




第 65 回神奈川県感染症医学会
【日時と会場】
　平成 21 年3月21日（土）
　横浜市開港記念会館　横浜市中区本町1-6　TEL：045-201-0708

　幹事会：12：00～12：50　6号室
　学会受付：12：00～
　学会：13：00～　講堂

【ご参加の皆様へのお願い】
　1．参加費は999円です。
　2． 参加者には、日本医師会生涯教育5単位とICD制度2単位が認められます。ご希望の方には受付にて専用シー

ルをお渡し致します。
　3． 本学会の学術振興を図るために、今回から優秀な若手の発表に対し、学術奨励賞を授与することになりまし

た（表彰は次大会にて行います）。つきましては、参加者の皆様には、受付にて参加費と引き換えに投票用
紙をお渡し致しますので、最も優れた発表と思われる演題名と発表者名を記入し、受付横の投票箱にお入れ
下さい。なお、選考に際しては、発表者が若手である事、発表時間の順守なども考慮してご記入ください。

【座長へのお願い】
　1． 進行方法は一任致しますが、時間超過は全体のスケジュールに影響を来しますので、時間厳守の徹底をお願

い致します。
　2．受付にて、リボンをお渡し致します。
　3． 座長の皆様には、学術奨励賞の通常の投票に加え、ご担当頂いたテーマ内の演題で最も優れた発表のご投票

もお願い致します。

【ご発表の皆様へのお願い】
　1． 会場の都合上、ご発表頂くスライド原稿を3月17日（火）17：00までに下記アドレス宛に添付文書としてお

送り願います。（恐れ入りますが、トラブルも想定し、同原稿をUSBメモリーにて当日ご用意いただきます
ようお願い致します。）

　　　　　　　　　　rescsec1
イチ

@urahp.yokohama-cu.ac.jp
　2． 一般演題は、発表6分、討論4分です。スライド枚数に制限はありませんが、時間厳守でお願い致します。なお、

開始5分後と6分後にベルが鳴りますので、発表時間の参考にして下さい。
　3．当日会場に設置される PCの OSはWindowsXP です。
　4． 使用できるアプリケーションソフトは、Windows マイクロソフト Power Point 2003（2000/ 2002も可能）、

使用できるフォントは、MSゴシック、MS明朝、MS P ゴシック、MS P 明朝、Arial、Century、Century 
Gothic、Times New Roman です。

　5．Windows XP で問題なく作動することを、予めご確認下さい。
　6． Windows Vista、Power Point 2007で作成したデータには対応できません。また、マッキントッシュ（MacOS）

で作成されたデータにつきましては、対応致しかねますので、ご了承ください。
　7． なお、スライド内容に変更のある場合、学会当日、会場受付にて対応致します。ご発表30分前までに、PC

受付へUSBメモリーにてお持ちください。

【お問い合わせ先】
　　　第65回神奈川県感染症医学会事務局　伊藤　優
　　　横浜市立大学附属市民総合医療センター　呼吸器病センター
　　　〒232-0024　横浜市南区浦舟町4-57　Tel：045-261-5656
　　　E-mail：rescsec1

