
第 88 回神奈川県感染症医学会 プログラム・抄録集 
2020 年 9 ⽉ 5 ⽇（⼟） 当番会⻑ 菊池健太郎（帝京⼤学医学部附属溝⼝病院第四内科） 

 

⽇程表 

評議員会：神奈川県総合医療会館 2 階情報センター研修室 11:00〜 

ランチョンセミナー 本会場：神奈川県総合医療会館 2 階情報センター研修室（25 席） 

ランチョンセミナー サテライト会場：ハロー貸会議室横浜関内 4 階（30 席） 

（11:30 からランチョン、12:00 からセミナーです。満席の場合、空席のある会場に移動 

していただくか、⼊場できないことがありますので、あらかじめご承知おきください） 

学会場：神奈川県総合医療会館 7 階講堂 13:30〜 

（午後からの開始です。学会場では 1 席空けてご着席ください） 
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第 88 回神奈川県感染症医学会開催における新型コロナウイルス対策 
 
主催者が⾏う基本的な感染防⽌対策 
1. 3 つの密（密閉、密集、密接）の回避 
1) 3 つの密を作らないよう周知する 
2) 席数は収容定員の 50％以内とし、ランチョンセミナーは本会場、サテライトに分ける 
・学会場：神奈川県総合医療会館７階講堂：150 席（実際の定員：314 名） 
・ランチョンセミナー本会場：神奈川県総合医療会館 2 階情報センター研修室：25 席（72 名） 
・ランチョンセミナーサテライト：ハロー貸会議室横浜関内 4 階：30 席（69 名） 
3) 1 時間に 1 回、5 分程度の換気を⾏う 
4) 感染防⽌対策取組書を取得し、LINE コロナお知らせシステムを活⽤する 

 
2. 衛⽣対策 
1) 参加者のマスク着⽤・⼿指衛⽣を徹底する 
2) 参加者の体温・体調を確認し、発熱などの症状がある⼈は⼊場しないよう呼びかける 
3) ⼿指消毒⽤アルコールを設置する 
4) 後⽇参加者に感染者が確認された際、調査が速やかに⾏われるよう、電話番号を把握する 
5) ドアノブ、イス等の複数の⼈の⼿が触れる場所を学会開催前、終了時などに適宜消毒する 
6) 受付等の⼈と⼈が対⾯する場所は、⾶沫感染対策を徹底する 
7) 学会場の神奈川県総合医療会館７階講堂での飲⾷は禁⽌する 
8) ランチョンセミナーは飲⾷の時間と講演の時間を分ける 
9) ゴミはビニール袋に⼊れて密閉して捨て、ゴミを収集する⼈はマスク・⼿袋を着⽤する 

 
参加者へのお願い 
1. マスクの着⽤、発熱の有無・体調の確認にご協⼒ください。 
2. 以下の事項に該当する場合は参加を⾒合わせてください。 
1) 発熱・咳・のどの痛み等の症状がある場合 
2) 同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われる⽅がいる場合 
3) 過去 14 ⽇以内に濃厚接触がある場合 

3. 芳名帳にお名前、ご所属、お電話番号を記載してください。 
4. ⼊退場時に⼿指衛⽣をお願い致します。 
5. 学会場では 1 席空けてのご着席をお願い致します。 
6. 近距離での会話や⼤声での発声はお控えください。 
7. 感染防⽌のために主催者が定めたその他の措置の遵守をお願い致します。 
 
LINE コロナお知らせシステムの活⽤ https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0101/#btob 
神奈川県 新型コロナウイルス感染症対策サイト https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1369/ 
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当番会⻑挨拶 
 
