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会 長 挨 拶

第 81回神奈川県感染症医学会 当番会長 　 
東海大学医学部基盤診療学系　臨床検査学

宮地　勇人

　第 81回神奈川県感染症医学会当番会長を担当させていただく事になりました、東海大学医学部基盤診療学系臨
床検査学の宮地勇人です。神奈川県の感染症学の発展において長い歴史と伝統をもつ本学会の会長として大変光栄
であるとともに重い責任を感じております。
　小生は、臨床検査学の立場から約 20年間にわたり、東海大学医学部付属病院の院内感染対策を担当してきました。
MRSAをはじめとする抗菌薬耐性菌の制御は、院内感染対策の柱です。抗菌薬の不適切な使用を背景として、薬
剤耐性菌が世界的に増加する一方、新たな抗菌薬の開発は滞っています。国際的な課題認識のもと、 2015 年 5月
の世界保健総会で、薬剤耐性（AMR）に関するグローバル・アクション・プランが採択されました。これを受け、
2016年 4月 5日、関係閣僚会議において、我が国として初めてのアクションプランが決定されました。今後、本
アクションプランに基づき、耐性菌や抗菌薬適正使用に関する普及啓発・教育、動向調査・監視、感染予防・管理
など、医療・介護分野と畜水産・獣医療分野が連携し、ワンヘルスのアプローチにて効果的な対策を推進していく
こととなりました。既に 2020年までの 5年間における具体的な成果指標として、抗菌薬使用量や主な細菌の抗菌
薬耐性率が示されており、それに向けて、各医療機関は目標設定と対策に取り組んでいることと思います。
　このような情勢を鑑み、現状の課題整理と方向付けの機会として第 81回大会のプログラムを企画しました。各
医療機関においては、薬剤耐性（AMR）に関するグローバル・アクション・プランへの初年度対応について報告
発表のご検討をお願いいたします。今回も、ランチョンセミナー等のセミナーを企画しています。
　学会での主役は一般講演と参加者です。当日は、従来通り口演発表とともにポスター展示が併設されます。その
中から優秀演題を学術奨励賞として表彰いたします。
　本大会の開催は、神奈川県の感染症診療の発展に寄与するよう多くの一般演題発表と参加者による実りある議論
の場となることを願います。
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日　程　表

日　　時　2017 年 3月 18 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 大会議室 小会議室 ロビー

10：00～ 10：30
 評議員会

10：30～ 10：40
開会のあいさつ

10：30～ 16：00
  ポスター閲覧

一般演題 I
10：40～ 11：12
　　 1．感染対策
　　　　　　　　　座長：高山陽子 
11：13～ 11：29
　　 2．輸入感染症
　　　　　　　　　座長：佐藤守彦
11：30～ 11：54
　　 3．日和見感染症１
　　　　　　　　　座長：菊池健太郎

12：00～ 12：50
　　 ランチョンセミナー

演者・当番会長：宮地勇人
13：00～ 13：15
第 80回神奈川県感染症医学会
学術奨励賞授賞式

13：25～ 13：41
　　 4．日和見感染症２
　　　　　　　　　座長：望月　徹

一般演題 II
13：42～ 13：58
　　 1．症例報告
　　　　　　　　　座長：山本将平
13：59～ 14：23
　　 2．抗酸菌感染症
　　　　　　　　　座長：金子　猛

一般演題 III
14：24～ 14：48
　　 1．基礎的検討
　　　　　　　　　座長：國島広之
14：49～ 15：05
　　 2．技術の検討と症例報告１
　　　　　　　　　座長：梅澤和夫
15：06～ 15：22
　　 3．技術の検討と症例報告２
　　　　　　　　　座長：浅井さとみ

指定演題
15：50～ 16：20
　　 1．AMR１
　　　　　　　　　座長：岡部信彦
16：20～ 16：50
　　 2．AMR２
　　　　　　　　　座長：松田隆秀
17：00～ 17：50
　　 イブニングセミナー
　　　　　　　　　演者：石井良和
17：50～ 18：00
　　 閉会の辞と次回会長あいさつ
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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
TEL：045-664-3737 　FAX：045-664-3788

◇ 電車 ◇
　・JR 線　　　　　　　   「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」情文センター口（3番出口）徒歩 0分

◇ バス ◇
　・横浜市営バス　　　　「日本大通り駅 県庁前」  徒歩 1 分
　　　　　　　　　　　　横浜駅東口バスターミナル（横浜そごう 1 階）より 8 ・58 系統
　　　　　　　　　　　　桜木町駅バスターミナルより 8 ・11 ・58 系統

◇ 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。

横浜情報文化センター
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ご発表の皆さまへのお願い

　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/）をご覧下さい。

◆ 口演演題
　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、質疑応答 2分、指定演題は発表 8分、
質疑応答 2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。 一般演題は開
始 4分後と 6分後に、指定演題は開始 6分後と 8 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：Windows 8、アプリケーション：Windows版 Power Point 2013です。 
ご発表頂くスライド原稿を事前に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：浅井さとみ＜ sa@is.icc.u-tokai.ac.jp＞
　〆切：2017年 3月 16日（木）24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 12日（日）の 12時までといたします。
　3月 12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 30分に貼り出しいたします。 
　データ受付〆切（3月 12日 12時）以降となった場合は、各自印刷の上当日ポスターをご持参ください。

◆ ご参加の皆さまへのお願い
　1．受付開始時間は横浜情報文化センター情文ホール（6階）入口で 9時 30分より行います。
　2．参加費は 1,000円です。
　3．受付にてお名前をご芳名帳にご記入のうえ、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。
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プログラム

10：00～ 10：30　評議員会　（小会議室 7階）

10：30～ 10：40　開会のあいさつ

第 81回神奈川県感染症医学会 当番会長　　　　　 　
東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学　宮地　勇人

発表 6分 質疑応答 2分

＜一般演題 I ＞

10：40～ 11：12　　1．感染対策
座長　北里大学医学部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　高山　陽子 

　　　　　  1．超音波診断装置における交差感染防止対策の試み

　　　　　  2．感染対策を考慮したベッドサイド標準化への取り組み

　　　　　  3．インフルエンザ感染の施設内多発事例の要因分析

　　　　　  4．患者背景を勘案した適切な手指衛生評価法の検討

11：13～ 11：29　　2．輸入感染症

座長　湘南鎌倉総合病院感染対策室　佐藤　守彦

　　　　　  5．非典型的な形態を示したマラリア混合感染の 1例

　　　　　  6．中東呼吸器症候群（MERS）患者発生シミュレーション

11：30～ 11：54　　3．日和見感染症１

座長　帝京大学医学部附属溝口病院第四内科　菊池健太郎

　　　　　  7．急激な経過でショックに至った、脾臓摘出後侵襲性肺炎球菌感染症の 1例

　　　　　  8． ステロイド治療中に f型インフルエンザ桿菌髄膜炎を発症し、適切な治療で救命し得た
　1例

　　　　　  9． 小児急性骨髄性白血病治療中にみられる発熱性好中球減少症の問題点 
　　 　　　　　  －単一施設での検討－

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 大会議室（7階）へ移動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12：00～ 12：50　　ランチョンセミナー：当番会長講演（大会議室）

