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-表紙の絵聖マリアンナ医科大学微生物学名誉教授 中島秀喜先生 作
「横浜みなとみらいの夜景」
油彩、Ｆ8 キャンバス
第 24 回ＮＨＫ学園生涯学習美術展、入選、東京美術館、2016 年 12 月

当番会長挨拶
この度、第 87 回神奈川県感染症医学会の当番会長の任を仰せつかりました、聖マリアン
ナ医科大学微生物学の竹村

弘と申します。本学会は昭和 52 年 1 月に発足、40 年以上の歴

史を有する会で、神奈川県下の多くの大学、病院、行政機関から微生物、感染症、感染制御
の関係者が集い、堅苦しくない雰囲気で感染症の知識を深める事を目的に活動しています。
当教室からは、1995 年の第 38 回に先々代教授の嶋田甚五郎先生、2006 年の第 59 回で先代
教授の中島秀喜先生がご担当されていまして、私で 3 度目の当番会長ということになりま
す。
近年、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌などの薬剤耐性
菌による感染症に加え、風しん、麻しん、結核など感染性が高い感染症や新型インフルエン
ザ、中東呼吸器症候群などの病原性が高い感染症など、感染症を巡る諸問題はより深刻度を
高めており、地域における情報共有は必須であると思われます。
その様な見地から、本学会が感染症に関わる地域連携の発展に大きく寄与する重要な機会
となることを希望して、
「ともに学び感染症の専門家になろう!」というテーマを掲げさせて
いただきました。学会に参加される方の中には、感染症のことが少し気になっている、興味
はあるのだけど良く判らないといった方も多くおられると思います。そのような方にも明日
からの活動、業務、研究に役立つ知識を持って帰っていただきたいとの思いから、ミート・
ザ・エキスパート教育講演と銘打って、4 つの教育講演を企画致しました。｢トラベルクリ
ニックとワクチン｣、「蚊媒介感染症」、｢HIV 感染症｣、「整形外科領域感染症」をテーマ
に、神奈川県内で現在ご活躍中の、全国的にも有名な諸先生方にご講演をしていただきま
す。さらに、特別講演では、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 教
授

栁原克紀先生に、「グラム陰性菌感染症の最近の話題」というテーマで薬剤耐性菌感染

症対策の最新の知見についてのご講演をいただきます。
本学会では、様々な企画を用意しておりますが、学会で最も重要なのはやはり一般演題で
す。幸いなことに、様々な職種の皆様からの多数の一般演題のご登録をいただきました。恒
例ですが、一般演題の中から優秀な演題に「学術奨励賞」、「会長賞」も設けております。
また、より多くの若手に参加していただくため、初期臨床研修医、学生（大学院生は除
く）の方は非会員の方でも発表することができ、さらに参加費の補助も受けられます。詳細
は本学会ホームページの「若手支援制度」をご参照ください。
本会の開催にあたって、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。是非、多くの方のご参加をお願いいたします。
第 87 回神奈川県感染症医学会当番会長
聖マリアンナ医科大学 微生物学 竹 村 弘
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第 87 回神奈川県感染症医学会
テーマ：ともに学び感染症の専門家になろう
日時
・ 2020 年 2 月 29 日（土） 10 時 30 分〜17 時 50 分
・ 評議員会：10 時〜10 時 25 分

受付開始：9 時 30 分

会場
横浜情報文化センター（みなとみらい線

日本大通駅直結）

6 階 情文ホール、7 階 大会議室
〒231-0021 横浜市中区日本大通 11 番地
TEL：045-664-3737 FAX：045-664-3788
当番会長：竹村

弘（聖マリアンナ医科大学微生物学）

問い合わせ先
第 87 回神奈川県感染症医学会事務局
〒216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1
TEL: 044-977-8111（内線 3539）

FAX: 044-977-7818

E-mail：kanakan2020.02@gmail.com

ポスターウォークのご案内
時
場

間：16:05～16:20
所：6 階ロビー ポスター会場

※ 一般演題演者はパネル前で待機して、参加者の質
疑に応答してください。
※ 参加者は 16:25 までに学術奨励賞の投票を行って
ください。
※ 投票結果は 17:40 に発表致しますので、一般演題
演者の方は最後まで学会にご参加ください。
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学会参加者へのご案内
● ご参加の皆様へのお願い
・受付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。
・受付にてお名前をご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 単位 2 単位が認められます。
・「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、会長賞の投票を 16 時 25 分までにお願い致します。

