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脳神経外科

梧郎

救急災害医療センター長）

第 79 回神奈川県感染症医学会
日時
● 2016 年 3 月 12 日（土）10 時 35 分～16 時 25 分
受付開始：9 時 30 分
開会 10 時 35 分
● 評議員会：10 時 00 分～10 時 30 分（1 階大会議室）
会場
● ソリッドスクエア川崎 B1F ソリッドスクエアホール
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番
アクセス
ＪＲ川崎駅西口より徒歩７分
または京急川崎駅西口より徒歩５分

問い合わせ先
● 第 79 回神奈川県感染症医学会事務局 加藤晶人
〒214-8525 川崎市多摩区宿河原 1-30-37 川崎市立多摩病院 救急災害医療センター
TEL: 044-933-8111、FAX: 044-930-5181、E-mail: akihito_y_bb@yahoo.co.jp
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会長挨拶
このたび、伝統ある神奈川県感染症医学会の第 79 回当番会長という大役を仰せつかり、身に余る
光栄と、その責任の重大さを感じております。
本医学会は医学生、若手医師、第一線で活躍している医師、そして経験豊富な医師が自由に集う勉
強の場であるとともに、親交の場でもあります。感染症に関わる知識を up date して行くことは、
個々の専門性を活かすために必須のことであると考えます。専門性や経験にとらわれず、それぞれ
の立場から深く議論できることを期待しております。本会では、これまでと同様、口演発表ととも
にポスター展示を行い、その中から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いたし
ます。多くの方にご参加いただき、活発な議論が展開されることを期待しております。
第 79 回神奈川県感染症医学会 当番会長
川崎市立多摩病院（指定管理者 学校法人聖マリアンナ医科大学）
副院長・脳神経外科病院教授・救急災害医療センター長 長島梧郎

謝辞
第 79 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、五十音順）
旭化成ゾールメディカル
アステラス製薬株式会社
株式会社アムコ
MSD 株式会社
大塚製薬株式会社
コビディエンジャパン株式会社
サラヤ株式会社
第一三共株式会社

大日本住友製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
株式会社ツムラ
帝人株式会社
テルモ株式会社
ノーベルファーマ株式会社
HOYA Technosurgical 株式会社
Meiji Seika ファルマ株式会社
株式会社メディコン
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学会参加者へのご案内
【ご発表の皆様へのお願い】
発表者は当学会会員である必要があります。発表者が未入会の場合、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。
■ 口演発表
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 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、次演者席にお着きください。事務局で用意する PC は、
OS: Windows 8、アプリケーション: Windows 版 Power Point 2007 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
ラブル防止のためスライドは USB メモリーで当日必ずご持参下さい。
宛先：akihito_y_bb@yahoo.co.jp
〆切：2016 年 3 月 9 日（水）20 時
■ 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（水）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 時に貼り出しいたします。演題名、演者、所属の入ったものを 1 枚目とし、
合計８枚までとしてください。
データ受付〆切以降は、当日ポスターをご持参下さい。サイズは縦 160cm x 横 90cm です。会終
了後、事務局にて撤去いたします。
宛先：akihito_y_bb@yahoo.co.jp
〆切：2016 年 3 月 9 日（水）20 時
■ 座長の皆様へ
担当セッション開始の 30 分前には受付をお済ませください。
担当セッション開始の 5 分前には次座長席にお着きください
■ 参加者の皆様へ
１．受付開始時間はソリッドスクエアホール（B1F）入口：9:30～
２．参加費：1,000 円
３．受付にてお名前を御芳名帳に記入の上、お支払いください。
４．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
ソリッドスクエア川崎・ソリッドスクエアホール
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第 79 回 神奈川県感染症医学会

2016 年 3 月 12 日（土）10:35～16:25

場所：ソリッドスクエア川崎

プログラム
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日程表
３月１２日（土）
1F 大会議室

ソリッドスクエアホール（B1F）
１０：００～

B1F ロビー

評議員会

１０：３０
１０：３５～

開会の辞

ポスター閲覧

１０：４０
１０：４０～

一般演題Ⅰ―①

～耐性菌、その他～
座長：宮崎直幹

１１：１６
１１：２０～

一般演題Ⅰ―②

～稀な感染症～
座長：池田裕一

１１：４７
１２：００
～

ランチョンセミナー
「話題の耐性菌と新しい感染症治療の方向性」
座長：長島梧郎

１３：００
演者：館田

一博 教授

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社
１３：０５～

第 78 回学術奨励賞授賞式

１３：１５
１３：１５～

一般演題Ⅱ―①

～感染性心内膜炎・手術部位感染～
座長：國島宏之

１３：５１
１３：５５～

一般演題Ⅱ―②

～リステリア菌感染症、その他～
座長：浅井さとみ

１４：２２
１４：２５～

一般演題Ⅱ―③

～結核、その他～
座長：菊池健太郎

１５：０１
１５：０５～

一般演題Ⅲ―①

～その他の感染症～
座長：高山陽子

１５：３２
１５：３５～

一般演題Ⅲ―②

座長：望月

１６：１１
１６：１５～

～感染制御～

閉会の辞

１６：２５
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徹

開会の辞

第 79 回神奈川県感染症医学会当番会長
川崎市立多摩病院 脳神経外科

長島梧郎

10:40～11:47

一般演題Ⅰ
～耐性菌、その他～
座長：済生会横浜市南部病院

10:40～11:16
呼吸器内科 宮沢直幹

１．リアルタイム PCR 法によるメチシリン耐性菌、一般細菌の迅速診断の検討
２．海外からの転院で多剤耐性菌対策を徹底できた広範囲熱傷の 1 例
３．当科におけるクリプトコッカス抗原陽性、肺クリプトコッカス症７例の臨床的検
討
４．ステロイド投与中に菌が同定された成人百日咳の一例
～稀な感染症～
座長：昭和大学藤が丘病院