第 88 回神奈川県感染症医学会を担当させていただく事になりました、帝京⼤学医学部附属溝

⼝病院第四内科の菊池健太郎です。肝臓・消化器病学と感染症学を専⾨とし、ウイルス性肝炎の
診療や、infection control teamのリーダーとして院内感染対策などに取り組んでいます。帝京⼤
学医学部附属溝⼝病院としては産婦⼈科の川名 尚先⽣が第 49 回、第四内科の吉⽥ 稔先⽣が第
61 回、第 74 回、私が第 80 回を担当させていただき、今回は 5 度⽬となります。 
 コロナ禍下での学会開催形式について議論した結果、学会場およびランチョンセミナー会場は
収容⼈数の 50%以内を定員とし、⼊場時、退場時の⼿指衛⽣、講演聴講時のマスク着⽤の徹底を
⾏うことで、現地開催させていただくことにしました。ランチョンセミナーは本会場（35 席）と
サテライト会場（30 席）の 2 つに分け、ランチョンとして⾷事を取る時間（11 時 30 分〜12 時
00 分）とセミナーを聞く時間（12 時 00 分〜13 時 00 分）を分けました。JR 関内駅からお越し
になる⽅は、北⼝から徒歩 3 分のサテライト会場のランチョンセミナーにご参加いただいた後、
徒歩 10 分程度の学会場にいらしていただければと思います。⼀般演題①のご発表者がそちらに
ご参加後でも受付、ポスター掲⽰に間に合うよう、学会開始は 13 時 30 分としました。 
 受付では発熱の有無と体調を確認させていただきます。⼿指衛⽣の上、芳名帳にお名前、ご所
属、お電話番号をご記載ください。万が⼀参加者から新型コロナウイルス PCR 検査陽性者が出
た場合は、メールや LINE コロナお知らせシステムを活⽤しお知らせします。ポスターはボード
がないため、廊下の壁に養生テープで貼り付けていただきます。養⽣テープは⽤意してあります。
1 枚のポスターではなく A4 版が複数枚の場合、その場で貼るのは⼤変ですので、あらかじめセ
ロテープで貼り 1 枚に仕上げた状態などで、折りたたみご持参いただければと思います。講演中
はマスクの着⽤をお願いいたします。講演の間は 1 時間に 1 回 5 分程度の換気を⾏います。⼀
般演題終了後、優秀演題の投票⽤紙を回収しますので、受付にお持ちいただくか、会場内の回収
係にお渡しください。 
 ご参加いただく皆様にとって安⼼のある、かつ実りのある学会になるよう務めます。開催にあ
たり、⽵村 弘理事⻑をはじめ理事の先⽣⽅、事務局の聖マリアンナ医科⼤学微⽣物学教室の皆
様に深く感謝申し上げます。歴史ある神奈川県感染症医学会が、益々発展することを強く祈って
おります。 
 
 

第 88 回神奈川県感染症医学会 当番会⻑ 
帝京⼤学医学部附属溝⼝病院第四内科 菊池 健太郎 

 
 
 
−表紙のイラスト− 伊藤万⾥⼦様 作 
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● ご参加の皆様へのお願い  
・受付は神奈川県総合医療会館７階で 11 時 00 分より⾏います。 
・お名前、ご所属、お電話番号を芳名帳に記⼊のうえ、参加費(1,000円)をお⽀払いください。 
・⽇本医師会⽣涯教育単位 5単位、ICD認定更新点数 2点を申請中です。 
・「学部学⽣(除く、⼤学院⽣)」または「初期臨床研修医」は参加費⽀援を受けられます。 
学会ホームページ(http://kanakan-web.org/pdf/younger.pdf)より「若⼿参加費⽀援申込書」をダ
ウンロードの上ご記⼊いただき、当⽇ご持参ください。学⽣は学⽣証を提⽰、初期臨床研修医は
指導医の署名が必要です。 
・⼀般演題の中から選んで、学術奨励賞、会⻑賞の投票を 15 時 35 分までにお願い致します。 
● 座⻑の皆様へのお願い  
・ご担当のセッション開始 20 分前には受付を済ませ、5 分前には次座⻑席にお着きください。 
● 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ようお願いいたします。詳細は学会ホームページ
(http://kanakan-web.org/)をご覧ください。 
・共同演者に会員が含まれていて推薦があった場合は、「学部学⽣(除く、⼤学院⽣)」または「初
期臨床研修医」は、⾮会員であっても発表演者となることができます。 
【⼝演発表】  
パソコン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
に制限はありませんが、時間厳守でお願いいたします。発表当⽇は発表 20 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 るパソコ ンは 、OS:Windows10、 アプリケーシ ョ ン:Windows 版  Power 
Point2013/2016 です。ご発表頂くスライド原稿をパワーポイント形式で、事前に当番会⻑のメ
ールアドレスまで添付送信下さい。トラブル防⽌のため発表⽤資料は USBメモリで当⽇必ず御
持参ください。 
宛先:当番会⻑ 菊池健太郎 <kentaro@med.teikyo-u.ac.jp>  
締切:令和 2 年 8 ⽉ 29 ⽇(⼟)  
ご⾃⾝のパソコンでの発表は原則ご遠慮いただいております。 
【掲⽰⽤ポスター】 
⼀般演題を発表される⽅は、掲⽰⽤のポスターを各⾃印刷のうえ、当⽇御持参下さい。 
7 階ロビーの壁に養⽣テープで、各⾃ 13 時 30 分までに掲⽰いただき、学会終了後 17 時 00 分
までに撤去をお願いします。養⽣テープは⽤意してあります。 
・ポスターサイズ:縦 142cm×横 90cm 
※ A4 版横を掲⽰する場合、それぞれをセロテープで⽌めてポスターサイズに仕上げた上で、養
⽣テープでご掲⽰ください。⽬安：24 枚(縦 6 枚×横 4 枚)以内 
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日程表　9月5日（土）

