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会長挨拶

　江戸幕府末期の安政 5年（1858 年）、井伊直弼大老により日米修好通商条約が締結
され、神奈川（神奈川県横浜市）は長崎（長崎県長崎市）、新潟（新潟県新潟市）、兵庫
（兵庫県神戸市）、江戸（東京都）、大坂（大阪府）と共に欧米諸国に向けて開港されま
した。明治維新後、ビールやアイスクリーム、ガス灯、テニス、吹奏楽、新聞、電話、
鉄道など多くの西洋文明の産物が横浜から日本全国に広がっていきました。西洋医学も
横浜から普及し、十全病院（現横浜市立市民総合医療センター）などの近代的な病院も
設立され、神奈川県がリーダーとなり、日本の西洋医学の発展を牽引してきました。感
染症領域についても我々はその素晴らしい伝統を模範として、日本全国をリードしてい
く責任があると言えましょう。
　今大会のテーマは【ICTメンバー　全員集合！】とし、医師、看護師、薬剤師、検査
技師、管理栄養士、介護福祉士など感染症に関わる多職種の集う場にいたしました。
お陰様でその趣旨に則り、一般市中病院を中心に 29演題の一般演題を頂戴することが
できました。座長には神奈川県を代表する感染症領域でご高名な先生方にお願いしまし
た。いずれの一般演題セッションも素晴らしいものになると思います。特別講演は須藤
博先生（大船中央病院病院長、東海大学医学部客員教授）にお願いしました。座長の金
子猛先生（横浜市大呼吸器内科主任教授）のサポートを得て、研修医の先生からご専門
の先生まで大変に勉強になると思います。シンポジウムでは質量分析法による細菌同定
を取り上げました。三﨑貴子先生（川崎市健康安全研究所部長）と私が座長を務め、4人
の新進気鋭のシンポジストの先生方のご発表により、正に最先端の科学技術にふれるこ
とができると思います。
　約 8時間の長丁場となりますが、この大会で多くの学びを得て、それぞれの職場に還
元していただき、神奈川県全体のレベルアップにつながれば本望です。
オール神奈川の旗の元、約 900 万人の神奈川県民の健康のために一致団結してしっか
りと勉強していきましょう！
　　	 	 	 	 	 	 　　　　　　　　　　平成 30年 8月吉日

第 84回神奈川県感染症医学会　当番会長
湘南鎌倉総合病院　感染対策室部長

佐　藤　守　彦

【ICT メンバー　全員集合！】
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ご発表の皆様へのお願い

　発表演者は当学会員である必要があります。

演者が未入会の場合、あるいは年会費未納分がある場合は、事前に会員登録をお済ませ頂き

ます様お願いいたします。

詳細は学会ホームページ（http://kanakan-web.org/）をご覧ください。

☆口演発表

　PCによる発表とさせていただきます。口演発表は発表 7分、討論 3分です。スライド原稿

枚数に制限はありませんが、時間厳守でお願いいたします。開始 6分後と 7分後にベルが鳴

ります。発表当日は発表 30分前には受付をお済ませになり、次演者席におつきください。

事務局で用意する PC は、OS：Windows7、アプリケーション：Windows 版 Power	

Point2013 です。ご発表頂くスライド原稿を、パワーポイント形式で事前に事務局のメール

アドレスまで添付送信ください。トラブル防止のため発表用資料はUSBメモリーで当日必ず

ご持参ください。

　宛　先：　第 84回神奈川県感染症医学会大会事務局

　　　　　　<kanagawakansen20180901@gmail.com>

　締　切：　平成 30年 8月 28 日（火）

　ご自身の PCで発表される方（Mac、その他）は、RS232 モニター端子（15Pin）に接続

できるように変換コネクターをご持参ください。

☆掲示用ポスター

　各自印刷の上、当日持参してください。6階にパーティションが設置してありますので、

各自 10時 30 分までに掲示いただき、学会終了後 18時 10 分までに撤去をお願いいたします。

　ポスターサイズ：　縦 142cm×横 90cm

　パーティションサイズ：　縦 175cm×横 120cm

　(A4 版横を掲示する場合：24枚（縦 6枚×横 4枚）以内 )

☆参加の皆様へ

１．受付開始時間は情文ホール（6階）入り口で 9時 30 分より行ないます。

２．参加費は 1,000 円です。

３．受付にてお名前をご芳名帳に記入のうえ、参加費をお支払ください。

４．日本医師会生涯教育単位 5単位、ICD更新単位 2単位が認められます。
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◆　電　車　◆
　○ JR	 「関内駅」南口　徒歩 10分
　○横浜市営地下鉄	 「関内駅」1番出口　徒歩 10分
　○みなとみらい線	 「日本大通り駅」3番出口　徒歩 0分

◆　バ　ス　◆
　○市営バス	 「日本大通り駅　県庁前」バス停徒歩 1分
	 ・横浜駅東口バスターミナル（横浜そごう 1F）より
	 　8・58系統乗車 15 分
	 ・桜木町駅バスターミナルより 8・11・58系統乗車 10 分
◆　　車　　◆
　○首都高速	 「横浜公園ランプ」3分
	 ※ご来場には出来るだけ公共交通機関をご利用ください。

会場・交通アクセス

横浜情報文化センター大会議室（7階）・情文ホール（6階）

〒 231-0021　横浜市中区日本大通 11番地
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日程表

■日　　時／ 2018 年９月 1日（土）　10：00 〜 18：00

■受付開始／ 9：30（受付はロビー 6階）

■開　　会／ 10：30

■評議員会／ 10：00 〜 10：30　小会議室（7階）

■会　　場／横浜市情報文化センター大会議室（7階）・情文ホール（6階）・ロビー（6階）

情文ホール（6階） 大会議室（7階） 小会議室（7階） ロビー（6階）
10：00～10：30
評議員会

10：30～15：30
ポスター閲覧

10：30～10：40
開会の辞
10：40～11：20　一般演題①
「ICT」
 座長：坂本　光男
11：20～11：50　一般演題②
「検　査」
 座長：高崎　智彦

13：40～14：20　一般演題④
「ＡＳＴ」
 座長：宮北　英司

17：50～18：00
閉会の辞と次回会長ご挨拶

17：30～17：50
学術奨励賞および
会長賞受賞式

14：20～14：50　一般演題⑥
「結核、呼吸器感染症」
 座長：宮沢　直幹
14：50～15：20　一般演題⑧
「症例検討」
 座長：廣瀬　雅宣
15：30～17：30　シンポジウム
「細菌検査の革命！
～質量分析装置で細菌検査が
激変する！～」
 座長：三﨑　貴子
 座長：佐藤　守彦
 演者：加地　大樹
 演者：山崎　行敬
 演者：藤永あずみ
 演者：奥村　　元

14：30～15：20　一般演題⑦
「インフルエンザ」
 座長：菊池　健太郎

13：40～14：20　一般演題⑤
「環境と手指衛生」
 座長：松本　裕

11：20～11：50　一般演題③
「血流感染、血液培養」
 座長：林　宗貴
12：00～13：00
ランチョンセミナー
「目で見る感染症：
　一般内科医の立場から」
 座長：金子　猛
 演者：須藤　博
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プログラム

第 84回神奈川県感染症医学会　当番会長

湘南鎌倉総合病院　感染対策室部長　佐藤　守彦

開会の辞　10：30 〜 10：40

一般演題①　10：40 〜 11：20　「ＩＣＴ」	 	 情文ホール（6 階）
座長：川崎市立川崎病院 感染症内科 部長　坂本　光男

一般演題②　11：20 〜 11：50　「検　査」	 情文ホール（6 階）
座長：神奈川県衛生研究所 所長　高崎　智彦

一般演題③　11：20 〜 11：50　「血流感染、血液培養」大会議室（7 階）
座長：昭和大学藤が丘病院 救急医学科 教授　林　宗貴

ランチョン・セミナー　12：00 〜 13：00 大会議室（7 階）
「目で見る感染症：一般内科医の立場から」

座長：横浜市立大学 呼吸器内科 主任教授　金子　猛
演者：大船中央病院病院長 東海大学医学部客員教授　須藤　博

１.	精神科病院での感染対策の取組み

２.	陰洗マスター教育により尿路感染症を防ぐ

３.	新規開設病院における院内感染防止対策について

４. ノロウイルス感染症のアウトブレイク対応

５.	グラム染色による血管内留置カテーテル関連血流感染症の迅速診断の試み

６.	当所における粘液胞子虫の検査状況について

７.	腸管出血性大腸菌感染症届出患者における便中の菌排出期間に関する検討

　		−川崎市川崎区−

	８.	中心静脈カテーテル関連血流感染サーベイランス導入後の８年間の活動報告

	９.	血液培養からMRSAが検出された症例の検討

10.	北里大学病院における血液培養検査から分離した酵母様真菌の検出状況

　　〜腫瘍疾患患者群と非腫瘍疾患患者群との比較〜
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一般演題④　13：40 〜 14：20　「ＡＳＴ」	 情文ホール（6 階）
座長：東海大学医学部付属大磯病院 泌尿器科 教授　宮北　英司