● 座長の皆様へのお願い
・ご担当のセッション開始 30 分前には受付を済ませ、5 分前には次座長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。開始 6 分後と、7 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。
事務局で用意するパソコンは、OS：Windows10、アプリケーション：Windows 版 Power
Point2013 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：第 87 回神奈川県感染症医学会事務局 ＜kanakan2020.02@gmail.com＞
締切：令和 2 年 2 月 25 日（火）
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が、特別な事情のある方は
上記事務局にご一報ください。
【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。
6 階 ロビーに演題番号を表示したパーテーションが設置してありますので、各自 10 時 15
分までに掲示いただき、学会終了後 18 時 00 分までに撤去をお願いします。
・ポスターサイズ：縦 142cm×横 90cm
120cm
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・パーテーションサイズ：縦 175cm×横

※ A4 版横を掲示する場合の目安：24 枚（縦 6 枚×横 4 枚）以内
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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
○横浜市営地下鉄
○みなとみらい線

「関内駅」南口 徒歩 10 分
「関内駅」1 番出口 徒歩 10 分
「日本大通り駅」3 番出口 徒歩 0 分

◆ バス ◆
○市営バス

◆ 車 ◆
○首都高速

「日本大通り駅 県庁前」バス停徒歩 1 分
・横浜駅東口バスターミナル（横浜そごう 1Ｆ）より 8・58 系統乗車 15 分
・桜木町駅バスターミナルより 8・11・58 系統乗車 10 分

「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。
（会場に駐車場のご用意はありません）
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プログラム
〇 開会の辞 10：30～10：35
第 87 回神奈川県感染症医学会 当番会長
聖マリアンナ医科大学 微生物学 竹村 弘

一般演題 I

10：35～11：05

臨床検査 ①
座長：東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学 宮地 勇人

1. 血液培養由来 coagulase-negative staphylococci に関する検討
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部 大野 達也
2. 小児血液培養検出のコアグラーゼ陰性ブドウ球菌についての検討−MALDI-TOF MS 導入によ
る変化－
聖マリアンナ医科大学 小児科 中村幸嗣
3. CP/CRE および CP/CSE 選別のための mCIM 検査対象の基準
東京医科大学 微生物学分野

一般演題 Ⅱ

11：05～11：45

大神田 敬

症例報告 ①

座長：横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学 渡邊 恵介
4. 免疫正常者で Vibrio cholerae non-O1、non-O139 による菌血症を発症した 2 症例
藤沢市民病院 臨床検査室 今井 智子
5. Vogesella perlucida 菌血症の一例
関東労災病院 内科専攻医 黒岩 里沙
6. HIV 陽性患者より検出した Histoplasma capslatum の一例
北里大学病院 臨床検査部 安達 譲
7. 発熱のないショックで来院後、急性肺水腫、心肺停止に至るも救命した Enterococcus
faecalis 心内膜炎の 1 例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 救命救急センター 箕浦 安祐

ミート･ザ･エキスパート 教育講演 ①

11：45～12：05

「トラベルクリニックとワクチン」
座長 川崎市立井田病院 中島 由紀子
演者 三菱重工業株式会社健康管理センター 宮城 啓

・・・・・・・・・・・・・・大会議室（7 階）へ移動・・・・・・・・・・・・・
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ランチョンセミナー

12：10～13：00（大会議室）

「グラム陰性菌感染症の最近の話題」
演者

座長 聖マリアンナ医科大学微生物学 竹村 弘
長崎大学大学院医歯薬総合研究科 病態解析･診断学分野
長崎大学病院 検査部 栁原 克紀

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

〇 総会 13：05～13：15

一般演題 Ⅲ

13：15～13：55

ウイルス感染症
座長：川崎市健康安全研究所

三崎 貴子

8. 川崎市における A 型肝炎の発生状況−近年の特徴について
川崎市立川崎病院 初期臨床研修医 東川 康嗣(初期臨床研修医)
9. 2019 年に当院で経験した A 型肝炎 5 例の検討
帝京大学医学部附属溝口病院 菊池 健太郎
10. 神奈川県域における麻疹・風疹ウイルスの検出状況について（2018-2019）
神奈川県衛生研究所 鈴木 理恵子
11. 重症感染症罹患後の免疫抑制状態とウイルス感染症〜自験例を踏まえて
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 救命救急センター 堤 健