神奈川県総合医療会館 ハロー貸会議室

横浜関内

学会場 ポスター ランチョンセミナー

7階 講堂（150席） 7階 ロビー 本会場　2階（25席） サテライト会場

情報センター研修室 4階（30席）

11:00〜13:30 11:00〜11:25

ポスター掲示 評議員会

11:30〜11:55

ランチョン

11:55〜12:00

換気

12:00〜13:00

セミナー

13:30〜13:40 13:30〜16:45

開会の挨拶、総会 ポスター閲覧

13:40〜14:10

一般演題 ① 1〜3

14:10〜14:40

一般演題 ② 4〜6

14:40〜14:45

換気

14:45〜15:25

一般演題 ③ 7〜10

15:25〜15:35

換気、投票

15:35〜16:05

特別講演 ① 國島広之先生

16:05〜16:35

特別講演 ②　望月 徹先生

16:35〜16:45

学術奨励賞・会長賞授与式

閉会の辞、次期当番会長挨拶

16:45〜17:00

ポスター撤去
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⼀般演題 神奈川県総合医療会館 7 階 講堂 

⼀般演題 ① 13:40〜14:10     座⻑ 昭和⼤学藤が丘病院 呼吸器内科 ⿅間裕介 
1. ⼤腸内視鏡検査にて腸管出⾎性⼤腸菌O-157 を推定した⼀例

帝京⼤学医学部附属溝⼝病院 消化器内科 綱島弘道 
2. Prototheca wickerhamiiによる菌⾎症の 1例

北⾥⼤学医学部 膠原病・感染内科 下⼿公介 
3. 当院膠原病領域におけるサイトメガロウイルス感染の現状

北⾥⼤学病院 感染管理室 星⼭隆⾏ 

⼀般演題 ② 14:10〜14:40  座⻑ 帝京⼤学医学部附属溝⼝病院 中央検査部 茂⽊千代⼦ 
4. 本邦で⾒落とされがちなカルバペネマーゼ産⽣腸内細菌⽬細菌の特徴 

聖マリアンナ医科⼤学 微⽣物学教室 ⼤神⽥ 敬 
5. Neisseria gonorrhoeaeの分⼦学的解析

聖マリアンナ医科⼤学 微⽣物学教室 越川拓郎 

6. GBS 培養検査で問題となる偽陰性を改善する新規選択的抗菌剤の技術開発
⿇布⼤学獣医学部 ⼩⽅雅也 

⼀般演題 ③ 14:45〜15:25     座⻑ 東海⼤学医学部付属病院 薬剤課 橋本昌宜 
7. サージカルテープの管理状況についての意識調査

北⾥⼤学看護学部 伊藤道⼦ 
8. ⾼齢者に対する理想的な肺炎球菌ワクチン接種の提⾔

済⽣会横浜市南部病院 呼吸器内科 宮沢直幹 
9. コロナに負けるな〜⾼齢者施設の⼊居者・職員を守る〜

特養逗⼦杜の郷 施設⻑ ⽥邉笑美⼦ 
10.令和元年東⽇本台⾵における災害対応と感染症発⽣状況の関連について―川崎市⾼津区―

FETP−K（実地疫学専⾨家養成コース−Kawasaki）、川崎市保健所 ⾼津⽀所 岡部幸⼦ 
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特別講演 ① 15:35〜16:05  神奈川県総合医療会館 7 階 講堂 
座⻑ 帝京⼤学医学部附属溝⼝病院第四内科 菊池健太郎 