一般演題⑤　13：40 〜 14：20　「環境と手指衛生」	 大会議室（7 階）
座長：大和市立病院 呼吸器内科 診療部長 教授　松本　裕

一般演題⑥　14：20 〜 14：50　「結核、呼吸器感染症」情文ホール（6 階）
座長：済生会横浜市南部病院 呼吸器内科 主任部長　宮沢　直幹

一般演題⑦　14：30 〜 15：20　「インフルエンザ」	 大会議室（7 階）
座長：帝京大学医学部附属溝口病院第四内科 准教授　菊池　健太郎

一般演題⑧　14：50 〜 15：20　「症例検討」	 情文ホール（6 階）
座長：聖マリアンナ医科大学 総合診療内科　廣瀬　雅宣

11.	当院における経口第 3世代セフェム系抗菌薬処方日数の推移

12.	当院における TAZ/PIPC の使用調査

13.	複数の抗MRSA薬の副作用により治療に難渋した人工物感染症に対して、

　			薬剤師の感染症治療支援が有用であった 1例

14.	Antimaicrobial	Stewardship	Team	(AST)	介入による抗菌薬適正使用の評価

15.	二酸化塩素ガスを用いた環境衛生の検討

16.	手指衛生に対する意識調査

17.	介護老人福祉施設における用手洗浄

18.	サージカルテープの細菌汚染と管理状況の検討

19.	当院における肺結核症例の対応〜塗抹陰性・培養陽性結果の対応方法を策定〜

20.	肺非結核性抗酸菌症の化学療法中に発症した慢性肺アスペルギルス症の一例

21.	敗血症性ショックと急性呼吸促拍症候群を認めた肺結核の一例

27.	髄膜炎菌敗血症による急性感染型電撃性紫斑病を来した 1例

28.	血清学的に住血吸虫症の合併が疑われた南スーダン帰り・Salmonella	typhi による

	　	Ⅰ型前立腺炎の 1例

29.	帰国後に高熱を来したリベリア人男性の１例

22.	介護老人保健施設におけるインフルエンザの集団発生の検証と

　		手指消毒を主とした対策について

23.	精神科の感染対策―インフルエンザ発生の経験から―

24.	アウトブレイクからの学び〜インフルエンザから高齢者を守る〜

25.	当院における季節性インフルエンザ感染対策について

26.	インフルエンザによるアウトブレイク時の対応
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シンポジウム　15：30 〜 17：30 情文ホール（6 階）
「細菌検査の革命！～質量分析装置で細菌検査が激変する！～」

座長：川崎市健康安全研究所 企画調整担当部長　三﨑　貴子
座長：湘南鎌倉総合病院 感染対策室 部長　佐藤　守彦

閉会の辞と次回会長ご挨拶　17：50 〜 18：00

①MALDI	バイオタイパーが起こすルーチンワーク改革
　 加地　大樹 （国保君津中央病院 医療技術局 臨床検査科）
②	感染症に関わる医師から見たMALDI-TOF	MS
　 山崎　行敬 （聖マリアンナ医大 感染症科 感染制御部）
③MALDI	バイオタイパーによる微生物同定と応用の可能性
　 藤永　あずみ （ブルカージャパン株式会社 ダルトニクス事業部）
④	質量分析計を用いた簡易・迅速微生物同定
　 奥村　　元 （ビオメリュー・ジャパン株式会社 臨床マーケティング部）　　

学術奨励賞および会長賞授賞式　17：30 〜17：50 情文ホール（6 階）
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特別講演（ランチョン・セミナー）

目で見る感染症：
一般内科医の立場から

座長：金　子　　猛
（横浜市立大学　呼吸器内科　主任教授）

平成３０年９月1日（土）　
１２時００分～１３時００分

横浜情報文化センター　大会議室（７階）

第８４回神奈川県感染症医学会　大会事務局

栄研化学　株式会社

演者：須　藤　　博
（大船中央病院病院長　東海大学医学部客員教授）

日時

場所

主催

共催

尚、当日はお弁当をご用意しておりますが、数に限りがございますので
ご了承ねがいます。
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　日常診療において、感染症に対峙することが多いのは一般内科医であろう。しかしそ

の患者の病態が感染症であるか否かが最初から簡単に判断できることは少ない。一見同

じような所見を呈しても感染症であったり、よく似た別の疾患であったり迷うことは多

い。

　我々は普段、患者の年齢・性別・主訴を思考の出発点として、病歴を聴き始めると同

時に鑑別診断を頭の中で考え始めている。追加情報が得られるたびに、いくつかの診断

仮説を考えつつ、その順位を入れ替え修正している。そして診察する際には，鑑別診断

に想定した疾患をRule	 out あるいは Rule	 in するための所見を確認する作業を行って

いる。言い換えれば、診察の段階で探すべき異常所見が想定されていることが理想とい

える。逆に予想していなければ目前にいくら異常所見があっても、我々はしばしば見逃

す。病歴聴取と身体診察は、時間的に独立して行われる訳ではない。患者から新しい情

報が得られるたびに診察で診るべき部位も変化する。またある所見をきっかけに病歴に

立ち返ることもある。このように病歴と身体診察は、行きつ戻りつ interactive なもの

である。本講演では次のような内容を中心に，実際の所見を画像でお示ししたい。

１）手からの診察

　身体診察は手から診るようにしたい。本邦ではあまり強調されないが、英国圏では身

体診察は手から始めると教育されているようである。実際、注意深く診察すると指先、爪、

手掌などに見逃しがちであるが診断の端緒となるような特徴的な所見があることに気づ

く。

２）特徴的な関節・皮膚などの所見ー Clinical context で考える

　感染症においては四肢・関節・皮膚に特徴的な所見を呈することも多い。これらの所

見が特定の疾患を想起するきっかけになることもある。膠原病疾患との鑑別はしばしば

問題になる。

３）特徴的な病歴

　本講演の「目で見る」というタイトルから飛躍するかもしれないが、目に見えない「病

歴」にも、ある種の疾患の想起・診断に役に立つものがある。

目で見る感染症：一般内科医の立場から
演者：須　藤　　博（大船中央病院病院長　東海大学医学部客員教授）
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４）診断に役立つ広い意味での身体所見

　診断に役に立つのは、患者自身の身体だけではない。バイタルサイン、患者の身の回

りのものなどもすべての情報が診断のきっかけになりうる。

　身体診察においては，「見たことがある」と「見たことがない」という経験の差は非

常に大きい。「あらかじめ知っている」ということは診察する上で非常に重要なことで

ある。時間が許す限り参加者の皆さんと一緒に回診するように、本講演が少しでも参加

者の経験値を上げるための一助になれば幸いである。

ご略歴
1983	 和歌山県立医科大学卒業
1983-1988	 茅ヶ崎徳洲会総合病院で内科研修
1989	 米国 Arizona,	Phoenix，Good	Samaritan	Medical	Center の腎臓内科に短期
	 臨床留学（6ヶ月間）
1990-1994	 茅ヶ崎徳洲会総合病院で内科指導医として勤務
1994-2000	 東海大学医学部腎代謝内科助手，池上総合病院（東京大田区）内科
2000-2006	 東海大学医学部総合内科（総合内科立ち上げに関わる）
2004	 同　講師
2006	–	現在	 大船中央病院内科部長
2017.12	–	 同　院長兼任
2018　	 東海大学医学部客員教授
	 　　

【所属学会】
日本内科学会，日本腎臓学会，日本透析医学会，日本プライマリ・ケア連合学会
American	College	of	Physicians

【専門医資格】
日本内科学会認定総合内科専門医，日本腎臓学会専門医，日本透析医学会認定医，
死体解剖資格医

【最近の論文・著書など】
日本内科学会雑誌　2008 年 2月号　シリーズ指導医のために第２回　Zebra	Cards	J-(1)
日本内科学会雑誌　2008 年 4月号　シリーズ指導医のために第３回　Zebra	Cards	J-(2)
日本内科学会雑誌　2012 年 8月号　シリーズ：「一目瞭然！」
月刊レジデント　2011 年 4月号　SpPin な身体所見 Top10　医学出版
月刊レジデントノート 2013 年 1月号（編集）　Common	Disease の診断の落とし穴　羊土社
総合診療　2016 年 8月号　忘れられない初診　ではなくて…　　医学書院
medicina	2017 年 6月号　プライマリ・ケア医が担う消化器診療（座談会）　医学書院
身体診察シークレット（翻訳）	 MEDISi	2009 年８月（共著）
サパイラ	身体診察のアートとサイエンス（監訳）医学書院　2013 年 2月　共著・監訳
Dr. 須藤の酸塩基平衡と水・電解質		ベッドサイドで活かす病態生理のメカニズム		中山書店		2015 年 11 月
病院で輝く総合診療医（総合診療医シリーズ）中山書店　2016 年 6月　共著
Dr 須藤のビジュアル診断学　第１〜 3巻（DVD）	 株式会社ケアネット　2008 年	
Dr 須藤のやりなおし輸液塾　上・下巻（DVD）	 株式会社ケアネット　2008 年
Dr. 須藤のやり直し酸塩基平衡　株式会社ケアネット　2018 年 4月よりネット配信中（全 10回予定）



