


当番会長挨拶

この度、第 85 回神奈川県感染症医学会の当番会長を仰せつかりました大和市立病院呼吸器
内科の松本裕と申します。伝統ある学会ですので身の引き締まる思いであります。
本学会は医師に限らず、看護師さんや技師さんなど多職種が集う点が特色ですが、今回は特

に若手の皆さん（学生および、研修医、医師以外は勤務歴 2年以内の方）に発表の体験を通じ
て感染症を身近に感じていただくことが、ベテランも含めた神奈川県全体の感染症診療のレベ
ルの向上に繋がるのではないかと考えました。そこで、『目指せ、感染症の達人～若手からベ
テランまで』というテーマを掲げ、以下の企画を予定しております。
一つは若手向けのランチョンセミナーとして国立国際医療研究センター病院の大曲貴夫先生

に特別講演：演題名「感染症診療のロジック （副題）感染症の専門家を目指す方向け」をお
願いしております。
もう一つは、一般演題で若手演者の優秀演題の表彰を企画しました。若手の皆さんからは多

くの演題を登録いただきましたので、発表が楽しみであります。
本学会に参加して頂いて感染症の醍醐味を味わって有意義な時間を過ごしていただければと

存じます。

第 85回神奈川県感染症医学会
当番会長 松本 裕
（大和市立病院 呼吸器内科）



ご発表の皆様へのお願い

入会について：発表演者は当学会員である必要があります。
発表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
きます様お願い致します。
なお、共同演者に会員が含まれていることを当番会長が確認した場合は、「学部学生（除く、

大学院生）」または「初期研修医」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：PCによる発表とさせていただきます。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分後にベルがなります。
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 7、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ファイルは USB メモリで当日必ずご持参くださ
い。
発表用パワーポイントファイル送信宛先：kanagawakansen85@gmail.com
〆切：3月 6日（水）
ご自身の PC で発表される方は、RS232 モニター端子（15Pin）に接続できる変換コネクタ

ーをご持参ください。

掲示用ポスター：奨励賞選考のためポスターを 1日掲示しますので、各自印刷の上、当日ご持
参ください。６階に演題番号を表示した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、学会終了後に撤去をお願いいたします。
パーティションサイズ：縦 160cm×横 110cm
１枚目に演題番号、演題名、演者名、所属名を入れてください。

ご参加の皆様へ

１．受付は横浜情報文化センター 6階にて 9時 30分よりで行います。
２．参加費は 1000円です。お名前を芳名帳にご記入の上、参加費をお支払いください。
３．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。
４．当日はこの冊子をご持参ください。
５．奨励賞について：奨励賞選考の際、参加者の投票も参考にいたしますので、ポスターをご
覧になり優秀と思う演題に投票ください。また、学会終了時に情文ホールで奨励賞授与式を行
いますので皆さま最後までご参加ください。