イチ

@urahp.yokohama-cu.ac.jp





第65回　神奈川県感染症医学会　プログラム

12：55 幹事会報告
神奈川県感染症医学会事務局長

横浜市立大学附属病院　感染制御部　　満田　年宏

13：00
第65回　当番会長

開会挨拶

横浜市立大学附属市民総合医療センター
呼吸器病センター
金子　　猛

一般演題

13：05～13：45 テーマⅠ 薬剤感受性・耐性菌

座長 横浜市立大学大学院　病態免疫制御内科学 築地　　淳

1）13：05～13：15
当院におけるESBL 産生菌の持ち込み株の疫学解析

昭和大学藤が丘病院　感染対策室
宇賀神和久

2）13：15～13：25
患者検体からの伝達性 plasmid 由来 AmpC産生大腸菌の検出

昭和大学藤が丘病院　臨床病理科
吉本　啓助

3）13：25～13：35
マクロライド耐性Mycoplasma pneumoniae 出現の背景

神奈川県衛生研究所　微生物部
大屋日登美

4）13：35～13：45
当院における喀痰からの分離株と薬剤感受性に関する検討

横浜南共済病院　呼吸器内科
小泉　晴美

13：45～14：25 テーマⅡ 検査・治療法

座長 昭和大学藤が丘病院　臨床病理科 丸茂　健治

5）13：45～13：55
各種MRSA スクリーニング培地によるMRSA とMSSA の分離
成績

昭和大学藤が丘病院　臨床検査部細菌検査室
火石あゆみ

6）13：55～14：05
VNTR法を利用したLegionella pneumophila の遺伝子型別

神奈川県衛生研究所　微生物部
渡辺　祐子

7）14：05～14：15
診断に苦慮した熱帯熱マラリアの1例

横浜市立市民病院　感染症内科
倉井　華子

8）14：15～14：25
疾患細胞特異的な遺伝子発現制御法の開発─第2報

聖マリアンナ医科大学　微生物学
浅井　大輔



14：25～14：45 テーマⅢ 小児感染症

座長 横浜南共済病院　小児科 成相　昭吉

9）14：25～14：35
Haemophilus influenzae による尿路感染症の4歳女児例

横須賀共済病院 小児科
山口　哲司

10）14：35～14：45
Hib 髄膜炎乳幼児の抗 PRP 抗体価から考えるHib 結合型ワクチ
ン導入における課題

横浜南共済病院　小児科
成相　昭吉

14：45～15：05 テーマⅣ 敗血症

座長 横浜市立大学附属市民総合医療センター　血液内科 藤澤　　信

11）14：45～14：55
外傷後、肺炎球菌による敗血症を来した一例

北里大学　救命救急医学
笠倉　至言

12）14：55～15：05
Sivelestat Sodium投与およびG-CSF投与中止により救命しえた、
急性骨髄性白血病治療中に合併したARDSの一例

横浜市立大学附属病院　リウマチ血液感染症内科
鈴木　弘之

15：05～15：20　休憩

15：20～15：50 テーマⅤ 抗酸菌・真菌感染症1

座長 横浜南共済病院　呼吸器内科 小泉　晴美

13）15：20～15：30
当院で過去9年間に診断された学会病型分類0型肺結核7症例の
検討

横浜市立大学附属市民総合医療センター　呼吸器病センター
能美夫彌子

14）15：30～15：40
イソニアチドによると考えられた急性腎障害の一例

横浜市立大学附属病院　呼吸器内科
加藤　卓也

15）15：40～15：50
ボリコナゾールによる SIADHを発症した慢性壊死性肺アスペル
ギルス症の1例

神奈川県立循環器呼吸器病センター　呼吸器科
土屋　典子



15：50～16：20 テーマⅥ 抗酸菌・真菌感染症2

座長 横浜市立大学附属病院　呼吸器内科 宮沢　直幹

16）15：50～16：00
急速な両側視力低下を来たしたPseudallescheria boydii による真
菌性眼内炎の一例

横浜市立大学大学院医学研究科　病態免疫制御内科学
森　　浩介

17）16：00～16：10
PET-CTが診断に有用であった PCPの一例

横浜市立大学附属病院　リウマチ・血液・感染症内科
上原　武晃

18）16：10～16：20
ミカファンギン・ボリコナゾール併用が奏功した肺アスペルギル
ス症と考えられた1例

藤沢市民病院　呼吸器科
高橋　良平

16：20～16：50 テーマⅦ ウィルス感染症

座長 横浜市立大学附属病院　リウマチ血液感染症内科 上田　敦久

19）16：20～16：30
同種移植後HHV-6 脳炎の長期予後とQOL

横浜市立大学附属市民総合医療センター　血液内科
酒井　リカ

20）16：30～16：40
当院で経験されたAIDS 関連悪性リンパ腫

横浜市立大学附属病院　リウマチ・血液・感染症内科
上田　敦久

21）16：40～16：50

ステロイド治療中にサイトメガロウイルスによると思われる多発
性胃潰瘍を合併した膠原病患者の一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター
リウマチ膠原病センター

廣田　理映

16：50 次期当番会長挨拶
第66回神奈川県感染症医学会　当番会長　横浜市健康福祉局

健康安全部　担当部長　豊澤　隆弘

イブニングセミナー
共催：第一三共株式会社

座長 横浜市立大学附属市民総合医療センター　呼吸器病センター 金子　　猛

17：00～18：00 横浜市立大学大学院　病態免疫制御内科学　准教授 綿貫　祐司先生

『呼吸器感染症における耐性菌の現状と対策』
─肺炎球菌・インフルエンザ菌を中心として─





一　般　演　題
【テーマⅠ】薬剤感受性・耐性菌  

1）当院におけるESBL産生菌の持ち込み株の疫学解析
宇賀神和久1）、阿南　晃子1）、中村　久子1）、田澤　節子1）、丸茂　健治1）、田口　和三1）、田中　広紀1）、
川野留美子1）、菊池　敏樹1）、長島　梧郎2）

昭和大学藤が丘病院感染対策室1）、聖マリアンナ医科大学東横病院脳神経外科2）

【目的】2007年に当院で検出されたESBL 産生菌の他病院からの持込み状況を調べた。
【方法】ESBL 群別は各種 primer を用いた PCR法で行ない、菌株同一性は PFGE 法で行なった。持ち込
み株は外来患者および入院2日以内の患者から検出されたもの、院内発生株は入院3日以上の患者か
ら検出されたものとした。