Withコロナ時代の感染対策 

聖マリアンナ医科⼤学 感染症学講座 教授 

國島広之 先⽣ 
 
 
 
 
特別講演 ② 16:05〜16:35  神奈川県総合医療会館 7 階 講堂 

座⻑ 帝京⼤学医学部附属溝⼝病院第四内科 菊池健太郎 

敗⾎症と DIC〜Thrombomodulin，Rapid Response System等 敗⾎症を

取り巻く最近の話題を交えて〜 

⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 救命救急科 講師、感染制御部 専任医師 部⻑ 

望⽉ 徹 先⽣ 
 
 
 
 
ランチョンセミナー  神奈川県総合医療会館 2 階 情報センター研修室（本会場） 
12:00〜13:00     ハロー貸会議室横浜関内 4 階（サテライト会場） 

座⻑ 帝京⼤学医学部附属溝⼝病院第四内科 菊池健太郎 

C型肝炎、B型肝炎治療の現状 〜未治療者を治療につなげる重要性〜 

横浜市⽴⼤学附属病院 肝胆膵消化器病学教室 診療教授 

⻫藤 聡 先⽣ 
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⼀般演題 ① 13:40〜14:10       座⻑ 昭和⼤学藤が丘病院 呼吸器内科 ⿅間裕介 
1. ⼤腸内視鏡検査にて腸管出⾎性⼤腸菌O-157 を推定した⼀例 
○綱島弘道 1)、菊池健太郎 2),3)、⼟井晋平 1)、⼤崎さゆり 3)、茂⽊千代⼦ 3)、芦川鈴⼦ 3)、⿊崎⽂
広 3)、横井 樹 2)、窪⽥珠理 2)、⻘柳 貴 2)、藤岡ひかり 2)、⾼井敦⼦ 2)、松本光太郎 1)、渡邉彩⼦
1)、辻川尊之 1)、梶⼭祐介 1)、原 眞純 2)、吉⽥ 稔 2) 
1) 帝京⼤学医学部附属溝⼝病院 消化器内科、2) 同 第四内科、3) 同 Infection Control Team  
【症例】24歳、男性。20XX 年 4⽉⼣⽅頃、勤務中に間⽋性の右下腹部痛が出現した。経過を観
察するも症状は増悪傾向にあった。また同時に、下痢・新鮮⾎便を認めていた。翌⽇当科救急受
診し、CT検査で右半結腸を中⼼に著名な浮腫を認め、感染腸炎を疑い当科⼊院となった。⼊院
後、禁⾷、補液、便培養を施⾏。第 2病⽇、腹部症状、炎症反応改善でせず、便培養の結果もで
ていないが早期の診断を求められた。⼤腸内視鏡検査を施⾏し、全⼤腸を観察。盲腸〜上⾏結腸
に、全周性で粘膜は暗⾚〜⾚⾊調を呈し、著明な浮腫、出⾎性粘膜、びらん、潰瘍形成を認めた。
所⾒は肛⾨に⾏くに従って軽くなっており、腸管出⾎性⼤腸菌の内視鏡所⾒と合致。静菌的抗⽣
剤であるホスホマイシン(ホスシミン錠 500mg)、酪酸菌(ミヤ BM錠)を開始した。その後、腹部
症状・炎症反応改善し、⾷事摂取もでき、第 12病⽇当科退院となった。外来で⼤腸内視鏡検査
を施⾏し、炎症所⾒の改善を確認している。【既往歴・内服薬】なし【⽣活歴】⽣⾁摂取無し、
⽣ものは X店で⽣卵を摂取。【考察】腸管出⾎性⼤腸菌感染症の確定診断は便培養である。しか
し、確定診断がついていなくても、本症例のように腹部症状が強い症例には、CT所⾒や特徴的
な内視鏡所⾒を認めると EHEC と推定可能であり、早期診断の助けとなると考えた。若⼲の考
察を加え報告する。 
 
