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　このたび、第 75 回神奈川感染症医学会を担当させていただく栄誉を頂き、大変光栄に存

じます。本学会は、恩師の東海大学泌尿器科学大越正明教授をはじめ、横浜市立大学第一内

科学福島孝吉教授、細菌学田所一郎教授、聖マリアンナ医科大学飯島昇教授が神奈川県感染

症研究会を立ち上げ、それが発展したものです。個々の感染症症例、疫学などを自由に議論

できる場として有意義な会であると思います。

　今回は、少し見方を変えて“病院感染対策について考える”と題してシンポジウムを企画

させていただきました。現在は、医療安全においても感染防御対策は非常に重要な位置を占

め、厚生労働省の通達で、病院相互ラウンドも義務付けられております。各々の病院での取

り組みなどをざっくばらんに議論し、活用できればと考えております。

　また、細菌、ウイルス、真菌感染に関しても深く議論できることを期待しております。ポ

スターも同時に展示され、優秀演題を神奈川県感染症医学会学術奨励賞として表彰されます

ので、何卒多くの演題応募・参加をお願い申し上げます。

　学会は、平成 26 年 3 月 15 日（土曜日）ヨコハマ創造都市センターにて開催いたします。

本会場は、みなとみらい線馬車道駅に連絡しており、アクセスの良いところですので是非参

加いただければと存じます。

　本学会が、感染症学、感染症症例に役立つよう、スタッフ一同鋭意努力いたしますのでよ

ろしくお願い申し上げます。

第 75 回神奈川県感染症医学会　当番会長
東海大学医学部付属大磯病院　泌尿器科

宮　北　英　司
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【ご発表の皆さまへのお願い】
　発表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いただ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。

■講演演題
　PCによる発表とさせていただきます。一般演題は、発表６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。開始５分後と、６分後にベルが鳴ります。発表当日は発表
３０分前に受付をお済ませになり、次演者席におつき下さい。
　事務局で用意するPCは、OS：Windows…XP、アプリケーション：Windows版…Power…Point…2003（2007
対応可）です。事務局のPCで発表される方は、ご発表いただくスライド原稿を事前に当番事務局のメー
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原稿はUSBメモリーで当日必ずご持参下さ
い。
　宛先：urotokai@tokai-u.jp
　〆切：2014年3月12日（水）12時
　PC本体をお持ち込みになる方（Mac、その他のOS）は、RS-232モニター端子（15…Pin）に接続できる
ように変換コネクター等をお持ち下さい。

■ポスター発表
　ご発表のポスターはあらかじめ事務局までデータをメール添付でお送りください。
事務局でのデータ受付は3月9日（日）の20時までといたします。
3月9日までに事務局で受付された資料は事務局で印刷し、当日10時00分に貼り出しいたします。
データ受付〆切以降は、当日ポスターをご持参下さい。
　宛先：urotokai@tokai-u.jp……
　〆切：2014年3月9日（日）20時

【ご参加の皆さまへのお願い】
１．受付開始時間：9：30～
２．参 　 加 　 費：1,000円
受付にてお名前をご芳名帳に記入の上、お支払下さい。
日本医学会生涯教育単位５単位、ICD単位２単位が認められます。

■会場
ヨコハマ創造都市センター（℡…045－221－0325）
〒231－8315…横浜市中区本町6－50－1

・…みなとみらい線「馬車道駅」1b出口〔野毛・桜木町口（アイランドタワー連絡口）〕
・JR・市営地下鉄「桜木町駅」徒歩５分・「関内駅」徒歩７分

〔交通のご案内、P29参照〕
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第75回　神奈川県感染症医学会

2014年3月15日（土）　10：20～16：30

会場：ヨコハマ創造都市センター

プログラム
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開会の辞　　　　　　　10：20 ～ 10：30
　　　　　　　　　　　第 74 回神奈川県感染症医学会当番会長

東海大学医学部 外科学系 泌尿器科学　宮北英司

一般演題Ⅰ　　　　　　10：30 ～ 11：51　（3F 会場）

～薬剤～　　　　　　　10：30 ～ 11：15
座長：東海大学医学部　総合内科　柳　秀高

１．当科におけるビスフォスフォネート関連顎骨壊死の臨床的検討
２．メトロニタゾール脳症の２例
３．A群溶連菌性咽頭・扁桃炎に対するセフテラム・ピボキシルとアモキシシリンの有用性の比較検討
４．東海大学大磯病院における抗菌薬届出制導入後の抗菌薬使用量の推移
５．三次医療施設における感染症専従医新規採用後のコンサルテーション数と抗菌薬使用状況の変化

～消化器・菌血症～　　11：15 ～ 11：51
座長：帝京大学溝口病院　第 4 内科　吉田　稔

１．腸管出血性大腸菌O157の分子疫学解析法の検討…
２．当院で経験した腸チフスの２例
３．発熱を主訴に来院し、Helicobacter.cinaediを血液培養から検出した１例
４．遺伝子増幅で同定にいたったHelicobacter.cinaedi菌血症の一例

ランチョンセミナー　　12：00 ～ 13：00（1F 会場）

演題：「臨床に役立つ感染症迅速検査の実際」
演者：永寿総合病院　小児科　主任部長　三田村敬子先生
座長：東海大学医学部　外科学系　泌尿器科学　宮北英司

第 74 回神奈川県感染症医学会学術奨励賞授与式　　13：00 ～ 13：15　

　　　　

一般演題Ⅱ　　　　　　13：15 ～ 15：21（3F 会場）

～心・呼吸器～　　　　13：15～14：00
座長：横浜市大市民総合医療センター　呼吸器病センター　金子　猛

１．培養同定に難渋したH.parainfluenzaeによる心内膜炎の一例
２・当院における感染性心内膜炎42例
３．放線菌症の１例
４．バンコマイシンが奏功した肺炎球菌性肺炎の一例
５．結節性気管支拡張型肺非結核性抗酸菌症疑い症例における気管支鏡検査の有用性の検討　　　　　　　　　　　
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～免疫抑制～　　　　　14：00～14：36
座長：北里大学　膠原病感染内科　和田達彦

１．血球貧食症候群（HPS）の治療経過中に発症したノカルジア肺炎の１例
２．同種骨髄移植後に合併したアメーバー赤痢
３．造血幹細胞移植後晩期に侵襲性肺炎球菌感染症を発症した１例
４．顆粒球輸血により鎮静化し得た侵襲性肺アスペルギルス症の一例