【成績】ESBL 産生菌26株（Proteus mirabilis 11株、Escherichia coli 10株、他5株）のβ -lactamase 群
別では、P. mirabilis が全て CTX-M-2 群、E. coli が CTX-M-9 群9株と TEM-1 群1株であった。 
Pulsotyping の結果は、P. mirabilis が A型5株（院内発生4株、持込み1株）とB型3株（持込み2株、
院内発生1株）、E. coli が A型3株（持込み1株、院内発生2株）とB型2株（共に持込み株）であった。
持ち込み株と院内発生株との同一株の存在は、病院間のESBL 産生菌による汚染の可能性を示唆した。

【まとめ】ESBL 産生菌は病院間で持ち込み株として拡散していることが考えられた。

2）患者検体からの伝達性 plasmid 由来 AmpC産生大腸菌の検出
吉本　啓助1）、丸茂　健治1）、田口　和三1）、新井　祐司2）、宇賀神和久2）、中村　久子2）、水上　博喜3）、
石橋　一慶3）、日比　健志3）、菊池　敏樹4）

昭和大学藤が丘病院臨床病理科1）、同　中央臨床検査部細菌2）、同　一般外科3）、同　呼吸器内科4）

【はじめに】我々は、同一患者異検体から伝達性 plasmid 由来 AmpC産生大腸菌を検出したので報告する。
【症例】膵腫瘍で併発した肝・胆道感染の71歳男性は、入院加療中に胆汁から大腸菌が検出され、
sulbactam/cefoperazone が投与されたが、後日、血液から同菌が検出された。Meropenem投与で血液
からの菌は陰性化した。

【方法】薬剤感受性試験はセンシ・ディスク（BBL）法で行った。AmpC型の同定はmultiplex PCR法で増幅後、
sequence 法で行った。plasimd 伝達は filter mating 法で行い、その確認は blaCMY-2 遺伝子を probe に
した hybridization 法で行った。大腸菌分離株間の菌株同一性の確認は PFGE法で行った。

【成績】胆汁および血液由来大腸菌分離株は第四世代 cepfem と carbapenem のみ感受性で、伝達性
plasmid 由来 blaCMY-2 遺伝子を保有していた。Pulsotyping の結果から、後発の血流感染の原発は肝・
胆道系である可能性が高かった。

3）マクロライド耐性Mycoplasma pneumoniae 出現の背景
大屋日登美、岡崎　則男
神奈川県衛生研究所　微生物部

　マクロライド（Mac）系薬剤に対し耐性を示すMycoplasma pneumoniae の分離例が2000年以降国内外
で報告されている。Mac 耐性M. pneumoniae は23S rRNA遺伝子のドメインV領域に突然変異を起こし
ていることが確認されており、国内ではA 2063C、A 2063G、A 2064G 及びA 2617G の変異を有する耐性
株の分離が報告されている。2003年以降、神奈川県においても16株（19.5%）のMac 耐性M. pneumoniae
が分離されており、その内12株がA 2063G、4株がA 2064G であった。そこでその背景を探る目的でMac



系薬剤5剤を使用し、試験管内における耐性菌のセレクション試験を実施し、得られた耐性株について遺
伝子解析とMac 抗生物質および類似抗生物質に対する交差耐性を調べ、臨床分離のMac 耐性菌と比較し
たので報告する。

4）当院における喀痰からの分離株と薬剤感受性に関する検討
小泉　晴美1）、高市　文佳2）、小嶋　亮太1）、林　　美保1）、北村　佳子2）、渡邉　良一2）、高橋　健一1）

横浜南共済病院 呼吸器内科1）　臨床検査部2）

　2004（‘04）年と2008（‘08）年の喀痰分離株と薬剤感受性を検討。‘04年度分離株は計1411株。主な分離
株はMRSA（21.3%）、P. aerginosa（9.6%）、S. aureus（8.2%）、K. pneumoniae（5.9%）、St. pneumoniae
（4.3%）、H. influenzae（4.0%）。‘08年度分離株は計866株で、P. aerginosa（17.4%）、MRSA（10.8%）、K. 
pneumoniae（10.3%）、S. aureus（8.1%）、St. pneumoniae（6.9%）、H. influenzae（5.6%）と P. aerginosa
が増加。P. aereginosa 分離株では ‘04年 ‘08年度ともにAMK耐性株が数%と最も低く、IPM耐性株は30
%前後と高かった。CAZや LVFXに対する耐性株率の増加があり、薬剤選択には注意を要すると考えら
れた。

【テーマⅡ】検査・治療法  

5）各種MRSAスクリーニング培地によるMRSAとMSSAの分離成績
火石あゆみ1）、阿南　晃子1）、宇賀神和久1）、新井　祐司1）、中村　久子1）、田澤　節子1）、丸茂　健治2）、
田口　和三2）