MALDI-TOF MS シンポジウム

細菌検査の革命！
～質量分析装置で細菌検査が激変する！～

平成３０年９月1日（土）　
１5時3０分～１7時3０分

横浜情報文化センター	情文ホール（6階）

座長：三　﨑　貴　子
（川崎市健康安全研究所 企画調整担当部長）

座長：佐　藤　守　彦
（湘南鎌倉総合病院 感染対策室 部長）

日時

場所
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① MALDI バイオタイパーが起こすルーチンワーク改革
　 加　地　大　樹（国保君津中央病院 医療技術局 臨床検査科）

② 感染症に関わる医師から見た MALDI-TOF MS
　 山　崎　行　敬（聖マリアンナ医大 感染症科 感染制御部）

③ MALDI バイオタイパーによる微生物同定と応用の可能性
　 藤　永　あずみ（ブルカージャパン株式会社 ダルトニクス事業部）

④ 質量分析計を用いた簡易・迅速微生物同定
　 奥　村　　　元（ビオメリュー・ジャパン株式会社 臨床マーケティング部）
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　2016 年に薬剤耐性（AMR）アクションプランが策定され、日本における感染対策が

大きく変わろうとしている。臨床では、無駄な広域抗菌薬の使用を避けるため、エンピ

リックセラピー（経験的治療）後、早期段階のディ・エスカレーションが求められてお

り、原因菌の同定検査および薬剤感受性試験の迅速な結果報告が必要とされている。

MALDI バイオタイパー（ブルカー・ダルトニクス社）は、微生物分野における迅速同

定法の一種で、従来の同定法で 1日以上かかっていた菌名判定までの時間がわずか 10

分程度と大幅に短縮され、ルーチンの流れを激変させた。その影響を最も受けたのが血

液培養である。血液培養は、敗血症を診断する上で重要であり、起因菌の報告が適切な

抗菌薬の選択に必要不可欠である。当院では、陽性培養液をサンプルとして、独自の方

法で前処理を行い直接細菌同定を実施している。この方法でMALDI スコア 1.7 以上の

ものとサブカルチャーの結果に食い違いがなかったため、臨床には 1.7 以上の場合菌名

を報告している。一般細菌は勿論のこと同定に時間を要する嫌気性菌も同様に迅速な結

果報告が出来るようになった。また、血液培養前処理液をそのまま使用し薬剤感受性試

験を BDフェニックス（日本ベクトン・ディッキンソン：以下日本 BD）で、遺伝子検

査を BDマックス（日本 BD）で実施している。MALDI バイオタイパーで S.	aureus と

判明した場合、BDマックスを使用することでMRSAの報告が菌液調整から約 2時間

で可能となった。E.	coli 等の腸内細菌科細菌が判明した場合はBDフェニックスのエキ

スパートルール ESRテストや薬剤検出時間を利用して ESBL や CREを疑い、遺伝子検

査を実施することで 8時間以内での報告ができ、適切な抗菌薬の早期選択を可能とした。

　通常の細菌検査も血液培養同様、MALDI バイオタイパーによる迅速同定＆薬剤感受

性試験を実施している。腸内細菌科細菌の確認培地の摂取や判定など同定検査に割かれ

ていた時間が大幅に短縮され、その時間をMRSAや ESBL など疫学解析に用いられる

POT法（関東科学）を実施する時間に当てられるようになり、感染対策にも迅速な対

応が出来るようになった。

　当院の運用が、導入計画中の施設ならびに運用中の施設においても参考とされれば幸

いである。

①	MALDI	バイオタイパーが起こすルーチンワーク改革

シンポジスト：加　地　大　樹（国保君津中央病院 医療技術局 臨床検査科）
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　2016 年春、政府は薬剤耐性（antimicrobial	 resistance,	AMR）対策アクションプラ

ンを公表し、国として世界的な脅威となっている耐性菌感染症に積極的に取り組む姿勢

を明確にした。そのプランの中に ‘抗菌薬の適正使用’ が謳われており、耐性菌対策の

重要な柱の一つとして掲げられた。基幹病院では、従来の検査手法に加えて、遺伝子検

査や新しい細菌同定検査機器であるMALDI-TOF	MS（マトリックス支援レーザー脱離

イオン化法 - 飛行時間型質量分析法）により、高精度の細菌同定が短時間で可能となり、

従来からの、Infection	Control	 Team	 (ICT) に加えて、当院にも 2018 年 4月に AST

（Antimicrobial	Stewardship	Team：抗微生物薬適正使用支援チーム）が発足し、病院

全体で感染症マネージメントの向上をサポートする体制が構築されつつある。

症例① : 50 歳代の男性、意識障害のため当院に救急搬送された。
　来院時の血液培養分離菌にて、質量分析でNeisseria	meningitidis と判明。菌名が早

期に判明したことで濃厚接触者へ抗菌薬の予防投与を行い、迅速な感染予防策を講じる

ことができた。

症例② : 60 歳代の女性、再発胃癌に対して通院で化学療法を施行中であった。
　入院後の発熱性好中球減少症のため、採取した血液培養が陽性となり、

Stenotrophomonas	maltophilia であると判明した。菌名が早期に判明したことで

Empric 治療ではカバーできていなかった抗菌薬を追加することができた。

症例③ : 20 歳代の女性、左の下肢痛の精査目的で当院へ転院となった。
　入院時の血液培養で、Staphylococcus	lugdunensis であると判明した。

　経胸壁心臓US検査にて、僧帽弁に 10mm以上の疣贅を認め、緊急手術施行となった。

菌名が早期に判明したことでより真の菌血症の可能性を考え、マネージメントできた。

　これらの症例は従来の方法では、菌名の同定に時間を要し、適切な対応を取るまでに

より多くの時間を要してしまったであろうと思われる。菌名のみの同定で薬剤感受性結

果まではわからないが、その病原体特有の薬剤感受性パターンがあればより早期の適切

な抗菌薬選択が可能となる。AS では、MALDI-TOF	MS	 をはじめとする Rapid	

Diagnostic	Testing	(RDT) によるDiagnostic	stewardship に基づく、AS活動が期待さ

れている。本シンポジウムでは、大学病院における ICT	およびASTの立場より、実際

の症例を通じてMALDI-TOF	MS の導入前後で変わったこと、変わらないこと、今後の

展望を示していきたい。

②	感染症に関わる医師から見たMALDI-TOF	MS

シンポジスト：山　崎　行　敬（聖マリアンナ医大 感染症科 感染制御部）
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　新しい微生物同定法としてMALDI	イオン化法	 (MALDI:	Matrix	Assisted	 Laser	

Desorption	 Ionization)	と飛行時間型質量分析計	 (TOF-MS	 :	 Time	 of	 Flight	Mass	

Spectrometry)	を組み合わせたシステムが有用であることがわかり、MALDI-TOF	MS

の検査部への導入が急激に進んでいる。これは臨床微生物検査の大きな技術革新として

検査室のワークフローを一変させた技術であり、従来法の課題であった迅速性、正確性、

低ランニングコストを実現したと言われている。	ブルカーが販売しているMALDI バ

イオタイパーは、2009 年には欧州で IVD-CE マークを取得したことを皮切りに医療機

器としての使用が世界的に広まった。我が国でも 2011 年に医療機器の届け出を行い臨

床微生物検査の現場での使用が開始され、世界で 2900 システム以上、国内でも 130 シ

ステム以上が稼働している。

　MALDI	 TOF-MS による微生物同定では、2,000 〜 20,000m/z の範囲でスペクトル

パターンを取得後、データベースと照合させる形で菌種の同定を行うため、データベー

スの充実が鍵となる。そのため、ブルカーでは継続的にデータベースの更新・拡充を

行っており、現在では 2500 菌種を超えるデータベースを保有している。

　また、MALDI-TOF	MS	が微生物同定の手法として広く認知される一方で，薬剤耐性

への応用に対する期待は大きく，論文などでもその成果が続々と報告されている。ブル

カーは，菌種同定以外へのMALDI	バイオタイパーの応用，特に薬剤耐性への応用につ

いて継続して開発を進めており，その中からいくつ製品化されているものもすでに存在

している。

　本セッションでは、MALDI バイオタイパーシステムの原理・特徴から、これら最新

情報も併せて紹介する。

③	MALDI	バイオタイパーによる微生物同定と応用の可能性

シンポジスト：藤　永　あずみ（ブルカージャパン株式会社 ダルトニクス事業部）
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　近年、臨床微生物検査分野において、迅速かつ簡便に菌種名を得られる手法として質