1．抗結核薬投与後に発症した横紋筋融解症の 1例

木村泰浩、宮沢直幹、塚原利典、西連寺悠

済生会横浜市南部病院 呼吸器内科

症例は 75 歳男性．胸部 CTにて左肺上葉に 11 ㎜大の結節影があり外来フォロー中であった．

2018 年 7 月の胸部 CTで 10 ㎜大の結節影が数個新たに出現したため，胸部異常陰影があり気管支

鏡検査を行ったところ結核菌培養陽性のため肺結核と診断した．8月 30 日から INH，RFP，EB，

PZA の 4剤にて治療開始したが，11 日目に四肢の筋力低下，AST 304 IU/L、ALT 64 IU/L、CK

13916 IU/L，ミオグロビン 4373 ng/ml と上昇、横紋筋融解症と診断し入院。抗結核薬中止および

補液で改善した．9月 28 日から RFP を再開，10 月 4日から INH を再開，10 月 12 日から PZA を

再開したが横紋筋融解症の再発なく経過した．抗結核薬の横紋筋融解症についての報告は稀であり，

若干の文献的考察を加えて報告する．

２．当院におけるT-SPOT.TB検査の現状

清水咲耶（学生），片倉誠悟，小林信明，井上玲，金井亮憲，柳生洋行，室橋光太，

増本菜美，中島健太郎，湯本健太郎，田代研，寺西周平，池田美彩子，長井賢次郎，

渡邊恵介，原悠，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

【背景】T-SPOT.TB は 2012 年 11 月に保険適用となって以降、各診療科で結核診断のために利用

されているが、実地診療における有用性は明確ではない。

【方法】2013 年 1 月 1日～2017 年 12 月 31 日に横浜市立大学附属病院でT-SPOT.TB を検査され

た症例を集計し、診療録のデータを後方視的に検討した。

【結果】総検査数は 5年間で約 5倍に急増していた。診療科毎の検討では特に眼科からの検査数が

増加しており、主に生物学的製剤導入前の潜在性結核感染症(LTBI)診断を目的としていた。陽性

率は11.8％→4.5%と低下傾向を示した一方で、判定保留は1.5％前後、判定不可も1.0%前後で一定

であった。開放性結核で入院した症例での感度は 87.1％であった。

【結論】T-SPOT.TB は特に LTBI 診断に有用であると考えられた。実地診療における感度は低い

可能性があり注意が必要である。

10:40～11:07

結核 座長：北里大学病院危機管理部感染管理室 高山陽子

高山 陽子



３．結核診断におけるTBAg/ PHA比の有用性および結果に影響する因子の検討

北堀弘大（学生），片倉誠悟，小林信明，井上玲，金井亮憲，柳生洋行，室橋光太，

増本菜美，中島健太郎，湯本健太郎，田代研，寺西周平，池田美彩子，長井賢次郎，

渡邊恵介，原悠，佐藤隆，山本昌樹，工藤誠，金子猛

横浜市立大学大学院医学研究科 呼吸器病学教室，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

【目的】T-SPOT. TBで得られる結核菌特異抗原とPHAによるスポット数の比（TBAg/ PHA）が

活動性結核と潜在性結核感染症（LTBI）の鑑別に有効とされている．TBAg/ PHA 比に影響する因

子を検討した．

【方法】2014 年 4 月 1日～2018 年 3 月 31 日に当大学で T-SPOT．TB が陽性の活動性結核 170

例とLTBI 187例を対象とした．ESAT-6，CFP-10，PHAのスポット数を抽出し，ESAT-6/ PHA

とCFP-10/ PHAのうち大きい値をTBAg/ PHA比と定義した．ロジスティック回帰分析からROC

曲線を作成し，結果に影響する因子について検討した．

【結果】TBAg/PHA比のROC曲線は60歳未満，免疫抑制のない群において，より良いAUCが得

られた．

【結論】TBAg/PHA比による活動性結核とLTBIの鑑別は比較的若年，健常な対象群においてより

有用であることが示唆される．



４．細菌性肺炎入院症例の臨床的背景と予後の後方視的検討

増田誠 1)、福田信彦 1)、堂下皓世 1)、田中克志 1)、清水博之 2)、草野暢子 3)、西川正憲 1)

1)藤沢市民病院 呼吸器内科、2)同 臨床検査科、3)同 外来化学療法室

【目的】高齢化社会において肺炎による死亡者数は年々増加しており、現在は死因の第 3位である。

特に高齢者や様々な基礎疾患を有する症例が増えており、その患者背景と予後の関係を明らかにす

る。

【方法】2017 年 4 月から 2018 年 3 月に細菌性肺炎で当科に入院した症例について臨床的背景と予

後について検討した。

【結果】患者数は 194 例、平均年齢は 75.9 歳で 70 歳以上が 8割を占めた。何かしらの合併症を有

する症例が 186 例であり、その内訳は神経疾患が 70 例、呼吸器疾患が 66 例、循環器疾患が 44 例

であった。高齢であるほど、また普段の ADLが低いほど入院が長期化し、予後不良であった。

【考察】高齢者に対する肺炎予防の重要性が言われているが、基礎疾患を有する患者やADL が低

い患者に対しては特に強調する必要がある。また入院を要した際にはADL を低下させないために

早期のリハビリテーション、療養環境調整が望まれる。

５．高 IgE 症候群により反復する呼吸器感染症を生じた３症例

徳田花子（初期研修医）、長井賢次郎、原悠、井上玲、金井亮憲、柳生洋行、池田美彩子、

室橋光太、片倉誠悟、増本菜美、湯本健太郎、中島健太郎、寺西周平、田代研、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

高 IgE 症候群は希な疾患であり、黄色ブドウ球菌を中心とする皮膚膿瘍と肺炎、新生児期から発

症するアトピー性皮膚炎、血清 IgE 高値を３主徴とする免疫不全症である。多くの症例で特有

の顔貌、骨・軟部組織・歯牙の異常を合併する。近年、STAT3 遺伝子の変異による事が報告され

ている。症例 1は、生後 2ヶ月頃から全身性の湿疹と 4歳頃より、肺炎を繰り返していた。10 歳

時に血清IgE高値と臨床経過より診断、その後も肺炎、真菌感染を繰り返し現在12年経過している。

症例 2は、生後 1年 3ヶ月頃から肺炎を繰り返し 12 歳時に診断、その後症例 1と同じ様な経過を

たどり15年経過している。2症例ともSTAT3遺伝子異常が検出され、1型高 IgE症候群と診断。3

11:10～11:55 座長：横浜市立大学附属市民総合医療センター

呼吸器感染症Ⅰ 呼吸器病センター 山本昌樹



症例目は、高齢になってから肺炎と肺嚢胞を認め、血清 IgE 異常高値、特徴的な顔貌等から臨床的

に診断。３症例について文献的考察を含め報告する。

６．侵襲性肺炎球菌肺炎の治療期間について

陳昊 1)、大塚葵 1)、長澤遼 1)、黒﨑裕一郎 1)、石井宏志 1)、伊藤俊輔 1)、平居義裕 1)、

金子猛 2)

