示ホール
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┃参加費は、当日、5 階「総合受付」にてお支払いください。
┃参加費（要旨集を含む）…会員 10,000 円／非会員 13,000 円（学生 3,000 円）／学生会員無料
┃懇親会（自由参加）………懇親会費 5,000 円は、当日「総合受付」にてお支払いください。
┃参加申込……発表者・座長を含め参加者の登録は、当日、年次大会受付で行います。事前の申込みは受け付
けておりません。
┃特許証明……本学会のホームページをご覧ください。
┃お願い……東京都内の宿泊が取りにくくなっております。参加者は早めの手配をお願いいたします。