昭和大学藤が丘病院臨床検査部細菌検査室1）、同　臨床病理2）

【目的】5種類の市販MRSAスクリーニング培地でMRSAとMSSAを培養し、その特徴を調べた。
【方法】使用したMRSA33 株とMSSA40 株はWalkAwayTM 96で同定された。各種スクリーニング培地

は CFX含有ポアメディアMRSA分離培地（監）、MDRS-K 寒天培地、MRSA（特）-CFX寒天培地、
MS-CFX寒天培地およびMPIPC 含有MRSAスクリーン培地で、使用は添付文書に従った。PBP2’ 検
出にはMRSA-LA、MIC 測定にはドライプレートを使用した。

【結果】MRSA32 株は各培地に発育したが、残り1株は発育が弱く、通常より判定し難かった。MSSA39
株は各培地に発育しなかったが、残り1株は発育し、MPIPC 低感受性（2μg/ml）MRSAであった。

【まとめ】各種スクリーニング培地はMPIPC 低感受性MRSA の検出にも有効であったが、弱発育の
MRSA判定には注意を要した。

6）VNTR法を利用した Legionella pneumophila の遺伝子型別
渡辺　祐子、大屋日登美、高橋智恵子、黒木　俊郎、岡崎　則男
神奈川県衛生研究所　微生物部

　レジオネラ症の届け出患者数は、平成15年から増加傾向にあり、平成20年度は851人に達している。神
奈川県でも患者数は増加し、全国4番目に届け出数の多い県となっている。しかし、これらの事例は、感
染源が特定されることはほとんどない。レジオネラ症の感染源特定のためには、患者株と推定感染源由来
株の遺伝子型別を行い遺伝子型の一致を確認することが必要となる。しかし、現行法である PFGE法は煩
雑で時間がかかるなどの問題点もある。そこで新しい型別法であるVNTR法を利用してL. pneumophila 
49株の型別を行うとともに PFGE法と比較した。VNTR法では、24種類に型別され、このうち29株につい
ては PFGE型と一致したが、冷却塔水由来の16株が同一型に型別され、PFGEの結果と異なった。しかし、



VNTR法は迅速・簡便であるという特徴があり、遺伝子型別のスクリーニング法として一定の有用性があ
ると考えられた。

7）診断に苦慮した熱帯熱マラリアの1例
倉井　華子、吉村　幸浩、立川　夏夫
横浜市立市民病院感染症内科

　52歳日本人女性。200X 年6月30日から7月24日ニジェールに滞在。7月26日から38─9℃台の熱が
持続するため8月1日に当院を受診・入院した。7月31日に1回だけ現地友人にもらった artemether/
lumefantrine を内服した。発熱以外の自覚症状、他覚所見はなく、採血では肝酵素と LDH上昇を認めた。
マラリア塗抹・迅速検査は陰性。血液培養・インフルエンザ検査陰性。翌日には解熱し、マラリア塗抹検
査も陰性であり、5日後に退院した。8月10日より再度発熱し当院を受診。採血検査ではLDH上昇があり、
マラリア迅速検査陰性。しかし塗抹検査で300視野に1個（感染率1/10 万）の熱帯熱マラリア原虫を認め
熱帯熱マラリアと診断した。マラロン（アトバコン・プログアニル）を使用し翌日にはマラリア原虫は消
失した。迅速検査陰性でもマラリアを否定してはならないことを痛感した症例であり、報告する。

8）疾患細胞特異的な遺伝子発現制御法の開発－第2報
浅井　大輔1）、姜　　貞勲2）、三好　洋1）、片山　佳樹2）、中島　秀喜1）

聖マリアンナ医科大学微生物学1）、九州大学大学院工学研究院2）

　我々は第60回神奈川県感染症医学会において、疾患細胞内のシグナル異常に着目した遺伝子発現制御概
念であるD-RECS（drug or gene delivery system responding to cellular signals）について紹介し、遺伝
子治療の現状および本概念の新規遺伝子治療戦略としての可能性について報告した。本概念は、標的とす
る疾患細胞内で発現するシグナルでのみ薬物を活性化させ、正常細胞での毒性を軽減し、目的とする薬物
の効果を標的細胞のみで発揮させようとする薬物送達システム（DDS）の新規概念である。今回、難治性
疾患に対する診断 /治療戦略としての本法の有用性について、ウイルス感染細胞および担ガンマウスを用
いて検討したところ、疾患細胞特異的に外来遺伝子を発現させることに成功した。こうした我々の最近の
成果について報告する。