1)関東労災病院呼吸器内科、2)横浜市立大学大学院医学研究科 呼吸器病学教室

【緒言】59 歳男性。侵襲性肺炎球菌肺炎（IPD）で入院した。11 日間の抗菌加療後改善したが、2

週間後に再度 IPDで入院となった。抗菌加療 20 日間を行い治癒した。IPD に対しての適切な抗菌

薬の投与期間を調査する。

【方法】2011年から2018年までの当院での肺炎球菌菌血症症例を抽出し、その内 IPDと診断され

た患者を対象に考察する。

【結果】期間内に肺炎球菌菌血症は 57 例であり、17 例(29.8%)は死亡退院であった。残り 40 例中

17 例は IPDと診断した。抗菌薬の投与期間は平均で 16.2 日であった。

【結論】IPD の治療期間に関しては国内のデータがなく。2週間以上の投薬が必要ではないかと考

えた。

７．土壌からの感染を疑われたレジオネラ肺炎の 1例

大津佑希子 1)、金子舞 1)、奧茜衣 1)、宮園希 1)、浅井偉信 1)、星野昌子 1)、福田勉 1)、

金子猛 2)

1)茅ヶ崎市立病院呼吸器内科、2)横浜市立大学大学院医学研究科 呼吸器病学教室

レジオネラ肺炎は環境中のレジオネラ属の細菌をエアロゾルの形で吸引することで発症し、市中

肺炎の3-10％を占める疾患である。今回、土壌から感染を疑われた症例を報告する。

症例は48歳の男性。入院1週間前から3日間、大雨の中、屋外で土木作業をしていた。入院3日前

より悪寒が、入院2日前より39度台の発熱が出現し、入院同日に当院救急外来を受診した。胸部単

純レントゲン写真で右上肺野に浸潤影を認め、尿中抗原検査でレジオネラ抗原陽性であったため、

レジオネラ肺炎の診断で同日当科緊急入院となった。入院時、敗血症の状態を来しており、AZM、

LVFX 経静脈投与を開始した。その後の経過は良好であり、第8病日に LVFX 内服へ変更し、第10

日目に退院となった。

レジオネラ属細菌は自然界に広く分布するが、感染源が明確でない症例も多い。本症例は尿中レ

ジオネラ抗原陽性で診断となり、病歴より土壌からの感染が最も疑われた。



８．関節リウマチ治療中に発症したサイトメガロウイルス肺炎の一例

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

81 歳女性。関節リウマチに対してMTX、PSL内服中。1か月前からの食思不振、乾性咳嗽を主

訴に当院内科受診。胸部X線ですりガラス影を認め肺炎の疑いでTFLXを 6日間内服するも改善な

く、β-Dグルカン、KL-6 の上昇を認め、胸部 CTで両側下葉中心にすりガラス影があり、ニュー

モシスチス肺炎を疑い、精査加療目的に入院した。気管支鏡検査を行い、細胞診ではシストは検出

されなかったが、診断的治療として ST合剤と PSL内服を開始した。治療効果に乏しく ST合剤に

よる副作用を認め、Day9 に ST合剤を中止。CMV抗原を追加提出し、強陽性であったため、サイ

トメガロウイルス肺炎と診断した。Day13よりGCV250mg/日を開始し、軽快し14日間投与で終了。

免疫抑制剤投与中の日和見感染症について鑑別を要し、教訓的な一例を経験したため、文献的考察

とともに報告する。



９．肺炎後の骨髄抑制に続発した侵襲性真菌症の一例
渡邊

たかね
嶺（初期研修医）、比嘉令子、清水博之、築地 淳、亀井克彦

横浜市立大学附属病院市民総合医療センター

生来健康な 57 歳日本人女性。肺炎球菌性肺炎を発症し他院で治療され、一旦軽快した後に著明

な汎血球減少を起こしたため、精査加療目的に当院転院となった。転院直後の骨髄所見からは悪性

疾患は疑われず、感染に伴う続発性血球減少と考えられた。その後、血球は回復したが第 12 病日

に意識レベルが低下、脳や甲状腺などの多発塞栓症状と左眼真菌性網膜炎が強く疑われた。甲状腺

穿刺検体から菌種不明の真菌を検出、後に千葉大学真菌医学研究センターの解析によりVolvariella

volvacea と判明した。さらに、気管痰から Rhizomucor, Asperguillus, Coprinpsis nerea も検出され

混合感染と考えられた。VRCZ, L-AMBを含めた抗真菌薬療法は奏功せず、第29病日に多臓器不全

で死亡した。非免疫不全者に発症した稀有な症例として、過去のVolvariella volvacea 感染例報告と

合わせて考察する。

１０．蜂窩織炎で発症しCHDFにより救命し得た劇症型A群溶連菌感染症の一例

田村 怜子、松本大海、小嶋亮太、三浦健次

横浜栄共済病院 呼吸器内科

79歳女性、糖尿病の既往あり。発熱、意識障害で救急搬送。熱源不明であり精査加療目的に入院、

PIPC/TAZ で治療開始としたが、左足関節周囲の裂創からの蜂窩織炎と判明した。抗菌薬投与と皮

膚科的処置を継続したが、採血上肝機能障害、腎機能障害の進行が著しく、day6に敗血症性ショッ

ク、肺うっ血をきたした。血液培養、創部培養からは Streptococcus pyogenes が検出され、劇症型
A群溶連菌感染症の診断に至った。抗菌薬、免疫グロブリン大量療法、創部の減圧切開術に加え、

