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第 44 回通常総会及び付設講演会のお知らせ 

 

第 44 回通常総会及び付設講演会を、下記のとおり、開催いたします。なお、当日は総会に先立ち、第

72 回理事会（予定）＊及び第 41 回評議員会＊＊を行ないます。 

 

＜日時＞平成 28 年５月 20 日（金）８階中ホール 15:00～17:00 

＜場所＞大阪科学技術センター（大阪市西区靭本町 1-8-4）地図参照   ＜参加費＞無料 
＜参加方法＞総会は、会員のみ出席できます。付設講演会は、会員、非会員を問わず参加できます。 

参加される方は、必ず申込書にご記入の上 FAX（06-6538-2169）にてお送りください。 

   なお、正会員で、総会に欠席される方は、挟み込みの委任状はがき（４月号）をお送りください。 

＜運営＞企画委員会 委員長：李 憲俊 

委 員：河原 秀久・熊谷 善敏・谷口  暢・内藤 茂三 

中野 みよ・前田 拓也・松村 吉信 

＊ 第 72 回理事会（12:00～13:50）平成 27,28 年度理事及び監事出席 

＊＊第 40 回評議員会（14:00～14:50）平成 27,28 年度理事、監事、評議員および顧問出席 

 

○第 44 回通常総会（15:00～15:40） 

司会：坂口   進（元丸石製薬（株）） 議長：坂上 吉一（近畿大学） 

議題 （1）平成 27 年度事業報告  （2）平成 27 年度決算報告 （3）平成 27 年度監査報告 

（4）名誉会員推薦の件    （5）表彰の件        （6）平成 28 年度事業計画案 

（7）平成 28 年度予算案    （8）年次大会に関する件 （9）その他 

 

○付設講演会（予定） 

座長 熊谷 善敏（P&G ジャパン（株）） 

１．浴室におけるカビの制御方法（15:40～16：00） 

李  憲俊（衛生微生物研究センター） 

２．オゾン殺菌の研究 45 年を振り返ってー今後に残された課題—（16:00～16:20） 

                                内藤 茂三（食品・微生物研究所） 

座長 中野 みよ（（公財）東洋食品研究所）） 

３．食品への放射線照射と安全性（16:20～16:40） 

     古田 雅一（大阪府立大学） 

４．ノロウイルスに有効な消毒薬（16:40～17:00） 

  原田 裕（サラヤ(株) バイオケミカル研究所） 

 

＊名誉会員候補者 佐々木次雄（元国立感染症研究所、（独）医薬品医療機器総合機構） 

三瀬 勝利(元国立衛生医薬品食品研究所、（独）医薬品医療機器総合機構) 

 

＊表彰 

１．平成 27 年度論文賞 

1）受賞者：橋本一浩(㈱エフシージー総合研究所)ほか 

受賞論文：一般住宅における室内浮遊真菌の年間変動  

日本防菌防黴学会誌、43（6）259～273（2015） 

 

2）受賞者: 嶋崎 典子（国立感染症研究所）ほか 

受賞論文：Development of a new technique using glass beads 

for dry dispersion of airborne fungal spores 

          Biocontrol Science, 20（1）53～58（2015） 
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