　　　　　 臨床微生物検査における国際標準化（ISO）

演者　当番会長・東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学　宮地　勇人

6.プログラム修正.indd   6 2017/03/01   14:08:13



－ 7 －

13：00～ 13：15　　第 80 回神奈川県感染症医学会学術奨励賞授賞式（大会議室）

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 情文ホール（6階）へ移動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13：25～ 13：41　　4．日和見感染症２

　座長　日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部　望月　　徹

　　　　　 10． 塗抹陽性、非多剤耐性、HIV陰性の肺結核入院患者に対して、A-DROPスコアが生命
　予後予測に有用である。

　　　　　 11．肛門潰瘍を呈した HIV-1感染者の初期梅毒の一例

＜ 一般演題 II ＞

13：42～ 13：58　　1．症例報告
座長　昭和大学藤が丘病院小児科　山本　将平

　　　　　 12．市中感染型MRSAによるせつ腫症の 1例

　　　　　 13．重症レジオネラ肺炎の 1例

13：59～ 14：23　　2．抗酸菌感染症

座長　横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学　山本　昌樹

　　　　　 14．胸水 ADA高値で診断的治療を行った超高齢者結核性胸膜炎の 2例

　　　　　 15．当院で検出されたMycobacterium abscessus の検討

　　　　　 16．再発性多発皮膚潰瘍を来した播種性抗酸菌症の 1例

＜ 一般演題 III ＞

14：24～ 14：48　　1．基礎的検討
座長　聖マリアンナ医科大学感染症学講座　國島　広之

　　　　　 17． 口腔内異菌種間相互作用がStreptococcus mutans バイオフィルムに与える影響

　　　　　 18．緑膿菌の抗菌薬耐性化における薬剤排出ポンプ遺伝子発現の特徴

　　　　　 19．パルス式紫外線照射装置による有床義歯衛生管理の検討

14：49～ 15：05　　2．技術の検討と症例報告１

　　　　　　　　　　　座長　東海大学医学部外科学系救命救急学　梅澤　和夫

　　　　　 20． Haemophilus influenzae、Streptococcus pneumoniae の薬剤感受性自動化測定について

　　　　　 21．培養延長によりCorynebacterium kroppenstedtii が検出された３症例について
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15：06～ 15：22　　3．技術の検討と症例報告２

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

　　　　　 22．胆汁培養からAchromobacter denitrificans が検出された 1症例

　　　　　 23． 血液培養からGemella morbillorum とClostridium ramosum が同時検出された 1例

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ コーヒーブレイク （15：22～ 15：50） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

発表 8分 質疑応答 2分

＜ 指定演題 ＞

15：50～ 16：20　　1．AMR１

座長　川崎市健康安全研究所　岡部　信彦

　　　　　 24．薬剤耐性誘導のデータマイニングによるアプローチ 1（解析方法）
　　　　　 25．薬剤耐性誘導のデータマイニングによるアプローチ 2（解析結果）

　　　　　 26．AMR対策アクションプラン達成を目指した当院の取り組み

16：20～ 16：50　　2．AMR２

座長　聖マリアンナ医科大学総合診療内科　松田　隆秀

　　　　　 27．川崎市におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の分離状況

　　　　　 28．当院における細菌の抗菌薬耐性率と AUDの推移

　　　　　 29． 東海大学医学部付属病院における薬剤耐性菌の現状と厚生労働省薬剤耐性（AMR）
　対策アクションプラン達成率について

17：00～ 17：50　　イブニングセミナー（情文ホール 6階）

座長　東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学　宮地　勇人

　　　　　 ワンヘルスアプローチによる AMR アクションプラン：日常診療でどう対応するか

東邦大学医学部微生物・感染症学講座　教授　石井　良和

17：50～ 18：00　　閉会の辞と次回会長あいさつ
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第 81回
神奈川県感染症医学会

（情文ホール 6階）

一 般 演 題
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一般演題 I

1．感染対策（10：40～ 11：12）

座長：北里大学医学部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　高山　陽子

1．超音波診断装置における交差感染防止対策の試み

　　小川　綾乃 1)、高梨　　昇 1)、浅井さとみ 2)、宮地　勇人 2)

　　1) 東海大学医学部付属病院臨床検査技術科、2) 同　医学部基盤診療学系臨床検査学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【はじめに】　生理機能検査の検査では、交差感染（間接接触感染）のリスクがあるため、感染防止対策
は患者診療の安全確保に重要である。我々は、超音波検査実施における交差感染の効果的な防止策を明
らかとするため、超音波診断装置と付属品（以下、超音波診断装置）の清掃・消毒の状況について調査
し、改善策を検討した。
【方法】　対象は臨床検査技師（検査者）11名で、検査実施後の超音波診断装置の清掃・消毒の状況に
ついて、蛍光塗料とブラックライトを用いて調査した。
【結果と考察】　トラックボール、操作パネルなどに拭き残しが多くみられた。その他、ゲル容器、タッ
チパネルライト、バーコードリーダー、患者側の装置側面などの拭き取りが行われていなかった。拭き
残しの主な原因は、装置側の要因として装置側面の凹凸、検査者側の要因として教育の浸透不足が示唆
された。超音波検査実施における交差感染のリスク低減には、超音波診断装置の清掃・消毒に関するコ
ンプライアンス調査結果のフィードバックによる教育・啓発とともに、リスク評価を踏まえた標準的な
作業手順書作成やチェックリストに基づくコンプライアンス向上が必要である。

2．感染対策を考慮したベッドサイド標準化への取り組み
　　久保市康友 1)、山浦　あい 1)、岩間　　潤 1)、森　　悟子 1)、梅澤　和夫 2)

　　 1) 東海大学医学部付属病院看護部、2)東海大学医学部外科学系救命救急医学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【背景】　東海大学医学部付属病院感染防止対策マニュアルにおいて、救命救急センター病棟（熱傷セン
ター、ICU、ハイケアユニット）においては汚染、除染、清潔の感染ゾーニングが定められている。し
かしながら、汚染ゾーンに属する患者ベッドサイドにおける物品の配置は部署の管理に任されている。
【目的】　感染対策を考慮したベッドサイド標準化（ゴミ箱、手指衛生剤、PPE、床頭台などの物品配置）

を目的とする。
【方法】　床頭台の上、および引き出しの不要物品の整理とWHO提唱、手指衛生５つのタイミングを
考慮し、ゴミ箱、手指衛生剤、PPEの再配置を行い、ベッドサイドの標準化を実施した。標準化した
配置は床頭台に配置図を掲示した。
【結果】　不要物品を整理したことにより、清掃が容易になった。また、医材の定数化によりコスト削減
が期待できる。
【考察】　手指衛生剤の適正配置数の検討、ベッドサイド標準化の周知徹底と継続実施が今後、必要である。
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3．インフルエンザ感染の施設内多発事例の要因分析