量分析計を用いた同定法が利用可能となり、その有用性が注目されている。2013 年 8

月に微生物同定を目的とした質量分析計として初めてビオメリュー社のVITEK	MS が

米国 FDAより医療機器として承認を得た。本邦においても、微生物同定検査目的の質

量分析計が医療機器としての認証を受けてから 5年以上が経過し、これまで大学病院や

検査センターを中心に普及してきた。

　微生物同定検査で用いる質量分析技術はMALDI-TOF(Matrix	Assisted	 Laser	

Desorption/Ionization	–	Time	of	Flight 型 ) であり、リニア型のフライトチューブを用

いる。測定対象となるタンパク質は、微生物菌体の構成成分であり、菌種固有の配列情

報を反映したタンパク質が対象となる。その多くは、リボソームタンパク質であり、約

2,000	Da 〜 20,000	Da のサイズを測定範囲としている。微生物同定に使用される質量

分析計では、特定菌種からのマススペクトルを事前にデータベース化しておき、測定対

象の実測スペクトルを、データベース内のスペクトルと比較することで未知の分離株の

同定を可能にしている。

　本技術は、生化学性状に基づく同定法と比較し簡便で、より多くの菌種を同定するこ

とが可能である。例えば、抗酸菌や糸状菌などこれまで一般細菌とは別手法で同定する

必要があった菌種についても菌体前処理を実施することで、一般細菌同様に質量分析計

を用いて同定が可能となった。このことから、質量分析計は微生物検査の標準化および

効率化推進の一助となることも期待されている。検査運用効率の観点からは、解析に培

養操作を必要としないことから結果報告までの時間が短縮される。さらに血液培養陽性

検体からの直接同定も前処理操作を実施することで可能ある。このように菌名報告まで

の迅速性を向上させたことで感染症診療や感染制御対策への貢献も期待出来されてお

り、実際に質量分析計による同定結果が診療に貢献した症例も報告されている。また、

本技術を感染症診断に活用し遺伝子学的手法では識別が困難とされてきた菌種群の区別

や、薬剤感受性検査への応用など新たな研究も進んでいる。その一方でルーチン検査に

おいて本技術を採用する施設が増加するにつれて、迅速な結果報告をどのように活用す

れば臨床側へ貢献できるかといった議論もなされており、新たな課題も明らかになりつ

つある。

　本セッションにおいては、臨床微生物検査分野における質量分析解析技術の実際の運

用や、今後の応用に関する展望について紹介する。

④	質量分析計を用いた簡易・迅速微生物同定

シンポジスト：奥　村　　元（ビオメリュー・ジャパン株式会社 臨床マーケティング部）
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シンポジストのご略歴

加　地　大　樹（国保君津中央病院 医療技術局 臨床検査科）

2003 年 3月	 天理医学技術学校　卒業
2003 年 4月	 株式会社　いかがく　
2004 年 2月	 医療法人社団　徳風会　高根病院　検査科
2009 年 5月	 国保直営総合病院　君津中央病院　医療技術局　臨床検査科　

2015 年 5月	 千葉県臨床検査技師会　　学術業績者表彰　
2017 年 1月	 認定臨床微生物検査技師　取得

2018 年 4月	 東京医療保健大学大学院　医療保健学研究科　
	 修士課程（感染制御学）在学

山　崎　行　敬（聖マリアンナ医大 感染症科 感染制御部）

2008 年 3月	 聖マリアンナ医科大学病院　医学部医学科　卒業
	 第 102 回　医師国家試験合格
2008 年 4月	 聖マリアンナ医科大学病院　初期臨床研修
2010 年 3月　　　　　　同　　　　　　　修了
2010 年 4月	 聖マリアンナ医科大学　内科学　総合診療内科入局
2014 年 4月	 川崎市立多摩病院　総合診療内科
2015 年 4月	 川崎市立多摩病院　ICTへ所属　
2016 年 11 月	 聖マリアンナ医科大学　感染症学
2017 年 4月	 聖マリアンナ医科大学病院　ICTへ所属
2018 年 4月	 聖マリアンナ医科大学病院　ASTへ所属
資　格：日本内科学会内科認定医
　　　　ICD

藤　永　あずみ（ブルカージャパン株式会社 ダルトニクス事業部）

2013 年	 東京農工大学	農学部	卒業
2013 年	 コージンバイオ株式会社	入社
2014 年	 ブルカー・ダルトニクス株式会社	アプリケーション部	入社
2015 年	 同社	カスタマーサービス部
2018 年	 同社（現：ブルカージャパン株式会社）アプリケーション部

奥　村　　　元（ビオメリュー・ジャパン株式会社 臨床マーケティング部）

1996 年	 大東医学技術専門学校臨床検査科　卒業
1996-2004 年	 越谷市立病院　臨床検査科
2011 年	 奈良先端科学技術大学院大学　情報科学研究科（PhD）　卒業
2011-2012 年	 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科博士研究員
2012-2015 年	 University	of	Technology,	Sydney,	iThree	institute,	Research	associate
2015-2016 年	 株式会社ビー・エム・エル　細菌検査課抗酸菌室
2016 年より	 現職
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神奈川県感染症医学会
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一般演題	①
ＩＣＴ 10：40 〜11：20

情文ホール（6 階）

座長：坂　本　光　男（川崎市立川崎病院　感染症内科　部長）

１. 精神科病院での感染対策の取組み

　精神科病院では一般科に比べ在院日数が長く、病状により患者の衛生管理能力や理解

力が低下し、感染対策に患者協力が得られにくいといった病院感染に対する脆弱性があ

る。さらに、集団的治療や閉鎖病棟環境など、療養環境面でも一般科とは異なる明らか

な特徴がある。そのため、ひとたび感染力の強いノロウイルス性胃腸炎やインフルエン

ザなどの感染症が発生すると、それが周囲へ拡大し、アウトブレイクに繋がるリスクが

高い。当院ではこれらの病院感染を防ぐために、感染防止対策の最も基本的かつ重要な

手洗いを中心とした患者教育や、市中感染症の持ち込み防止を狙った外出・外泊時の患

者指導、そして、感染症発生時の早期対応のために、院内フェーズを活用した継続的な

取り組みを実践しているため紹介する。

中島百合

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター
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２. 陰洗マスター教育により尿路感染症を防ぐ

【はじめに】

　当施設から病院へ入院する症例の中で肺炎の次に尿路感染症が多い。原因は様々だが

排泄後の保清の手技で予防できるのではないかと考えた。陰洗マスター教育を実施し前

後の尿路感染症発生数を調査した。

【方　法】

　平成 29年 6月より陰部洗浄マニュアルに沿って、介護職員全員に教育をし手技テス

トを行う。テストは合格となるまで行う。介護職員全員が合格した 8月以降とその前

6ヵ月の尿路感染症発症数と入院数を調査検討する。

【結　果】

　平成 29 年 1月〜 7月までの尿路感染症診断を受けた方 10 名内入院者 4名。陰洗マ

スター合格後の 8月〜 2月尿路感染症診断 1名が入院した。

【考　察】

　尿路感染症の発生に高齢者自身に原因がある事がほとんどであった。保清を充実した

事で尿路感染症が減ったという結果は明らかでない。しかし、適切な洗浄手技を継続す

ることは感染のリスクから高齢者を守ることはできる。

唐岸晃子、櫻井健一、代田繕織、遠藤豪洋、田邉笑美子

特別養護老人ホーム逗子杜の郷
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３. 新規開設病院における院内感染防止対策について

　院内感染防止対策に関する基本は、感染の防止に留意し、感染等発生の際には拡大防

止の為に、その原因を速やかに特定、制圧、終息を図ることである。

　当院は 2017 年 11 月に開院した 230 床の中規模病院である。開院時、感染制御医は

不在であり、院内感染防止対策委員会（ICC）の設置も無かった。後に ICC設置がされ

るも、院内感染防止対策マニュアルが十分に整備されていない状況で、入院患者からの

疥癬発症があった。疥癬患者対応に現場での混乱が生じてしまったが、ICCの早期介入

により終息することができた。

　新規開設病院は、経験や知識が異なる既卒職員で組織することが多いため、対応策の

違い等で現場が混乱しやすい。そのため現場で活用できるマニュアルの整備が重要であ

る。

　院内統一の感染防止対策を全職員が把握し、医療の安全性を確保し、患者に信頼され

る医療が提供できるよう活動していく必要がある。

阪下幸子

医療法人社団健育会　湘南慶育病院
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４. ノロウイルス感染症のアウトブレイク対応

　慢性期病院でのノロウイルスのアウトブレイク経験を報告する。2月中旬に入院中の

80代男性が深夜に嘔吐し、当直看護師 2名が手袋とエプロンを着用し、吐物を除去した。

このとき吐物処理後の次亜塩素酸ナトリウム消毒をしなかった。2日後、初発患者とは

別病室の患者 2名と、初発患者の吐物処理をした看護師 2名が嘔吐・下痢を発症し、初

発患者を含め 6日間で患者 17名、看護師 7名が胃腸炎症状を呈した。下痢患者 7名に

迅速検査した結果、４名が陽性であった。対策として、胃腸炎症状のある患者の隔離、

接触予防策、全病室の 0.1%次亜塩素酸ナトリウム清拭消毒、新規入院の中止、面会者

の謝絶、有症状看護師の休息を実施した。これら対策後は 1名の患者が胃腸炎症状を呈

したのみで、最後の発症者から 1週間が経過した時点で終息宣言に至った。ノロウイル

スのアウトブレイク防止には迅速な初動と適切な感染対策が有効である。

大石貴幸

済生会横浜市東部病院　感染管理対策室
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一般演題	②
検　査 11：20 〜11：50