11:20～11:47
小児科 池田裕一

５．川崎病様症状を呈した Edwardsiella tarda 感染症の 1 例
６．Shewanella algae が検出された 5 症例の後方視的検討
７．Listeria monocytogenes 敗血症を発症した Felty 症候群の一例
12:00～13:00

ランチョンセミナー
第 78 回神奈川県感染症医学会学術奨励賞

13:05～13:15

授章式

1
13:15～15:01

一般演題Ⅱ
～感染性心内膜炎・手術部位感染～
座長

川崎市立多摩病院

13:15～13:51
総合診療内科 國島宏之

８．肺炎像を呈した感染性心内膜炎の 2 例
９．感染性心内膜炎予防抗菌薬の検討
１０．人工膝関節を温存できた人工膝関節置換術後早期感染の 1 例
１１．アパセラムを用いた頭蓋形成術後の硬膜外膿瘍 2 症例の検討
～リステリア菌感染症、その他～
座長：東海大学医学部

13:55～14:22
基盤診療学系臨床検査学 浅井さとみ

１２．リステリア菌による敗血症, 肝膿瘍をきたした全身性エリテマトーデス(SLE)
の一例
１３．Listeria monocytogenes による細菌性髄膜炎の１症例
１４．8 ヶ月の間に経験したウエステルマン肺吸虫症の二例
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～結核、その他～

14:25～15:01
座長：帝京大学附属溝の口病院

消化器内科

菊池健太郎

１５．当院で検出された結核菌の薬剤感受性および分子疫学解析結果の検討（その 1）
１６．当院で検出された結核菌の薬剤感受性および分子疫学解析結果の検討（その 2）
１７．Mycobacterium gordonae による膿胸に Aspergillus fumigatus 感染を合併し
診断、治療に難渋した 1 例
１８．粟粒結核の治療中に、前立腺結核と診断した１例
一般演題Ⅲ

15:05～16:11

～その他の感染症～

15:05～15:32
座長

北里大学病院

感染管理室

高山陽子

１９．Multiplex RT-PCR 法による発熱発疹性疾患の病原体検索
２０．Neisseria gonorrhoeae（淋菌）の経時的生菌数の推移に関する検討
２１．当院における血液培養陽性症例と陰性症例の白血球およびその分画の比較検討
15:35～16:11

～感染制御～
座長：日本医大武蔵小杉病院

感染制御部

望月徹

２２．川崎市における梅毒の発生状況－過去 10 年間の動向と近年の特徴について－
２３．Antimicrobial Stewardship Program (ASP) による抗菌薬適正使用に向けた
取り組み
２４．高度救命救急センター病棟における環境消毒方法の検討： 超親水性樹脂コー
ティング銀含有抗菌シートの長期抗菌活性
２５．地域感染制御活動における臨床検査技師の役割と課題
16:15～16:25

閉会の辞
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一般演題抄録
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[耐性菌、その他]
座長： 済生会横浜市南部病院

10:40～11:16
呼吸器内科 宮沢直幹

１．リアルタイム PCR 法によるメチシリン耐性菌、一般細菌の迅速診断の検討
友山瑛人 1、豊田行健 2、平野智 1、佐藤泰之 1、荏原茂 1、住友みどり 1、川村正樹 3、小林直実 3、
山崎悦子 1
1
横浜市立大学附属病院 臨床検査部、2 同 リウマチ・血液・感染症内科、3 同 整形外科
【はじめに】メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の迅速診断は早期治療介入のために重要で
ある。今回我々は mecA 遺伝子、16SrRNA 遺伝子をターゲットとしたリアルタイム PCR 法が迅速
診断に有用であるかを検討した。
【方法】リアルタイム PCR はメチシリン耐性を規定する mecA 遺伝子に対するプライマーと菌体
の有無を確認する 16SrRNA 遺伝子に対するプライマーの 2 種類を用い、2015 年 6-8 月に分離同
定した臨床分離株 69 件のコロニーより細菌由来 DNA を抽出して行った。
【結果】mecA 遺伝子を保有する菌に対して施行した PCR 法は培養同定検査に対して感度 100%、
特異度 100%であった。
16SrRNA 遺伝子に対して施行した PCR 法の融解曲線解析ではグラム陽性陰性の判別率は 100％で
あった。
【考察】mecA 遺伝子に対する PCR を施行することにより、臨床上重要な MRSA をはじめとするメ
チシリン耐性菌の検出を高精度に行えた。
16SrRNA 遺伝子に対する PCR 法では融解温度のばらつきなく近似し、高感度であった。今回の臨
床分離株からの検討は有用な結果が得られた。

２．海外からの転院で多剤耐性菌対策を徹底できた広範囲熱傷の 1 例
望月 徹
日本医科大学武蔵小杉病院 感染制御部
【症例】57 歳日本人男性。広範囲熱傷を出張先インドネシアで負い、現地治療 7 日後当院に転
院。顔面・後頸部・四肢 2 度 40%。前医培養情報無く、多剤耐性菌保菌を危惧し、入室時から個
室隔離、接触予防策適応を決めた。救命救急センター入室時創部グラム染色でグラム陰性菌観
察。入院時監視培養で、多剤耐性 Klebsiella pneumoniae、Acinetobacter baumannii、