【テーマⅢ】小児感染症  

9）Haemophilus influenzae による尿路感染症の4歳女児例
山口　哲司、山田　悠司、水野　裕介、柳　　忠宏、木津　りか、番場　正博
横須賀共済病院　小児科

　症例は4歳女児。3週間にわたって39℃を超える発熱を4回繰り返し当科に受診。尿培養より
Haemophlus influenzae を検出し尿路感染症と診断。腹部エコーにて左腎盂の拡張あり、排尿時膀胱尿管
造影で左膀胱尿管逆流症（Ⅲ°）を認めた。小児の尿路感染症の起因菌としてHaemophilus influenzae は
稀であると思われる。



に合併したARDS と診断。Sivelestat Sodium 投与開始するとともに、G-CSF の投与を中止した。同
日の好中球数は2/μl であった。Day29 を境に酸素化は徐々に改善し、Day64 には人工呼吸器より離脱
した。

【考案】造血器悪性疾患の治療中に合併した敗血症からのARDS は救命率が低いとされる。本例では、
Sivelestat Sodiumの投与と G-CSF 投与中止を行い救命しえた。文献的考察を加え報告する。

【テーマⅤ】抗酸菌・真菌感染症1  

13）当院で過去9年間に診断された日本結核学会病型分類0型肺結核7症例の検討
能美夫彌子1）、金子　　猛1）、井上　昌子1）、塩原　康正1）、塚原　利典1）、後藤　秀人1）、小澤　聡子1）、
伊藤　　優1）、宮沢　直幹2）、綿貫　祐司2）、石ヶ坪良明2）

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター呼吸器病センター1）、横浜市立大学大学院医学研究科病
態免疫制御内科学2）

　過去9年間に当院で診断された肺結核患者237症例のうち学会病型分類0型の7症例（3.0%）に対し検
討を行った。胸部CTによる評価では、性状及び拡がりは全例がⅢ1であり、病側は右側が3例、左側が3例、
両側が1例であった。初診時、呼吸器症状は全例で認められなかった。7症例中6例は肺外結核を合併し
ており、内訳はリンパ節結核が4例、尿路結核が1例、腸結核が1例であった。肺外結核を有する患者では、
呼吸器症状なく胸部X線写真に異常を認めない場合にも、肺結核の有無について、胸部CTを用いた評価
が重要であると考えられた。

14）イソニアチドによると考えられた急性腎障害の一例
加藤　卓也1）、工藤　　誠1）、矢澤　慶一1）、三科　　圭1）、小林　信明1）、佐藤　　隆1）、井上　　聡1）、
宮沢　直幹1）、綿貫　祐司1）、金子　　猛2）、石ヶ坪良明3）

横浜市立大学附属病院呼吸器内科1）、横浜市立大学附属市民総合医療センター呼吸器センター2）、横浜市
立大学大学院病態免疫制御内科学3）

【症例】47歳　男性
【既往歴、家族歴】特記すべきことなし
【現病歴】咳嗽、るいそうを主訴に某医を受診。胸部X-p で空洞性病変などを認め、喀痰塗沫検査で抗酸

菌3+、結核菌PCR陽性で肺結核の診断となった。HRZEで抗結核化学療法を開始し、肝障害が生じた。
PZAをのぞくHREを再開したがCr が上昇し腎障害の精査目的で当院転入院した。

【入院後経過】尿中蛋白、β2ミクログロブリンの異常高値をみとめた。尿所見と併せて急性糸球体腎炎、
急性間質性腎炎、急性尿細管壊死と診断した。INHから再開したところCr の再上昇があった。INHは
中止し、以後RFP、EBを再開して経過観察した。腎障害の悪化なく、INHを25mg より減感作を行い
再投与可能となった。

【考察】抗結核薬による副作用は発熱、皮疹、肝障害などをよく経験するが、腎障害はまれである。文献
的には治療としてステロイドによる成功例も示されていたが、結核の状態などから、休薬と減感作に
よる再投与を試み成功した。他の文献報告例と併せて考察する。



15）ボリコナゾールによるSIADHを発症した慢性壊死性肺アスペルギルス症の1例
土屋　典子、萩原　恵里、椎原　　淳、松嶋　　敦、榎本　崇弘、関根　朗雅、篠原　　岳、馬場　智尚、
遠藤　高広、橋場　容子、西平　隆一、小松　　茂、加藤　晃史、小倉　高志、高橋　　宏
神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器科

