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11月26日土1日目
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

大ホール棟 2F 大ホール 小ホール棟 5F 玉藻 A 小ホール棟 5F 玉藻 B 小ホール棟 4F  大会議室

 8：50～8：55  開会の辞
 8：55～9：15

会長講演
 9：15～11：00

シンポジウム 1
新型コロナウイルスが
変えたもの

座長：吉川 哲史、岡部 信彦
演者：鈴木 忠樹、森　 康子
　　　齋藤 昭彦、有馬 雄三
　　　吉田 易範　　　 　　

 9：15～10：25

一般演題 1

投与経路
座長：長谷川 秀樹
　　　城野 洋一郎

11：10～12：00
学術集会若手奨励賞
受賞者講演

座長：山西 弘一、清野 　宏

12：10～13：00  教育セミナー 1
ライフコースアプローチに基づ
いた予防接種を考える
座長：多屋 馨子　演者：齋藤 昭彦
共催：田辺三菱製薬株式会社

12：10～13：00
教育セミナー 2

VPD予防の重要性 
～小児および成人における
肺炎球菌感染症予防～

12：10～13：00
教育セミナー 3

タケダのワクチンを通じた
貢献 －COVID-19 ワクチン
事例を中心に－

12：10～13：00
教育セミナー 4

呼吸器感染症に対する
ワクチン ～インフルエンザと
COVID-19

13：10～13：40  特別講演
ワクチンの歴史と学会

座長：五味 康行　演者：山西 弘一

13：50～14：35
総　会

学術集会若手奨励最優秀賞・
学術集会若手奨励賞授賞式

14：35～15：35

高橋賞・高橋奨励賞
受賞記念講演

座長：岡田 賢司、五味 康行

15：45～16：15
韓国ワクチン学会招聘講演

15：45～16：35
一般演題 2

新型コロナウイルスワクチン
（研究開発）

座長：鈴木 忠樹、定岡 知彦

15：45～16：25　一般演題 3
新型コロナウイルスワクチン

（臨床 1）
座長：永井 崇雄、天羽 清子

16：25～18：10
シンポジウム 2

（小児科領域講習）
今あるワクチンを正しく使う
座長：岩田 　敏、西村 直子
演者：多屋 馨子、西藤 成雄
　　　田中 敏博、浅田 秀夫
　　　勝田 友博
共催：予防接種推進専門協議会

16：35～18：05

一般演題 4

新型コロナウイルスワクチン
（臨床 2）
座長：宮﨑 千明
　　　福島 若葉

18：20～19：50
情報交換会

※開催形式は新型コロナウイルス感染症の流行状況によります。

基礎研究から安定供給まで
（ワクチンメーカの使命と責任）
座長：山西 弘一
演者：五味 康行

第17回日本ワクチン学会高橋賞
受賞者：中野 貴司
第11回日本ワクチン学会高橋奨励賞
受賞者：三輪 晴奈、八木 麻未

Routine vaccination 
under the COVID-19 
pandemic in Korea
座長：齋藤 昭彦、岡田 賢司
演者：Young June Choe

座長：岩田 　敏
演者：張　 慶哲
　　　石井 　誠

共催：ファイザー株式会社

座長：村上 恭子　
演者：三家 野土香
　　　栗山 謙次　

共催：武田薬品工業株式会社

座長：中山 哲夫
演者：中野 貴司

共催：第一三共株式会社
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11月27日日2日目
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

大ホール棟 2F 大ホール 小ホール棟 5F 玉藻 A 小ホール棟 5F 玉藻 B 小ホール棟 4F 大会議室

8：50～9：40　教育セミナー 5
COVID-19流行下でのワク
チンで予防可能な小児呼
吸器感染症の現状と課題

座長：四柳 　宏　
演者：石和田 稔彦

8：50～9：40　教育セミナー 6
成人における肺炎球菌ワクチン接種

座長：大石 和徳
演者：永井 英明、澤田 美由紀
共催： MSD株式会社

メディカルアフェアーズ部門

 9：50～11：20
シンポジウム 3

ワクチン強国になるために
座長：岡田 賢司
　　　成瀬 毅志
演者：今川 昌之
　　　高城 　亮
　　　高橋 宜聖
　　　井本 昌克
　　　古賀 淳一

 9：50～11：10

一般演題 6

新型コロナウイルスワクチン
（臨床3）

座長：四柳 　宏
　　　谷口 清州

 9：50～10：30
一般演題 7
ワクチンと免疫
座長：森　 康子
　　　新開 大史

10：10～11：10

一般演題 5

生ウイルスワクチン
座長：尾崎 隆男
　　　田中 敏博

10：35～11：15
一般演題 8

有害事象 · 副反応
座長：森野 紗衣子
　　　神谷 　元　

11：20～12：10
一般演題 10

インフルエンザワクチン
座長：奥野 良信
　　　相内 　章

11：20～12：10
一般演題 11

腸管ウイルスワクチン
座長：三股 亮大郎
　　　竹河 志郎　

11：20～12：10
一般演題 12

接種率向上 ・
レギュラトリーサイエンス

座長：原 めぐみ
　　　山岸 義晃

11：30～12：10
一般演題 9

新興再興感染症ワクチン
座長：保富 康宏
　　　小林 　剛

12：20～13：10   教育セミナー 7
mRNA医薬・ワクチンの
可能性について

座長：狩野 光伸
演者：位髙 啓史

共催：モデルナ・ジャパン株式会社

12：20～13：10　教育セミナー 8
帯状疱疹大規模疫学調査
「宮崎スタディ」の変遷

座長：渡辺 大輔
演者：外山 　望

共催：一般財団法人 阪大微生物病研究会

12：20～13：10　教育セミナー 9
小児に対するCOVID-19ワクチン

座長：多屋 馨子
演者：中野 貴司

共催： Meiji Seikaファルマ株式会社
／ＫＭバイオロジクス株式会社

12：20～13：10　教育セミナー 10
今冬のインフルエンザ及び新型
コロナウイルス感染症への対策

座長：岡部 信彦
演者：谷口 清州

共催：デンカ株式会社

13：20～14：25
ミニシンポジウム

本邦における新型コロナワクチンの
リアルワールドエビデンス

座長：多屋 馨子、中野 貴司
演者：福田 治久、石黒 智恵子
　　　道端 伸明、前田 　遥
　　　新城 雄士

13：20～14：40

一般演題 13

不活化 ・ サブユニット
ワクチン

座長：尾崎 貴視
　　　後藤 研誠

13：20～14：20

一般演題 14

新規ワクチン
座長：蝦名 博貴
　　　國澤 　純

13：20～14：20

一般演題 15

アジュバント
座長：吉岡 靖雄
　　　園田 憲悟

14：35～16：10
シンポジウム 4

新型コロナワクチンの
最新臨床開発情報

座長：岩﨑 　甫、石井 　健
演者：籔田 雅之、有安 まり
　　　園田 憲悟、赤畑 　渉
共催： 国立研究開発法人 日本医療

研究開発機構（AMED）

16：10～16：15  閉会の辞

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社