　　美奈川由貴、浅井さとみ、宮地　勇人
　　 東海大学医学部付属病院医療監査部院内感染対策室

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【背景・目的】　インフルエンザの施設内アウトブレイクは全国的な課題となっている。当院においても、
病棟での多発事例を毎年のごとく経験している。効果的な防止対策を明らかとするため、病棟内多発事
例の要因分析を行った。
【方法】　発生事例の院内臨床疫学的調査内容、インフルエンザ抗原迅速検査の実施数や陽性数に基づく
動向解析、神奈川県インフルエンザ流行動向を用いて要因分析を行った。
【結果】　多発事例について、発生動向との関係を分析した結果、特に流行初期と終息期に集中していた。
流行初期では手指消毒薬使用量の低下傾向が認められた。流行終息期は、花粉症シーズンと重なり、ア
レルギー性鼻炎症状と誤判断した医療スタッフからの感染が生じていた。
【考察】　インフルエンザ感染の施設内多発事例の要因分析を行い、抗原迅速検査結果に基づく院内動向
解析の有用性が明らかとなった。また、流行初期の直前および終息期それぞれの要因分析に基づく対策
強化の重要性が示唆された。

4．患者背景を勘案した適切な手指衛生評価法の検討

　    橋本　昌宜 1)5)、土屋　香織 2)、小澤　豊一 1)、浅井さとみ 3)5)、梅澤　和夫 4)、宮地　勇人 3)5)

　    1)東海大学医学部付属病院薬剤部、2)同　医学部付属八王子病院看護部、3) 同　医学部基盤診療学系臨床検

             査学、4) 同　外科学系救命救急医学、5)同　医学部付属病院院内感染対策室

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【背景】　手指衛生遵守率の評価には手指衛生剤払出量が用いられるが、患者背景は病棟毎に異なり、単
一基準での病棟間評価には問題がある。
【目的】　患者背景を勘案した適切な手指衛生評価法を検討するために、病棟毎の患者重症度および
MRSA発生数を勘案した手指衛生必要回数の指標を作成する。
【方法】　手指衛生 5つのタイミングを基にした手指衛生必要回数調査をリンクナースに依頼し、重症度
毎の手指衛生必要回数 /日を決定した。病棟毎の目標払出量を重症度割合により設定し、実際の払出
量から手指衛生遵守率を評価した。さらに、各病棟のMRSA発生数について検討した。
【結果】　重症度毎の手指衛生必要回数 /日は独歩 46回、誘導 80回、担送 157回で、病棟毎の目標払
出量は 89 L～ 204 L/1000bed daysであった。本評価法による遵守率は 2015年上期、下期、2016年上
期で 7.6％、8.7％、11.6％であり、MRSA発生数が多い救命救急センター病棟での遵守率は 5.6～ 7.9
％であった。
【結論】　患者重症度を反映した手指衛生遵守率の指標を作成し、より客観的に手指衛生の現状を評価す
ることができた。
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一般演題 I
2．輸入感染症（11：13～ 11：29）

座長：湘南鎌倉総合病院感染対策室　佐藤　守彦

5．非典型的な形態を示したマラリア混合感染の１例

　　小笠原　篤 1)、田中由美子 1)、浅井さとみ 2)、宮地　勇人 2)

　　 1)東海大学医学部付属病院臨床検査技術科、2) 同　医学部基盤診療学系臨床検査学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【はじめに】　マラリアは形態学的に種の鑑別が可能な原虫であるが、今回我々は非典型的形態を示した
マラリア混合感染症例を経験し、観察時のポイントについて知見を得たので報告する。
【症例】　35歳男性。モザンビークに 2年間滞在。帰国後 1週間の高熱と軽度の頭痛を認めた。POCT
にて陽性（熱帯熱マラリアは陰性）となり、確定診断と治療のため来院となった。
【検査結果】　末梢血塗抹検査で原虫感染率は 1.7％で、赤血球が膨張した三日熱マラリアが数多く観
察された。複数の輪状体を有する感染赤血球も認められたため、熱帯熱マラリアの感染も疑われた。
Nested-PCRによる検出同定検査により、4種全てのマラリア原虫の感染が明らかとなった。
【考察とまとめ】　多くの感染赤血球は、1つの赤血球に多重感染を認めた感染赤血球であったため、鑑
別困難になったと考えられた。PCRは所要時間が長いため、患者診療への迅速な検査情報提供において、
混合感染も考慮した入念な形態観察が重要である。

6．中東呼吸器症候群（MERS）患者発生シミュレーション

　　浅井威一郎 1)2)、瀧澤　浩子 2)、三﨑　貴子 1)3) 、益子　まり 2) 、岡部　信彦 1)3)

　　 1)FETP-K、2)川崎市宮前区役所保健福祉センター衛生課、3)川崎市健康安全研究所

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　中東呼吸器症候群（MERS）は 2015年に大韓民国においてアウトブレイクがあり、国内においても
疑い例や健康観察対象者の調査が相次いだ。川崎市では、区の保健福祉センターで経験した本疾患の疑
い事例を基に、感染症に関わる職員を中心にケーススタディ形式で机上シミュレーションを行い、参加
した職員 15名に対して研修前後の意識調査を行った。MERS発生時の対応に関する理解度は、研修前
に「全く理解していない」「理解していない」と回答した職員が 5名（33.3％）いたが、研修後は 0名
となり、「理解できた」「よく理解できた」と回答した職員が 14名（93.3％）であった。
　シミュレーションにより、個人の習熟度が上がり、人材育成面でも一定の成果が得られ、かつ、同じ
事例を組織横断的に多人数で検討したため、効果的・効率的な情報共有・情報交換が可能であった。平
常時から同様の研修を実施し、実際の事例に応用し、迅速かつ適切な対応に結びつけたい。
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一般演題 I
3．日和見感染症 １（11：30～ 11：54）

座長：帝京大学医学部附属溝口病院第四内科　菊池健太郎

7．急激な経過でショックに至った、脾臓摘出後侵襲性肺炎球菌感染症の 1例

　　月山　秀明 1)、小林　幸司 1)、峯岸　　薫 1)、大野　　滋 1)、中島　秀明 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)横浜市立大学大学院医学研究科幹細

              胞免疫制御内科学血液・リウマチ・感染症内科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　症例は 35歳、女性。2003年、SLE、ITP発症。治療抵抗性の ITPのため、2008年 12月腹腔鏡下脾
臓摘出術を施行し、ニューモバックスを接種。以降 ITPは再燃なく、SLEは病勢安定していた。2016
年 12月 20日（DAY1）11時、40℃の発熱が出現。14時当院受診時、115/minと頻脈を認めていたが、
血圧は 120/69mmHgと安定していた。発熱以外の有意な症状認めず、CRPは陰性であった。17時、
血圧 70/38mmHgへ低下し、意識混濁、血清乳酸値の上昇を認め、敗血症性ショックの診断で ICU入
室。抗菌加療はMPEM＋ VCM＋MCFGを開始。頭部・体幹部 CTで明らかな感染巣を認めず、髄
液検査施行するも髄膜炎は認めなかった。血液培養で肺炎球菌が同定され、敗血症で発症した侵襲性肺
炎球菌感染症の診断。DAY7、ショック離脱し、ICU退室。プレベナーを接種後、DAY19、退院となっ
た。脾臓摘出後に罹患しやすい莢膜保有菌による敗血症は、急激な臨床経過をたどり、死亡率が高い疾
患である。今回、救命しえた脾臓摘出後の侵襲性肺炎球菌感染症の 1例を経験したので、報告する。