CHDF による治療を試みたところバイタルは改善し、肝機能障害、腎機能障害ともに改善傾向を認

めた。全身状態安定後、形成外科によるデブリードマン手術を施行した。

【考察】劇症型A群溶連菌感染症は非常に急激な経過を辿り、多臓器不全をきたした場合予後不良

であるとされる。本症による多臓器不全に対しCHDFが有用であった症例を経験したためここに報

告する。

13:10～13:55

症例報告 座長：聖マリアンナ医科大学総合診療内科 廣瀬雅宣



１１．頸部膿瘍患者から検出したActinomyces oris の 1 例

安達譲 1)，中崎信彦 1)，小貫智世 1)，金木遥 1)，二本柳伸 2)，和田達彦 2)，高山陽子 2)

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

【症例】患者は80代男性。3日前より右耳下部に疼痛を自覚、受診前日に著しい腫脹を伴い、翌日

当院耳鼻咽喉科外来を受診し緊急入院となった。右側頸部の嚢胞性腫瘤より低粘性膿汁を認めた。

膿汁のグラム染色所見で放線菌感染を疑い、第0病日からCTRX 1g×2/daysの抗菌薬療法が開始。

第 9病日に Actinomyces 属と同定したことから、ABPC 2g×2/days に変更。第 11 病日に患部切開

で症状改善、第 19 病日に退院となった。

【微生物検査所見】5%炭酸ガス、35℃・ 24 時間培養後のヒツジ血液寒天培地に非溶血性微小集落

を認めた。菌種同定は、MALDI バイオタイパー（Bruker）で Actinomyces oris（Score Value
2.302）であった。

【考察】Actinomyces属は主に嫌気性菌に属するが、5%炭酸ガス培養で発育するActinomyces属の
存在に留意する必要がある。

１２．Klebsiella oxytoca が検出された抗菌薬関連出血性腸炎の一例

綱島弘道 1)、菊池健太郎 2), 3)、大﨑さゆり 3)、茂木千代子 3)、芦川鈴子 3)、

黒崎文広 3)、高井敦子 2)、國吉宣行 1)、松本光太郎 1)、関根一智 1)、辻川尊之 1)、

馬淵正敏 1)、土井晋平 1)、佐藤浩一郎 1)、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】64 歳、男性。1カ月前より咳嗽が出現し当院受診。肺炎と診断され入院後ABPC/SBT の

投与開始、第13病日にMINOの併用投与が開始された。第20病日に血便を認め、下部消化管内視

鏡検査を施行。横行結腸に限局した区域性の縦走及び一部全周性で非連続性の粘膜浮腫・発赤を認

めた。病理組織では炎症細胞浸潤と間質の浮腫を認めた。便培養、腸粘膜培養で K. oxytoca が検出
され、抗菌薬関連出血性腸炎（AAHC）と診断。抗菌薬の中止、禁食・補液にて症状は改善。下部

消化管内視鏡検査で内視鏡所見の改善を確認し、食事再開後退院となった。

【考察】K. oxytoca は AAHCの原因としてよく知られている。非ステロイド性抗炎症薬

（NSAIDs）の併用内服にて症状、所見が強く出ると既報告がある。本症例はNSAIDs を内服して

いないが、内視鏡所見が強く出た症例であり、若干の考察を加え報告する。



１３．性同一性障害の女性に生じ造影CT検査で特徴的所見を呈したFitz-Hugh-Curtis

症候群の一例

吉田花圭 1)2)6)、飯島直樹 1)5)、井上陽子 1)2)6)、平間千絵 1)3)、家研也 1)2)6)、奥瀬千晃 1)4)、

松田隆秀 6)

1)川崎市立多摩病院 総合診療センター、2)川崎市立多摩病院 総合診療内科、3)川崎市

立多摩病院 救急災害医療センター、4)川崎市立多摩病院 消化器・肝臓内科、5)聖マリ

アンナ医科大学 脳神経内科、6)聖マリアンナ医科大学 総合診療内科

【症例】22 歳女性、男性として生活し特定の女性パートナーあり

【現病歴】来院 1 週間前から心窩部不快、３日前から発熱、2日前から吸気で増悪する右季肋部痛

が出現し当院受診した。38.5 度の発熱と右季肋部圧痛、肝叩打痛を認め、血液検査で炎症反応高値

を呈した。産婦人科診察で異常所見に乏しいものの、腹部造影 CT早期相で肝被膜濃染像と肝周囲

腹水貯留を認めたことより肝周囲炎としてCMZとMINOで加療開始し数日で改善を認めた。子宮

頸管 PCRクラミジア陽性となり Fitz-Hugh-Curtis 症候群(FHCS)の診断で AZM内服後に退院とな

った。

【考察】本例は患者が性交渉経験を否定し、婦人科愁訴に乏しいため診断に難渋したが、被膜伸展

痛の存在と造影 CT所見が診断に有用であった。性的指向は初診時に正確に聴取しえない場合もあ

り、FHCS を想起した際は安易に問診で除外せず早期相を含む造影 CTの検討が重要と思われる。



１４．肺外固形腫瘍を合併した肺Mycobacterium avium complex 症例の検討

井上玲，渡邉恵介，金井亮憲，柳生洋行，池田美彩子，室橋光太，長井賢次郎，

若林綾，原悠，片倉誠悟，増本菜美，中島健太郎，湯本健太郎，寺西周平，田代研，

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

【目的】肺Mycobacterium avium complex（MAC）症と肺癌・血液悪性腫瘍との関連は報告されて
いるが、他の癌腫についての報告は少ない。【方法】当院で 2005～2017 年に米国胸部疾患学会の