Staphylococcus haemolyticus 検出し、個室隔離、接触予防策継続。感染管理看護師(ICN)介入
による処置等入室時より継続。第 14 病日一般病棟個室に転棟転室。第 29 病日自宅退院。退院
後、環境・他患者から本患者の耐性菌検出無し確認。
【考察】感染対策 1．海外の多剤耐性菌蔓延情報共有 2．入室時グラム染色：耐性菌予測とスタ
ッフの感染対策遵守意識付け 3．入室時監視培養 4．入室時より個室隔離、接触予防策：3 の結
果で継続是非決定 5．ICN 介入：感染対策徹底 6．一般病室で接触予防策継続。海外医療機関で
は多剤耐性菌蔓延の現状があり、入室時から耐性菌保菌を想定した感染対策は必須と考えた。
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３．当科におけるクリプトコッカス抗原陽性、肺クリプトコッカス症７例の臨床的検討
西連寺 悠、小泉晴美、増本菜美、小林信明、髙橋健一
横浜南共済病院 呼吸器内科
2010 年 10 月～2015 年 12 月までに当院診断した肺クリプトコッカス抗原陽性で、肺クリプトコ
ッカス症と診断した 7 例について臨床的に検討した。男性 3 例、女性 4 例。年齢は 43 歳～81 歳。
発見動機は胸部異常陰影 3 例、症状発現 4 例。基礎疾患としては関節リウマチ 5 例、その他 1
例で、基礎疾患を有する全例にステロイドや抗リウマチ薬が使用されていた。4 例で気管支鏡検
査を施行して病理組織学的診断を行なったが、培養陽性例なく、全て臨床診断例であった。画
像所見は、結節影＋粒状影 1 例、多発結節影 2 例、多発浸潤影 1 例、浸潤影＋多発結節影 3 例。
診断後に 1 例は経過観察、6 例で FCZ にて治療が開始されていた。治療中に他疾患で死亡 2 例、
治療終了 2 例、治療中 2 例で、うち 1 例は外科的切除を検討中である。当科における臨床診断
例の肺クリプトコッカス症例には、画像所見で単結節のみはなく、臨床経過で重篤な症例も認
めた。他の文献的考察を合わせて比較検討して報告したい。

４．ステロイド投与中に菌が同定された成人百日咳の一例
内藤善介 1、山口裕礼 2、駒瀬裕子 2、小野綾美 2、檜田直也 2、山本崇人 2
1

聖マリアンナ医科大学 臨床研修センター、 2 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 呼吸器
内科
５７歳女性。既往に４２歳、悪性リンパ腫の治療歴あり、５６歳気管支喘息疑い。Ｘ年８月下
旬より咳嗽、喀痰症状あり、９月９日より発作性の呼吸困難を認め、９月１２日に当院を受診
した。胸部聴診にてラ音は聴取せず、胸部ＣＴにて異常所見なし、炎症反応陰性。呼吸機能は
正常で可逆性はなし。喘息発作の疑いとして内服全身ステロイドにて加療を行ったところ症状
は少しずつ改善あったが１０月下旬より咳嗽と呼吸困難の悪化あり１０月３０日に入院となる。
入院後は点滴ステロイド加療するも改善なく入院第１１病日に喀痰培養から Bordetella
pertussis を検出し百日咳と診断した。マクロライド治療にて症状は改善傾向にあった。百日咳
毒素＜３、線維状赤血球凝集素２６と上昇しておらず、ステロイド中止後のペア血清でも上昇
はなかった。全身ステロイドを使用したことで症状が増悪し菌が検出されたと考えられる。
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[稀な感染症]
座長： 昭和大学藤が丘病院

11:20～11:47
小児科 池田裕一

５．川崎病様症状を呈した Edwardsiella tarda 感染症の 1 例
池田裕一、西岡貴弘、磯山恵一
昭和大学藤が丘病院小児科
【はじめに】Edwardsiella tarda（以下 E.tarda）は腸内細菌科の Edwardsiella 属に属するグ
ラム陰性桿菌であり，成人では感染により多彩な症状が出現することが報告されているが、小
児の報告例は非常に少ない。
【症例】8 歳男児。発疹と心窩部痛と腹痛が出現し、第 3 病日に前医入院。第 4 病日にイチゴ舌、
硬性浮腫出現し、川崎病と診断され第 5 病日に当院転院となった。細菌感染症なども否定でき
ず CTRX とアスピリンにて治療を行い、第 6 病日に解熱した。入院時の便培養から E. tarda が
検出され、E. tarda による腸管感染症と診断した。
【考察】E. tarda は自然界に広く生息し，両生類、爬虫類や魚類から分離されている。患児は
爬虫類を日常的に触れる趣味があり、この接触により感染したことが考えられた。本邦におい
て川崎病様症状を呈した E. tarda 感染症の報告はないが、抗菌薬により容易に死滅するため、
菌が検出されない感染症例も存在すると考えられる。