8．ステロイド治療中に f型インフルエンザ桿菌髄膜炎を発症し、適切な治療で
　  救命し得た 1例

　　長谷川靖浩、田中　住明、近藤　惇一、田中　知樹、荘　　信博、工藤　雄大、安部　学朗、和田　達彦、
         永井　立夫、廣畑　俊成

　　 北里大学医学部 膠原病・感染内科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　症例は 45歳、男性。X － 13年に痙攣を契機に中枢神経ループスと診断された。ステロイドパルス
治療で改善したが再燃と寛解を繰り返し、最近はメチルプレドニゾロン 20mg＋タクロリムス 1mgを
内服していた。X年 11月 11日に鼻閉出現し、同月 18日に当院耳鼻科で急性鼻炎と診断された。レボ
セチリジン内服で鼻閉改善したが、11月 28日に高熱と意識障害を来した。救急隊到着時に意識レベル
GCS E4V4M5であり、当院へ搬送された。到着時には GCS E2V1M4とさらに増悪し、上肢の不随意
運動も見られた。頭部 CTに占拠性病変なく、髄液は黄色調に混濁し好中球増多が認められたため、直
ちにメロペネムとデキサメタゾンを投与した。3日後にアンピシリン耐性の f型インフルエンザ桿菌が
検出され細菌性髄膜炎と診断した。本例では免疫抑制治療中の髄膜炎を早期に診断し適切な治療を行う
ことで後遺症を残すことなく救命できたので報告した。
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9．小児急性骨髄性白血病治療中にみられる発熱性好中球減少症の問題点
　  　－単一施設での検討－

   　 山本　将平、外山　大輔、杉下友美子、金子　綾太、岡本奈央子、小金澤征也、藤田　祥央、秋山　康介、
         松野　良介、磯山　恵一

         昭和大学藤が丘病院小児科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　発熱性好中球減少症（以下 FN）は急性骨髄性白血病（以下 AML）に対する大量キロサイド（以下
大量 AraC）療法後に高頻度に起こる重篤な合併症である。
　2006年から 2014年の間に当院で治療された初発 AML21例、再発 AML7例を対象とし、FNの発
症頻度および臨床的特徴について後方視的検討を行った。いずれの症例も寛解導入療法中および大量
AraC後に ABPC/SBTまたは CMZの予防投与がなされた。FN発症時には経験的治療として PIPC/
TAZまたは CFPMを選択した。
　全治療コースの約半数に FNを発症した。そのうち 40％が血液培養陽性であった。約半数が
Streptococcus viridans であり過去の報告と同様であった。死亡した症例はアスペルギルスによる 1例
のみであった。
　FNの発症は高頻度にみられたが致死率は極めて低く、予防的抗生剤の使用と経験的治療の効果が示
唆された。
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一般演題 I
4．日和見感染症 ２（13：25～ 13：41）

座長：日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部　望月　　徹

10．塗抹陽性、非多剤耐性、HIV 陰性の肺結核入院患者に対して、A-DROP スコア
　　 が生命予後予測に有用である。

　　　福井　　諒、長井賢次郎、堀田　信之、佐藤　　隆、山本　昌樹、長倉　秀幸、塚原　利典、田代　　研、
             柴田　祐司、渡邊　弘樹、中島健太郎、牛尾　良太、池田美彩子、佐々木　寿、佐々木克仁、金子　　猛

　　　 横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【背景】　A-DROPスコアは元々市中肺炎の臨床的重症度を評価するために作成されており、項目は、
年齢、脱水、呼吸不全、意識障害、低血圧の 5項目で評価している。
【方法】　A-DROPスコアが肺結核患者に対して生命予後予測に有用であるか成人で喀痰塗抹陽性、
HIV陰性、非多剤耐性結核で 2007年４月から 2015年５月までに当院隔離病棟に入院した患者を対象
とし検討した。
【結果】　A-DROPスコアの１点の増加は、オッズ比 3.8（95％信頼区間 2.8-5.2、P＜ 0.001）であり、
院内死亡率に大きく関係していると判明した。ROC曲線にて AUC 0.86で感度 85％、特異度 76％であ
った。Kaplan-Meier曲線を使用し A-DROPスコア毎の生命予後評価を行ない、高スコアが死亡と有
意に関連することが示された。
【結論】　A-DROPスコアは塗抹陽性、非多剤耐性、HIV陰性の肺結核患者の生命予後予測に有用である。

11．肛門潰瘍を呈したHIV-1 感染者の初期梅毒の一例
　　   高橋　史彦、 中島由紀子、宇井　睦人、原嶋　　渉、飯島　達行、栗原　夕子、鈴木　貴博、伊藤　大輔
            川崎市立井田病院内科・総合診療科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【症例】　34歳男性。主訴：肛門痛。現病歴：入院 1月半前より主訴を認め、近医で肛門周囲膿瘍と診
断された（詳細不明）。しかし抗菌薬内服にも係らず潰瘍が増悪したため当院皮膚科受診し、精査・加
療目的に感染症内科に入院となった。既往歴：3年前サイトメガロウイルス肛門潰瘍。現病歴：発熱は
認めなかったが、肛門部にウズラの卵大の潰瘍とポケット形成を認めた。WBC：9,000、CRP：4.21、
CD4：190/L、VL＜ 20c/mL。肛門部の皮膚生検では異型細胞や封入体細胞を認めなかった。また、
RPR 32倍、TPHA 5,120倍と高値となったため、初期梅毒感染を疑い、ペニシリン 2,400万単位 /日
の点滴を行った。開始後、Jarisch-Herxheimer反応を認めず、潰瘍は改善を認めた。なお、追加した
トレポネーマ免疫染色で検体内に桿菌を認め梅毒の初期硬結の診断に至った。
【考察】　HIV-1感染者で肛門病変の原因は多岐にわたるが、梅毒は重要な鑑別診断であることを示唆
する重要な症例と考え報告した。
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一般演題 II 

