第 1 回（2003 年 10 月 31 日）から第 20 回（2011 年 6 月 18 日）過去開催記録
第１回（２００３年１０月３１日）

於：ホテルパシフィック東京

＊ 本邦に必要とされる未承認ワクチン、マラリア薬および診断薬

第 11 回（２００７年５月２６日)

於： 国立国際医療センター

＊ エイズワクチン開発の意義【WF 掲載】
＊ 国内および海外のレプトスピラ症の現状とワクチン【WF 掲載】
＊ ウエストナイルワクチンについて【WF 掲載】

第２回（２００４年２月２１日）

於：慈恵会医科大学

第 12 回（２００７年９月２９日)

於： 国立国際医療センター

＊ 渡航者、赴任者および家族、留学予定者の教育・啓発

＊ トラベルクリニック【WF 掲載】

＊ 未承認ワクチン事故の賠償と補償、保険

＊ 肝炎ワクチンについて【WF 掲載】

第３回(２００４年６月２８日)

第 13 回（２００８年１月１９日)

於：慈恵会医科大学

＊ 小児対象疾患である「ポリオ、破傷風、A 型肝炎、髄膜炎」

＊ 日本脳炎ワクチンについて【WF 掲載】

於： 国立国際医療センター

＊ トラベラーズワクチンで予防できる疾患の発生状況【WF 掲載】
＊ 厚労省研究班の成果から得られたトラベルワクチンの諸問題
＊ Problems on use of traveller's vaccine
＊ 未承認ワクチンとトラベラーズワクチンの接種率【WF 掲載】

第４回（２００４年１２月１１日）

於：国際協力総合研究所

第 14 回（２００８年５月２４日)

＊ 黄熱病、B 型肝炎、トラベルクリニック、未承認ワクチンの救済制度

於： 国立国際医療センター

＊インフルエンザワクチンの現状について＊渡航者用未承認ワクチン接種事故の補償制度について
＊「母子手帳の中の予防接種記録」－市町村へのアンケート調査－【WF 掲載】

第５回（２００５年６月１８日）
＊ コレラ
＊ 腸チフス

【WF 掲載】
【WF 掲載】

於：国立国際医療センター

第 15 回（２００９年１月１７日） 於： 国立国際医療センター

＊ コレラおよび腸チフスワクチン

＊仙台医療センターにおける黄熱ワクチン接種の実際【WF 掲載】

＊ 無菌性髄膜炎ワクチン

＊日本で安全にワクチン接種を行うために

【WF 掲載】

＊動物用狂犬病ワクチンの実情と問題点【WF 掲載】
第６回（２００５年１１月５日）
＊ 渡航者が接種すべきワクチン

於：国立国際医療センター
＊ 狂犬病

【WF 掲載】

＊ ダニ脳炎【WF 掲載】

第 16 回（２００９年７月１８日）於：

アクロス福岡

＊Ａ型および B 型肝炎ワクチン

＊日本脳炎、ポリオワクチン

＊黄熱ワクチン

＊髄膜炎菌、コレラワクチン

＊破傷風、腸チフス、インフルエンザワクチン ＊狂犬病、ダニ脳炎ワクチン
＊ガイドライン全体の調整事項
第７回（２００６年１月１４日）

於：国立国際医療センター

＊ 日本人渡航者が接種すべきワクチン

【WF 掲載】

＊ 渡航者用見承認ワクチンの輸入【WF 掲載】

＊ トラベラーズクリニック【WF 掲載】
第８回（２００６年５月１３日）

第 17 回（２０１０年１月３０日）於：

国立国際医療センター

＊組織培養日本脳炎ワクチンについて

【会誌掲載】＊輸入新型インフルエンザワクチンについて

＊渡航者ワクチンガイドラインについて
於：国立国際医療センター

第 18 回（２０１０年７月２４日）

於： 国立国際医療研究センター

＊ 渡航医学（旅行医学）の特徴とワクチン接種のあり方【WF 掲載】

＊外務省職員のワクチン接種&外務省医務官の仕事【会誌掲載】

＊ 旅行業法・約款の改正と衛生問題への旅行会社の取り組み【WF 掲載】

＊狂犬病ワクチンの現状【会誌掲載】

＊ 予防接種手帳の作成に向けて

＊狂犬病ワクチン使用実績【会誌掲載】

第９回（２００６年９月３０日）
＊ デング熱とデング熱ワクチン

於：

国立国際医療センター

第 19 回（２０１１年 1 月２９日）

於：

(独）国立国際医療研究センター

【WF 掲載】＊ 海外在留邦人の罹患とワクチンによる予防【WF 掲載】 ＊研究班活動と未承認ワクチンの現状と今後【会誌掲載】

＊ トラベラーズワクチンの現状と問題【WF 掲載】

＊未承認ワクチン輸入業者の現状

第 10 回（２００７年１月２０日)