情文ホール（6 階）

座長：高　崎　智　彦（神奈川県衛生研究所　所長）

５. グラム染色による血管内留置カテーテル関連
　  血流感染症の迅速診断の試み

　血管内留置カテーテル関連血流感染症（CRBSI）の診断基準は少なくとも 1セットの

皮膚から採取した血液培養とカテーテル先端培養から同じ微生物が検出されることが必

要である。これはサーベイランスの面からは現在最も信頼できる指標と考えられるが、

臨床の場においては迅速性にかける。カテーテル刺入部に感染所見が疑われる場合、臨

床医はカテーテル抜去のみの処置でいいのか、あるいは何らかの抗菌剤を使う場合には

その抗菌剤の選択に難渋する。血流感染症の起炎菌の推定は困難であり迅速診断の必要

性と感じる。一般にCRBSI の場合には、ハブ内やカテーテル表面には血流中の数千倍

以上の細菌が存在すると考えられる。過去の文献報告からハブ内ないしは表面から採取

した材料からのグラム染色などによる迅速診断法の感度・特異度は決して低くない。今

回、CRBSIの迅速診断を試みて若干の知見を得たので過去の文献の紹介と共に報告する。

塩野谷有美・石渡千春・市川邦春・鈴木博雄・佐野光一

社会福祉法人　湘南福祉協会　総合病院　湘南病院
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６. 当所における粘液胞子虫の検査状況について

【緒　言】

　粘液胞子虫Kudoa	 septempunctata はヒラメに寄生し食中毒の原因となる。今回、

当所のK.	 septempunctata 検出事例及び市内流通品に対する粘液胞子虫検査状況につ

いて報告する。

【方　法】

　患者便からK.	 septempunctata の遺伝子の検出を行った。また、遺伝子検査または

顕微鏡検査により、鮮魚 100 検体からクドア属粘液胞子虫、カンパチ 11 検体から

Unicapsula	seriolae	の検出を行った。

【結　果】

　平成 29年度に患者便 3検体からK.	septempunctata が検出された。また、鮮魚 5検

体からクドア属粘液胞子虫、カンパチ 2検体からU.	seriolae の遺伝子が検出されたが、

いずれも胞子は確認できなかった。

【考　察】

　患者便及び市内流通食品から粘液胞子虫の遺伝子が検出されており、食中毒事例発生

時には原因物質の 1つとして粘液胞子虫を常に念頭に置く必要がある。

佐々木国玄 1）、小河内麻衣 1）2）、安澤洋子 1）、窪村亜希子 1）、阿部光一朗 1）、小嶋由香 1）、

本間幸子 1）、岡部信彦 1）、大西貴弘 3）

1）川崎市健康安全研究所、2）川崎市中央卸売市場食品衛生検査所、

3）国立医薬品食品衛生研究所
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７. 腸管出血性大腸菌感染症届出患者における
　  便中の菌排出期間に関する検討−川崎市川崎区−

【背　景】

　抗菌薬投与のない腸管出血性大腸菌（EHEC）感染症患者の便中の菌排出期間は様々

であり明確な知見はない。

【方　法】

　2013-2017 年度に川崎市川崎区に届出された EHEC 感染症患者 76 件のうち、発症

14日以内の抗菌薬投与がない 16件について、性別、年齢別、血清群別に便中の菌排出

期間との関連を検討した。菌の排出期間は、発症日から EHEC陽性検体の最終採取日

までとした。

【結　果】

　対象は年齢 2-83 歳（中央値 13 歳）で、男女比 7：9、血清群O157 が 10 件、O26

が 3件、O111 が 2件、O146 が 1件であった。菌排出期間は 0-38 日（中央値 4.5 日）

で、男女別中央値は男 14 日、女 3 日であった。菌排出が 15 日以上続いた 5 件は、

0-10 歳 4 件、80 歳以上 1 件で、血清群は O157 が 3 件、O111 と O146 が各 1 件で

あった。

【考　察】

　長期間の便中排菌は男性及び 10歳以下でやや多く、小児の集団生活等では注意が必

要である。

江口　麻樹１）２）、丸山　絢１）３）、佐竹　一弘２）、林　露子１）２）、三﨑　貴子１）３）、

岡部　信彦１）３）

１）ＦＥＴＰ−Ｋ（実地疫学専門家養成コース-Kawasaki）、２）川崎市川崎区保健

福祉センター、３）川崎市健康福祉局健康安全研究所
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一般演題	③
血流感染、血液培養 11：20 〜11：50

大会議室（７階）

座長：林　　宗　貴（昭和大学藤が丘病院　救急医学科　教授）

８. 中心静脈カテーテル関連血流感染
　  サーベイランス導入後の８年間の活動報告

【諸　言】
　当院では、2010 年より中心静脈カテーテル関連血流感染サーベイランスを開始した。

感染率減少のための対策を導入し、その結果、一定の成果が見られ今日に至っている。

その活動を報告する。

【方　法】
　2010 年 9月から米国疾病予防管理センター（CDC）の疾患定義を用いた中心静脈カ

テーテル関連血流感染サーベイランスを全病棟を対象に開始した。定期的なフィードバ

ックを実施するとともに、血流関連感染症のマニュアルの改訂（2010 年）、マキシマル

バリアプリコーションの遵守状況のモニタリングならびに遵守への強化（2011 年）、手

指衛生サーベイランスの開始と勉強会開催（2011 年）を実施した。

【結　果】
2010年度の感染率は15.3/1000挿入日数であったが、2012年度では2.9まで低下した。

その後も時折増減はあるが、1.5 から 3.8 で推移している。

【結　論】
　血流感染防止のためのマニュアルを改訂し、その方法を指導したこと、同時に手指衛

生の順守率向上のための援助を行ったことが血流関連感染の低下に効果があったと考え

られる。時折感染率の上昇がみられるが、対策遵守の維持への働きかけが今後も必要で

ある。

小島直美 1）、阪下幸子 2）、宮本巌 3）、操華子 4）

1）湘南厚木病院看護部、2）湘南慶育病院看護部、

3）株式会社キューラ	メディクス、4）静岡県立大学
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９. 血液培養から MRSA が検出された症例の検討

【目　的】

　院内肺炎で呼吸器検体からメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）が検出されても

必ずしも原因菌とは限らないが、適切な手技によって採取された血液からMRSAが検

出された場合、MRSA菌血症と診断される。当院における血液培養MRSA検出状況と

臨床経過を検討した。

【方　法】

　当院（500 床、29 診療科）において 2017 年 4 月から 2018 年 3 月までの 1年間に

血液培養でMRSAが検出された症例を後方視的に解析した。

【結　果】

　血液培養でMRSAが 2セット以上検出された症例は 9例（男 4、女 5；年齢 76.1 ±

19.9[SD]	歳）であった。そのうち 4例は抗MRSA薬の投与を必要とせず、一般抗菌薬

投与で改善していた。

【考　察】

　血液培養でMRSAが検出されても必ずしも抗MRSA薬投与は必要なく、臨床経過を

勘案し慎重に抗菌薬を選択すべきと考えられた。

宮沢直幹 1）、塚原利典 1）、木村泰浩 1）、長島哲理 1）、西連寺　悠 1）、神谷あかね 2）

1）済生会横浜市南部病院　呼吸器内科、2）済生会横浜市南部病院　中央検査部



— 27 —

10. 北里大学病院における血液培養検査から
　　分離した酵母様真菌の検出状況
　　～腫瘍疾患患者群と非腫瘍疾患患者群との比較～

【はじめに】

　血液培養検査で酵母様真菌を分離した患者を腫瘍疾患患者群と非腫瘍疾患患者群に区

分し、酵母様真菌の検出状況等を調査した。

【方　法】

　2014 年 4 月から 2017 年 3 月までに、血液培養検査から酵母様真菌を分離した 102

例（真菌血症）を対象とした。

【結　果】

　各年度の酵母様真菌の検出率は 4%程度でC.	albicans が最も高く、C.	parapsilosis、

C.	glabrata が上位 3菌種で 86.3%であった。眼科的検査の実施率は 53.9%、眼内炎の

発症率は 9.8%であり、C.	 albicans が 80.0%を占めた。腫瘍疾患患者群の真菌血症の

割合は 35.3%で、Non-albicans	 yeast が 61.1%を占めた。また、FLCZ低感受性・耐

性菌種株の割合は、腫瘍疾患患者群が 30.6%、非腫瘍疾患患者群が 18.2%であった。

【考　察】

　Non-albicans	 yeast と FLCZ 低感受性・耐性菌種株の割合から、腫瘍疾患患者群に

対する抗真菌薬の適正使用等が重要と考えられた。また、真菌血症を認めた場合は医師

に対して積極的に眼科的検査の実施を提案する必要があると思われた。

金木　	遥 1）、二本柳　伸 1）2）、和田　達彦 2）3）、安達　	譲 1）、小貫　智世 1）、

中﨑　信彦 1）、高山　陽子 2）4）

1）北里大学病院	臨床検査部	微生物検査室、2）同	危機管理部	感染管理室、

3）北里大学医学部	膠原病・感染内科学、

4）同	附属新世紀医療開発センター	横断的医療領域開発部門	感染制御学
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一般演題	④
ＡＳＴ 13：40 〜14：20