1．症例報告（13：42～ 13：58）

座長：昭和大学藤が丘病院小児科　山本　将平

12．市中感染型MRSA によるせつ腫症の 1例

　　   田宮　紫穂、近藤　章生
　　    東海大学医学部付属大磯病院皮膚科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　47歳、女性。職業は介護職、入院歴はない。左膝窩から下腿屈側の皮疹を主訴に当科受診。紅色結
節を中心とし同心円状に手掌大の紅斑を認めた。セフカペンピボキシル塩酸塩内服で軽快後も、顔面、
頭部および四肢に紅色結節出現を繰り返した。鑑別疾患に壊疽性膿皮症、好中球性皮膚症などを考え皮
膚生検を施行。病理組織結果は真皮の膿瘍形成であり、培養検査ではメチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA）が検出された。以上より、市中感染型MRSAによるせつ腫症と診断。鼻前庭培養検査を行い
同薬剤感受性を示すMRSAを認めたため、バクトロバン軟膏の外用および介護担当中のMRSA陽性者
との接触を回避。再び施行した鼻前庭培養検査でMRSAは検出されず、その後 5ヶ月間は皮疹の再燃
を認めていない。市中感染型MRSAは皮膚・軟部組織疾患から多く分離されるが検査しないことも少
なくない。そのため、感染リスクが高い環境の場合には念頭におく必要があると思われ、報告する。

13．重症レジオネラ肺炎の１例

　　   大谷津　翔、岡部　友吾、小山ひかり、菊池健太郎、幸山　　正、原　　眞純、吉田　　稔
　　    帝京大学医学部附属溝口病院第四内科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【症例】　55歳男性、クレーン運転士
【主訴】　呼吸苦
【現病歴】　5日前から 39℃台の発熱があり近医を受診。胸部X線にて右肺炎像がみられ当院へ紹介受診、
採血で腎機能障害を認め、尿中レジオネラ抗原陽性でレジオネラ肺炎と診断し入院。
【経過】　入院後 LVFX 500mg点滴静注と、ステロイドパルス療法を開始。
　第２病日、補液による腎機能改善後 LVFX 750mgへ増量。ステロイドを減量し、第 16病日の胸部 X
線で胸水貯留みられるも陰影は改善傾向であった。第 25病日に CTで陰影の改善も認め、LVFXを中
止し第 37病日に退院となった。
【考察】　レジオネラ肺炎を疑った際、問診で循環式浴槽などの確認が重要とされてきたが、レジオネラ
肺炎の職業分類別報告数によると生産工程・労働作業員が圧倒的に多く、職業歴や職場歴の問診が必須
と考えられる。重症例の治療には抗菌薬に加え、早期からステロイド治療を行うことが有効であると考
えられた。
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一般演題 II 

2．抗酸菌感染症（13：59～ 14：23）

座長：横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学　山本　昌樹

14.　胸水 ADA高値で診断的治療を行った超高齢者結核性胸膜炎の 2例

　　　宮沢　直幹、都丸　公二、室橋　光太、井上　美代 

　　　 済生会横浜市南部病院呼吸器内科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　症例 1：91歳、男性。数日前から息切れ、咳嗽、喀痰が出現し受診。左胸水が認められた。胸水は
滲出性でリンパ球 8％、単球 92％、adenosine deaminase（ADA）90.0 U/Lであった。結核性胸膜炎
と診断し、抗結核治療を開始。後に喀痰より結核菌培養陽性が判明した。
　症例 2：96歳、男性。10日前より咳嗽出現。右胸水、低酸素血症が認められたため当院へ搬送された。
胸水は滲出性でリンパ球 97％、単球 3％、ADA 81.9 U/Lであった。抗結核治療開始 1週後には胸水減
少、呼吸状態の改善が認められた。
　ADAは T細胞より産生されるが、溶血性の胸水や膿胸でも上昇し、その他ではリンパ腫、中皮腫、
膠原病などでも高値を示すことがある。超高齢者の場合は発熱や胸痛などの症状を呈さないことも多く、
胸腔鏡下胸膜生検も施行困難なため診断に苦慮する場合が多いが、胸水 ADA高値ならば診断的治療も
良い選択であると考えられた。

15．当院で検出されたMycobacterium abscessus の検討

　　   菊池　　眸 1) 、小嶋　由香 1)、杉田　光男 1)、関根　由貴 1)、加野象次郎 1)、中野　　泰 2)、西尾　和三 2)、

            中島由紀子 3)、御手洗　聡 4)、橋本　幸平 5)、戸口　明宏 5)、大塚　喜人 5)

　　    1)川崎市立井田病院検査科、2) 同　呼吸器内科、3) 同　感染症内科、4)結核予防会結核研究所、

            5)亀田総合病院 臨床検査科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　M. abscessus は NTM症の中で最も難治といわれている。今回、我々は当院で分離した NTM株の
分離状況と、分離したM. abscessus については亜種同定を行い、臨床像について検討したので報告する。
【材料・方法】　2013年 3月から 2016年 4月までに分離した NTM株 375株の菌種割合を検討した。ま
たM. abscessus 9株については、遺伝子解析にて亜種同定を行った。
【結果・考察】　NTM株375株の内訳は、MACが255株（68.0％）と最も多く、M. abscessusは19株（5.1％）

であった。M. abscessus 9株の亜種同定結果はM. abscessus が 7株（78％）、M. massiliense が 2株（22
％）であった。臨床像では、NBタイプが 8例（88.9％）で NB＋ FCタイプが１例（11.1％）であった。
M. abscessus とM. massiliense の間には大きな臨床像の差は認められなかった。化学療法の場合、M. 
massiliense は治療に対する反応が良好であるとの報告があり、薬剤感受性の検討を行っている。
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16．再発性多発皮膚潰瘍を来した播種性抗酸菌症の 1例

 　　  黒須　絵莉 1)、松田　隆秀 1)、山崎　行敬 2)、國島　広之 2)、西迫　　尚 1)、中川　禎介 1)

　　    1)聖マリアンナ医科大学総合診療内科、2)同　感染症学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　症例は 67歳の女性。3年前より頸部に瘢痕を残して治癒する径 1cmの有痛性皮膚膿瘍・自壊潰瘍が
出現するようになった。その後、大きいものでは径 5cmとなる大小様々な有痛性皮膚潰瘍が全身に多
発するようになった。個々の自壊潰瘍は 2ヵ月程で自然治癒傾向を示すものの、大きなものには排膿
処置や潰瘍切除術が行われていた。複数の医療機関で精査を受けるが、診断に至らず経過していたが、
2年前に潰瘍部皮膚生検にて Rosai-Dorfman病と診断され、プレドニゾロン 15mg/日が投与されてい
た。しかし、皮膚潰瘍が反復するため当院総合診療内科に入院となった。全身に新旧様々な潰瘍と瘢痕、
膿瘍を認めた。膿塗抹検査にて抗酸菌陽性、PCR検査にて膿瘍、血液、骨髄からもMycobacterium 
kansasii が同定され、播種性抗酸菌症と診断。INH、PFP、EBによる治療を開始するとともに、免疫
学的背景について検索を行った。
（本症例は第９回日本病院総合診療医学会学術総会および第 62回日本感染症学会東日本地方会学術集
会にて症例報告したものと同一症例であるが、その後に明らかになった免疫学的背景と考察を加えて報
告させて頂きます。）
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一般演題 III 

1．基礎的検討（14：24～ 14：48）

座長：聖マリアンナ医科大学感染症学講座　國島　広之

17．口腔内異菌種間相互作用がStreptococcus mutans バイオフィルムに与える影響

　　   中西　康大 1)2)、山本　達也 1)、尾花　　望 1)、豊福　雅典 1)、金子　明寛 2)、野村　暢彦 1)

