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開催概要 
◆ 名 称： 第 14回アジア感染症対策プロジェクト会議 

 

◆ 日 時： 平成 31年 1月 29日（火） ～ 31日（木） 

 

◆ 主 催： 東京都 

 

◆ 参加都市：バンコク・マニラ首都圏・ソウル・台北・東京 

     感染症対策担当者等 約 100名 

 

◆ 場 所：  東京都庁 第一本庁舎 16階 S6 会議室 
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スケジュール 

2019年 1月 29日（火）            第一本庁舎 16階  S6会議室 

9:00   受付  

9:20 9:30 

Ⅰ  開会   

開会挨拶  福祉保健局次長  松川 桂子 

参加都市紹介、写真撮影 

9:30 11:00 

Ⅱ  基調講演  

災害と感染症 

  防衛医科大学校 防衛医学研究センター 教授  加來 浩器 

 
Ⅲ ショートセッション（マスギャザリングイベントにおける感染症マネジメント） 

   【座長 福祉保健局 健康安全部 感染症対策課長  杉下 由行】 

11:15 11：25 
 「マスギャザリングイベントにおける感染症マネジメント ～2018年冬季五輪の経験から～」 （ソウル） 

  ソウル国立大学医学大学校 助教授 イ・ソンジュ 

11:25 11:35 
 「台北 2017ユニバーシアードにおける感染症マネジメント」 （台北） 

  台北市健康局 疾病対策部 副部長  ロ・リールー 

11:35 11:45 質疑応答、意見交換 

11:45 13:00 昼食 （京王プラザホテル） 

  
IV 結核 

   【座長 福祉保健局 感染症危機管理担当部長 吉田 道彦】 

13:00 13:20 
 「バンコクにおける結核」 （バンコク） 

  第 28保健センター 医師 ティティサント・パラカウォン・ナ・アユタヤ 

13:20 13:40 
「ソウルにおける結核の状況と対策」 （ソウル） 

ソウル国立大学医学大学校 助教授 イ・ソンジュ 

13:40 14:00 
 「台北での高リスクグループに対する結核予防プログラムについて」 （台北） 

  台北市健康局 疾病対策部 副部長 チャオ・インシエン 

14:00 14:20 
 「東京における結核の状況および解決すべき課題」 （東京） 

  福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 課長代理（感染症医療担当） 赤木 孝暢  

14:20 14:35 質疑応答、意見交換 

14:35 14:50 休憩  

 
V 蚊媒介感染症 

  【座長 福祉保健局 健康安全部 感染症対策課長  杉下 由行】 
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14:50 15:10 
「バンコクにおけるデング熱の現状」 (バンコク)  

 第 67保健センター センター長  スージー・サリツィリ 

15:10 15:30 
「デングワクシア：フィリピンでの経験」 （マニラ） 

メトロポリタン・マニラ開発局 保健・公衆安全・環境保護部 部長  マリア・ロイダ・L・アルゾナ 

15:30 15:50 
 「東京都における蚊媒介疾患」 （東京） 

  健康安全研究センター 疫学情報担当課長  石川 貴敏 

15:50 16:05 質疑応答、意見交換 

  自由時間 

18:00 20:00 ウェルカム・レセプション （京王プラザホテル 42階「富士」） 

 

 

2019年 1月 30日（水）            第一本庁舎 16階  S6会議室 

    
VI HIV／エイズ 

   【座長 都立駒込病院 感染症科部長  今村 顕史】 

9:30 9:50 
“バンコクにおける HIV感染制御”  (バンコク) 

 クラン病院 感染症専門医  オラピン・ラートヴァナヴィット 

9:50 10:10 
“HIV/エイズ：フィリピンにおける感染の傾向”  (マニラ) 

 メトロポリタン・マニラ開発局 保健・公衆安全・環境保護部 部長  マリア・ロイダ・L・アルゾナ 

10:10 10:30 
“ソウルにおける現状および HIV／エイズ予防プログラム”  (ソウル) 

 ソウル国立大学医学大学校 研究員  パク・ユジン 

10:30 10:45 休憩 

10:45 11:05 
“台北におけるエイズの防除戦略”  (台北) 