肺非結核性抗酸菌症診断基準を満たす肺MAC症患者を対象とした。肺外固形腫瘍の診断歴がある

群（腫瘍診断群）と合併症のない群（非合併症群）の患者背景を比較した。腫瘍診断群において画

像で肺MAC 症が疑われてから抗酸菌検査までの遅れを計測した。【結果】92 人が診断基準を満た

し、腫瘍診断群 22 人、非合併症群 25 人だった。両群の比較で腫瘍診断群の病変範囲が狭かった。

腫瘍診断群で肺MAC 症が疑われて抗酸菌検査が施行されるまで中央値 10 か月の遅れがあった。

【結論】肺外固形腫瘍の診断歴がある肺MAC症は病変範囲が狭かったが、悪性腫瘍の診断あるい

はフォローアップ中に見逃されている可能性もある。

１５．菌種同定により良好な治療経過をたどることができたMmassiliense 症の一例

押方智也子１）、金子猛２）、釣木澤尚実１）２）

１）平塚市民病院 呼吸器内科・アレルギー内科、２）横浜市立大学大学院医学研究科

呼吸器病学教室

【症例】76 歳女性 【主訴】咳嗽、喀痰 【現病歴】20 代で肺結核を PAS、INH で 1年間治療し

た。X年8月に咳嗽、喀痰を自覚し、CDTR-PIで改善せず、STFXにて咳嗽、喀痰は軽快したが右

上肺野に浸潤影を認め紹介された。初診時抗酸菌検査はGaffky6 号で、結核・MACの PCR法およ

びDDH法は陰性、分離菌の遺伝子解析にてM. massiliense と同定された。その後 3回提出した喀

痰はDDH法でM. abscessus と判定されたが、遺伝子解析ではすべてM. massiliense と同定された。
X+１年 6月よりM. abscessus に準じ CAM、FRPM、STFX で治療を開始し、まもなく喀痰は消失

し、画像所見も徐々に改善した。【結論】M. abscessus complex は遺伝子分析法などの進歩により
亜種分類され、M. massiliense はその一種で臨床経過が異なるため、起炎菌同定は重要である。

14:00～14:36

非結核性抗酸菌症 座長：済生会横浜市南部病院呼吸器内科 宮沢直幹



１６．経過観察中に胸膜炎を生じた非結核性抗酸菌症の一例

山本奈央子（初期研修医）1)、伊藤悠 1)、井澤亜美 1)、相子寛子 1)、川島英俊 1)、

高橋良平 1)、小澤聡子 1)、伊藤優 1)、金子猛 2)

1)横浜労災病院 呼吸器内科、 2)横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学教室

56 歳女性。X-3 年より気管支拡張症および非結核性抗酸菌（NTM）の疑いで近医で経過観察中

であった。X-1 年 7 月の胸部 CT検査で肺病変の増悪が認められたため当科紹介。喀痰からM.
Avium が複数回検出されNTMと診断されたがその後本人の希望により経過観察となっていた。X

年 9 月中旬発熱、右季肋部痛を自覚したため救急外来を受診。胸膜炎の疑いでCVA/ABPC 投与の

上帰宅となったがその後症状増悪し当科緊急入院。胸水グラム染色、抗酸菌塗抹検査では有意な所

見は認められなかった。細菌性胸膜炎を第一に考えABPC/SBT 開始したが、発熱持続し炎症反応

高値が続いていた。抗菌薬不応でリンパ球優位の胸水所見よりNTMによる胸膜炎を疑い第10病日

RFP、EB、CAM3 剤を投与したところ全身状態、炎症反応の改善を認め第 30 病日に退院可能とな

った。退院後に胸水培養検査でM. Avium が同定された。鑑別に挙げ早期の治療介入を行うこと

ができたNTMによる胸膜炎の一例を経験したので報告する。

１７．当院で経験した肺Mycobacterium kansasii 症の夫婦例

粕谷美帆（初期研修医）1)、平馬暢之 1)、山本昌樹 1) 、平田萌々1) 、染川弘平 1) 、

神巻千聡 1) 、久保創介 1) 、三神直人 1) 、鄭慶鎬 1) 、間邊早紀 1) 、牛尾良太 1) 、

工藤誠 1) 、金子猛 2)