　症例は74歳男性。咳を主訴に受診。胸部 CTで、両肺尖に拡張した気管支・空洞性病変を認め、血清ア
スペルギルス抗体陽性等より、慢性壊死性肺アスペルギルス症（CNPA）と臨床的に診断した。ボリコナ
ゾール（VRCZ）400mg/day を開始したところ、咳症状は改善したものの11日目より血清Na119mEq/L
と低 Na 血症が認められた。そのため、ボリコナゾール（VRCZ）を200mg/day に減量したが、低Na 血
症は改善しなかった。尿中Na は135mEq/L、血清浸透圧237mOsm/kg、尿浸透圧469 mOsm/kg であり、
SIADHと診断した。VRCZの内服を中止し、低Na血症によるふらつきや転倒も起こしたため、生理食塩
水・塩化ナトリウムを投与し改善を得た。VRCZ による SIADHの報告は稀であり、若干の文献的考察を
加えて報告する。

【テーマⅥ】抗酸菌・真菌感染症2  

16）急速な両側視力低下を来たしたPseudallescheria boydii による真菌性眼内炎の一例
森　　浩介、築地　　淳、中向　知子、岡　　秀昭、上田　敦久、石ヶ坪良明
横浜市立大学大学院医学研究科病態免疫制御内科学

【症例】56歳女性
【主訴】視力低下
【現病歴】H20 年7月中旬より発熱、頭痛、両側性視力低下あり近医受診。サルコイドーシスと診断され
PSL 開始。8/19 当院眼科受診、真菌性眼内炎と診断され fosFLCZ を開始。9/1、4手術施行。組織検
体（眼房水、硝子体）より糸状菌を検出。当初は Sporothrix schenkii と考えられ ITCZ に変更（9/23 ～）。
9/27 尿路結石より同菌が検出されたため重症スポロトリコーシスと診断、AMPBに変更（10/30 ～）。
その後、分子生物学的検査によりPseudallescheria boydii と同定されVRCZ に変更（11/27 ～）。現在
外来フォロー中であり全身状態は良好である。

【考察】本菌による播種性真菌感染症は、血液培養で確定診断されることは稀で、組織検体の培養が重要
である。他の真菌と異なりAMPBの有効性は乏しく第一選択薬はVRCZである。真菌性眼内炎に関し
て菌同定を厳密に行った上で抗真菌薬を選択することが重要と考えられた。

17）PET-CTが診断に有用であったPCPの一例
上原　武晃、須田　昭子、井畑　　淳、上田　敦久、佐藤　　隆、綿貫　祐司、岳野　光洋、
石ヶ坪良明
横浜市立大学附属病院 リウマチ・血液・感染症内科 /呼吸器内科

　症例：71才男性。1999年関節リウマチ発症。2004年ブシラミン服用時、左胸水伴う yellow nail 
syndrome の発症以後、MTX主体に治療されていた。2008年7月右胸水出現。感染、悪性腫瘍否定的で、
リウマチ性胸膜炎として PSL20mg の投与により軽快するも、10月 CRPの再上昇と労作時息切れ出現。11
/ 14 低酸素血症のため入院。βDグルカン108.7、DLST MTX （+）、胸部CTでは軽度のびまん性のGGO
で診断の確定に至らなかったが、11/20 PET-CT では上肺野中心に胸膜直下はスペアされる形 FDGの集
積を認め、BALでの P。 jiroveci PCR （+）が確認された。PCPとして ST合剤、ペンタミジンで治療し、
軽快退院となり、以後再燃していない。リウマチ・膠原病では、原疾患による肺病変、薬剤性肺障害、感



染症の鑑別が困難であることが少なくない。PET-CT は補助的ではあるものの、感染症を含めた鑑別診断
に有用である。

18）ミカファンギン・ボリコナゾール併用が奏功した肺アスペルギルス症と考えられた1例
高橋　良平1）、草野　暢子1）、掛水　信将1）、西川　正憲1）、金子　　猛2）、綿貫　祐司3）、石ヶ坪良明3）

藤沢市民病院　呼吸器科1）、横浜市立大学附属市民総合医療センター　呼吸器病センター2）、横浜市立大
学大学院 病態免疫制御内科学3）

　症例は56歳の男性。18歳時に肺結核症の治療歴がある。前医で肺炎に対して抗菌化療を受けるも、発熱
が持続し画像所見も悪化したため、当科へ転院。喀痰、胸水および気管支鏡下の細菌培養検査では有意な
所見は得られなかった。CPFXの投与を行うも、右肺浸潤影の増悪と既存肺構造破壊に伴う嚢胞性病変の
進行を認めた。β -Dグルカン、真菌抗原および培養は陰性であったが、真菌感染を考慮し、ミカファン
ギンを投与した。しかし、開始後も嚢胞性病変は進行し、右気胸を合併した。CT所見からアスペルギル
ス感染症が示唆され、ミカファンギン単独では効果不十分と考え、ボリコナゾールを併用した。両者併用
にて、解熱し、胸部X線写真所見、炎症所見の著名な改善を認めた。