 台北市立病院 昆明予防対策センター所長  イェン・ムーヨン 

11:05 11:25 
“東京都の HIV/エイズの現状と対策”  (東京) 

  福祉保健局 健康安全部 感染症対策課長  杉下 由行 

11:25 11:40 質疑応答、意見交換 

11:40 13:00 昼食 （ハイアットリージェンシー東京） 

 
VII 梅毒 

【座長 福祉保健局 健康安全部 感染症対策課長  杉下 由行】 

13:00 13:20 
“先天梅毒の根絶: 全国規模の梅毒根絶プログラムによる臨床経験から学んだ教訓”  (バンコク) 

 チャロアンクルンプラチャラック病院 小児感染症専門医、小児科部長 ウォラマン・ワイダブ 

13:20 13:40 
“ソウルにおける梅毒の傾向と対策”  (ソウル) 

 ソウル国立大学医学大学校 研究員  パク・ユジン 

13:40 14:00 
“台北における梅毒の疫学と防除対策”  (台北) 

 台北市立病院 昆明予防対策センター所長  イェン・ムーヨン 
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14:00 14:20 
“東京における梅毒の現状と対策”  (東京) 

 都立駒込病院 感染症科部長  今村 顕史 

14:20 14:35 質疑応答、意見交換 

14：35 14：50 休憩 

14:50 15:05 サマリー （福祉保健局 感染症危機管理担当部長 吉田 道彦） 

15:05 15:50 次回開催都市からのご案内 

15:50 16:10 

VIII  閉会   

閉会挨拶  福祉保健局技監  矢内 真理子 

贈答品交換、写真撮影 

 

 

2019年 1月 31日（木）          視察  

11:00 - 新宿発 

12:30 14:30 結核研究所、複十字病院（昼食含む） 

16:00 16:30 多摩府中保健所 

- 18:00 新宿着 
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会議参加者名簿 

■Bangkok 

スージー・サリツィリ 第 67保健センター センター長 

ウォラマン・ワイダブ 
チャロアンクルンプラチャラック病院 

小児感染症専門医、小児科部長 

オラピン・ラートヴァナヴィット クラン病院 感染症専門医 

ティティサント・パラカウォン・ナ・

アユタヤ 
第 28保健センター 医師 

ラリダ・プンカオ 外務部職員 

■Manila 

マリア・ロイダ・アルゾナ マニラ首都圏開発局 衛生環境保護室 第三部長 

アナベル・オンビナ マニラ首都圏開発局 衛生環境保護室 第三医務官 

マリア・ロザリタ・シアソコ フィリピン財団 医薬品健康管理協会 理事 

デニス・ロメリック・トゥアソン 
フィリピン財団 医薬品健康管理協会  

プログラムマネージャー 

■Seoul 

イ・ソンジュ ソウル国立大学医学大学校 助教授 

パク・ユジン ソウル国立大学医学大学校 研究員 

■Taipei 

イェン・ムーヨン 台北市立病院 昆明予防対策センター所長 

ロ・リールー 台北市健康局 疾病対策部 副部長 

チャオ・インシエン 台北市健康局 疾病対策部 副部長 

チエン・ティンスアン 台北市健康局 疾病対策部 技師 
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■Tokyo 

加來 浩器 防衛医科大学校 防衛医学研究センター 教授 

矢内 真理子 東京都福祉保健局 技監 

松川 桂子 東京都福祉保健局 次長 

今村 顕史 都立駒込病院 感染症科部長 

吉田 道彦 東京都福祉保健局 感染症危機管理担当部長 

杉下 由行 東京都福祉保健局 健康安全部 感染症対策課長 

根岸 潤 東京都福祉保健局 健康安全部 エイズ・新興感染症担当課長 

石川 貴敏 東京都健康安全研究センター 疫学情報担当課長 

赤木 孝暢 
東京都福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 

課長代理（感染症医療担当） 

鈴木 真也 
東京都福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 

課長代理（感染症危機管理担当） 

林 芳武 東京都福祉保健局 健康安全部 感染症対策課 防疫担当 主任 

 