６．Shewanella algae が検出された 5 症例の後方視的検討
後藤未来 1、小泉多恵子 1、山冨桂司 1、高田祐輝 1、小野祐太郎 1、後藤正寿 1、萬 淳史 2、佐藤
守彦 3
1
湘南鎌倉総合病院 検査部、2 同 薬剤部、3 同 感染対策室
【はじめに】Shewanella 属は特に海洋環境に存在するグラム陰性桿菌である。今回、当院で本
菌が検出された 5 症例を報告する。
【対象】2011 年～2015 年に Shewanella algae が検出された 5 症例。
【方法・結果】カルテレビューで後方視的に下記の項目について検討した。平均年齢 60.6 歳、
男性 4、女性 1。検体名：開放性膿 1、血液 1、腹水 1、胆汁 2。
【考察】S.argae の病原性は弱いが、海水の暴露が原因で中耳炎や外耳炎、皮膚軟部組織感染症
などを引き起こす。また、肝胆道系疾患、悪性疾患などの基礎疾患を背景に菌血症や髄膜炎な
どの重傷感染症も引き起こすことがある。生魚の喫食により本菌に感染、血流感染を引き起こ
した可能性のある事例もあった。今回の症例では海水の暴露や生魚の摂取などはカルテレビュ
ーからは不明であった。感受性は良好であったが、2 症例で MEPM 耐性がみられた。
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７．Listeria monocytogenes 敗血症を発症した Felty 症候群の一例
池田房代 1、須田昭子 1、渡辺俊幸 1、大野滋 1、加藤英明 2
1
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、2 同 感染制御部
症例は、74 歳女性。糖尿病に対してインスリンで加療、関節リウマチ（RA）に対して MTX で加
療中であった。今回の発熱の約半年前に脾腫、汎血球減少をきたし、Felty 症候群の診断で
PSL20mg で加療。リハビリテーション目的で他院に転院。体調が落ち着いていたため、1 泊自宅
に外泊したが、帰院時より 39 度台の発熱あり、精査加療目的で当科に転院。転院時意識障害あ
り、敗血症の疑いで TAZ/PIPC 開始。入院時血液培養検査 4 本中 3 本で Listeria monocytogenes
陽性。髄液検査で髄膜炎は否定的であった。TAZ/PIPC 継続したが意識障害、酸素化が徐々に悪
化し、転院第 5 日目に死亡した。免疫抑制剤投与中の注意すべき合併症として重症感染症があ
り、Listeria monocytogenes による敗血症の重症例の致死率は 20-30%と非常に高く、特に、高
齢、糖尿病合併例では念頭に置くべきと考えた。
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[感染性心内膜炎・手術部位感染]
座長：川崎市立多摩病院

13:15～13:51
総合診療内科 國島宏之

８．肺炎像を呈した感染性心内膜炎の 2 例
室橋光太、井上美代、都丸公二、宮沢直幹
済生会横浜市南部病院 呼吸器内科
【症例 1】特に既往のない 36 歳女性。X 年 9 月 22 日より 38℃の発熱、咳嗽が出現。11 月 9 日
に当院受診し、両肺浸潤影が認められたため肺炎が疑われ入院となった。入院後、心臓超音波
検査にて MR Ⅳ度、僧帽弁に疣贅を認め僧帽弁感染性心膜炎と判明した。両肺浸潤影は利尿薬に
て速やかに消失し、MR Ⅳ度に伴う肺水腫と考えられた。
【症例 2】気管支喘息の既往のある 52 歳男性。X 年 11 月 28 日より発熱、咳嗽、背部痛を繰り
返していた。12 月 11 日に両肺斑状影を認め肺炎と診断され入院となった。心臓超音波検査にて
三尖弁に疣贅を認め、三尖弁感染性心内膜炎と判明した。両肺の斑状影は septic emboli の所
見であった。
【考察】市中肺炎の治療目的で呼吸器内科に紹介となり感染性心膜炎と診断した 2 例を経験し
た。2 週間以上の発熱と肺炎像を呈する症例に対しては感染性心内膜炎を鑑別する必要があると
考えられた。

９．感染性心内膜炎予防抗菌薬の検討
金子明寛、中西康大
東海大学医学部外科学系口腔外科
【目的】感染性心内膜炎の経口予防抗菌薬としてアモキシシリン（AMPC）２ｇ術前投与が推奨
され、PC アレルギーに対してはセファレキシン（CEX）またはセファドロキシル（日本発売終了）
２ｇおよびアジスロマイシン（AZM）またはクラリスロマイシン（CAM）500mg 投与が推奨されて
いる。ペニシリン代替薬の年次的変化および予防抗菌薬服薬時の抜歯時の一過性菌血症の頻度
について検討したので報告する。
【方法】1)口腔連鎖球菌について当該薬剤の MIC を測定し年次的検討を行った。2)抗菌剤予防
投与下に抜歯を行い血液培養を行った。
【結果】口腔連鎖球菌に対するＭＩＣ９０はＡＭＰＣは 0.5μｇ/mL 以下 CEX 16 μｇ/mL、セフ
ァクロル 8 μｇ/mL であった。AMPC500ｍｇ服薬時の血液培養陽性率は 23％、CAM50%、AZM56%
であった。
【結論】口腔連鎖球菌に対するβラクラクタム剤の年次推移は著明な変動は認めなかった。CEX
の,MIC９０は高値だが、体内動態からは到達できる濃度と推察された。
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１０．人工膝関節を温存できた人工膝関節置換術後早期感染の 1 例
遠藤 渉、石郷岡秀哉、大野真弘、石森光一、秋山 唯、藤井厚司、松下和彦
川崎市立多摩病院 整形外科
症例は 74 歳の女性で、右変形性膝関節症に対して人工膝関節置換術を施行した。術後 15 日目
に 39°台の発熱、膝関節穿刺液の検鏡でグラム陽性球菌を認めたため、直ちに open debridement
with polyethylene liner exchange (ODPE)を施行した。抗菌薬は DAP に RFP を併用した。細菌
培養は MSSA であったが、初回手術のドレーンより多剤耐性の St. cohnii が、２回目手術のド
レーンより MRSE が検出されたため DAP と RFP を継続した。CRP の改善が下げ止まったため MINO
も併用し，CRP は正常化した。術後１年 3 ヵ月後の現在、感染の再燃は認めず経過良好である。
ODPE では、バイオフィルムの付着したポリエチレン インサートを交換することが重要で、膝後
方のデブリードマンが可能になる利点もある。早期診断，抗菌薬の適正使用により人工関節の
温存が可能となってきた。