情文ホール（6 階）

座長：宮　北　英　司（東海大学医学部付属大磯病院　泌尿器科　教授）

11. 当院における経口第 3 世代セフェム系抗菌薬
　　処方日数の推移

　当院感染制御室・ICTでは、抗菌薬適正使用推進のために様々な取り組みを行ってい

る。今回我々は、過去 6年間の経口第 3世代セフェム系抗菌薬の処方日数の推移を調べ、

どのような対策が有効であったか、今後どのような対策が考えられるかを検討したので

報告する。

　当院で採用されているセフスパン®、セフゾン®、メイアクト®はいずれも、この 6

年間で処方日数が減少していた。診療科別では、内科系診療科のセフゾン®とメイアク

ト®、耳鼻咽喉科のメイアクト®が著明に減少していた。内科系診療科では救急外来に

おける処方の減少、耳鼻咽喉科では術後のルチーン処方の廃止が処方減少の理由として

考えられた。一方、セフスパン®については、胆道閉鎖症術後の感染予防にルチーン使

用されているために減少していないと考えられた。

　毎年抗菌薬適正使用に関する ICT セミナーを行っていること、外科系各科の周術期

感染予防策について定期的に見直しを行っていることが処方日数減少につながっている

ものと考えられた。一方で、術後経口抗菌薬のルチーン処方がまだ残っている診療科も

あり、今後さらに見直しを行っていく必要がある。

鹿間芳明、清水祐一、山下恵、秋葉和秀、今川智之

神奈川県立こども医療センター　感染制御室
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12. 当院における TAZ/PIPC の使用調査

【諸　言】

　タゾバクタム /ピペラシリン（以下 TAZ/PIPC）はカルバペネム系に匹敵するスペク

トラムを持つ広域抗菌薬である。当院において 2017 年度の緑膿菌に対する感受性率が

87%と低下したため、その適正使用を確認するために調査を行った。

【方　法】

2018 年 1 月から 6月までに TAZ/PIPC が 1 日以上投与された患者 68 名、患者背景、

培養採取の有無、投与日数、抗菌薬変更の有無を電子カルテより後方視的に調査した。

【結　果】

　何らかの培養検体がとられていた症例は 86.7%（59 例）であり、血液培養は 51.5％

の症例でしか採取されていなかった。狭域抗菌薬に変更された症例は 30.9%（21 例）

であった。

【考　察】

　TAZ/PIPC における培養採取率は比較的高かったが、2013 年に当院で調査した

95.0% よりは低下していた。中でも血液培養の採取率は 80.2% から大きく低下してい

た。理由としては、より軽症な症例でも使用されている可能性が考えられる。

原　弘士、永井　徹、五十嵐　俊、平野　秀隆、加藤　英明

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
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13. 複数の抗 MRSA 薬の副作用により治療に難渋した
　　人工物感染症に対して、薬剤師の感染症治療支援が
　　有用であった 1 例

【緒　言】

MRSA菌血症は長期治療が必要なため、移行性を考慮した薬剤選択と副作用モニタリン

グが必須である。MRSA菌血症治療中に複数の薬剤で副作用を経験しながら、治療を完

遂しえた症例を経験したので報告する。

【症　例】

78 歳、女性、椎体形成術施行（インストゥルメント挿入）歴あり。その後複数回の

MSSA菌血症を経験、LVFX長期服用中であったが、発熱、創部発赤を認め入院。入院

後よりCEZと DAP（10mg/kg）で治療開始したが、第 3病日にCPK1220（IU/L）ま

で上昇、DAPの副作用を疑い、第 4病日よりVCMへ変更とした。第 12 病日にVCM

のトラフ濃度は 22.4ug/mL まで上昇、腎機能障害を認めたため、第 13病日よりDAP

を 8.6mg/kg に減量の上で再投与を提案、第 43病日までCPKの上昇は認めずに継続で

きた。第 44病日の退院時より LZD経口薬に変更、1週間後受診時にNa124mEq/L に

低下しており、LZDによる副作用を疑った。その際併用薬アルダクトンAの中止を提

案し LZD継続としたが、1週間後Na117mEq/L へ低下したため治療は終了となった。

その後速やかにNaは改善した。

倉田武徳 1）、佐村　優 1）、廣瀬直樹 1）、高田啓介 1）、石井淳一 1）、南雲史雄 1）、

腰岡　桜 1）、内田仁樹 1）、山本隼也 1）、井上純樹 1）、國島広之 2）

1）横浜総合病院薬剤科、2）聖マリアンナ医科大学感染症学講座
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14. Antimaicrobial Stewardship Team (AST) 　
　　介入による抗菌薬適正使用の評価

【目　的】

　ASTとして抗菌薬適正使用に取り組んだ効果を明らかにする。

【方　法】

　届出制抗菌薬を 7日以上使用の患者、無菌材料の培養陽性で介入が必要と考えられた

患者、ASTに介入依頼のあった患者を対象とし、2016 年 4月から 2017 年 3月までの

抗菌薬処方データの解析、抗菌薬購入費、感受性の変化や耐性菌発生率について集計、

分析を行った。

【結　果】

　2017 年度、AST は 228 件に介入した。DOT は MEPM と TAZ/PIPC で減少し、

SBT/ABPC、CFPM、LVFXは増加した。抗菌薬購入金額は約 2,000 万円減少した。ア

ンチバイオグラムより感受性は全体的に改善していたが、フルオロキノロンに対する大

腸菌の感受性に変化はなく、緑膿菌に対するカルバペネム耐性率は改善した。

【考　察】

　AST 活動開始後、DOT、抗菌薬購入金額、アンチバイオグラムについては一定の介

入効果が得られたと考えられる。

古川	早矢香 1）、住谷	達也 1）、岡本	祥史 1）、梶野	哲 1）、高橋	希 1）、稲見	悠 1）、君	

めぐみ 2）、酒井	雄一郎 3）、太田	啓介 4）、渋江	寧 2）	5）

1）横浜市立みなと赤十字病院薬剤部、2）同	感染管理室、3）同	検査部、

4）同	救急部、5）同　感染症科
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一般演題	⑤
環境と手指衛生 13：40 〜14：20

大会議室（７階）

座長：松　本　　裕（大和市立病院　呼吸器内科　診療部長）

15. 二酸化塩素ガスを用いた環境衛生の検討

【はじめに】

　高齢者施設において感染症の発生を最小限にすることは常に重要課題である。今回、

空間除菌に着目し従来の環境衛生に二酸化塩素ガスを併用し感染症の発生をさらに抑え

ることが出来たので報告する。

【方　法】

　二酸化塩素発生ゲル剤（大幸薬品、クレべリンG）を床頭台最上部に各居室 2個設置

し、利用者の感冒様症状を観察した。また、薬剤費は研究期間にかかった金額と前年度

の同期間の同数に相当する利用者の薬剤費を算出して比較した。

【結　果】

　感染症の全体の発生数は減少した。薬剤費は 20,515 円、前年度同期間の薬剤費は 60

床あたり 120,483 円であった。また、その後 2016、2017 年も同様に設置し感染症の

発生をみることはなかった。

【考　察】

　従来の環境清拭に二酸化塩素ガスを併用して感染症の発生を抑えるだけでなく、薬剤

費の削減にもつなげることができた。2年続けて効果があり空間除菌が有効であると考

えられた。

磯和　祐喜子、西山　泰之

介護老人保健施設リハビリケア湘南かまくら
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16. 手指衛生に対する意識調査

【はじめに】

　看護要員の手指衛生と看護職員の採血・静脈注射時の手袋装着の状況把握、看護部感

染委員会による学習会の効果を検討するため、学習会前後に意識調査を行ったので報告

する。

【方　法】

　WHO手指衛生ガイドラインを参考にアンケート用紙を作成し、学習会前後で同じ部

署に勤務していた看護要員・看護職員を対象に、質問紙による量的・質的研究を行った。

【結果・考察】

　看護要員は、学習会前から手指衛生が感染予防に重要だと考えていたが、一処置ごと

の手指衛生が習慣化されていなかった。具体例を示した学習会は看護要員の意識を変え

たが、行動の定着には至らず、今後も啓蒙活動が必要だと考えた。看護職員は、感染予

防のため採血・静脈注射時の手袋装着は重要だと考えているが、手袋装着の習慣化が不

十分であった。今後、手技を工夫する等、手袋装着の習慣化につながる活動が必要だと

考えた。

貝崎さつき、宮﨑弘子、佐野光一

社会福祉法人　湘南福祉協会　総合病院　湘南病院
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17. 介護老人福祉施設における用手洗浄