～ウィルス・その他～　14：36～15：21
座長：聖マリアンナ医科大学　感染制御部　竹村　弘

１．川崎市における無料肝炎ウィルス検査の実施状況
２．A型肝炎ウィルスの家族内感染の一事例
３．伝染性単核球症にレミエール症候群を併発した１例
４．タイから帰国した後、発熱で受診した一例
５．治療に苦慮した結石性膿腎症の一例

シンポジウム　　　　　15：25～16：25　3F会場）

総合テーマ「院内感染対策と地域連携」
司会：東海大学医学部付属病院　感染対策室　宮地勇人

１．…「バンコマイシン耐性腸球菌（vancomycin resistant enterococcus,VRE）の発生と院内感染防止対策」
東海大学付属大磯病院　宮北英司

２．「地域連携の取り組み：大学病院の立場から」
北里大学病院　感染管理室　高山陽子

３．「感染防止対策地域連携の活動報告：参加型カンファレンス有用性の検討」
　相模原協同病院　医療安全対策室　樋口ひとみ

４．「地域連携の取り組み：行政の立場から（横浜市）」
横浜市保健福祉局　岩田眞美

閉会の辞　　　　　　　第76回神奈川県感染症医学会当番会長
昭和大学藤が丘病院　小児科　磯山恵一

第14回神奈川若手医師感染症セミナー　　16：30～18：30（3F会場）
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一般演題抄録

（3F 会場）
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１．当科におけるビスフォスフォネート関連顎骨壊死の臨床的検討

鈴木崇嗣、大野啓介、齋藤寛一、傳田祐也、新井俊弘、大鶴光信、山﨑浩史、青木隆幸、太田嘉英、

金子明寛

東海大学医学部外科学系口腔外科学

　ビスフォスフォネート系薬（BP）は有益な薬剤であるが、抜歯などの顎骨への侵襲と続発する感染が

原因と考えられる BP 製剤関連顎骨壊死の有害事象も認める。本疾患予防に対する対応も米国歯科医師会

と本邦では異なる。今回 BP 製剤関連顎骨壊死の臨床的検討および口腔ケアの取り組みについて報告する。

　2007 年 1 月から 2010 年 12 月に当科を受診した BP 投与患者中経過を追跡しえた 169 例を対象とした。

結果：投与開始時年齢：15 歳～ 85 歳（中央値 64.0 歳）。性別：男性 32 例、女性 137 例。BP 投与理由：

悪性腫瘍（乳癌、多発性骨髄腫、肺癌、前立腺癌）130 例、骨粗鬆症 26 例、関節リウマチ 5 例、その他 8 例。

使用薬剤：注射製剤 125 例（全例ゾレドロネート）、経口製剤 44 例（アレンドロネート 30 例、リセドロネー

ト 13 例、ミノドロネート 1 例）。BRONJ 発症率は 8.2%（注射製剤 8.7%、経口薬 7.1%）であった。

考察：発症に関与する有意な因子は認めなかったが、発症率は注射製剤で高く、力価との関連性が考慮

された。

２．メトロニダゾール脳症の 2 例

木島　啓、小澤秀樹、柳　秀高、小松昌道、篠田拓真、伊藤正仁、石谷　翔、宮坂晋太郎、

高木敦司

東海大学付属大磯病院　総合内科

　メトロニダゾール脳症は累積用量 21g 以上、2 週間を超える治療期間後に報告されており、運動失調や

構音障害、精神状態の変化などの臨床症状が特徴とされる。今回下記 2 例を文献的考察を踏まえて報告

する。

　70 歳男性、肺化膿症に対しメトロニダゾール 1500mg × 54 日間（累計 81g）使用後に食思不振・頭痛・

協調運動障害にて発症。頭部 MRI にて両側小脳歯状核の T2 延長病変を認めた。81 歳女性の股関節化膿

性関節炎に対してメトロニダゾール 1500mg × 42 日間（累計 63g）投与後に構音障害・意識障害にて発症。

頭部 MRI の拡散強調画像にて両側中小脳脚に高信号を認めた。

　いずれの症例もメトロニダゾール内服を中止にて症状の改善が得られた。

［薬剤］ 10：30 ～ 11：15
座長：東海大学医学部　総合内科　柳　秀高
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３．A 群溶連菌性咽頭・扁桃炎に対するセフテラム・ピボキシルとアモキシシリンの有効性の比較検討

横田隆夫、大石智洋、阿座上志郎、黒木春郎、佐藤吉壮、砂川慶介

よこた小児科クリニック

【目的】A 群溶連菌性咽頭・扁桃炎に対する CFTM-PI と AMPC の有効性の比較検討をした。【方法】A

群溶連菌性咽頭・扁桃炎と診断された軽症から中等症の 15 歳以下の患児に対し…、治療薬剤をランダムに

割り付けた（Ａ群：CFTM-PI…9mg/kg/日1日3回5日間、Ｂ群：AMPC40mg/kg/日1日2～3回10日間）。【結

果】投与後の菌消失率・臨床効果は、[A] 群 95.8%（23/24）・91.7%（22/24）、[B] 群 100%（20/20）・100%（21

/21）であった。副作用発現率は、[A] 群 4.2%（1/24）、[B] 群 14.3%（3/21）であった。服用性は飲みや

すい以上が、[A] 群 87.0%（17/21）、[B] 群 81.0%（17/21）であった。【結語】「小児呼吸器感染症診療ガ

イドライン」で A 群溶連菌性咽頭・扁桃炎治療に対して推奨されている CFTM-PI5 日間投与と AMPC10

日間投与は有効性、安全性、服用性の面から同等であった。

４．東海大学大磯病院における抗菌薬届出制導入後の抗菌薬使用量の推移

江川裕之、川邉康平、鈴木優司

東海大学医学部付属大磯病院薬剤科

【目的】当院では 2007 年 7 月よりカルバペネム系抗菌薬及び抗 MRSA 薬を規制抗菌薬と位置付け、適正

使用を目的に届出制を導入した。抗菌薬使用に関する状況と今後の課題について報告する。

【方法】届出制導入前後での AUD 換算で集計した抗菌薬使用量・MRSA 保菌率の変化を調査した。

【結果】抗菌薬使用量を 2006 年度と 2012 年度で比較すると、カルバペネム系抗菌薬：…2.06 → 1.27、抗

MRSA 薬：1.25 → 0.48、PIPC/TAZ：0.15 → 0.92 であった。届出制を導入した 2007 年度の MRSA 保菌

率は 6.63％であったが、2012 年度は 2.30％に低下した。

【考察】届出制導入後、規制抗菌薬使用量及び MRSA 保菌率は減少を示しており、届出制が効果を発揮

しているものと考える。しかしカルバペネム系抗菌薬とほぼ同等の抗菌スペクトルを持つ PIPC/TAZ に

推移している可能性もあり、影響を精査する必要性がでてきている。
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５．三次医療施設における感染症専従医新規採用後のコンサルテーション数と抗菌薬使用状況の変化