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)横浜市立大学大学院

医学研究科呼吸器病学教室

非結核性抗酸菌症（以下NTM）は結核菌群とらい菌を除いた約 150 種類の抗酸菌の総称である。

水系、土壌など環境中に存在するNTMを感受性が高い個体が取り込むことで感染が成立すると考

えられている。通常NTMは人から人への感染は起こらないとされており、同一家系内に肺 NTM

症の発症が多く見られる報告が存在するが、同一家系外での家族内発症例の報告は乏しい。同一家

系外である夫婦でM. kansasiiに罹患した例を経験したため報告する。患者は血痰を主訴に受診し喀
痰からM,kansasii が分離同定され、治療介入を行った。治療開始より 4か月後、喀血で緊急搬送さ

れた配偶者の喀痰よりM.kansasii が分離同定された。菌株が保存されておらず同一株かについては
実施不可能であった。居住環境が感染源と考えられる肺NTM症では、同一環境中に偶然疾患感受

性の高い個体が存在する可能性も考慮する必要がある。



１８．潜在する前立腺癌に合併し、多発空洞性病変を呈したニューモシスチス肺炎
（PCP）の１剖検例

田村祐規 1)､椿原基史 1)､池田秀平 1)､柴田祐司 1)､新野史 2)､加藤英明 3)､後藤秀人 4)､金子猛 5)

1)国立病院機構横浜医療センター呼吸器内科､2)同 臨床検査科､3)横浜市立大学附属病院血

液･リウマチ･感染症内科､4)後藤内科医院､5)横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学教室

症例は72才男性。5年前より胸部CTで多発粒状陰影、一部に浸潤影、小空洞、気管支拡張を認

め、慢性呼吸器疾患として当科へ通院した。気管支洗浄液で細菌は検出されなかったが、ニューキ

ノロンやマクロライド系薬の間欠的な内服で症状は安定していた。2年前より空洞病変が増大し、

血清β-Dグルカン高値、アスペルギルス抗原陽性のため抗真菌薬を開始し継続した。1年前より呼

吸不全が進行し在宅酸素療法を導入した。今回、呼吸困難、食欲不振と衰弱で入院し多発空洞性病

変はさらに増大していたが、抗酸菌を含め起炎菌を認めなかった。カルバペネム系薬、抗真菌薬の

継続で改善せず、入院１か月後に死亡した。病理解剖で多発空洞性病変は PCP と診断され、腹腔

内播種を伴う進行前立腺癌、多臓器に及ぶサイトメガロウイルス感染所見を認め、前立腺癌に免疫

不全を伴い PCP に至ったと考えた。担癌状態で進行する多発空洞性病変を認めた際、PCP も鑑別

に挙げる必要がある。

１９．関節リウマチ患者に合併した肺クリプトコッカス症

田中信哲、須藤成人、山口展弘

横須賀市立市民病院 呼吸器内科

症例は関節リウマチ治療中に肺内結節影を認めた 2例。

症例 1は 81 歳女性で、58 歳頃より関節痛を認めるも、変形性関節症と診断され保存的に経過を

みられていた。78 歳時に関節リウマチと診断し、メトトレキサートによる加療が開始され、79 歳

時にはアバタセプトの追加導入がされた。今回、定期のレントゲン検査で結節影を認めたため、精

査加療目的に当科紹介となる。

症例2は70歳時に関節リウマチと診断され、メトトレキサートによる加療を開始されるも関節炎

が続いたため、2か月前よりプレドニゾロンが追加された。今回アバタセプトの導入を目的に行わ

れた胸部レントゲン検査で結節影を認めたため、精査加療を目的に当科紹介となる。

ステロイド剤投与などの細胞性免疫不全の存在は、肺クリプトコッカス症の危険要因であり、肺ク

リプトコッカス症について文献的考察も踏まえ報告する。

14:40～15:16

呼吸器感染症Ⅱ 座長：横浜市立大学大学院呼吸器病学教室 小林信明



２０．治療に難渋しているAsperugillus niger による肺アスペルギルス症の 1例

川瀬咲（初期研修医）1)、橋本恒 2)、金子彩美 2)、藤井裕明 2)、青木絢子 2)、

小泉晴美 2)、高橋健一 2)

1)国家公務員共済組合連合横浜南共済病院 初期臨床研修医 2)同 呼吸器内科

症例は67歳男性。X-12年に食道癌、胃癌、X-2年に気胸で手術歴あり。X年7月26日に、LVFX、

FRPMに不応の肺炎として当科に紹介。CT画像で右上葉を中心に浸潤影を認め、細菌性肺炎とし

てMEPMを開始したものの、発熱が持続し、炎症反応は上昇した。8月 2 日にβ-Dグルカンの上

昇を確認したため真菌感染症を疑った。翌 3日に気管支鏡検査を行い、洗浄液の培養でAspergillus
niger を検出、肺アスぺルギルス症と診断した。VRCZ を開始したが改善乏しく、L-AMB に変更し
たものの、副作用で治療の継続に難渋した。また、同剤のみでは治療効果に乏しく、培養検体の薬