　介護老人福祉施設とは、要介護３以上で常時介護を必要とする方が入所する生活施設

である。入所により、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の看

護などを受ける『生活の場』である。施設では、使用した器具類は洗浄、消毒、乾燥等

の処理をしている。しかしその洗浄処理が個々により差がみられ不十分であった。また、

無駄な消毒剤の使用もあり、そこで、消毒前の洗浄について検証を行った。使用してい

る器具を中水準消毒と低水準消毒に分類した。低水準消毒の器具として、爪切りや陰部

洗浄用ボトル、尿器について洗浄方法を検討し、標準作業手順書を作成した。使用する

スポンジやブラシ類を、器具の大きさや形状などに合わせることで効果的な洗浄が行え

た。洗浄効果において作業者による個人差が出やすいため、統一した洗浄マニュアルを

作成することで、適切な処理を行うことができると考える。

峯　由美子 1）、小山　弘 1）、水野　亜希 1）、本田　茂 1）、芝口　美紗子 1）、小関　

達也 1）、佐藤　守彦 2）、阿部　伸子 1）

1）特別養護老人ホームかまくら愛の郷　2）湘南鎌倉総合病院　感染対策室
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18. サージカルテープの細菌汚染と管理状況の検討

【目　的】

　病院で看護師が使用中のサージカルテープ（以下、テープ）の細菌汚染状況と管理状

況を調査し、テープによる細菌伝播の可能性を検討した。

【材　料】

　看護師より使用中のテープ（N=94）を提供してもらい、その細菌汚染を調査した。

さらに、テープの管理状況に関する質問紙調査を行った。

【細菌汚染調査】

　提供されたテープの粘着面および非粘着面から細菌が検出された。汚染菌量はテープ

によって大きく異なった。汚染菌種は主にバシラス属、ブドウ球菌属、コリネバクテリ

ウム属であった。さらに、滅菌済みの皮革にテープを添付すると、皮革が汚染されるこ

とも確認した。

【管理状況調査】

　看護師の勤務中、テープの持ち歩きの有無、ユニフォームへの装着部位を検討した。

また、テープを床に落とした時の処理方法も調査した。

【結　論】

　本研究の結果は、病院で使用されているテープが細菌に汚染されており、その汚染

テープによって細菌の伝播が起こることを示している。

伊藤道子１）、荒木大輔２）、石井和子３）、池田紀子４）、深堀信子５）、鈴木理絵６）、

森岡久美子７）、林俊治８）

１）北里大学看護学部、２）市立室蘭総合病院、３）千葉中央メディカルセンター

４）東芝林間病院、５）北里大学病院、６）湘南藤沢徳洲会病院　

７）渕野辺総合病院、８）北里大学医学部
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一般演題	⑥
結核、呼吸器感染症 14：20 〜14：50

情文ホール（6 階）

座長：宮　沢　直　幹（済生会横浜市南部病院　呼吸器内科　主任部長）

19. 当院における肺結核症例の対応
　　～塗抹陰性・培養陽性結果の対応方法を策定～

【序　論】

　当院は心臓疾患専門病院であるが、最近地域医療に取り組むようになり、肺結核を疑

う症例を対応するようになった。昨年末に肺結核の治療のために転院、治療中の受け入

れ、接触者健診などの対応を経験した。

【本　論】

　高齢者施設入所患者が肺炎で入院した際に、CT画像で肺結核疑われ検査した。結果、

喀痰の抗酸菌塗抹陰性・結核菌培養陽性であった。感染症指定医療機関で治療をするた

め、再度塗抹検査を実施し、陽性となった時点で転院となった。保健所と連携し、接触

者健診を実施した。指定医療機関で治療開始後塗抹陰性となり、当院へ転院依頼があっ

た。日本結核病学会「結核の治療」の入院および退院の基準は、異なる日に採取された

喀痰の培養検査が連続して 3回陰性であることが退院基準である。当院の状況も考慮し

て、培養結果で陰性を確認してから転院とした。

【結　論】

　高齢者施設入所中の塗抹陰性・培養陽性肺結核の一症例を経験した。空気感染対策、

検査のタイミング、治療するための安全な方法を施設の実情に合わせた対策の必要性を

認識した。

市岡智子、西口翔、坂井貴之、田村直也

葉山ハートセンター　	ICT



— 37 —

20. 肺非結核性抗酸菌症の化学療法中に発症した
　　慢性肺アスペルギルス症の一例

　89歳女性。2014 年 7月から左肺を主体とする肺非結核性抗酸菌症（肺NTM症）に

対して外来通院で化学療法を継続していた。2018 年 4月下旬より、発熱・喀痰・咳嗽

が出現した。4月 25 日より LVFX 内服を開始するも症状の遷延を認め、5月 9日胸部

CTにて左上葉に5cm大の空洞内に4cm大の fungus	ball を疑う腫瘤を認め、5月 10日

に加療目的に入院とした。培養検査の結果が出るまで TAZ/PIPC13.5g/ 日を投与する

も改善なく、痰培養からAspergillus	 fumigatus が検出、アスペルギルス沈降抗体陽性

を認め、臨床症状と合わせて、慢性進行性肺アスペルギルス症および肺アスペルギロー

マの診断となった。5月 21 日よりMCFG150mg/ 日の点滴を開始、2週間投与を行い、

37℃前後に発熱は落ち着いた。ITCZ200mg 内用液に切り替え、6月 9日に退院とし、

外来にて治療を継続した。肺NTM症は慢性肺アスペルギルス症を合併することが散見

され、症状も類似することから早期に診断を行うことが重要である。

水谷知美、岡田浩平、水堂祐広、西平隆一、松本裕

大和市立病院呼吸器内科
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21. 敗血症性ショックと急性呼吸促拍症候群を認めた
　　肺結核の一例

　症例は 44 歳、男性。20 年来の拒食症で嘔吐を繰り返していた。20XX年 10 月中旬

より咳嗽と呼吸困難を認め、前医を受診。胸部CTにて両側多発空洞影とびまん性小粒

状影を認めたため、肺炎精査加療目的で 10 月 31 日に緊急入院となった。入院時喀痰

抗酸菌塗抹陽性ならびに結核菌 PCRが陽性のため、肺結核の隔離目的で、11月 5日に

当院へ転院となった。来院時より、ピラジナミド、イソニアジド、リファンピシン、エ

タンブトールによる治療を開始するも、低血圧とⅠ型呼吸不全の進行を認め、肺結核に

伴う敗血症性ショックならびに急性呼吸促拍症候群（ARDS）と診断し、11 月 6日よ

り ICU管理となった。人工呼吸管理ならびに循環管理を施行するも、播種性血管内凝

固症候群も併発。病態の改善乏しく、第 10病日に永眠された。肺結核に伴うARDS は

比較的低頻度とされるが、ARDS の原因として留意すべき病態と考えられたため、今回

治療経過と文献的考察とともに報告する。

池田美彩子、原悠、長井賢次郎、室橋光太、品田佳那子、柳生洋行、金井亮憲、

井上玲、中島健太郎、増本菜美、片倉誠悟、寺西周平、田代研、湯本健太郎、

渡邊恵介、若林綾、小林信明、佐藤隆、金子猛

横浜市立大学大学院医学研究科　呼吸器病学教室
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一般演題	⑦
インフルエンザ 14：30 〜15：20

大会議室（７階）

座長：菊　池　健太郎（帝京大学医学部附属溝口病院第四内科　准教授）

22. 介護老人保健施設におけるインフルエンザの集団　
　　発生の検証と手指消毒を主とした対策について

　介護老人保健施設は、リハビリや療養を目的に自宅復帰及び他施設で生活するまでの

中間施設である。ご利用者様は起床から就寝までのほとんどの時間を集合フロアーで過

ごし、集団生活を送っている。施設において、感染症は集団発生のリスクが高いが、感

染予防は施設内で規定を設けて対策を講じている。H30.2 月施設でインフルエンザの発

症があり、マニュアルに従って対応を行ったが、職員 11 名・ご利用者様 10 名の発症

に至り、施設のアウトブレイクを招いた。そこでラインリストを作成し、早期の終息を

図ったが、21 日間を要した。施設内の改善を図るために、ICT による作業や施設設備

の点検、ソフト面およびハード面の点検の実施を受けた。その結果、職員の手指消毒が

必要なタイミングで実施されていない事を指摘された。接触感染は主に手指により伝搬

する事を職員に再度徹底を図り、職員の手指消毒に対する知識の向上を行った。またご

利用者様の手指消毒の方法を検討した。以上の事例を報告する。

櫻井万寿子、吉村真由美、中村正恵、小野寺明子、島村田鶴、野澤敏昭、

三島真智子

社会福祉法人湘南愛心会　介護老人保健施設かまくら
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23. 精神科の感染対策
　　―インフルエンザ発生の経験から―