加藤英明、宗佐博子、河原春代、杉山嘉史、森雅亮、金子猛

横浜市立大学附属市民総合医療センター感染制御部

　当院（726 床・三次医療施設）では、2013 年 4 月より感染症専従医一名が新規に採用された。その後

の感染症コンサルテーション・介入症例数を報告するとともに、その前後の抗菌薬の使用状況を比較し

た。コンサルテーション症例は 10 ヶ月で 445 例。うち抗菌薬適正使用の観点からの介入は 40 例であっ

た。症例内訳は男性 64.5%、年齢 60.6 ± 19.7 歳。診療科は心血管 114 例、消化器 72 例、高度救命センター

55 例等で、集中治療室入室は 152 例であった。2013 年度前半期の抗菌薬使用状況を着任前 2012 年の同

期間と比較したところ、血液内科以外での全抗 MRSA 薬の使用期間が 9.8 日（175 例）から 5.6 日（134

例）へと有意に低下した他、リネゾリドの投与例減少（22 対 5 例）、有意差はなかったがカルバペネム系・

PIPC/TAZ の投与期間短縮が認められた。【結語】新規設置施設でも感染症専従医のニーズは高いと考え

られる。しかし、学会や夏休みの 9・10 月は診療症例が 28 症例と低下し、専従一名体制では限界がある

と思われた。抗菌薬適正使用には一定の効果を示したと思われる。
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１．腸管出血性大腸菌 O157 の分子疫学解析法の検討

佐藤弘康、小嶋由香、清水亜希子、湯澤栄子、岩瀬耕一、岡部信彦

川崎市健康安全研究所

【はじめに】腸管出血性大腸菌 O157（以下 O157）を対象に PFGE 法、IS 法、MLVA 法を実施し、解析能力、

迅速性、簡便性、検査室間の比較の容易さ等を比較検討した。

【供試株】2012、2013 年に本市内で分離された 43 株を用いた。

【方法】PFGE 法と IS 法は定法で、MLVA 法は Hyytia-Trees らの方法に従い実施した。

【結果】43 株は、IS 法で 27 通り、PFGE 法は 30 もしくは 34 通り、MLVA 法では 35 通りに型別された。

集団感染疑い事例は 1 事例を除き 3 法で解析結果が一致した。また、他都市にまたがる事例もあり IS 型

の情報提供をいただいた。散発事例は、IS 型の一致にも関わらず PFGE 法、MLVA 法の解析結果が一致

しない事例が約半数みられた。また、MLVA 法でより関連性が明らかになった事例もあった。

【考察】型別数、また散発事例における識別能力の高さから、MLVA 法は PFGE 法と同等もしくはそれ

以上の解析能力があり、IS 法が最も低いことが示唆された。また、3 法には利点・欠点がありそれぞれの

特徴を踏まえた上で分子疫学解析を実施していくことが O157 感染症の低減に有効である。

２．当院で経験した腸チフスの 2 症例

寒川　整、比嘉令子、上田敦久、白井　輝、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

　当院で経験した腸チフス 2 症例を文献的考察を交えて紹介する。

　2 症例はいずれも若年女性であり、チフス猖獗地への渡航を契機に罹患し、帰国後発症、近医での抗菌

薬投与にても改善せず、当院で診断され、セフトリアキソンをはじめとする抗菌薬投与で改善している

といる。

　いずれの症例でも前医での抗菌薬処方を受けていたこと、ジアルジアの共感染が認められたこと、分

離された Salmonella Typhi が臨床的にキノロン耐性であったことなどは特筆すべきかと思われた。

　そのうち 1 例は便培養で陰性化が確認されたにもかかわらず、その後チフス再燃が認められた。

　チフスは Salmonella Typhi の経口感染により 2 週間程度の潜伏期間を経て発症し、発熱をはじめとす

る諸症状を引き起こす。輸入感染症としての発症が多く、キャリア化しうることもあり、国の定める 3

類感染症に指定されいる。

　アジアでは近年、キノロン耐性チフス菌の率が増加しており、本症例もその影響下にあると思われた。

［消化器・菌血症］ 11：15 ～ 11：51
座長：帝京大学溝の口病院　第 4 内科　吉田　稔
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３．発熱を主訴に来院し、Helicobacter cinaedi を血液培養から検出した 1 症例

高田祐輝、小野祐太郎、山岸奈津美、古澤愛子、佐藤守彦

湘南鎌倉総合病院

患者　54 歳男性　

主訴　発熱・腰痛

2012/8/14 より 39 度の発熱と腰痛を認め 2012/8/16 に当院総合内科を受診。その際、採血・採尿、腹部

エコー、血培採取採血・採尿の結果では、生化学 AST…0.7…mg/dl……ALT…0.2…mg/dl……LDH…23…IU/l……TP…6.4…

g/dl アルブミン…3.9…g/dl……BUN…9.1…mg/dl……クレアチニン…1.06…mg/dl ナトリウム…137…mEq/l……カリウム…4.0…

mEq/l… …クロール…mEq/l… …CRP…18.479…mg/dl 血算 WBC…51 × 10 ＾ 2　RBC…482 × 10 ＾ 4…Hb…14.0…g/dl……