１１．アパセラムを用いた頭蓋形成術後の硬膜外膿瘍 2 症例の検討
神野崇生 1、長島梧郎 1, 2、池田哲也 1、加藤晶人 2、森島啓之 1
1

川崎市立多摩病院 脳神経外科、2 同 救急災害医療センター

重傷脳損傷後に対する外減圧術後の頭蓋形成術に置いて、広範な皮膚壊死から硬膜外膿瘍を合
併した症例を経験した。症例１は 66 歳男性、左内頚動脈閉塞の診断で t-PA 投与、血管内治療、
外減圧、頭蓋形成術などの治療後、手術部位の広範な壊死が顕在化し、Staphylococcus
epidermidis、Klebsiella pneumonia、Peusomonas aeruginosa，MRSA など複数菌による硬膜外
膿瘍に進展した。症例２は 61 歳男性、急性硬膜下血腫にて開頭血腫除去・外減圧術、頭蓋形成
術を行ったが、広範な皮膚壊死を起こし、症例１同様に複数菌による感染症に進展した。外減
圧術後の頭蓋形成術は比較的難易度の低い手術と位置付けられているが、手術部位感染の頻度
は高く、患者にとっては耐え難い合併症に進展することがある。使用する人工骨の種類、患者
の頭皮の状態、人工骨の曲率など、様々な条件を総合的に判断し、慎重に手術計画を検討する
ことが必要と考える。
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[リステリア菌感染症]

13:55～14:22
座長： 東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学 浅井さとみ

１２．リステリア菌による敗血症, 肝膿瘍をきたした全身性エリテマトーデス(SLE)の一例
児玉 華子, 工藤 雄大, 谷 名, 田中 知樹, 安部 学朗, 小川 英佑, 和田 達彦, 永井 立夫,
田中 住明, 廣畑 俊成
北里大学医学部 膠原病感染内科
症例は 48 歳女性. X-16 年に全身性エリテマトーデス(SLE)と診断された. ステロイドパルス療
法後, PSL 40 mg/day で加療され改善し漸減された. 以降, PSL 15 mg/day 前後で再燃を反復, そ
の度に PSL を増量された. しかし, 2 型糖尿病合併のため PSL 増量は躊躇され, X-2 年よりアザ
チオプリン(AZA)を追加, PSL 12 mg/day と AZA 150 mg/day で落ち着いていた. X 年 9 月, 発熱,
全身関節痛, 右側腹部痛を主訴に受診した. 血液検査で CRP 23 mg/dL と高値を認め, 画像検査
で複数の肝膿瘍を指摘された. 抗菌薬 CTX で治療を開始したが, 血液培養 2 セットで Listeria
monocytogenes が検出されたため, ABPC+GM に変更した. 以降, 症状・検査所見とも軽快し, day
24 に退院した. リステリア菌は髄膜炎や敗血症の起炎菌として知られており, SLE 患者におい
て多く報告されている. また, リステリア感染症を発症した SLE 患者において発症時の PSL 量
には相関がなく, SLE 自体がリスクファクターとする報告もある. SLE 患者の敗血症を見た場合
はリステリア菌も考慮に入れる必要がある.

１３．Listeria monocytogenes による細菌性髄膜炎の１症例
村松孝行 2、長谷川翠 2、片渕盛将 2、村田宇謙 1、飯島広和 1、渡部和巨 1、佐藤守彦 3
1
東京西徳洲会病院外科、2 同 感染対策チーム、3 湘南鎌倉総合病院感染症対策室
【はじめに】Listeria monocytogenes は土壌や水など環境に分布するグラム陽性桿菌で、免疫
不全者に髄膜炎、菌血症などを起こす。今回、高齢者が Listeria monocytogenes による細菌性
髄膜炎と敗血症を発症した症例を報告する。
【症例】８９歳女性。風邪で活気なく発熱と嘔吐で当院に救急搬送。見当識障害があり肺炎、
髄膜炎などを疑った。採血では炎症反応高値があり細菌性髄膜炎、敗血症が考えられたが、髄
液検査では単球優位の細胞数の著名な上昇と糖の低下があった。翌日に血液培養が陽性になり
グラム染色では陽性桿菌が認められ、二日後には髄液からも血液寒天培地上でβ溶血を示す特
徴的なコロニーが認められた。抗菌薬治療を続けるも搬送より３日後に院内での菌種同定がつ
くと同時に死亡。
【考察】本症例は加齢による細胞性免疫不全の状態にある高齢患者が Listeria monocytogenes
による細菌性髄膜炎と敗血症を発症した症例であると考えられた。
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１４．8 ヶ月の間に経験したウエステルマン肺吸虫症の二例
井上真理 1、須藤成人 1、池田秀平 1、新海正晴 1、鄭 慶鎬 1、長島哲理 1、木村泰浩 1、石井宏志
1
、渡邉恵介 1、三科圭 1、篠田雅宏 1、下川路伊亮 1、佐藤隆 3)、築地淳 1、工藤誠 1、稲山嘉明 2、
乾健二 1、金子猛 3
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 同 病理診断科、3 横浜市立大
学大学院医学研究科 呼吸器病学
症例 1 は 47 歳女性。咳嗽、血痰を主訴に前医を受診、胸部レントゲン写真で左肺門部の結節影
を認め当科紹介となった。気管支鏡検査などの精査を行うも診断には至らず、外来で経過観察
となった。その後左胸水が出現、確定診断のため施行した胸腔鏡下胸膜生検にて、ウエステル
マン肺吸虫の虫卵を認めた。症例 2 は 51 歳女性。呼吸困難を主訴に前医を受診、胸部レントゲ
ン写真で左大量胸水を認め当科紹介となった。胸水の好酸球は増多、CT では左気胸の合併を認
めた。抗寄生虫抗体スクリーニング検査では、ウエステルマン肺吸虫の抗体が陽性となった。
肺吸虫症は、食生活の改善と啓蒙活動により 1970 年代までに患者数が激減した。しかし、1980
年代後半より再び、増加傾向にあり、年間 30 例から 40 例の新規患者が発生していると言われ
ている。我々は、症例 1 の 8 ヶ月後に症例 2 を経験した。肺吸虫症が身近な疾患になりつつあ
ることを念頭におき診療に当たる必要がある。
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[結核、その他]
座長： 帝京大学溝口病院