　平成２９年２月当院精神科療養病棟でインフルエンザが断続的に７名発生した。直ち

に感染対策を実施したが精神科特有の課題とリスクに直面した。それは、高齢化、長期

入院、精神症状によるセルフケア能力の低下、症状を訴えられない、説明・指導が伝わ

らない、感染隔離の協力が得られない等であった。閉鎖的環境で集団生活でもあり、他

病棟に感染を広めないために、患者への説明・指導を行ったが効果が上がらない。そし

て患者も閉鎖的空間の中でストレスを感じていた。同時に職員も日常業務と感染対策を

実施するという緊張があった。そのような状況が２週間程続いたが、その後感染対策に

半数以上の患者が互いに声かけや注意をし合うなど自主的に関わるようになった。閉鎖

的環境は感染対策に効果的な面もあるが、その中で過ごす患者にはストレス対策も必要

であった。たとえ説明や指導が伝わりにくくとも、ケアと工夫による衛生習慣作りの大

切さと可能性を学んだ。

坂本禮子 1）、馬場淳臣 1）、荻野智美 1）、武田秀輔 1）、桑折勇 1）、浦野洋子 1）、　

佐藤均 1）、佐藤守彦 2）

1）日野病院、2）湘南鎌倉総合病院　感染対策室　
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24. アウトブレイクからの学び
　　～インフルエンザから高齢者を守る～

【はじめに】

　今年 1月に、インフルエンザのアウトブレイクを経験した。外泊から戻られた入居者

がインフルエンザに罹患し、次々と感染が広まった。感染拡大の原因を調査し、対応策

を構築した事で、それ以後の感染を抑えられたので報告する。

【方　法】

　伝播感染の原因を検証した。感染を防御すべく対策を実行。その後のインフルエンザ

感染の動向を調査。

【結　果】

　外出泊後インフルエンザの感染者 1名。病院への定期受診がきっかけの感染者 4名

家族や職員など外部から持ち込みによる感染者 3名。感染対策を実行してからインフル

エンザの施設内感染はなかった。

【考　察】

　流行時期に感染を防止するには標準予防策は必須である。その他環境消毒も重要であ

る。手順を職員全員がマスターすることで感染を伝播させない実績ができた。今後も感

染経路を遮断する事でより安全で安心して暮らせる施設となることがわかった。

田邉笑美子、櫻井健一、齋川恒樹、代田繕織、遠藤豪洋

特別養護老人ホーム　逗子杜の郷
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25. 当院における季節性インフルエンザ感染対策に
　　ついて

　近年様々な病院、施設において冬期にインフルエンザによるアウトブレイクが発生し

ている。当院でも過去に季節性インフルエンザによるアウトブレイクを何度か経験し、

患者・医療スタッフに対し感染リスクを抱えていた。2014 年度にマニュアルを整備、

インフルエンザ対策を策定し、市内の発生レベルに合わせた発熱外来設置、全新規入院

患者に対する入院前の迅速検査実施、入院患者の発生時対応、予防投与に関する取り決

め、入院制限実施基準を実施していた。2015 年度　アウトブレイクはなかったが、院

内発生７件。2016 年度　アウトブレイク１件、院内発生９件が発生したため、2017

年度に新たな対応として、院内環境の整備（加湿の管理徹底）、面会者・スタッフにむ

けた啓発放送の開始（13 時、15 時一斉放送）、リハビリ室でのマスク着用の徹底（特

に外来リハ患者）を実施したところ、アウトブレイク０件、院内発生は１件のみとなっ

た。感染対策がうまくいったケースであり、当院での取り組みを紹介したい。

西澤　教正

横浜新緑総合病院　感染対策室
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26. インフルエンザによるアウトブレイク時の対応

　慢性期病院でのインフルエンザによるアウトブレイク経験を報告する。金曜日に3名、

土曜日に 1名、日曜日に 2名、月曜日に 1名の入院患者、土曜日には 3名の職員が迅

速検査でインフルエンザA型と診断された。感染患者を直ちに個室あるいは集団隔離し、

同室患者に抗インフルエンザ薬を予防投与し、感染職員は出勤停止とした。更なる蔓延

の防止のための面会制限、当該病棟の全入院患者と全勤務職員に予防投与した。その後

の感染なく、同週の木曜日にアウトブレイクの終息を宣言した。

アウトブレイクの原因は不明であったが、感染発生後の迅速な隔離、同室患者への予防

投与等、初動に問題はなかった。しかし、当該病棟全体への予防投与の開始が月曜日と

なり、休日中に迅速な対応ができず、感染拡大に繋がった可能性があった。インフルエ

ンザによるアウトブレイクの防止には有症状者の早期発見および迅速な対応が必須であ

るが、休日の指揮系統の確立も重要と推測された。

大石貴幸

済生会横浜市東部病院　感染管理対策室
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一般演題	⑧
症例検討 14：50 〜15：20

情文ホール（6 階）

座長：廣　瀬　雅　宣（聖マリアンナ医科大学　総合診療内科）

27. 髄膜炎菌敗血症による急性感染型電撃性紫斑病を　
　　来した 1 例

【症　例】　48歳男性

【主　訴】　左腰背部痛

【現病歴】

　早朝 4時頃、突然発症の嘔気を伴う左腰背部痛を自覚した。臥床でも痛みの改善が得

られなかったため、救急要請し当院へ搬送された。来院時には発熱があり、症候、検査

より腎盂腎炎、腎梗塞を考慮し精査・加療目的に入院の運びとなった。

【入院後経過】

　入院同日の夕刻に、ショック症状を呈し代謝性アシドーシスを認めた。ICU管理のも

とCHDFを施行し、メロペネムを用いながらショックとDICへの加療を継続した。入院

翌日より徐々に四肢中心に紫斑が出現し始めた。一方、第3病日目には血液培養より髄

膜炎菌が検出されたため感受性を考慮し、ペニシリンGに変更しながら加療を続けた。

加療を継続し徐々にアシドーシス、紫斑、炎症反応も改善が見られ、第8病日目には血

液培養陰転化を得ることができた。その後はリハビリを継続して行い、第30病日目に退

院の運びとなった。今回経験した急性電撃性紫斑病について文献的考察を含めて述べたい。

	菱川敬規 1）、渡部和巨 2）、高木睦郎 2）、飯島広和 2）、数納祐馬 2）、河野伸次 2）、

宮田唯 2）

	1）東京西徳洲会病院初期臨床研修医、2）東京西徳洲会病院外科
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28. 血清学的に住血吸虫症の合併が疑われた南スーダン
　　帰り・Salmonella typhi によるⅠ型前立腺炎の1例

　62歳男性（国際協力の専門家、茨城県久慈川流域出身、アフリカ滞在は計 15年以上）

南スーダン・ジュバに 20XX年 3/1 より滞在し、6/2 より発熱と下痢あり LVFX500mg

を 3日間内服し解熱した。2週後に帰国し、高熱と頻尿、尿閉を認め 6/30 に渡航外来

を受診した。経過と画像からⅠ型前立腺炎が疑われた。便・尿培養よりチフス菌を検出

した（血液培養陰性）。CTRX点滴静注にて軽快し退院となった。チフス菌による前立

腺炎は非常に稀で、基礎に解剖学的異常が存在する可能性があった。アフリカでは住血

吸虫とサルモネラ属の共感染が良く知られているため、血清学的に調べたところ、S.	

japonicum陽性、S.	mansoni 陽性であった。国内で S.	haematobium抗原保有機関が

極めて限られているため抗体価の確認は行えなかった。MRI にて前立腺周囲の静脈叢

拡張あるも内部に虫卵は検出できず、尿中からも虫卵は検出できなかった。現地への再

度派遣が切迫しており他国の指針を検討しプラジカンテルによる治療を行った。

日谷明裕

大船中央病院・内科
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29. 帰国後に高熱を来したリベリア人男性の１例

【症　例】　45歳男性、リベリア国籍

【主　訴】　発熱

【現病歴】

　祖国へ滞在し、日本帰国後 4日目に 40 度の悪寒戦慄を伴う発熱が有り近医を受診。

インフルエンザ抗原検査陰性とのことで投薬を受け帰宅。	頭痛、両大腿中心の筋痛が

出現し、発熱が持続したため、帰国後 6日で当院内科外来を受診。

【来院時現症・来院後経過】

　体温 38.7 度、血圧 102/70、脈拍 104、SpO2	98%、呼吸数 16回 / 分。	眼球やや黄染、

脾触知可・巧打痛有り。白血球数 7100/ μ l、血小板数 8.0 万 / μ l、T-bil	 3.2mg/dl、

CRP	9.73mg/dl、マラリア迅速診断キット陽性でありマラリアを疑い、感染症科のある

他院へ転院。ギムザ染色で赤血球内の虫体を確認。熱帯熱マラリアと診断された。

【考　察】

　リベリアではマラリアが一年中流行している。同国ではエボラウイルスの流行もあっ

たため、注意を要する症例であったが，迅速診断キットの使用により、早期に診断に至

ることができた。

【結　語】

　マラリア迅速診断キットは簡便かつ技術・経験への依存が低いため、流行地域渡航歴

がある発熱症例の診断に有用であった。

小野純佳 1）、廣瀬雅宣 1）、	西迫尚 1）、國島広之 2）、	松田隆秀 1）

1）聖マリアンナ医科大学　総合診療内科

2）聖マリアンナ医科大学　感染症学講座
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