　　    1) 筑波大学大学院生命環境科学研究科、2) 東海大学医学部外科学系口腔外科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　感染症の原因となるバイオフィルム（BF）は生体内では複合菌から構成され、異種間で相互に影響
し合うと考えられている。口腔内う蝕原性細菌であるStreptococcus mutans と他の口腔細菌が形成す
る複合 BFを解析し、異菌種間相互作用がS. mutans に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。
　蛍光タンパク質異常を発現したS. mutans と他の口腔内細菌で、2菌種複合系 BFを形成させ、BF
構造とその内部における各々の細菌の 3次元的局在を観察した。S. mutans 単独では、薄く平らな BF
を形成する一方、S. mutans と侵襲性歯周病細菌（Aa）の複合 BFではより厚い BF構造を示し、内部
に Aa菌の凝集体が観察された。さらにこのS. mutans-Aa複合 BFではS. mutans のクロルヘキシジ
ン耐性が有意に増加した。口腔細菌の異種間相互作用はS. mutans のBF形態および薬剤耐性に関与し、
口腔内における生残性に寄与すると考えられる。

18．緑膿菌の抗菌薬耐性化における薬剤排出ポンプ遺伝子発現の特徴

　　  浅井さとみ 1)2)、梅澤　和夫 3)、岩下　英夫 1)4)、ダムディンスレンアナラ 1)、美奈川由貴 2)、大橋　茉耶 2)、

           橋本　昌宜 5)、大島　利夫 2)、宮地　勇人 1)2)

　　   1)東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学、 2) 同　医学部付属病院医療監査部院内感染対策室、3) 同　医

                 学部外科学系救命救急学、 4) 神奈川歯科大学横浜クリニック成人歯科、 5)東海大学医学部付属病院薬剤部

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【目的】　多剤耐性緑膿菌（multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa、MDRP）の出現と蔓延は、
院内感染対策上重要な問題である。同じ遺伝子型を呈する緑膿菌臨床分離株のうち、多剤耐性（MDRP）
に進展したものにおける本ポンプの関与について調査した。
【対象・方法】　Multi Locus sequence typing（MLST）法による遺伝子型（ST）が同じ菌株で、IPM、
CPFX、AMKの薬剤感受性がMDRPを含む薬剤耐性に進展したものを対象とした。MLST法による
遺伝子型（ST）は PCR法を用いた。薬剤排出ポンプMexAB、 MexEF、 MexXYに関して（mexB、
mexF、mexY）の発現を real RT-PCR法にて調べた。
【結果と考察】　調査の対象となった臨床分離株における real time RT-PCR法の結果、2剤耐性以上の
いわゆる薬剤耐性となったものはmexB、mexF、mexY のいずれかが 1.5倍以上に発現亢進していた。
これらのポンプの発現の検出およびモニタリングは、多剤耐性化の動向の把握および感染制御の指標と
して期待される。
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19．パルス式紫外線照射装置による有床義歯衛生管理の検討
　　  岩下　英夫 1)6)、浅井さとみ 1)2)、梅澤　和夫 3)、大島　利夫 2)4)、金子　明寛 5)、宮地　勇人 1)2)

　　   1) 東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学、2)同　医学部付属病院医療監査部院内感染対策室、   3)同　医

                学部外科学系救命救急医学、4)同　医学部付属病院診療技術部臨床検査技術科、5)同　医学部外科学系

                歯科口腔外科、6) 神奈川歯科大学附属横浜クリニック成人歯科MI補綴療法部門

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【目的】　高齢者人口の増加に伴い有床義歯装着者数が増加している。義歯衛生的管理は、誤嚥性肺炎
の防止に重要視されている。本研究では口腔衛生管理として、パルス式紫外線照射装置（Ultra Violet 
C-Pulse Flash : クリアパルス、コメット社）を用いた義歯殺菌効果を検討した。
【方法】　パルス式紫外線照射装置を使用し、各種微生物に対する殺菌効果を検討した。また、有床義歯
を想定した口蓋プレート装置を作製し、物理的清掃法、パルス式紫外線照射装置を用いて光学的殺菌法、
酵素を含有する洗浄液による化学的洗浄法を行い、方法の違いによる効果の差を細菌学的に比較検討し
た。
【結果】　物理的清掃法は検出細菌量の減少を認めるが効果は限定的であった。光学的殺菌法の併用は検
出細菌量の減少を認め、その効果は化学的洗浄と同等であった。
【考察】　パルス式紫外線照射装置による義歯衛生的管理の有用性が示唆された。
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一般演題 III 

2．技術の検討と症例報告１（14：49～ 15：05）

座長：東海大学医学部外科学系救命救急学　梅澤　和夫

20．Haemophilus infl uenzae、Streptococcus pneumoniae の
　　 薬剤感受性自動化測定について

　　  大島　利夫 1)、野宮　沙織 1)、浅井さとみ 2)、宮地　勇人 2)

　　   1)東海大学医学部付属病院診療技術部臨床検査技術科、2)同　医学部基盤診療学系臨床検査学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【目的】　Haemophilus influenzae とStreptococcus pneumoniae の薬剤感受性自動化測定による標準化
について検討した。
【対象と方法】　H. influenzae 35株、S. pneumoniae 36株、標準菌株 ATCC49247、ATCC49169を用
い、全自動細菌迅速同定感受性測定装置改良型 RAISUS ANY（日水製薬株式会社）とドライプレート
DP34（栄研化学株式会社）による薬剤感受性試験を実施した。
【結果】　RAISUSによる精度管理株の測定は、全て基準値範囲内で再現性も良好であった。DP34と
の一致率は、H. influenzae で 62.9～ 100％、S. pneumoniae で 86.1～ 100％であった。用手法による
trailing effect株では、ABPC、 MEPM、 CTRX、 CCLで不一致が見られた。
【考察】　良好な同時再現性は、安定した吸光度の測定など自動化によるところが大きいと考えられた。
用手法による trailing effect株では、技師間差が認められ、精度管理の向上と標準化に自動化の有用性
が検証された。

21．培養延長によりCorynebacterium kroppenstedtii が検出された 3症例について
　　  小嶋　由香 1)、杉田　光男 1)、菊池　　眸 1)、関根　由貴 1)、品川　将人 1)、加野象次郎 1)、嶋田　恭輔 2)、

           久保内光一 3)、大楠　清文 4)