2. Prototheca wickerhamiiによる菌⾎症の 1例 
○下⼿公介、和⽥達彦、東野俊洋、進藤理沙、伊野和⾺、⾦⼭芳郎、⻑⾕川靖浩、村松 匠、⽥
中知樹、松枝 佑、星⼭隆⾏、安達 譲、⼆本柳 伸、⽥中住明、⼭岡邦宏 
北⾥⼤学医学部 膠原病・感染内科 
Protothca 属は葉緑体が退縮した藻類であり、⼟壌や汚⽔に広く分布している。時に動物に感染
して⼈獣共通感染症である、真菌症に類似したプロトテカ症を引き起こすがヒトへの感染は稀で
ある。【症例】８３歳男性。4 年前に発症の成⼈発症スチル病(AOSD)に対してプレドニゾロン
(PSL)とトシリズマブで加療していた。X 年病⽇ 1 ⽇⽬に、⼼膜炎、胸膜炎を認め、AOSDの増
悪の診断で⼊院した。PSL、シクロスポリン、メトトレキサートで病勢抑えれず、⾎漿交換療法
を施⾏した。病⽇ 63 ⽇⽬から病勢が抑えれているにも関わらず、炎症所⾒が出現し、⾎液培養
検査２セットから、Prototheca wickerhamiiが検出された。アムホテリシン B 2.5 mg/kg/⽇を開
始し、⾎液培養検査の陰性確認後、中⽌した。【考察】Protothca 属は湖沼⽔、河川⽔、⼟壌に⽣
息し、病院の環境に⽣息する可能性は低く、当院ではこの症例以外は検出していない。報告され
ている Prototheca 感染症例の多くは免疫抑制下で、⽪膚、⽪下型として発症するが、⾎流感染
の報告例はほとんどない。免疫抑制薬、分⼦標的薬が進歩する中で、稀ではあるが重要な⾎流感
染症を引き起こし得る病原体として報告する。 
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3. 当院膠原病領域におけるサイトメガロウイルス感染の現状 
○星⼭隆⾏ 1),2)、⻑⾕川靖浩 2)、村松 匠 2)、東野俊洋 2)、⼭岡邦宏 2)、⾼⼭陽⼦ 1) 

1) 北⾥⼤学病院 感染管理室、2) 北⾥⼤学 膠原病・感染症内科学 
【⽬的】有症状のサイトメガロウイルス（CMV）感染症に対してはそのほとんどが治療適応と
なるが、無症候性CMV感染に対しては移植領域を除いて治療開始の基準が存在しないため、治
療の有無や開始時期は施設によって異なる。今回我々は当院膠原病領域における約 5 年間の
CMVアンチゲネミア（Ag）陽性症例の現状について調査検討した。 
【⽅法】2014年 1⽉から 2019年 3⽉までの期間に当院膠原病・感染内科で CMV Ag 陽性とな
った患者を抽出し、⾎液検査、原病治療強化歴、治療内容などを後⽅視野的に検討した。 
【結果】対象症例は 185例（174患者）。3 か⽉以内にプレドニゾロン（PSL）30mg/⽇以上もし
くは免疫抑制剤の治療強化を⾏っていた症例は 74.6%で、PSL治療強化後の CMV Ag 陽性まで
の期間（中央値）は 28 ⽇だった。最終的な治療介⼊の有無では PSL治療強化群の⽅が⾼い傾向
にあった。 
【考察】CMV Ag 陽性症例の多くは 3 か⽉以内の治療強化歴があり、陽性化までの期間は造⾎
幹細胞移植後のものと類似していた。最終的な治療介⼊の有無は CMV Ag 陽性細胞数によって
⼤きく異なり、治療についての考え⽅は膠原病領域においても造⾎幹細胞移植の治療のフローチ
ャートが参考になる。 
【結論】膠原病領域における CMV Ag 陽性症例に対する治療開始時期のコンセンサスは存在し
ておらず、各施設で判断基準を設定する必要がある。 
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⼀般演題 ② 14:10〜14:40  座⻑ 帝京⼤学医学部附属溝⼝病院 中央検査部 茂⽊千代⼦ 
4. 本邦で⾒落とされがちなカルバペネマーゼ産⽣腸内細菌⽬細菌の特徴 
○⼤神⽥ 敬 1)、松本哲哉 2)、⽵村 弘 1) 
1) 聖マリアンナ医科⼤学 微⽣物学教室、2) 国際医療福祉⼤学医学部 感染症学講座 
【⽬的】⼀部のカルバペネマーゼ産⽣株はカルバペネムに⾒かけ上の感性を⽰すため、しばしば
⾒落とされている。本検討では、本邦で分離された 9株のカルバペネマーゼ産⽣カルバペネム感
性腸内細菌⽬細菌（CP-CSE）を解析したので報告したい。 
【⽅法】菌種同定、抗菌薬感受性、および遺伝⼦解析は、それぞれ質量分析法、微量液体希釈法、
および PCR法で実施した。さらに、改良カルバペネム不活化法（mCIM）を実施した。 
【結果】計 9株は、E. cloacae、E. coli、K. pneumoniae、K. oxytoca、および C. freundiiであっ
た。これらのカルバペネマーゼは、IMP-1、OXA-181、OXA-232、OXA-244、VIM-2、および
GES-20 であり、全株がイミペネム、メロペネム、ドリペネム、およびビアペネムに感性を⽰し
た。また、これらはmCIMで陽性と判定された。 
【考察】IMP-6産⽣株はメロペネムなどに耐性を⽰すが、IMP-1 や OXA-48-like 産⽣株の⼀部
はほとんどのカルバペネムに感性を⽰すためその多くが⾒落とされ、すでに市中に蔓延している
可能性がある。これらは⽔⾯下で遺伝⼦変異や耐性化した後、通院した際にカルバペネム耐性株
として分離されていることが考えられる。 
【結語】本検討は、本邦における IMP-1 および OXA-48-like 産⽣株の⽔⾯下での拡散を⽰唆し
ている。 
 