Ht…41.7%……PLT…9.8 × 10 ＾ 6 尿検査蛋白 1+ でその他全て陰性。

エコー検査からは、発熱の原因になり得る所見は得られませんでした。

血液培養では、染色でらせん菌が確認されましたが院内では発育しなかったため、外部委託による検査

の結果 Helicobacter Cinaedi であると確定に至りました。

以上の結果から Helicobacter cinaedi が発熱の原因ではないかと考えられる症例を経験しましたので報告

します。

４．遺伝子増幅で同定にいたった Helicobacter cinaedi 菌血症の一例

加藤英明、杉山嘉史、大河原愛、廣瀬春香、宗佐博子、森雅亮、石ヶ坪良明、金子　猛

横浜市立大学附属市民総合医療センター感染制御部、横浜市立大学附属市民総合医療センター臨床

検査部、横浜市立大学大学院　病態免疫制御内科学

【症例】66 歳男性。B 型肝炎・肝細胞癌のため外来フォローされていたが、全身倦怠感増悪のため入院した。

入院前から LVFX が処方されていた。入院時の血液培養検査（Bactec、…Becton…&…Dickinson）では好気

ボトルのみ陽性（陽性まで 90 時間）となり、塗抹ではらせん状のグラム陰性桿菌が認められたが、分離

培養で発育しなかった。染色像から H. cinaedi を疑い、血液培養ボトルから直接 PCR を行ったところ、

特異的なバンドに PCR 産物を認め、また 16S…rRNA のシークエンスでは報告例との相同性が認められた。

患者は PIPC/TAZ を長期投与され、支持療法により軽快した。

【考察】H.…cinaedi は BacT/alert…system…（BioMérieux）では検出されにくいとされ、一般的には血液培

養陽性までに 1 週間程度必要とされている。本件では、培養検出後も菌同定が困難で、PCR で菌同定に至っ

た。起因菌の分離・同定困難例では分子生物学的手法の併用が有用と考え報告する。
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１．培養同定に難渋した H.parainfluenzae による心内膜炎の一例

三木和美１）、岸本大河２）、國下洋輔２）、神山玲光２）、峯岸薫２）、浜真麻２）、吉見…竜介２）、浅見由希子２）、

桐野洋平２）、上田敦久２）、岳野光洋２）、石ヶ坪良明２）

１）横浜市立大学附属病院　臨床研修センター、２）横浜市立大学大学院　病態免疫制御内科学

　症例は 30 歳男性。X 年 6 月末に 38℃台の発熱、頭痛が出現。7 月上旬に近医受診し経口第 3 世代セフェ

ムの処方を受けていた。改善を認めず、さらに見当識障害を認め脳炎疑いで前医入院。ACV により加療

されたが発熱は持続。不明熱の精査として 4 回の血液培養、2 回の経胸壁心エコー、経食道心エコーを含

めた種々の検査を行ったが原因は不明であり、8 月下旬に当院へ転院。髄液検査では細胞数の上昇を認

め、脳 MRI、3DCTA で左頭頂葉で微小動脈瘤を認めた。その後心エコーで僧帽弁逸脱、重度 MR、疣贅

の所見を認め心内膜炎と診断し VCM、…GM、…LVFX による加療を開始。起因菌は不明であったが ABPC/

SBT、…LVFX として解熱、炎症反応の低下が得られた。血液培養は 5 日程度で陽性化したが、菌の同定に

難渋。1 ヶ月程度の精査で最終的に H.parainfluenzae と判明し、ABPC に de-escalation した。

２．当院における感染性心内膜炎 42 例

寒川　整、比嘉令子、上田敦久、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

　2009 年から 2013 年にかけて当院で治療された感染性心内膜炎 42 例について後ろ向き解析を行っ

た。起炎菌は S.aureus が最も多く MSSA…7 例、MRSA…2 例であった。他にも Streptococcus…12 例、

Enterococcus…5 例、その他 7 例と 33 例はグラム陽性球菌であった。また培養陰性感染性心内膜炎の原因

となりやすい HACEK は 3 例あり、いずれも血液培養で陽性となった。真菌では Candida parapsilosis を

2 例認めた。

　プロカルシトニンは細菌性感染性心内膜炎 14 例で測定していたが、0.5ng/ml 未満が 5 例、0.5~2.0ng/

ml が 7 例と陰性ないし軽度の上昇に留まることが多く、細菌性感染性心内膜炎の診断には有用ではなかっ

た。

　治療に関しては 27 例が外科手術の適応と判断され、24 例に実施された。

［心・呼吸器］ 13：15 ～ 14：00
座長：横浜市大市民総合医療センター　呼吸器病センター　金子　猛
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３．放線菌症の１例

小林正芳、八子誠太郎、中島健太郎、松本裕

大和市立病院呼吸器内科

　70 歳男性。X-2 年 3 月右肺上葉の器質化肺炎の診断でプレドニン 25mg を開始し、X-1 年 8 月までに 3

㎎までに漸減していた。X-1 年 10 月右胸痛が出現、胸部単純写真で左中肺野に腫瘤影が出現した。10 月

29 日の胸部 CT で左肺舌区の腫瘤影と右背筋内の造影効果のある腫脹が認められ、左肺癌と右背筋への

転移を疑った。精査を勧めたが同意せず経過観察となった。12 月 27 日再診時、右背部の腫瘤の増大があ

り、試験穿刺を行ったが細胞診は Class…Ⅰであった。X 年 1 月 9 日再診時、全身倦怠感と右背部の疼痛が

強いため入院となった。左肺癌の背筋への転移と考えトラマドール等で疼痛緩和を図っていたが、胸部

単純写真で背部に鏡面形成が見られ、胸部 CT で膿瘍が疑われたため、1 月 24 日当院皮膚科で背部膿瘍

の切開排膿を行った。緑色調の膿汁数百 ml を排液し、生食で洗浄の後、ヨードホルムガーゼを充填した。

セファゾリンの点滴を開始した。膿汁の鏡検では炎症背景に放射状に分岐した菌糸体（スパイダー集落）

を検出した。細菌培養では Actinomyces israelii を検出し放線菌症と診断した。全身状態、炎症所見は改

善し軽快退院した。

４．バンコマイシンが奏効した肺炎球菌性肺炎の一例

尾高真生、堀田信之、井上美代、小嶋亮太、宮沢直幹

済生会横浜市南部病院　呼吸器内科

【症例】80 歳女性【現病歴】咳嗽、喀痰が出現し近医受診。胸部レントゲンで右肺上葉中葉に浸潤影が認

められたため、当科を紹介受診した。SpO2…93%（酸素 2L/ 分）、体温 38.3℃、膿性痰を確認し、臨検値

で白血球 9000/ μ l、CRP…39.80mg/dl と高値が認められたため、肺炎と診断し入院となった。入院時の

肺炎球菌尿中抗原が陽性であったため、肺炎球菌性肺炎を疑い、ABPC…2g × 4 回 /day で抗菌化療を開

始した。入院時の血液培養から肺炎球菌が検出され、喀痰からも肺炎球菌が同定されたため、肺炎球菌

性肺炎と確定診断。いずれも ABPC の MIC は 0.06µg/ml 以下であったが、ABPC 投与で改善なく 7 病日

に LVFX…500mg 点滴静注へ変更した。しかし改善なく、胸部レントゲン、胸部 CT で右肺上葉下葉は膿

瘍化した。12 病日目に VCM の追加投与を開始したところ、15 病日目には改善が認められた。

【考察】入院時は PSSP による肺炎球菌性肺炎であったが、ABPC、LVFX は無効で MRSA 等の菌交代が

疑われた。
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５．結節性気管支拡張型肺非結核性抗酸菌症疑い症例における気管支鏡検査の有用性の検討