14:25～15:01
消化器内科 菊池健太郎

１５．当院で検出された結核菌の薬剤感受性および分子疫学解析結果の検討（その 1）
菊池眸 1、小嶋由香 1、杉田光男 1、佐野剛史 1、関根由貴 1、伊藤万里子 1、加野象次郎 1、中島由
紀子 2、西尾和三 3、平岡真理子 4、鈴木宣子 4、村瀬良朗 5、大角晃弘 5、御手洗聡 5
1
川崎市立井田病院 検査科、2 同 感染症内科、3 同 呼吸器内科、4 川崎市健康安全部、5 結核
予防会結核研究所
【はじめに】当院において分離同定された結核菌について、薬剤感受性試験および RFLP 法によ
る分子疫学解析を行い、興味ある知見を得たので報告する。
【材料および方法】当院で 2001 年～2013 年に結核と診断された患者から分離された 1,381 株を
検査材料とし、INH, RFP, SM, EB の４薬剤について MGIT AST 法を用い薬剤感受性試験を実施し
た。RFLP 法による分子疫学解析は 2004 年～2013 年までに分離した SM 耐性株 48 株について行
った。
【結果】４薬剤の耐性率は、SM 耐性株が 149 株(10.8%)が多く分離された。SM 耐性株の年次推
移をみると、2005 年、2009 年に２つの大きなピークが認められた。SM 耐性株 48 株の解析パタ
ーンは、Group 40 が 33 株(68.8%)認められた。Group 40 は 2004 年～2011 年に毎年分離されて
いた。【まとめ】当院周辺で分離した結核菌は、SM 耐性率が高く、SM 耐性株は同一の遺伝子パ
ターン（Group 40）を示す株が多く含まれていた。

１６．当院で検出された結核菌の薬剤感受性および分子疫学解析結果の検討(その 2)
小嶋由香 1、菊池眸 1、杉田光男 1、佐野剛史 1、関根由貴 1、伊藤万里子 1、加野象次郎 1、中島由
紀子 2、西尾和三 3、平岡真理子 4、鈴木宣子 4、村瀬良朗 5、大角晃弘 5、御手洗聡 5
1
川崎市立井田病院 検査科、2 同 感染症内科、3 同 呼吸器内科、4 川崎市健康安全部、5 結核
予防会結核研究所
【はじめに】当院において分離同定された結核菌について、川崎市健康安全部、結核研究所と
連携し、薬剤感受性試験結果と併せて RFLP 法による分子疫学解析を行った。
【材料と方法】当院で 2004 年～2012 年に分離した結核菌 321 株を供試菌株とした。分子疫学解
析は RFLP 法にて行い、薬剤感受性試験は INH, RFP, PZA, SM, EB, KM, TH, PAS, LVFX を MGIT AST
法および小川比率法にて実施した。
【結果と考察】321 株の解析結果は 169 Group に型別され、56 クラスターが認められた（クラ
スター形成率 65.0%）。最も大きいクラスターは Group 40 であり、40 株(12.5%)認められた。
これら 40 株の薬剤感受性試験結果はすべて SM 耐性であり、2004 年～2012 年まで毎年検出され
ていた。Group 40 は M 株と称され、全国的に伝搬していることが報告されている。当院周辺に
おいては 2004 年より長期にわたり伝搬されていたことが示唆された。次いで Group 56 が 2004
～2006 年の 3 年間に９株認められ、薬剤感受性結果は一致していた。
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１７．Mycobacterium gordonae による膿胸に Aspergillus fumigatus 感染を合併し診断、治療に
難渋した 1 例
八子 誠太郎、森山 雄介、小林 正芳、松本 裕
大和市立病院 呼吸器内科
65 歳男性。元々両側気胸後の胸膜癒着と巨大ブラあり。2014 年 6 月に右胸水で入院。持続ドレ
ナージと抗生物質の投与で軽快し退院。入院時胸水から Mycobacterium gordonae を検出。2015
年 7 月に膿胸の悪化にて再入院。持続ドレナージを施行。胸水から Aspergillus fumigatus を
検出。抗真菌薬を投与し病状は安定した。後日胸水から Mycobacterium gordonae を検出した。
低肺機能にて診断、治療に難渋したため報告する。