【テーマⅦ】ウィルス感染症  

19）同種移植後HHV6脳炎の長期予後とQOL
酒井　リカ1）、本橋　賢治2）、金森　平和2）、山本　　渉1）、松浦　史郎1）、藤田　敦子1）、大島　理加1）、桑原　英幸1）、
石ヶ坪良明3）、藤澤　　信1）

横浜市大附属市民総合医療センター　血液内科1）、神奈川県立がんセンター　血液科2）、横浜市大大学院病態免
疫制御内科学3）

【緒言】造血幹細胞移植（SCT）後HHV6 脳炎は重篤な合併症であるが、長期予後に関する報告は少ない。我々が
経験したHHV6 脳炎を検討した。

【対象】2004年1月～2008年3月の同種 SCT後、脳炎症状に加え髄液中（CSF）HHV6 DNAが証明された8例。
【結果】男性5例、女性3例、年齢中央値40。5歳。移植細胞：臍帯血4例、非血縁者骨髄血4例。脳炎診断中央

日 day18。CSF HHV6 DNA中央値84,400copy/ml。治療は gancicrovil 4例、foscarnet 4例；投与期間中央値
41日。治療後、CSF HHV6 DNAは全例検出感度以下となった。脳炎後生存中央値360日（82-1636）、5年累
積生存率50%、3例が82日、139日、327日に敗血症、肺炎、慢性GVHDで死亡した。8例中6例は短期記憶障
害や痙攣等の神経症状が残存した。

【結語】HHV6 脳炎後の神経症状の残存は SCT後のQOL低下を招く。

20）当院で経験されたAIDS関連悪性リンパ腫
上田　敦久1）、築地　　淳1）、岡　　秀明1）、中向　知子1）、白井　　輝2）、安達　理恵3）、竹林　早苗3）、小田みどり3）、
松山　奈央3）、石ヶ坪良明1）

横浜市立大学附属病院 リウマチ・血液・感染症内科1）、看護部3）、横浜市立大学看護学部2）

【緒言】HIV 感染症に合併するリンパ腫としてDLBCL や原発性脳リンパ腫、等がしばしば経験される。最近経験
された1例を報告する。又、当院で経験された4例に関してその臨床的特長を提示する。

【症例】50歳代男性、顔面神経麻痺で他院入院中にHIV抗体陽性が判明する。転院後の病院で施行された上部内視
鏡で多発胃潰瘍を認め、組織学的検索でDLBCLと診断された。当院初診時のCD4陽性細胞数は101/μLであっ
た。HAARTおよびリンパ腫に対する化学療法が導入された。



　当院では過去4例のAIDS 関連リンパ腫が経験された。DLBCL と原発性リンパ腫がそれぞれ2例であり、
その診断、治療、予後、等の臨床像に関し、若干の考察を含め報告する。

21）ステロイド治療中にサイトメガロウイルスによると思われる多発性胃潰瘍を合併した膠原病患者の一例
廣田　理映1）、出口　治子1）、高瀬　　薫1）、大野　　滋1）、石ヶ坪良明2）

横浜市立大学附属市民総合医療センター　リウマチ膠原病センター1）、横浜市立大学大学院医学研究科　病態免
疫制御内科学2）

　症例は83歳女性。79歳時関節リウマチを発症し PSL 5mg/day、MTX7.5mg/week を服薬していた。平成20年
3月下旬、両下肢に有痛性皮疹が出現。皮膚生検で壊死性血管炎と診断され4月8日 PSL20mg に増量された。5
月17日、食思不振が出現。6月5日、39℃の発熱が出現し緊急入院となった。翌6日、暗赤色の下血と血圧低下の
ため緊急上部消化管内視鏡施行。胃前庭部に露出血管を伴う35mm大の潰瘍を2個認めクリッピングを5ヶ所行っ
た。生検はできなかったが CMVアンチゲネミア陽性（2024、1770/150000WBC）であり、CMVによる胃潰瘍と
考え PPI と GCVを投与し胃潰瘍は改善した。
　コンプロマイズドホストにおける消化性潰瘍ではCMVが原因となり得るので注意が必要である。



イブニングセミナー
座長　横浜市立大学附属市民総合医療センター　副院長

呼吸器病センター　教授　金子　　猛

横浜市立大学大学院　病態免疫制御内科学　准教授
綿貫 祐司先生

『呼吸器感染症における耐性菌の現状と対策』　　　
　　　─肺炎球菌・インフルエンザ菌を中心として─

　呼吸器感染症の主要原因菌である肺炎球菌とインフルエンザ菌は、近年βラクタマーゼ産生など高レベ
ルの耐性機構に加えて、PBPの変異による薬剤耐性（PRSP, BLNAR）が注目されている。薬剤耐性化の
リスクファクターとして、高齢者、慢性呼吸器疾患・糖尿病などの基礎疾患、感染反復例、抗菌薬前治療、
集団保育児との同居などが指摘されている。薬剤耐性菌の制御は、確実な治療（除菌）と伝播拡散防止が
基本で、肺炎球菌・インフルエンザ菌が市中呼吸器感染症の最主要原因微生物であることを考えると、外
来での経口抗菌薬治療戦略と予防が重要である。講演ではこれら細菌の薬剤耐性化状況と呼吸器基礎疾患
を踏まえた対策（抗菌化学療法と肺炎球菌ワクチンによる予防）について概説する。