5. Neisseria gonorrhoeaeの分⼦学的解析 
○越川拓郎 1)、⼤神⽥ 敬 1)、眞野容⼦ 2)、古⾕信彦 2)、⽵村 弘 1) 
1) 聖マリアンナ医科⼤学 微⽣物学教室、2) ⽂京学院⼤学 保健医療技術学部 
【⽬的】⽇本では、セフェム系抗菌薬耐性 Neisseria gonorrhoeae の情報はほとんどない。その
ため、本邦で分離された本菌の分⼦学的解析を実施した。 
【⽅法】2014年に全国で臨床分離された 48株のうち、ペニシリン G、セフィキシム（CFIX）、
セフトリアキソン（CTRX）に⾮感性を⽰した 32株について、PBP2変異の解析及び Neisseria 
gonorrhoeae Multiantigen Seaquence Typing（NG-MAST）を⽤いた遺伝的系統解析を実施した。 
【結果】PBP2 の変異を、CFIX/CTRXの感受性成績をもとに 3グル−プ（Group A: S/S、Group 
B: NS/S、Group C: NS/NS）に分類した。Group Aでは⾮モザイク、Group BおよびGroup C
ではモザイク型がそれぞれ優位であった。また、フランスで分離された CTRX ⾼度耐性株（F89）
と同じ変異を持つ株（BGU893）が検出された。さらに遺伝的系統解析において、32株の被検菌
株は、11種の新規配列タイプを含む計 27種に分類された。 
【考察】BGU893 は CTRX感性であるため、CTRXの耐性化は PBP2 のモザイク変異だけでは
ないことが⽰唆された。STが 27種類に分類されたことから、ある特定のクローンが蔓延してい
るのではなく、様々なクローンが単発的に拡散していることが⽰唆された。 
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6. GBS 培養検査で問題となる偽陰性を改善する新規選択的抗菌剤の技術開発 
○⼩⽅雅也 1)、松井秀仁 2)、那須川忠弥１)、内⼭伊代 1)、東出正⼈ 3)、阪⼝雅弘 1)、花⽊秀明 2)、
内⼭淳平 1) 
1) ⿇布⼤学 獣医学部、2) 北⾥⼤学 ⽣命科学研究所、3) 江東微⽣物研究所 
【⽬的】 産婦⼈科領域では、新⽣児 B群連鎖球菌（GBS）感染症に対する妊婦のGBS検査が
推奨されている。本検査では、膣スワブを増菌培養し、GBS 保菌検査をする。しかしながら、増
菌培養において、Enterococcus faecalis（EF）が競合増殖し、同定試験において、偽陰性を⽣じ
る問題がある。我々は、本検査の問題に対して、EFを特異的に殺菌する酵素（LYS）を使⽤する
ことを考案した。本研究では、（I）in vitroの研究、（II）臨床試験を⾏ったので報告する。 
【⽅法】 GBS増菌培地には、LYS 添加・無添加の Granada液体培地を使⽤した。培養液から
細菌分離・同定を⾏った。（I）EF・GBSの共培養による偽陰性モデルを作製し、LYS の有効性
を検討した。（II）164検体の膣スワブを使⽤した。 
【結果と考察】（I）はじめに、膣から分離した EF 30株 および GBS 7株 を 1株ずつ加え、共
培養した（計 210 通りの組み合わせ）。LYS を添加した場合、99%の確率で GBS を検出した
（208/210通り）。⼀⽅、LYSを添加しない場合、GBSは検出されなかった（0/210通り）。（II）
膣スワブを使⽤し、LYSの有効性を検討した。GBS増菌培地に LYSを添加しない場合、GBS陽
性は 20%（33/164検体）あった。⼀⽅、LYSを添加した場合、GBS陽性が 23%（37/164検体）
であった。LYSを添加することでGBS陽性率が 112%（37/33検体）と増加した。また、LYSを
添加したGBS陽性検体のうち 14%（5/37検体）で GBSの優位な増殖が認められた。 
【結語】 GBS増菌培地に LYSを添加すると、GBS検査の精度が向上することが⽰された。 
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⼀般演題 ③ 14:45〜15:25       座⻑ 東海⼤学医学部付属病院 薬剤課 橋本昌宣 
7. サージカルテープの管理状況についての意識調査 
○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 
【⽬的】病院で使⽤されているサージカルテープ（以下、テープ）は⾼率に細菌に汚染されてい
る。汚染と管理状況は密接に関連することから、テープの管理状況に関する意識調査を⾏った。 
【⽅法】看護師（88 ⼈）を対象にテープの管理状況に関する質問紙調査を⾏った。床にテープが
落下した場合の⾏動、勤務中にテープを持ち歩くことについての意識などについて調査した。 
【結果】落下したテープについて、73 ⼈が「使⽤を継続」と、15 ⼈が「継続しない」と回答し
た。「使⽤を継続」と回答した⼈のうち、57 ⼈は「落下したテープを清潔にする操作を⾏わずに
使⽤を継続」と回答した。テープの持ち歩きについての調査（複数回答）では、ユニフォームの
外側へ装着して持ち歩くことを、64 ⼈が「便利」と、30 ⼈が「不潔」と、10 ⼈が「やめるべき」
と答えた。【考察】看護師の約 2/3 は床に落ちたテープの使⽤を継続していた。看護基礎教育の
テキストでは「床から 20㎝は不潔エリア」とあるが、その考えが浸透していないことが推測さ
れた。ユニフォームの外側へテープを装着して持ち歩くことについて、「やめるべき」と答えた
⼈が約 1/10 と少数だったのに対し、「便利」と答えた⼈は約 7割と多数だった。テープは医薬品
医療機器等法の対象外で、滅菌ドレッシング剤のような管理規定がない。しかし、そうであるか
らこそ、リスクを勘案し、意識を変⾰させるアプローチが必要と考える。 
 