一般演題 Ⅳ

13：55～14：25

臨床検査 ②
座長：藤沢市民病院臨床検査科 清水 博之

12. 銀増幅イムノクロマトグラフィーを用いたインフルエンザウイルス迅速診断キットの測定
性能評価
東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科 久田 明史
13. 当院におけるカンジダ菌種別の(1→3)-β-D-グルカン値の検討
聖マリアンナ医科大学感染症学 山﨑 行敬
14. 安全な実習用抗酸菌染色塗抹標本の作製
聖マリアンナ医科大学 MESS 部 松岡 真珠（学部学生）

一般演題 Ⅴ

14：25～14：55

基礎的検討
座長：北里大学医学部微生物学 林 俊治

15. 川崎市における咽頭炎由来 A 群溶血性レンサ球菌の型別及び薬剤耐性遺伝子保有状況
川崎市健康安全研究所 原 俊吉
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16. GBS 培養検査の精度を改善する選択的抗菌剤の技術開発
麻布大学獣医学部 微生物学第一研究室 小方 雅也（修士大学院生）
17. エンドリシン製剤開発に向けて～ブドウ球菌ファージ S6 の新規エンドリシンの分離～
麻布大学獣医学部 微生物学第一研究室 金木 真央（学部学生）

一般演題 Ⅵ

14：55～15：25

症例報告 ②
座長：昭和大学藤が丘病院救命救急科 佐々木 純

18. インプラント温存が可能であった人工股関節全置換術後の SSI の 2 例
聖マリアンナ医科大学 整形外科 小泉 英樹
19. 腎膿瘍合併肺ノカルジア症例に対して病棟薬剤師と AST が連携し抗菌薬の選択に介入した
一例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 薬剤部 椎名 楓
20. 疥癬診断まで長期間を要した症例報告
社会福祉法人湘南愛心会 介護老人保健施設かまくら

一般演題 Ⅶ

15：25～16：05

櫻井 万寿子

医療関連感染対策

座長：帝京大学医学部附属溝口病院第四内科 菊池 健太郎
21. 当院における 65 歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種状況
済生会横浜市南部病院 呼吸器内科 宮沢 直幹
22．血液培養陽性であった外来患者に対する AST の介入効果に関する検討
医療法人社団緑成会横浜総合病院 薬剤科 廣瀬 直樹
23. 駆血帯の血液汚染と管理状況の検討
北里大学看護学部 伊藤 道子
24. 前立腺生検時の術後感染予防抗菌薬適正使用の検討
川崎市立多摩病院 小形 厚貴

・・・・・・・・・・・・・・・ 6 階ロビーへ移 ・・・・・・・・・・・・・・・

〇 ポスターウォーク（質疑応答･投票）

16：05～16：20

6 階ロビー

・ 一般演題発表者は自分のポスター前で待機し、参加者からの質問に答えてくださ
い。
・ 16:25 までに参加者は学術奨励賞、会長賞の投票をお願い致します。

・・・・・・・・・・・・・情文ホール（6 階）へ移動・・・・・・・・・・・・・
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〇 特別要望演題

16：25～16：40
座長 北里大学病院危機管理部感染管理室
聖マリアンナ医科大学感染症学

特別要望演題

高山 陽子
國島 広之

16：25～16：40

「WHO 手指衛生グローバルキャンペーンの日本での取り組みについ
て」
演者

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター 斎藤 浩輝

〇 ミート･ザ･エキスパート 教育講演

16：40～17：40

座長 北里大学病院危機管理部感染管理室
聖マリアンナ医科大学感染症学

ミート･ザ･エキスパート 教育講演 ②

高山 陽子
國島 広之

16：40～17：00

「蚊媒介ウイルス感染症～ワクチン開発と媒介蚊対策～」
演者 神奈川県衛生研究所 高崎 智彦
ミート･ザ･エキスパート 教育講演 ③

17：00～17：20

「HIV 感染症診療の最前線」
演者

横浜市立市民病院 感染症内科 立川 夏夫

ミート･ザ･エキスパート 教育講演 ④

17：20～17：40

「骨感染症における抗菌薬の選択
-黄色ブドウ球菌の細胞内寄生と抗菌薬の骨芽細胞内移行-」
演者

川崎市立多摩病院整形外科 松下 和彦

〇 学術奨励賞･会長賞授賞式、閉会の辞、次回会長挨拶 17：40～17：50
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ミート･ザ･エキスパート 教育講演①