共催：第一三共株式会社



10）Hib 髄膜炎乳幼児の抗PRP抗体価から考えるHib 結合型ワクチン導入における課題
成相　昭吉1）、奥　　典宏2）、石和田稔彦3）

横浜南共済病院小児科1）、小田原市立病院小児科2）、千葉大学大学院医学研究院小児病態学3）

【緒言】Hib 感染防御抗体である抗 PRP 抗体価は、0.15 μg/ml ≦が初期感染防御レベル、1μg/ml ≦が
長期感染防御レベルとされている。Hib 髄膜炎症例の抗 PRP抗体価を ELISA法にて測定し、ワクチン
接種の重要性について考察した。

【結果】（1）1ヵ月発症女児抗体価の推移：入院時；0.1 ＞、IVIG 投与3日後；2.57、11日後；0.4、1ヵ月後；
0.24、1年後；0.32、（2）10ヵ月発症女児：入院時；0.1 ＞、IVIG 投与3日後；3.12、12日後；1.63、4歳兄；0.1
＞、3歳姉；2.98、（3）2回全身感染症を発症した女児：5ヵ月髄膜炎入院時；0.78、1歳2ヵ月肺炎
と敗血症回復時；0.82、（4）小田原市立病院症例入院時：5歳女児死亡例；0.44。（単位μg/ml）

【考察】（1）初期感染防御レベル以上でもHib 髄膜炎は発症しうる、（2）1回Hib 髄膜炎に罹患しても
抗体価が獲得されるとは限らない、（4）年長幼児でも長期感染防御レベルの抗体価を持ち合わせてお
らず不幸な転帰を辿る場合がある、（5）同胞における抗体価は不均一で2次感染の危険性が潜在する、
と考えられた。乳児期早期からの定期接種導入が望まれる。

【テーマⅣ】敗血症  

11）外傷後、肺炎球菌による敗血症を来した一例
笠倉　至言、服部　　潤、柴田真由子、岩下　義明、関田　康祐、佐藤　千恵、相馬　一亥
北里大学救命救急医学

　72才、大量飲酒歴のある男性。歩道を横断中に乗用車と接触、10mほど飛ばされた。重症外傷として当
院救命救急センターへ搬送され、頭蓋底骨折（髄液漏を伴う）、腹腔内出血を認めた。挿管の後、腹腔内
出血に対して経動脈的カテーテル塞栓術を施行し集中治療室へ入院した。輸液、輸血にて血行動態は安定
したが、受傷2日目の採血で白血球が低下しており、経時的に減少を続け、同日深夜には300/mm3 まで低
下した。それに伴い血圧低下も認めたため、重症感染症を考えMEPM、CLDM、VCMの投与を開始した。
同日採取した血液培養からは Streptococcus pneumoniae が検出された。その後も抗菌薬投与、集中治療を
継続したが受傷5日目に死亡した。受傷以前の病歴では感染を示唆するものは認められず、今回の原因は
髄液漏からの感染が最も疑われた。

12）Sivelestat Sodium 投与およびG-CSF 投与中止により救命しえた、急性骨髄性白血病治療中に合
併したARDSの一例
鈴木　弘之、牛濱　　歩、渡辺　玲奈、宮崎　拓也、立花　崇孝、松本　憲二、田中　正嗣、富田　直人、
藤田　浩之、石ヶ坪良明
横浜市立大学附属病院　リウマチ血液感染症内科

【症例】51歳女性。2008年7月発症のAML（M2）。CFPMおよびMEPM投与中に発熱、皮疹出現の既往
あり。AraC+DNR による寛解導入療法施行し完全寛解に至り、10月より2回目の地固め療法として
High Dose AraC 療法を開始した。抗癌剤開始とともに CPFXの予防内服を行った。地固め療法開始
後15日目（day15）、突然悪寒戦慄を伴う39度台の発熱あり。敗血症を疑い、直ちに CV抜去し、抗菌
薬を変更した（CPFX→ VCM+AZT+AMK）。同日の好中球数は0/μl であった。静脈血液培養より
Streptococcus mitis が検出されたため、MEPMを追加し、G-CSF の投与を開始したが、徐々に低酸
素血症が進行しDay21 には ICUに入室し、緊急気管挿管することとなった。画像所見等より、敗血症
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