品田佳那子１）、渡邉恵介１）、篠田雅宏１）、新海正晴１）、山口展弘１）、都丸公二１）、原　悠１）、三科　圭１）、

長井賢次郎１）…、橋本佑輔１）、太田真一郎１）、工藤　誠２）、佐々木昌博２）…、石ヶ坪良明２）…、金子　猛１）…
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）横浜市立大学医学部　病態免疫制御内科学

【背景】肺非結核性抗酸菌（NTM）症が疑われ喀痰抗酸菌培養未確断症例における気管支鏡検査の有用性

の検討は少ない。

【目的と方法】胸部 CT で結節性気管支拡張型肺 NTM 症が疑われ喀痰培養未確診 29 症例に対して、気管

支洗浄液抗酸菌培養と喀痰抗酸菌培養・胸部 CT 所見との関係について後ろ向きに検討した。

【結果】29 例中 16 例（55％）…が気管支洗浄液 MAC 培養陽性となった。気管支洗浄液培養陰性群と陽性

群では患者背景に差はなかった。CT で両側性に気管支拡張と小結節影を呈し 4 カ月以内に複数回膿性喀

痰培養陰性例の気管支洗浄液培養は全例 NTM 陰性であった。

【結論】結節性気管支拡張型肺 NTM 症疑いの喀痰排出なしもしくは喀痰培養陰性の症例において気管支

鏡検査は診断に有用と考えた。一方、CT で両側性に気管支拡張と小結節影を呈し 4 カ月以内に複数回膿

性喀痰培養陰性である症例では、NTM が気管支洗浄液から検出される可能性は低く他疾患を鑑別する必

要がある。
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１．血球貪食症候群（HPS）の治療経過中に発症したノカルジア肺炎の 1 例

原田真也、安部学朗、松枝　佑、谷　名、原　亮祐、荘　信博、小川英祐、有沼良幸、和田達彦、

永井立夫、廣畑俊成

北里大学病院　膠原病感染内科

　76 歳女性。20xx 年 9 月に発熱・水様性下痢の後に二次性の HPS を発症した。ステロイドパルス療法、

シクロスポリンとメトトレキサート併用療法にて加療を行った。治療経過でサイトメガロウイルス（CMV）

網膜炎を合併したが、全身状態は改善し同年 12 月に退院した。翌年 1 月に HPS の増悪と、CMV 血症に

より再入院した。入院時に呼吸器症状はなかったが、胸部 CT 画像で左肺上葉に 13mm 大の結節影を認め、

2 週間で約 2 倍に増大した。同年 2 月に気管支鏡検査を施行し、擦過検体塗抹でノカルジアが疑われ、培

養検査にてノカルジア肺炎と診断した。

　ST 合剤を中心とした抗菌薬併用療法を開始した。CMV 血症・網膜症はバルガンシクロビルによる硝

子体注射と全身投与で改善した。積極的な免疫抑制療法は、病勢を抑える一方で、免疫低下による日和

見感染症を惹起してしまうため、稀な感染症も考慮に入れて CT 等による厳重な管理が必要と考えられる。

２．同種骨髄移植後に合併したアメーバ赤痢

高橋沙希１）、沼田　歩１）、板橋めぐみ１）、岸本久美子１）、本橋賢治１）、萩原真紀１）、桑原英幸１）、

田中正嗣１）、加藤英明２）、国崎玲子３）、石ヶ坪良明４）、藤澤　信１）

１）横浜市立大学附属市民総合医療センター　血液内科、２）横浜市立大学附属市民総合医療センター　

感染制御部、３）横浜市立大学附属市民総合医療センター　炎症性腸疾患センター、４）横浜市立大学

大学院医学研究科　病態免疫制御内科学

　症例は 57 歳、男性（独身）。アジアへの渡航歴なし。慢性骨髄単球性白血病に対し、X 年 4 月に非血縁

者間同種骨髄移植を行った。day17 に生着。day15 からの生着症候群に対し PSL…0.5mg/kg 使用も改善し

たため速やかに漸減、day49 で中止した。day71 より急性 GVHD（skin…grade（1））が出現。外用薬で経

過を見ていたが、day93 より下痢が出現。day97 に入院。体外式腹部腸管超音波では、大腸全体に血流増

多を伴う高度の壁肥厚を認めた。下部内視鏡検査では、血管透見の低下した orange-peel…like…appearance

に加えて、頂部に膿性分泌物を伴い多発するたこいぼびらんを認め、アメーバ性大腸炎が疑われた。鑑

別としては、腸管 GVHD、アメーバ赤痢の両者が考えられたため、day99 よりメトロニダゾール 1500mg

開始、day100 より PSL…1mg/kg…開始したところ、腹部症状は速やかに改善した。便鏡検でアメーバ嚢子

を認めたため、day105 から PSL は減量中止した。本例は、潜伏感染していた赤痢アメーバが骨髄移植後

の免疫抑制状態で顕性化した、極めて稀な症例と考えられた。

［免疫抑制］ 14：00 ～ 14：36
座長：北里大学　膠原病感染内科　和田達彦
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３．造血幹細胞移植後晩期に侵襲性肺炎球菌感染症を発症した１例

横田尚子、宮崎拓也、山本恵理、小山哲、石井好美、中嶋ゆき、立花崇孝、山崎悦子、富田直人、

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】44 歳男性。X-3 年に急性骨髄性白血病の第二寛解期に同種骨髄移植を施行した。原疾患の再発は