第 20 回（２０１１年６月１８日）

於：

国立国際医療センター

＊ スポーツ選手の海外遠征時における健康管理

【WF 掲載】

【会誌掲載】
於：

＊自由発表

＊髄膜炎菌性髄膜炎とワクチン

【会誌掲載】

(独）国立国際医療研究センター

＊麻疹の一般論（国内や海外での発生状況）【会誌掲載】

＊ 1990 年代以降のワクチン報道【WF 掲載】

＊麻疹ワクチンに関して（海外渡航者への接種の必要性）【会誌掲載】

＊ Immunization Practice for International Travelers in USA

＊海外旅行保険から見た海外渡航者の感染症とワクチンの効果

＊トラベルクリニック紹介

第 21 回（2012 年 2 月 18 日）から第 30 回（2016 年 9 月 24 日）過去開催記録
第 21 回（２０１２年２月１８日）

於：

東京医科大学 教育棟 5 階講堂

＊世界ポリオ根絶計画とポリオの疫学

＊ポリオワクチン【BJ 掲載】

＊不活化ポリオワクチン(IPV）と行政【BJ 掲載】
第 22 回（２０１２年９月１日）

於：

＊トラベルクリニック紹介

東京医科大学 教育棟 5 階講堂

＊国立国際医療研究センター渡航者健康管理室での実態
＊日本での小児の予防接種に関する最近の動き
第 23 回（２０１３年２月２３日）

於：

＊都立駒込病院での実態【BJ 掲載】

＊不活化ポリオワクチンの日本での導入

国立国際医療研究センター研究所地下会議室

＊トラベラーズワクチンの問題点を整理する

【BJ 掲載】

＊国立大学での留学生へのワクチン接種【BJ 掲載】
＊海外留学生のワクチン接種・総論【BJ 掲載】
第 24 回（２０１３年９月１４日）

於：

国立国際医療研究センター研究所地下会議室

＊マラリアの基礎とワクチン【BJ 掲載】
＊重症熱性血小板減少症候群

＊マラリアの予防内服と臨床【BJ 掲載】

【BJ 掲載】

第 25 回（２０１４年２月２２日）

於：

＊基礎的な観点から【BJ 掲載】

＊小児への接種法の実際【BJ 掲載】
国立国際医療研究センター研究所地下会議室

＊黄熱ワクチン接種の実際【BJ 掲載】

＊新型インフルエンザのリスク評価と企業の対策

＊海外派遣企業としての対策

＊トラベルクリニックでの対応
第 26 回（２０１４年９月２７日）

於：

＊思春期の三種混合ワクチン接種
＊髄膜炎菌ワクチン

＊侵襲性髄膜炎菌感染症

＊サノフィから発売される 4 価結合型髄膜炎菌ワクチン

第 27 回（２０１５年２月７日）

於：

＊ウイルス性出血熱【BJ 掲載】
＊MMR ワクチン【BJ 掲載】

アリアル会議室 ANNEX

＊麻疹、風疹、流行性耳下腺炎の疫学【BJ 掲載】

＊法律的な面からの検討【BJ 掲載】

第 28 回（２０１５年９月２６日）
＊A 型肝炎【BJ 掲載】

国立国際医療研究センター研究所地下会議室

於：

一財）日本教育会館

第五会議室

＊B 型肝炎・C 型肝炎【BJ 掲載】

＊B 型肝炎 小児領域、定期接種化に向けて【BJ 掲載】
第 29 回（２０１６年２月１３日）
＊総論【BJ 掲載】

９階

於：

＊行政での変化

＊輸入ワクチンの変化【BJ 掲載】

国立国際医療研究センター研究所 B 棟地下会議室

（ワクチンの承認状況など）
【BJ 掲載】

＊補償制度などの法律的問題【BJ 掲載】

＊黄熱ワクチンと南米の課媒介感染症【BJ 掲載】
第 30 回（2016 年 9 月 24 日）

於：

＊国境がなくなった B 型肝炎【BJ 掲載】

＊ブラジルの感染症【BJ 掲載】

国立国際医療研究センター研究所 B 棟地下会議室

＊トラベラーズワクチンの接種間隔と追加接種【BJ 掲載】
＊海外渡航する小児の定期接種の継続について【BJ 掲載】
＊日本におけるトラベルクリニックの現状と今後【BJ 掲載】