１８．粟粒結核の治療中に、前立腺結核と診断した１例
成田篤哉、山本昌樹、堀田信之、佐藤隆、長倉秀幸、田代研、柴田祐司、長井賢次郎、渡邊弘
樹、中島健太郎、牛尾良太、池田美紗子、金子猛
横浜市立大学大学院医学研究科 呼吸器学教室
症例は 61 歳男性。発熱のため近医受診。胸部 X 線を撮影したところ両側全肺野に小粒状影を認
めた。喀痰検査にて抗酸菌塗抹陽性、Tb-PCR 陽性であったため、粟粒結核の診断で近医隔離施
設に入院となった。翌日より、INH・RFP・EB・PZA の４剤で治療開始した。喀痰抗酸菌塗抹陰性
を確認し隔離解除となった。
外来にて治療継続していたが、突然の腹部膨満感、嘔吐の所見を認めたため近医受診。腹部 CT
撮影したところ終末回腸の壁肥厚と閉塞所見、前立腺腫大を認めた。腸閉塞と前立腺の腫瘍性
病変が疑われた。PSA 高値であったため、前立腺生検と手術が必要であると判断し当院に紹介受
診。回盲部切除術と前立腺生検を施行し、前立腺と回盲部の生検結果から非乾酪性肉芽種を認
め、チールニールセン染色でも陽性であったため、腸結核、前立腺結核と診断した。国内にお
ける前立腺結核の報告例は、罹患率は結核全体の０.４％以下と極めて稀であるが、途上国では
珍しくなく、文献的考察を含め報告する。前立腺の腫瘍性病変の鑑別においては前立腺結核の
可能性も考慮する必要がある。
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[その他の感染症]

15:05～15:32
座長： 北里大学病院感染管理室 高山陽子

１９．Multiplex RT-PCR 法による発熱発疹性疾患の病原体検索
松島勇紀 1、清水智美 1、駒根綾子 1、石川真理子 1、清水英明 1、塚越博之 2、水越文徳 3、土井育
子 3、松尾千秋 1、三﨑貴子 1、木村博一 5、竹田 誠 6、岡部信彦 1
1
川崎市健康安全研究所、2 群馬県衛生環境研究所、3 栃木県保健環境センター、4 茨城県衛生研究
所、5 国立感染症研究所感染症疫学センター第六室、6 国立感染症研究所ウイルス第三部
麻疹ならびに風疹を含む種々の発熱発疹性疾患 (RFS) を引き起こすウイルスを網羅的に検出
するため、Multiplex RT-PCR 法を再構築し、RFS 疑い検体の病原体検索を行った。14 種類の RFS
原因ウイルス遺伝子検出用プライマー計 26 種類を 4 セットに分けて設定し、本反応系の最適
化を行った結果、各ウイルスを 1 反応あたり 10-1000 コピーの検出感度で特異的に検出でき
た。本法は、過去に病原体の同定に至らなかった RFS について 68.8% の陽性検出率を示した。
EB ウイルスならびにヒトヘルペスウイルス (HHV) 7 型は幅広い年齢層で検出されたが、HHV 6
型の感染者は 5 歳以下の小児に多かった。以上より、本法は臨床鑑別が難しい RFS の原因ウ
イルスを複数かつ効率的に同定可能であり、流行状況の把握に極めて有用と考えられる。

２０．Neisseria gonorrhoeae（淋菌）の経時的生菌数の推移に関する検討
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、
廣畑俊成 3
1
北里大学病院 臨床検査部、2 同 医療支援部 感染管理室、3 北里大学医学部 膠原病・感染内科
学、4 同 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
【はじめに】Neisseria gonorrhoeae（淋菌）の分離培養に用いる検査材料の保存温度は，30℃
以上が推奨されている．今回我々は，ヒト細胞の有無および保存温度の異なる環境下で，淋菌
の経時的生菌数に差異があるかを検討した．
【方法】淋菌 3 株を対象として，滅菌生理食塩水（生食検体）とヒト白血球由来液（ヘパ血検
体）に懸濁し，1×105cfu/mL の濃度に調整した．調整菌液は，保存温度別（4℃，25℃，35℃）
の環境下で保存し，6，12，18，24，36，48 時間後に各調整菌液を 100μL 採取，サブカルチャ
ーを行い，生菌数を求めた．
【結果】保存温度 35℃での経時的生菌数と比較した結果，生食検体では 4℃において経時的生
菌数の減少が緩やかであった．へパ血検体ではこのような現象は見られなかった。
【考察】淋菌を疑う検査材料を保存する場合は，ヒト細胞の有無を含めて保存温度の選択をす
る必要があると考えられた．
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２１．当院における血液培養陽性症例と陰性症例の白血球およびその分画の比較検討
山崎行敬、広瀬雅宣、内藤純行、國島広之、松田隆秀
聖マリアンナ医科大学病院 川崎市立多摩病院 総合診療内科
【目的】末梢白血球値およびその分画は，安価で最も頻用され，迅速であるという利点のある
バイオマーカーである．今回，当院における血液培養陽性および陰性症例についての白血球お
よびその分画における臨床的検討を行った．
【方法】2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日に，川崎市立多摩病院の当科の関与した患者にお
いて血液培養が陽性となった 85 症例と血液培養陰性の細菌感染症症例 92 例を対象とした．血
液培養を採取した日の白血球数とその分画について比較検討した．
【結果】培養陽性 85 症例では，白血球数は 12833/μl，好中球数は 11352/μl，リンパ球数は
763/μl，好中球/リンパ球は 27.4 であった．培養陰性 92 症例では，白血球数は 11891/μl，好
中球数は 10048/μl，リンパ球数は 1066/μl，好中球/リンパ球は 14.4 であった．
【考察】白血球値は，その分画も含めて評価することで菌血症の有無の評価としても有用であ
る可能性がある．
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[感染制御]
座長： 日本医科大学武蔵小杉病院