なく、皮膚、口腔の限局型慢性 GVHD を合併し経過観察されていた。移植後に肺炎球菌ワクチンは接種

していない。X年7月から9月に起炎菌不明の下腿蜂窩織炎に対して治療された。12月1日に発熱が出現し、

翌日に右下腿痛が増悪したため来院し、蜂窩織炎、敗血症、DIC、腎障害の診断で入院となった。

　血液培養施行後に CFPM と DPT を開始した。間もなく血圧低下を認め、集中治療室で全身管理を行

うも、多臓器不全が急速に進行した。入院時に認めた下腿の紫斑は体幹、上肢、顔面へと拡大した。その後、

酸素化障害が進行し人工呼吸器管理となり、さらに心室性不整脈を合併し、来院後 23 時間の経過で死亡

した。血液培養と右膝関節液培養より Streptococcus pneumoniae が分離された。【結語】急激な経過を辿っ

た侵襲性肺炎球菌感染症を経験したので報告する。

４．顆粒球輸血により鎮静化し得た侵襲性肺アスペルギルス症の一例

外山大輔、藤田祥央、花村麻衣子、塚田大樹、秋山康介、松野良介、磯山恵一

昭和大学藤が丘病院小児科

［緒言］免疫抑制状態下に合併する侵襲性肺アスペルギルス症（IPA）は、治療に難渋する致死的な疾患

の一つである。当科において、最重症再生不良性貧血に対する免疫抑制療法中に IPA に罹患し、顆粒

球輸血と造血幹細胞移植で救命し得た一例を経験した。［症例］10 歳女児。最重症再生不良性貧血に対

し、サイクロスポリンと ATG による免疫抑制療法を施行したが無効であった。ATG 投与から 5 ヶ月後

に IPA を合併した。各種抗真菌剤の投与では改善せず、移植による造血能の回復をなくしては IPA の治

癒も期待できないと判断した。両親をドナーとした複数回の顆粒球輸血により IPA の鎮静化を図った後、

HLA1 抗原不一致の母親をドナーとして骨髄移植を遂行し、再生不良性貧血の寛解に至った。［結語］重

症感染症に対する顆粒球輸血の臨床上の有用性には一定の見解はないが、計画的な複数回の顆粒球輸血

は移植の支持療法として有用であった。



17 18

１．川崎市における無料肝炎ウィルス検査の実施状況

三﨑貴子１）、大嶋孝弘１）、丸山…絢１）、宮崎わかな２）、小泉祐子２）、岩瀬耕一１）、平岡真理子２）、瀬戸成子２）、

岡部信彦１）

１）川崎市健康安全研究所、２）川崎市健康福祉局健康安全部健康危機管理担当

　より有効な肝炎ウィルス検査の普及啓発方法を検討するため、2008 年度から 2012 年度までに、川崎市

内の委託医療機関で「特定感染症検査等事業に基づき実施する無料肝炎ウィルス検査」を受けた 60702

名を対象とし、検査の実施状況を調査した。受検者は、2008 年度のみ 21200 名、以後は 8534 ～ 11962 名

で、いずれの年度も女性が多かった。40 ～ 44 歳と 60 ～ 69 歳で二峰性に多く、2008 年度以外は事業所

等での一般健診実施月の 6 ～ 7 月、9 ～ 10 月と、年度末の 3 月に増加していた。検査は単独実施と生活

習慣病予防目的である特定健診との同時実施のいずれかを選択可能で、前者は年間を通じてほぼ一定し

ており、後者は各年度とも 4 月に少なく、一般健診の案内が出される 7 月にかけて増加した。99% 以上

が B 型と C 型肝炎ウィルス検査を同時に実施していた。

　健診との同時実施など検査を実施しやすい状況が必要で、検査希望者が求める情報を効果的に提供す

ることが重要と考える。

２．A 型肝炎ウィルスの家族内感染の一事例

茂木千代子１）、菊池健太郎１）、２）・長井美知子１）、芦川鈴子１）、梶山祐介２）、高井敦子２）、宮川　浩２）、

三﨑貴子３）、清水英明３）、岡部信彦３）、吉田　稔２）

１）帝京大学医学部附属溝口病院　Infection…Control…Taem
２）帝京大学医学部附属溝口病院　第四内科、３）川崎市健康安全研究所

　A 型肝炎の家族内発症例を経験した。患者は 45 才女性、夫が 10 週間前に A 型肝炎を発症していた。

患者は劇症化に至らず改善し、A 型肝炎ウィルスの遺伝子型は IA であった。5 歳の長男の糞便中から

HAV-RNA が検出されたが、無症状であった。VP1/2A 領域のシークエンスでは患者と 100% 一致してい

た。長男は 2 週間毎に糞便の検査を行い、陰性化を確認した。本邦の A 型肝炎罹患率の低下により、抗

体保有率も低下しているため、家族内感染に注意する必要がある。

［ウィルス・その他］ 14：36 ～ 15：21
座長：聖マリアンナ医科大学　感染制御部　竹村　弘
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３．伝染性単核球症にレミエール症候群を併発した 1 例

前野　努、岡　秀昭

関東労災病院感染治療管理部

　20 代既往歴のない女性が発熱、咽頭痛、頸部リンパ腫脹で当院耳鼻科入院した。ステロイド投与など

行なうも、解熱せず当科コンサルトあり。

　臨床症状と WBC 正常、異型リンパ球ありにて伝染性単核球症と判断した。後に血清学的にも EB ウイ

ルス初感染が確認されたが、自然軽快せずに全身状態悪化。胸部レントゲンにて両側多発結節陰影が出

現したため、レミエール症候群を鑑別に挙げ、造影 CT と血液培養を施行したところ、レミエール症候群

が確認された。アンピシリンスルバクタム投与により軽快傾向となる。EB ウイルス感染とレミエール症

候群が合併した興味深い症例と思われるため報告する。

４．タイから帰国した後、発熱で受診した一例

廣瀬雅宣、…清水剛治、…田中啓太、…福田靖子、増井健太朗、山崎行敬、根本隆章、西迫…尚、…鳥飼圭人、…

川田剛裕、中川禎介、…國島広之、松田隆秀

聖マリアンナ医科大学病院　

【症例】19 歳男性　【主訴】発熱、関節痛

【経過】入院 2 週間前から 7 日間タイに渡航、…旅行中、就寝中に蚊刺があった。入院 5 日前から 40℃の発

熱、眼窩痛、悪寒戦慄、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気・嘔吐、頻回の水様便を認め当院夜間急患センター

を受診した。四肢体幹部の紅斑、肝脾腫を認め白血球、血小板の低下、異型リンパ球の増多、肝機能障害、

CK の上昇を認めた。ターニケット試験陰性。…血清塗抹標本ではマラリア原虫は陰性、第 10 病日にデン

グ迅速キットを使用したところ NS 抗原、IgM、IgG が陽性となり、国立感染症研究所にてデング熱ウイ

ルス PCR が陽性、デング熱１型と診断した。経過良好で退院となった。…

【考察】蚊刺の病歴があったことからデング熱を疑い、…潜伏期の考慮を含めた他の渡航感染症の鑑別を行

い、…異型リンパ球増多に加えて迅速診断キットにてデング熱と診断した症例であった。
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５．治療に苦慮した結石性膿腎症の一例