剤感受性検査を他施設に依頼、結果を参考に L-AMB、CPFG、5-FC の 3 剤を 3 か月間併用した。

治療に難渋したが、退院に至った Aspergillus niger による肺アスペルギルス症を経験したので、文
献的考察もふまえて報告する。

２１．間質性肺炎感染増悪の治療経過中、診断に難渋した亜急性侵襲性肺アスペルギ
ルス症の一例

岡田浩平、西平隆一、水谷知美、水堂祐広、井上聡、松本裕

大和市立病院 呼吸器内科

【症例】78 歳、男性。201X 年 6月に間質性肺炎感染増悪で入院し、各種抗生物質、抗菌薬投与や

ステロイドの増量を行ったが、微熱が続き、画像所見も改善しなかった。第 42 病日の胸部画像に

て右肺上葉に空洞影が出現し、入院時には基準値未満であったβ-Dグルカンが 24.1 pg/ml と上昇

を認め、亜急性侵襲性肺アスペルギルス症と臨床的に診断し、ミカファンギンの投与を行った。一

時的に喀血を生じたが軽快し、イトラコナゾール内服に変更した。その後、胸部Ｘ線写真上も改善

を認め退院した。

【考察】亜急性侵襲性肺アスペルギルス症は、慢性肺疾患、ステロイド投与患者等に発症するが、

菌が検出されないことも多い。一般抗菌薬で軽快しないなど、間質性肺炎感染増悪の治療に難渋す

る場合は早期に真菌感染を鑑別に入れることが重要であると考えられた。



２２．当院の抗菌薬使用適正化への取り組み
篠田聡１）、大津楓１）、山口真裕子１）、西田祐子１）、佐藤真由美１）、高市文佳１）、

土田陽子１）、伊藤恵美１）、寒川整２）、髙橋健一１）

１）国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院 感染制御室

２）横浜市立大学 血液・リウマチ・感染症内科

【はじめに】薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプランに則り、2020 年までに当院の抗菌薬使用

量を 2/3 にするため様々な取り組みを実行している。抗菌薬適正使用のための検査方法や評価方法

の変更およびその結果について報告する。

【方法】①血液培養採取時の消毒方法をポビドンヨードまたは消毒用アルコールから消毒用アルコ

ール+1％クロルヘキシジンアルコールへ変更②カルバペネム系抗菌薬投与前の細菌学的検査の徹

底③クリニカルパス・セット内の抗菌薬削除

【結果・考察】①より血液培養汚染率が 6.9％→1％へ減少し、②、③により各種抗菌薬使用量は、

セファロスポリンは 20％減少、フルオロキノロンは 21％減少しているが、全体量として 21％増加

した。入院患者の増加に伴う静注抗菌薬の増加のよるものと考える。今後とも抗菌薬投与前に必要

な検査を行い、適正な抗菌薬使用のために努めていきたい。

23. サルモネラ菌血症 12 症例の臨床的検討

清水博之, 渡邊眞一郎, 増田誠, 西川正憲

藤沢市民病院 臨床検査科

【目的】サルモネラ感染症は消化器症状を主症状とする細菌性腸炎として発症することが多い。し

かし稀に、消化器症状を伴わずに菌血症を来すことがあり、不明熱として表れる。サルモネラ菌血

症の臨床像や検査所見を解析し、早期診断に役立つ所見を明らかにする。

【対象と方法】2009 年 1 月から 2018 年 12 月までの 10 年間に当院で血液培養からサルモネラを検

出した 12 症例を対象として、電子診療録を後方視的に解析した。

【結果】平均年齢は52.3歳、男性11例。原因菌は腸チフス2例、非チフス性サルモネラ10例。発

症時の感染症診断名は不明熱 5例、細菌性腸炎 5例、感染性動脈瘤 2例であった。比較的徐脈は

36.4％、消化器症状は 50.0％、白血球数 1万未満は 66.7％、好酸球抑制は 100.0％で認めた。

【考察】好酸球抑制、特に好酸球ゼロの不明熱ではサルモネラ菌血症を鑑別に挙げ、炎症反応に関

わらず血液培養を実施すべきである。

15:20～15:56 座長：帝京大学医学部附属溝口病院第四内科

抗菌薬適正使用・疫学 菊池健太郎



２４．川崎市における 2018 年の風しんウイルス検出状況

駒根綾子、若菜愛澄、清水智美、松島勇紀、清水英明、本間幸子、三﨑貴子、岡部信彦

川崎市健康安全研究所

【目的】川崎市における 2018 年の風しんの遺伝子検査結果と疫学情報をまとめた。

【方法】第1-48週に川崎市健康安全研究所に搬入された145名（445検体）のうち、遺伝子検査も

しくは IgM抗体陽性の 90 名を性別、年齢、検体採取時期・部位、ワクチン接種歴別に比較した。

【結果】遺伝子検査陽性 71 名(226 件)中、ワクチン株 1a を除く 70 名（遺伝子型１E）と抗体のみ

陽性の 19 名(28 件)の計 89 名が確定例（男性 83.1%）で、ワクチン接種歴不明が 67.4％、30 歳代

が37.1％を占めていた。1aを含む確定例の検体254件中、遺伝子検査陽性の検体数は尿、咽頭拭い

液、末梢血単核球、血漿、血清が各 53、47、34、16、10 件で、発疹出現日に採取した尿、咽頭拭

い液、末梢血単核球の陽性率は 86.7％以上、血清 50.0％、血漿 53.8％であった。

【考察】診断確定に際しては検体の採取時期・部位が重要と考える。

２５．川崎市における 2018 年流行初期の風疹発生状況

田中邦生（初期研修医）1)，新田礼子 2)，池田史朗 2)，丸山絢 2)，津村和大 3)，

三﨑貴子 2)，岡部信彦 2)

