第 18 回兵庫県性感染症（ＳＴＩ）研究会総会
第 3 回日本性感染症学会関西支部総会
プログラム

≪交通案内≫ 神戸市営地下鉄県庁前駅より徒歩 5 分
JR、阪神元町駅より徒歩 8 分

日 時：

2013 年 3 月 23 日（土）14：45～18：00

場 所：

ラッセホール 2 階 「ローズサルーン」
神戸市中央区中山手通 4-10-8 ℡ 078‐291-1117
（地図は裏面参照ください）
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【情報提供】 14：45～15：00
アジスロマイシン点滴静注用５００ｍｇの有用性について

ファイザー㈱

【日本性感染症学会関西支部報告】 15：00～15：05
支部長 神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 特命教授 荒川
【兵庫県性感染症（ＳＴＩ）研究会報告】 15：05～15：10
代表世話人 神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 教授
１. 会計報告
２. 次期当番世話人と開催日程
３. その他

そねざき古林診療所

創一

藤澤 正人

【一般演題】
座長：神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 特命教授 荒川 創一
【演題Ⅰ】 15：10～15：20
『若年者の梅毒の 1 例』
萩野惠三 1)、森山泰成 1)、佐々木有見子 1)、原
１）りんくう総合医療センター泌尿器科

２） 丸善クリニック

【演題Ⅳ】 15：40～15：50
『兵庫県下で分離された Neisseria gonorrhoeae の薬剤感受性状況について』
橘 美希 1)、吉田弘之 2)、藤原美樹 1)、奈須聖子 1)、重村克巳 2)3)、田中一志 3)、
荒川創一 2)3)、藤澤正人 3)
1）（株）兵庫県臨床検査研究所

2）神戸大学医学部附属病院感染制御部

3）神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

【演題Ⅴ】 15：50～16：00
『当科における異所性妊娠症例に対するクラミジア感染症の検討』
田中佑治、山田一貴、天野創、脇ノ上史郎、清水良彦、木村文則、喜多伸幸、
髙橋健太郎、村上節
滋賀医科大学産科学婦人科学

【特別講演Ⅰ】 16:15～17:05

『泌尿器科領域からみた性感染症の現状
と問題点』
安田 満先生
【特別講演Ⅱ】 17:05～17:55

『産婦人科領域からみたクラミジア・淋菌
感染症の現状と問題点』
京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 准教授

３）同形成外科センター

【演題Ⅲ】 15：30～15：40
『男子尿道炎における尿道分泌物鏡検の診断的有用性についての検討』
小島宗門 1)、矢田康文 1)、早瀬喜正 2)
1） 名古屋泌尿器科病院

【特別講演】
座長：神戸大学大学院医学研究科 産科婦人科学分野 教授 山田 秀人

勲 2)

２）和歌山県立医科大学泌尿器科

２）同救急科

（ 休憩： 5 分 ）

岐阜大学医学部附属病院 泌尿器科 講師

【演題Ⅱ】 15：20～15：30
『性交後に発症した A 群溶血性連鎖球菌フルニエ壊疽の 1 例』
飯田孝太 1)、鳥本一匡 1)、平山暁秀 1)、藤本清秀 1)、則本和伸 2)、奥地 一夫 2)、
桑原理充 3)
１）奈良県立医科大学泌尿器科

【演題Ⅵ】 16：00～16：10
『ガイドラインに基づく性感染症診療と保険診療上の制約について』
古林敬一

岩 破 一 博 先生
【閉会の挨拶】 17：55～18：00
神戸大学大学院医学研究科 産科婦人科学分野 教授 山田 秀人
※当日は、軽食をご用意しております。
※本研究会の参加費として当日 500 円（年会費を含む）を集めさせて頂きます。
※本研究会は日医生涯教育講座として認定（２．５単位）を受けております。受付にて受講証をお受け取りください。
※日本産婦人科学会認定医の先生方には A シールを申請しております。
※当日はご参加頂いた確認のため、ご施設名・ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。
尚、ご記帳頂いたご施設名・ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供のために利用させて頂くことが
ございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

共催

兵 庫 県 性 感 染 症 （ＳＴＩ）研 究 会
日本性感染症学会関西支部
兵庫県産科婦人科専門医制度委員会
ファイザー株式会社
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