8. ⾼齢者に対する理想的な肺炎球菌ワクチン接種の提⾔ 
○宮沢直幹、⽊村泰浩、鄭 慶鎬、佐渡怜⼦ 
済⽣会横浜市南部病院 呼吸器内科 
 肺炎球菌ワクチンには 23 価莢膜ポリサッカライドワクチン（PPSV23；ニューモバックス®）
と 13価結合型ワクチン（PCV13；プレベナー13®）がある。PCV13 は 2014年 6⽉に 65歳以上
の成⼈に適応拡⼤されているが、2020 年 6 ⽉までに当院で PCV13 を接種した⾼齢者は 73 名
で、その殆どが呼吸器内科であり、認知度はまだ低い。 
 PPSV23 では、莢膜型によっては早期に抗体価が低下することが報告されており、PPSV23、
PCV13両⽅のワクチンを接種することが望ましいと思われる。また、PCV13 接種 6ヵ⽉〜4年
以内の PPSV23 接種によるブースター効果が報告されており、両ワクチンを連続接種すること
が望ましい。 
 2019年 10⽉に出された学会からの提⾔によると、65歳の定期接種対象者は PPSV23 の定期
接種を優先することとなっている。これは PCV13 の成⼈接種可能年齢も 65 歳以上であったこ
とから、PCV13 の先⾏接種が PPSV定期接種の妨げになることが懸念されたためと思われる。 
 2020年 5⽉ 29 ⽇、PCV13 の接種可能年齢が全年齢に拡⼤されたことにより、理想的な接種
スケジュール「PCV13 任意接種 → 65 歳での PPSV23 定期接種」が容易となった。65 歳時の
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PPSV23 定期接種を勘案すると、62歳以降 63歳前半までに PCV13 の任意接種を⾏うことが理
想的と考えられる。 
 