           1) 川崎市立井田病院検査科、2) 同　乳腺外科、3) よこはま乳腺・胃腸クリニック、

           4)東京医科大学微生物分野

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【はじめに】　昨年、本学会において遅発育菌であるCorynebacterium kroppenstedtii を乳腺炎患者の
膿汁から検出した症例を報告した。その後乳腺外科の医師と連携し、培養日数を増やすことで、さらに
2症例からC. kroppenstedtii を分離することができたので報告する。
【症例】　患者 1（分離年 2015年） : 37歳女性、肉芽腫性乳腺炎。患者 2（分離年 2016年） : 35歳女性、
肉芽腫性乳腺炎疑い。患者 3（分離年 2016年） : 43歳女性、肉芽腫性乳腺炎。
【細菌検査】　3症例とも検体提出時に乳腺外科の担当医より、C. kroppenstedtii を疑うとの連絡があ
り、培養延長を行うこととした。4～ 5日後、白色コロニーが 1～ 2個出現し、グラム染色を行ったと
ころグラム陽性ハの字型桿菌を認め、生化学性状からも Corynebacterium属が疑われ、PCR法および、
16S rRNAを用いた遺伝子解析にてC. kroppenstedtii と同定された。
【考察】　担当医師と連携し、培養延長を行うことで原因菌を分離することができ、適切な治療を行うこ
とができ、有用性の高い検査法であることが示唆された。
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一般演題 III 
3．技術の検討と症例報告２（15：06～ 15：22）

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

22．胆汁培養からAchromobacter denitrifi cans が検出された 1症例
　　   佐藤　守彦 1)、小泉多恵子 2)、後藤　未来 2)、山冨　桂司 2)、高田　祐輝 2)、小野祐太郎 2)、  後藤　正寿 2)、

            増田　作栄 3)、魚嶋　晴紀 3)、小泉　一也 3)、金原　　猛 3)、賀古　　眞 3)

            1) 湘南鎌倉総合病院感染対策室、2) 同　検査部、3) 同　消化器病センター

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【諸言】　Achromobacter denitrificans は、ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌である。今回、胆汁から
Achromobacter denitrificans が検出された 1症例について報告する。
【症例】　80歳、女性。切除不能膵癌による胆管炎で入院。ERCPでのドレナージと抗菌薬 CMZで改善。
胆汁培養でAchromobacter denitrificans 検出。
【考察】　Achromobacter denitrificans は、1983年Alcaligenes denitrificans として初めて報告された。
その後いくつかの変遷を経て 2003年 16S rRNA遺伝子情報をもとにAchromobacter denitrificans とな
った。海外では、腹膜透析腹膜炎、肺炎、髄膜炎、腎膿瘍等の報告がある。医中誌で検索の限りでは本
邦での臨床報告はなく、本邦初の報告と思われる。

23．血液培養からGemella morbillorum とClostridium ramosum が同時検出
         された 1例

　　  小泉多恵子 1)、後藤　未来 1)、山冨　桂司 1)、高田　祐輝 1)、小野祐太郎 1)、後藤　正寿 1)、佐藤　守彦 2)、

           荻野　秀光 3)、数納　祐馬 3)、須田　倫之 3)

           1) 湘南鎌倉総合病院検査部、2) 同　感染対策室、3) 同　外科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【諸言】Gemella morbillorum は微好気性グラム陽性球菌で口腔内、消化管等の常在菌である。今回血
液培養から G. morbillorum と Clostridium ramosum が同時検出された症例を経験した。 
【症例】75 歳女性。腹部膨満感で来院。大腸ステント留置 3 日後 38.3℃の発熱で血液培養採取。 血
液培養 4 本中 3 本陽性で染色不鮮明。MALDI TOF MS（VITEK MS）にて G. morbillorum と C. 
ramosum の 2 菌種が同定。抗菌薬 CMZ にて改善。 
【考察】今回G. morbillorum と C. ramosum が同時検出されたことから口腔由来でなく消化管由来と
思われる。大腸疾患があり培地上発育不良の場合は Gemella Sp.を考える必要がある。また Gemella 
Sp.は常在菌のため見逃される事もある。
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指定演題 

1．AMR１（15：50～ 16：20）

座長：川崎市健康安全研究所　岡部　信彦

24．薬剤耐性誘導のデータマイニングによるアプローチ 1（解析方法）

　　   山田　実俊 1)、梅澤　和夫 2)、浅井さとみ 3)、橋本　昌宜 4)、宮地　勇人 3)、猪口　貞樹 2)、山本　義郎 5)

           1)東海大学大学院総合理工学研究科、2) 東海大学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　医学部付属病院薬剤課、5) 同　理学部数学科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【背景】抗菌薬による薬剤耐性誘導の規則は不明である。抗菌薬による薬剤耐性誘導リスクの特定は感
染対策上有用な情報である。医学界では検定が主で、記述統計学は殆ど行われておらず、データ解析は
不充分である。
【目的】薬剤耐性誘導についてデータマイニングによるアプローチの方法を確立する。
【対象】2006年 1月 1日～ 2014年 12月 31日に東海大学医学部付属病院救命救急科に入院した。症例
【方法と結果】抗菌薬使用データと細菌培養データを用い、各患者に最初に出現した薬剤耐性とそれま
でに投与した抗菌薬に関して、①アソシエーションルール分析、②クロス集計のデータ関係性を 2次元
マッピングする対応分析、③アソシエーションルール分析と対応分析を用いて開発した属性特化型特徴
抽出アソシエーションプロット（山田・山本（2014））により抗菌薬と薬剤耐性の関係の可視化、④オ
ッズ比解析による、アソシエーションルールの強さを評価、以上を行い、解析法を確立した。

25．薬剤耐性誘導のデータマイニングによるアプローチ 2（解析結果）
　　  梅澤　和夫 1)、山田　実俊 2)、浅井さとみ 3)、橋本　昌宜 4)、宮地　勇人 3)、山本　義郎 5)、　猪口　貞樹 1)

          1) 東海大学医学部外科学系救命救急医学、2) 東海大学大学院総合理工学研究科、3) 東海大学医学部基盤診

               療学系臨床検査学、4) 同　医学部付属病院薬剤課、5) 同　理学部数学科

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【背景】抗菌薬による薬剤耐性誘導の規則は不明である。抗菌薬による薬剤耐性誘導リスクを特定でき
れば、感染対策上有用な情報となる。
【目的】薬剤耐性誘導についてデータマイニングによるアプローチにより解析する。
【対象】2006年 1月 1日～ 2014年 12月 31日に東海大学医学部付属病院救命救急科に入院した症例。
【方法】抗菌薬使用データと細菌培養データを用い、各患者に最初に出現した薬剤耐性と、それまでに
投与した抗菌薬を集計、抗菌薬と薬剤耐性の関するアソシエーションルール分析、クロス集計、データ
の関係性を 2次元上にマッピングする対応分析を行った。さらにオッズ比解析を用いて、アソシエーシ
ョンルールの強さを評価した。
【結果】カルバペネム耐性緑膿菌の発生に関与したと考えられる抗菌薬は ABK、MEPM、VCM、
LZD、CPFX、DRPMであるが、各々の抗菌薬の使用量と耐性菌出現の経時変化との間には一致した変
動は見られなかった。
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26．AMR対策アクションプラン達成を目指した当院の取り組み
　　  椙山聡一郎 1)2)、清水　博之 2)、築地　　淳 2)、木田沙緒里 2)、杉山　嘉史 2)、河原　春代 2)、橋本　真也 1)