添田宗市、徳永正俊、宮北英司

東海大学医学部付属大磯病院

　症例は 74 歳男性、2013 年 6 月食欲低下にて来院。CT にて右珊瑚状結石による膿腎症の診断で緊急入院。

抗生剤（CTRX2g/day）投与するも臨床症状の改善が認められないため、尿管ステント挿入し連日生食

にて洗浄を行った。腎盂尿の培養からは Proteus mirabilis（ESBL）が検出され、抗生剤を変更（LVFX500

㎎ /day）するも、腎周囲膿瘍の増悪を認めたため、尿管ステントによるドレナージでは不十分と考え、

右腎摘除を試みた。術中、後腹膜腔から多量の黄色膿の排出を認め、右腎は周囲と強固に癒着し腎茎へ

の到達が困難と判断したため、腎切石術及び腎瘻造設を行った。術後経過良好で、術後 16 日目に腎瘻抜去、

18 日目に軽快退院し、現在創感染に対し外来にて経過観察中である。本症例は尿管ステントによる内瘻

にもかかわらず珊瑚状結石による炎症が遷延し、腎盂内圧の上昇により腎周囲に膿が流出したものと考

えられる。腎摘は困難であったが腎切石、腎瘻造設することにより膿尿のドレナージが良好となり治療

できたと考えられる。
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ランチョンセミナー

12：00 ～ 13：00（1F ホール）

共催：アルフレッサファーマ株式会社

「臨床に役立つ感染症迅速検査の実際」　 座長：宮北英司
演者：三田村敬子（永寿総合病院　小児科　主任部長）
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第７５回 神奈川県感染症医学会 

ランチョンセミナー 
 

 

日 時 ２０１４年３月１５日（土）１２：００～１３：００ 

 

場 所 ヨコハマ創造都市センター １階ホール 

〒２３１－８３１５ 横浜市中区本町６－５０－１ 

（℡ ０４５－２２１－０３２５） 

 

座 長 宮北 英司 先生 

東海大学医学部 外科学系 泌尿器科学 教授  

 

 

 

『臨床に役立つ感染症迅速検査の実際』 

三田村 敬子 先生 

永寿総合病院 小児科 主任部長 

 

 

 

共催 神奈川県感染症医学会  

アルフレッサファーマ株式会社 

 

                     ※尚、当日はお弁当をご用意しております 
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シンポジウム

15：25 ～ 16：25（3F 会場）
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１．バンコマイシン耐性腸球菌（vancomycin resistant enterococcus, VRE）の発生と院内感染防止対策

宮北英司、手島芳江、伊藤正仁、小林一郎

東海大学医学部付属大磯病院

　2008 年、5 月我々は VRE の院内発生を経験し、その対策と連携について報告する。

　VRE は ICU、移植病棟、悪性腫瘍病棟、熱傷病棟などの重篤な基礎疾患を有する感染し易い患者に院

内感染し問題となる。

　多くの VRE はバンコマイシンに高度耐性で、また、VRE のバンコマイシン耐性遺伝子が他のグラム

陽性球菌（MRSA）に伝達される可能がある。このため、その院内感染対策がきわめて重要である。

　VRE は本質的に感染抵抗力が低下した患者に対する　日和見病原体　（いわゆる弱毒菌，平素無害菌）

による日和見感染である。VRE による重篤な菌血症をおこす可能性のある患者すなわち重篤な基礎疾患、

または重篤な栄養失や免疫不全の患者、血管内カテーテル留置等…種々医療処置を受けている患者などで、

全身状態の良い患者が VRE 菌血症をおこす可能性はほとんどない。我々は、VRE 発生の認識ご、5 名の

発生の段階でプレスリリースを行い、また院内伝播防止対策をこうじた。① VRE 保菌者の多くは VRE

が腸管に定着していることが多く VRE が糞便中に高濃度に含まれる。このため VRE 保菌患者の便又は

尿（特に便）から VRE が繰り返し排出されるため、徹底した管理。院内感染防止対策が遅れた場合、病

院環境が広範囲に VRE により汚染される可能性が高い。② VRE を発見して封じ込めるためには、積極

的な対策と、職員に特別な自覚を与える講習会を行う。③隔離予防対策解除の基準を設け、1 週間以上間

隔をあけて 3 回連続して、複数の部位から採取したすべての検体の培養検査で VRE 陰性の結果が得られ

た場合とした。

　VRE 陽性患者は、77 名で、2014 年 2 月現在通院中 12 名、通院なし 26 名、入院中 1 名、死亡（原疾患

による）38 名である。

　現在も要請歴のある患者が入院する場合は、便培養で必ず陰性を確認する。

　地域の連携としては、周辺の老人介護施設にも、情報を伝え、啓蒙・協力を要請した。

［総合テーマ「院内感染対策と地域連携」］ 15：25 ～ 16：25
司会　東海大学医学部附属病院　感染対策室　宮地勇人
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２．地域連携の取り組み：大学病院の立場から

高山陽子

北里大学病院感染管理室

　平成 24 年度の診療報酬改定において、感染防止は医療安全から独立し、独自の評価体系に地域支援ネッ

トワークの構築が新たに加わった。

　当院は感染防止対策加算 1 の算定を申請し、相模原市病院協会を通じて加算 1 算定希望の市内１医療

機関、加算 2 算定希望の市内 6 医療機関と連携を結んでいる。

　連携活動の内容は、加算 1 算定の市内 1 医療機関とは相互評価として年 1 回受審と訪問を行っている。

また、加算 2 算定の市内 6 医療機関とは「さがみ院内感染対策カンファレンス」を年 4 回開催している。

病原体や耐性菌の検出状況、抗菌薬や消毒薬の使用状況、感染対策エピソード報告などを、当番施設が

発表し、意見交換を行っている。その他、相互施設の感染対策委員会への出席、カンファレンス以外で

も感染対策に係る相談の受付なども行っている。

　お互いの顔が見える関係から、各施設にとって有益な地域連携を目指しており、その活動を紹介する

３．感染防止対策地域連携の活動報告　―参加型合同カンファレンス有用性の検討―

樋口ひとみ

JA 神奈川県厚生連　相模原協同病院　医療安全対策室感染症担当師長　感染管理認定看護師　

　2012 年度診療報酬改訂で推進された感染対策は、情報の共有と連携及び支援体制を構築することで地

域のレベルを高めるという趣旨で新設された。当院は加算１の施設として、近隣の加算 2 の 3 施設（A:

急性期病院、B: 急性期＋療養型病院、C: 療養型＋精神科病院）と連携した。連携を開始するにあたり、

当院の感染防止対策加算に対する取り組みの原則を掲げ、充実したカンファランスに繋げたいと考えた。

一方的なカンファランスにならないように配慮し、活発なディスカッションの場を提供するために、院

内感染対策に関するテーマを決め、司会・座長・発表等は当番制の参加型形式にした。また、地域にお

ける感染対策のレベルアップには、病院間の連携だけでなく行政の協力・支援が不可欠と考え、保健所

職員の参加を求めた。連携開始後 2 年を経過し、活動内容を振り返るために参加型合同カンファランス

の有用性について検討したので報告する。
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４．地域連携の取り組み：行政の立場から（横浜市）

岩田眞美

横浜市健康福祉局　健康安全部　健康安全課（横浜市保健所）　医務担当部長（健康安全課長）　

　院内感染対策支援ネットワークのあり方に関して、第 10 回院内感染対策中央会議において提言が取り

まとめられたことを踏まえ、平成 23 年 6 月 17 日に厚生労働省医政局指導課長通知「医療機関における

院内感染対策について」が出された。その中で、地方自治体はそれぞれの地域の実情に合わせて、地域

における院内感染対策のためのネットワークを整備し、積極的に支援することと、役割が明記された。

　平成 24 年 4 月に診療報酬制度の改正に伴い、感染防止対策加算が新たにスタートし、これを機に市と

しての考え方と対応について検討し、感染防止対策加算 1 の届出をしている市内 23 病院を対象に『横浜

市感染防止対策支援連絡会』を立ち上げ、平成 25 年 3 月に第 1 回連絡会を開催した。

　平成 25 年度は、4 月に連絡会運営の参考とするためのアンケートを実施し、その結果を踏まえ、①「感

染防止対策加算１」ローテーションマッチングの実施、②合同カンファレンスの開催（10 月）、③支援連

絡会全大会の開催（3 月）、④ホームページ開設、⑤職種別メーリングリストの開設、⑥情報メールの発

信等を取組事項とした。②は、複数の市内加算１施設とその連携する市内加算２施設が合同で実施する「合

同カンファレンス」として実施、「加算 1」19 病院、「加算 2」17 病院、計 148 人の参加があった。12 月にマッ

チング希望と連携状況の調査を行い、希望のあった病院のローテーションマッチングを決定した。

　感染症対策の地域連携については、横浜市は医療機関数が多く、核となる病院も複数あることから、

先生方からのアドバイスをいただきながら、行政が「声かけ」や「場の設定」をすることで、円滑に開

始出来た。今後、病院の実務担当者に負担をかけずに、かつ各病院が主体的に参加できる会になるよう、

協力・支援をしていきたいと考えている。
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第 14 回神奈川若手医師
感染症セミナー

16：30 ～ 18：30（3F 会場）
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第14回 神奈川若手医師感染症セミナー

謹啓 時下、先生方におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。

この度、第14回神奈川若手医師感染症セミナーを下記の要領にて開催する運びとなりました。

今回も特別講演と症例検討会のコメンテーターは 国立国際医療研究センター病院

国際感染症センター センター長 大曲 貴夫先生にお願い致しました。

ご多忙の折とは存じますが、万障御繰り合わせの上ご出席賜りますようご案内申し上げます。

謹白

日時：２０１４年３月１５日（土）１６：３０～１９：００

会場：ヨコハマ創造都市センター ３階スペース
横浜市中区本町６ ５０ １ TEL：045 221 0325 FAX：045 221 0215横浜市中区本町６－５０－１ TEL：045-221-0325 FAX：045-221-0215

製品紹介 『 オキサゾリジノン系合成抗菌剤 ザイボックスについて 』 ファイザー株式会社

Opening Remarks 「横浜市立大学 感染症診療マニュアルの案内」 １６：４５～１７：００
横浜市立大学大学院医学研究科 病態免疫制御内科学 教授 石ヶ坪 良明 先生

会費：５００円 ※初期研修医・学生・コメディカルの方は無料です

特別講演＆総合コメンテーター １７：００～１８：００

「 市中で診る耐性菌感染症 」

司会 横浜市立大学附属病院 リウマチ・血液・感染症内科 准教授 上田 敦久 先生

横浜市立大学大学院医学研究科 病態免疫制御内科学 教授 石ヶ坪 良明 先生

「 市中で診る耐性菌感染症 」
国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター

センター長 大曲 貴夫 先生

座長
横浜市立大学附属病院 リウマチ・血液・感染症内科 寒川 整 先生

東海大学医学部付属病院 総合内科 柳 秀高 先生

症例呈示Ⅰ

症例呈示Ⅱ

東海大学医学部付属病院 総合内科 柳 秀高 先生

「演題未定」 １８：００～１８：３０
横浜市立大学附属病院 リウマチ・血液・感染症内科 比嘉 令子 先生

「演題未定」 １８ ３０ １９ ００

共催 神奈川若手医師感染症セミナー
ファイザー株式会社※軽食をご用意しております。

総括 横浜市立大学附属病院 リウマチ・血液・感染症内科 准教授 上田 敦久 先生

症例呈示Ⅱ 「演題未定」 １８：３０～１９：００
東海大学医学部付属病院 総合内科 桑野 公輔 先生
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【交通のご案内】

ヨコハマ創造都市センター
〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1
Tel. 045-221-0325 Fax. 045-221-0215
○みなとみらい線「馬車道駅」1b出口[野毛・桜木町口（アイランドタワー連絡口）]
○JR・市営地下鉄「桜木町駅」徒歩5分
○JR・市営地下鉄「関内駅」徒歩7分

※ 当施設には駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用下さい。
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謝　辞

第 75 回神奈川県感染症医学会開催にあたり、ご賛同、ご支援を賜りました企業に
厚く御礼申し上げます。（敬称略、あいうえお順）

旭化成ファーマ株式会社

アステラス製薬株式会社

アルフレッサファーマ株式会社

MSD 株式会社

杏林製薬株式会社

協和発酵キリン株式会社

第一三共株式会社

大正富山医薬品株式会社

大日本住友製薬株式会社

武田薬品工業株式会社

田辺三菱製薬株式会社

Meiji Seika ファルマ株式会社



神奈川県感染症医学会

第 75回神奈川県感染症医学会事務局

東海大学医学部 外科学系 泌尿器科学
〒259-1193　伊勢原市下糟屋 143
TEL 0463-93-1121　内 2340