9. コロナに負けるな〜⾼齢者施設の⼊居者・職員を守る〜 
○⽥邉笑美⼦ 1)、唐岸晃⼦ 2)、代⽥繕識 3) 

1) 特養逗⼦杜の郷 施設⻑、2) 同 看護師副主任、3) 同 ⽣活相談員事務主任 
【⽬的】当施設として、介護現場における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染を防御する事、職員が安⼼して働け
る環境を作る事に 2 ⽉のアウトブレイクを受け実⾏してきました。マスクが品不⾜になる中い
ままでとガラリと変わった感染対策をいち早くうち出し、感染マニュアルを作成し、感染が侵⼊
した場合を考えコロナ訓練と称してシミュレーションをおこなってきました。そんな中で職員の
感染(新型コロナ）に対する意識について調査をし検討した。【⽅法】全介護職員・看護職員に聞
き取り調査とアンケート調査を実施。結果から明らかになったものを検討する【結果】新型コロ
ナに対する感染予防策は職員の意識が⾼かった。実際のシミュレーションで不備があったことで
コロナ感染に対する危機感が増強したと答えた職員が多かった。【考察】新型コロナに対する迅
速な検査が⾏えない中職員の不安が強い。感染対策の知識がある事と対応のフローチャートがあ
る事は職員の安⼼につながった。シミュレーションは有効的であった。【結論】感染対策を職員
全員に理解してもらう努⼒は定期的に勉強会と知識チェックと⼿洗いチェックを⾏っていく必
要があると考える。 
 
10. 令和元年東⽇本台⾵における災害対応と感染症発⽣状況の関連について―川崎市⾼津区― 
○岡部幸⼦ 1),2)、中村晶⼦ 2)、丸⼭ 絢 1),3)、海野⼀彦 2)、浅⾒政俊 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) 川崎市保健所⾼津⽀所、3) 川崎市健
康安全研究所 
【背景】令和元年東⽇本台⾵に際しては川崎市⾼津区でも 1,132件の浸⽔被害があり、発災時に
17 か所の避難所を開設したが、2 ⽇後には 2 か所となり、4週間後にすべて閉鎖した。【⽅法】
台⾵発⽣の令和元年 10⽉ 12 ⽇から衛⽣⾯の対応を終了した 12⽉ 31 ⽇までに、⾼津区内で発
⽣した⽔害時に想定される感染症と対応との関連を検証した。【結果】外傷や⼟壌等の環境曝露
に起因する破傷⾵やレプトスピラ症の報告はなく、レジオネラ症 2 件も発災との関連はなかっ
た。インフルエンザの定点当たり報告数は、発災翌週の第 42週（10⽉ 14 ⽇〜10⽉ 20 ⽇）以
降は各週 0.7、1.2、1.1 で、第 41週（10⽉ 7 ⽇〜10⽉ 13 ⽇）の 0.9 から⼤きな増加はなかっ
たが、第 45週（11⽉ 4 ⽇〜11⽉ 10 ⽇）は 1.3 と増加し通常の流⾏が始まった。感染性胃腸炎
の定点当たり報告数は、発災翌週の第 42週に前週の 3.67 から 7.00 に⼀過性に増加したが、以
降は 3.83、2.67 と減少し、その後は通常の流⾏に伴い増加した。【考察】早期から実施した汚泥
撤去作業時の注意事項の周知や家屋の消毒⽅法の訪問による直接指導は環境曝露に起因する感
染症の予防に繋がったと推測され、避難所の早期閉鎖とともにインフルエンザや感染性胃腸炎の
発⽣防⽌の⼀助となった。【結論】平常時に複数の啓発⼿段を準備し、広範囲に迅速な情報発信
を⾏うことが重要である。 
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