15:35～16:11
望月 徹

２２．川崎市における梅毒の発生状況－過去 10 年間の動向と近年の特徴について－
大嶋孝弘、西村光世、丸山 絢、三﨑貴子、岡部信彦
川崎市健康安全研究所
【背景及び目的】 近年、国内での梅毒の報告が増加しており、川崎市における状況を把握す
る。
【方法】 2006 年～2015 年に市内で届出のあった梅毒 168 例を対象に発生状況をまとめた。
【結果】 2009 年に 5 例であった梅毒届出数は徐々に増加し、2015 年には 49 例となった。特
に若年女性の割合が増え、2014 年以降は男性でも異性間性的接触を原因とする例が増加した。
診断時の病期として、男性は早期顕症梅毒（II 期）（41 例）が最も多く、女性は無症状病原体
保有者（28 例）が最多であった。
【考察】 川崎市でも、女性における梅毒の届出が増加しており、妊娠中の感染による先天梅
毒に注意する必要があると考えられる。診断時の病期が、女性では無症状病原体保有者が多か
った理由として、健診で発見される機会が多いことが示唆された。
【結語】 梅毒の感染予防に対する意識を向上させ、男女とも無症候期の受検率を高めること
が、先天梅毒の予防にも繋がると考えられる。

２３．Antimicrobial Stewardship Program (ASP) による抗菌薬適正使用に向けた取り組み
佐藤守彦 1、萬 淳史 2、小泉多恵子 3、後藤未来 3、山冨桂司 3、高田祐輝 3、小野祐太郎 3、後藤
正寿
1
湘南鎌倉総合病院 感染対策室、2 同 薬剤部、3 同 検査部
【諸言】2007 年米国 IDSA/SHEA は Antimicrobial Stewardship guideline で耐性菌の抑制や患
者予後の改善を考慮した抗菌薬の最適化を推奨した。本邦でも先進的な医療施設が
Antimicrobial Stewardship Team (AST) を立ち上げた。今回は当院での ASP による抗菌薬適正
使用に向けた取り組みを報告する。
【当院での活動】①院内の全培養について検出菌、抗菌薬感受性を把握。②抗菌薬使用量につ
いて、AUD を指標に把握。③特定抗菌薬の届出率を把握。④院内の Antibiogram を電子カルテ
上で公開。⑤感染症症例、抗菌薬の選択についてコンサルテーション。⑥血液培養陽性者の検
討。
【結果】各指標で抗菌薬は概ね適正に使用されていると判定された。
【考察】年単位で検討すれば我々の地道な活動が各診療科に浸透してきたと思われる。
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２４．高度救命救急センター病棟における環境消毒方法の検討： 超親水性樹脂コーティング銀含
有抗菌シートの長期抗菌活性
辻本陽子 1、梅澤和夫 2、浅井さとみ 3、宮地勇人 3、沓沢智子 4
1
東海大学大学院 健康科学研究科、2 同 医学部外科学系救命救急医学、3 同 医学部基盤診療学
系臨床検査学、4 同 健康科学部看護学科
近年環境リザーバーを介した薬剤耐性菌のアウトブレイクが問題となり環境消毒の重要性が再
認識されるようになった。救命救急センターでは易感染状態の患者が多く、患者周辺の環境消
毒の遵守が重要とされている。
方法：新たに開発された超親水性樹脂コーティング銀含有抗菌シートの基礎的抗菌活性と細菌
学的環境調査を施行した。
結果：シートは強い抗菌活性を示したが、実験タンパク汚れモデルでは抗菌活性は減弱した。
12 ヶ月間の病棟環境曝露においてもシートの抗菌活性に変化はみられなかった。細菌学的病棟
環境調査では、シート添付面から在室患者由来菌は検出されなかった。
考察：シートは強い抗菌活性を示したが、タンパク汚れでは抗菌活性は低下した。タンパク汚
れは、実際の体液汚れを想定しており、清掃による除去が必要と考えられた。
結語：有効な環境消毒には、持続性のある消毒法と、清掃の両者が必要である。

２５．地域感染制御活動における臨床検査技師の役割と課題
宮本豊一、冨樫克巳、池田昴志、山崎郁子、可児真理子、杉田光男、茂木千代子
KAWASAKI 地域感染制御協議会 臨床検査技師部会
【はじめに】感染制御活動の重要な位置を占める微生物検査における適正な検査体制の維持と
情報共有は臨床検査技師の役割である。しかし、中小規模施設の多くは微生物検査を外部委託
しており、微生物検査経験のない技師が検査データの確認や委員会資料の作成に携わっている
現状があり、当協議会参加施設も例外ではない。
【目的】課題の解決、軽減のために当協議会および臨床検査技師部会が実施している「現状調
査」と外部委託施設を対象とした勉強会の開催について検討を行ったので報告する。
【結果】検査体制の現状調査は多剤耐性菌（2 回）、抗酸菌検査、迅速検査について実施し、集
計結果を参加施設にフィードバックしている。勉強会では検査報告書の読み方について院内検
査施設の技師や他職種も参加して活発な意見交換を行っている。
【結語】感染制御活動における臨床検査技師が直面している課題解決のためにも協議会と協力
し活動していきたい。
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尚、当日はお弁当をご用意しております。
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