1)川崎市立川崎病院 臨床研修医、2)川崎市健康安全研究所、3)川崎市立川崎病院

内科・教育指導部

【目的】2018 年の川崎市における風疹流行初期の傾向を把握し対策を検討する。

【方法】2018 年 1 月 1日から 9 月 8 日に川崎市に風疹として届出のあった 18 件を対象とし、調査

内容から性・年齢階級、ワクチン接種歴および当時のワクチン接種制度、職種別に発生状況を調査

し、2012-2013 年の流行と比較検討した。

【結果】2012-2013年の 2ヶ年では 25-44歳男性が 46％と風疹含有ワクチン個別接種及び中学女子

のみ定期接種の世代が流行の中心であったが、2018 年は 18 件（男性 16 件）中、30-39 歳が 9 件

（全て男性）で個別接種の世代が半数を占めていた。女性は学生もしくは主婦で、男性は 16 人中

11 人が会社員でありワクチン接種記録のあった者はいなかった。

【考察】感受性者として残存する個別接種世代の男性が 2018 年の流行初期の中心であった。早期

に同年齢層の特に男性会社員をターゲットにした対策を講じることは有効と考える。

16:00～16:18 座長：横浜市立大学附属市民総合医療センター

新興・再興感染症 呼吸器病センター 工藤 誠



２６．フィリピンから帰国後に重症デング熱の疑われた症例

黒須絵莉 1)2)3), 高畑丞 1)2)3), 平間千絵 3)4)5), 石崎克樹 3)6)8), 西迫尚 1)2)3), 家研也 1)2)3),

松田隆秀 1)

1)聖マリアンナ医科大学 総合診療内科、2)川崎市立多摩病院 総合診療内科、3)川崎市

立多摩病院 総合診療センター、4)聖マリアンナ医科大学 救急医学、5) 川崎市立多摩病

院 救急災害医療センター、6)聖マリアンナ医科大学 内科学、7) 聖マリアンナ医科大学

消化器・肝臓内科、8) 聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病内科

生来健康な 21 歳日本人男性。長期滞在していたフィリピンから帰国翌日に発熱、筋肉痛、嘔吐、

眼痛を認めた。発熱4日目に医療機関を受診、デングNS1抗原陽性でデング熱の診断となり加療目

的に当院を紹介受診した。入院時、四肢体幹に皮疹を認め、白血球及び血小板の著明な減少とヘマ

トクリットの上昇を認めた。入院後には鼻出血やターニケットサインの出現、肝酵素の上昇も認め

重症型デングへの移行が懸念されたが、診断基準は満たさず、補液と経過観察のみで改善し、第10

病日に退院した。PCRの結果、デング熱3型と診断された。本症例は帰国１ヶ月前にもフィリピン

で同様の症状を認めた経過があり、2回目以降のデング感染で、重症デングのハイリスク患者であ

った。デング熱は蚊媒介感染症で熱帯・亜熱帯地域に多いが、近年劇的に流行しており、日本や欧

米でも患者が発生している。重症化による死亡例もあり、病名の想起と早期診断、経過観察が重要

である。

２７．川崎市感染症発生時対応訓練－平成２９年度ブラインド訓練－

伊達千晶 1)2)、大嶋孝弘 2)、小倉充子 2)、須﨑聰 3)、大塚吾郎 2)、小泉祐子 1)4)、

藤井春子 5)、丹羽一貴 5)、丸山絢 1)6)、三﨑貴子 1)6)、岡部信彦 1)6)

１）ＦＥＴＰ－Ｋ（実地疫学専門家養成コース-Ｋａｗａｓａｋｉ）、２）川崎市保健所

中原支所、３）川崎市動物愛護センター、４）川崎市保健所、５）独立行政法人労働者



健康安全機構 関東労災病院、６）川崎市健康安全研究所

【目的】新興・再興感染症やテロなど想定外の事態に対応するため、健 康危機管理体制の整備を

目的として、行政と医療機関による合同訓練を実施し、課題の抽出及び検証を行った。

【方法】模擬患者役以外は関係者にシナリオを明らかにしないブラインド方式で、患者発生の探知

から適切な医療の提供に至る一連の流れをリアルタイムに訓練として実施し、対応内容を検証した。

【結果・考察】感染症が疑われる患者の診断が未確定の場合、詳細な病歴や臨床症状、検査結果な

ど必要な情報を関係機関がいかに迅速に共有するかが課題であった。また、診察室や入院病棟・病

室、個人防護の程度・解除時期、患者の搬送経路や手段など多くの課題が抽出された。

課題は多かったが、現実的な対応について意見交換を実施することで、具体的な対応策の検討や

関係機関の連携強化を図ることができた。

【結語】同訓練は健康危機管理対応のモデルケースとして有用と考える。
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