           1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター薬剤部、2) 同　感染制御部

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　2016年 4月に AMR対策アクションプランが具体的数値目標とともに掲げられた。この目標を達成
するために当院で実施している取り組みを紹介し、今後の課題を検討した。
　AMR対策アクションプランに向けた具体的取り組みとして採用抗菌薬の見直しを行った。例えば過
去の処方実績や、緊急性を考慮して、不要な抗菌薬を削除するなどの検討を行った。さらに抗菌薬適正
使用に必要な抗菌薬の新規採用を申請した。経口抗菌薬の削減に関しては、まずセファロスポリン、フ
ルオロキノロン、マクロライド系の処方実績を解析し、不要と思われる薬剤を抽出し、処方診療科と協
議の上で削除を検討している。
　また、広域抗菌薬使用患者の病状把握を毎日行い、長期投与患者への介入を行っている。さらに起因
菌に基づいた早期 de-escalationの提案や、血液培養陽性症例の即日介入を行うことで、早期に適切な
治療が開始できるようにしている。
　今後 AMR対策アクションプランの目標を達成するためには、受動的ではなく能動的に抗菌薬の適正
使用が行えるように、医師に対する教育を継続して実施することが重要であると考える。
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指定演題 

2．AMR２（16：20～ 16：50）

座長：聖マリアンナ医科大学総合診療内科　松田　隆秀

27．川崎市におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の分離状況

　　   安澤　洋子、小河内麻衣、佐々木国玄、窪村亜希子、本間　幸子、松尾　千秋、岡部　信彦
　　    川崎市健康安全研究所

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【はじめに】平成 26年 9月から全数 5類感染症に追加された CRE感染症について川崎市における分離
状況を報告する。
【材料及び方法】平成 26年 9月から 28年 11月の間に搬入された菌株 57株について、菌種同定、PCR
法による薬剤耐性遺伝子検索、ディスク拡散法による薬剤感受性試験、Carba NPテストを実施した。
【結果及び考察】Enterobacter属が全体の 77.2％を占めた。染色体性 AmpC産生菌による届出が多く、
AmpC過剰産生や細胞膜の透過性変異による薬剤感受性の低下により届出基準を満たす耐性所見を示
したと考えられた。薬剤耐性遺伝子の検索により IMP-1型遺伝子の保有が認められた株が 7株あった。
Carba NPテストでは、IMP-1遺伝子保有株のほか、遺伝子解析により IMI-1遺伝子の保有が認めら
れた 1株が陽性となった。
【まとめ】当所では、国内で主要なカルバペネマーゼ遺伝子を含む薬剤耐性 17遺伝子について検索し
た結果を医療機関へ還元をしているが、市内全域の分離状況を把握し、医療機関や行政機関との情報共
有することが院内感染対策ひいては良質な医療の提供に重要であると考える。

28．当院における細菌の抗菌薬耐性率と AUDの推移

　　   菊池健太郎 1)2)、大﨑さゆり 3)、茂木千代子 1)3)、風間　義顕 3)、黒崎　文広 1)、芦川　鈴子 1)、吉田　　稔 2)

            1) 帝京大学医学部附属溝口病院 Infection Control Team、2) 同　第四内科、3) 同　中央検査部

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【目的】当院における主な細菌の抗菌薬耐性率と抗菌薬使用量の現状を調査し、今後の課題を明らかに
する。
【対象と方法】2011年 1月から 2015年 12月までの 5年間に提出された全臨床検体から分離された細
菌の抗菌薬耐性率と、主要抗菌薬の AUDを調査し関連性を検討した。
【結果】S. aureus のMPIPC耐性率は 51.7％、49.3％、43.7％、33.7％、34.6％と減少傾向であった。
一方、E. coli の LVFX耐性率は 27.6％、31.8％、35.2％、28.3％、28.6％とほぼ横ばいであった。AUD
は IPM/CSで 6.3、9.6、6.9、3.1、1.6と減少、CPFXも同様に減少していた。
【考察】5年間でS. aureus のMPIPC耐性率、広域抗菌薬の AUDは低下していた。その一因として従
来からの手指衛生の遵守に加え、2013年から広域抗菌薬の使用届出制を開始した効果が考えられた。

10-26.一般演題.indd   25 2017/03/01   14:09:31



－ 26 －

29． 東海大学医学部付属病院における薬剤耐性菌の現状と厚生労働省薬剤耐性
（AMR）対策アクションプラン達成率について

　　   大島　利夫 1)、宮澤　美紀 1)、大橋　茉耶 2)、美奈川由貴 2)、橋本　昌宜 2)、浅井さとみ 3)、宮地　勇人 3)

　　    1)東海大学医学部付属病院診療技術部臨床検査技術科、2) 同　院内感染対策室、3) 同　医学部基盤診療学

                 系臨床検査学

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【目的】2016年 4月に公表された AMRアクションプランに基づき当院における AMR目標達成率につ
いて報告する。
【方法】JANISのデータを基に薬剤耐性率の推移をまとめた。
【結果】2015年における PRSPは 8.2％（8/98、 目標値≦ 15％）、MRSAは 26.8％（420/1566、 目標値
≦ 20％）、大腸菌のフルオロキノロン耐性率大腸菌は 22.2％（216/973、 目標値≦ 25％）、カルバペネ
ム耐性率緑膿菌 13.7％（88/648、 目標値≦ 10％）、カルバペネム耐性大腸菌・肺炎桿菌は 0.1％（1/1333、 
目標値≦ 0.2％）であった。2011年に対する増加率は、それぞれ、－ 15.2％、 － 8.3％、 ＋ 6.4％、 － 1.1
％、 ＋ 0.1％で、フルオロキノロン耐性大腸菌の増加率は 2011年に比べて＋ 6.4％の増加が見られた。
【まとめ】主要菌の耐性率の年次推移は低下傾向であるものの、フルオロキノロン耐性大腸菌の増加が
懸念された。AMRにおける 2020年目標値の達成には、MRSA、カルバペネム耐性緑膿菌、フルオロ
キノロン耐性率大腸菌では、さらなる努力を必要とする。
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第 81回神奈川県感染症医学会
ランチョンセミナー

日　　時

2017年 3月 18日（土）12：00～ 12：50

会　　場

横浜情報文化センター 大会議室（7階）

臨床微生物検査における
国際標準化（ISO）

宮地　勇人 先生
当番会長・東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学

共催　栄研化学株式会社
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第 81回神奈川県感染症医学会
イブニングセミナー

◆ 日　　時 ◆

2017年 3月 18日（土）17：00～ 17：50

◆ 会　　場 ◆

横浜情報文化センター 情文ホール（6 階）

ワンヘルスアプローチによる
AMR アクションプラン：

　日常診療でどう対応するか
　

　座 長　宮地　勇人 先生
　　　　      東海大学医学部基盤診療学系
　　　　      臨床検査学

　演 者　石井　良和 先生
　　　　　　東邦大学医学部微生物
　　　　　　・感染症学講座　教授

共催　シスメックス株式会社
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