11：45～12：05

「トラベルクリニックとワクチン」
座長 川崎市立井田病院 感染症内科

中島 由紀子

演者 三菱重工業株式会社 人事労政部 健康管理センター M ビル健康管理チーム 宮城 啓

日本と海外の往来が益々盛んになってきている昨今、渡航に関する医学、いわゆる渡航医
学に携わるクリニックの数も日本国内で増えてきている。日本渡航医学会のホームページに
登録されている国内トラベルクリニックの数は、2019 年 11 月 18 日時点で 138 施設である。
欧米に比べると日本における渡航医学の歴史は浅いが、現在、日本においても、大学病院内
に渡航者医療を専門とする診療科を設置している大学も複数存在する。トラベルクリニック
の具体的な診療業務を下記に記す。
① 渡航前診療：渡航先に応じたワクチンの選定と接種、予防内服薬（抗マラリア薬、高山
病予防薬）の処方、現地医療機関の情報提供、英文診断書（留学用、診療情報提供用）
の作成など。
② 渡航中診療：渡航先の患者さんからの相談対応（メール、電話）など。
③ 渡航後診療：感染症症例への対応、ワクチン接種の完遂など。
渡航前診療においてワクチン接種は重要な業務であるが、どの種類のワクチンを接種する
かは、渡航先、渡航期間、渡航目的、現地での活動形態・滞在様式、過去の接種歴、渡航者の
年齢などにより異なってくる。長期の海外赴任者に対するフルコース内容の接種から、経済
的に余裕がないバックパッカーへの最低限内容の接種まで様々である。
本講演では、トラベルクリニックにおける診療業務の実際を可能な限り紹介する予定であ
る。

宮城 啓（みやぎ けい）
三菱重工業株式会社 人事労政部 健康管理センター M ビル健康管理チーム、医長、産業医
（略歴）
・ 1992 年琉球大学医学部医学科卒業。
・ 1992 年から 2 年間東京都立豊島病院にて臨床研修を受ける。
・ 1994 年より 2005 年まで琉球大学医学部第一内科に所属し、主に呼吸器診療、感染症診
療に従事する。
・ 大学院時代の 1996 年から 1 年間、東南アジアのラオスにおいて、JICA・琉球大学の公
衆衛生プロジェクト（巡回診療チーム）に参加。
・ 2003 年から 2006 年まで約 3 年間、外務省在ラオス日本国大使館に医務官として勤務。
・ 2006 年から 2012 年まで長崎大学熱帯医学研究所臨床感染症学分野（熱研内科）に助教
として勤務。

・ 2012 年 4 月～2016 年 3 月まで、三菱長崎病院（現、重工記念長崎病院）に内科医・渡航
外来医として勤務
・ 2016 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日まで、三菱重工業長崎造船所の産業医
・ 2019 年 4 月 1 日より現職
（学会関連）日本渡航医学会理事、国際渡航医学会認定医

ミート･ザ･エキスパート 教育講演②

16：40～17：00

「蚊媒介ウイルス感染症～ワクチン開発と媒介蚊対策～」
座長 北里大学病院 危機管理部感染管理室 高山 陽子
聖マリアンナ医科大学 感染症学 國島 広之
演者

神奈川県衛生研究所 高崎 智彦

蚊媒介ウイルス感染症の中で、日本脳炎（日脳）と黄熱には実用化された有効なワクチン
がある。日脳と黄熱ウイルスは単一血清型のウイルスである、しかし、デングウイルスは 4
つの血清型があり、4 つの血清型間の交差感染防御免疫能は弱い。つまり、たとえばデング
ウイルス 1 型に感染した人は、1 型に対しては終生免疫と考えられるが、他の 2、3、4 型ウ
イルスには再感染する。その再感染時に重症化するリスクがあがる。このためデングワクチ
ンには４つの血清型すべてに感染防御免疫を誘導することが求められ、ワクチンの開発、実
用化は現在でも難航している。我々は血清型間の交差反応を除外する真の感染防御免疫を評
価できる Fcγ レセプターを発現した BHK 細胞を開発した。また、デングウイルスはヒトと
霊長類以外の動物には感染しないため、ワクチンを評価する良い動物モデルがないこともワ
クチン開発を困難にしている。我々はマーモセットという新世界ザルがデングウイルスへの
感受性が高く、ワクチンの評価に十分な高さと期間のウイルス血症きたすことを見出した。
日本でのデングウイルス、チクングニアウイルス、ジカウイルスの媒介蚊であるヒトスジシ
マカは、地球温暖化の影響もあり国内でその活動域は北に拡大しており、2016 年には青森
県で定着が確認された。ヒトスジシマカは温帯地域では卵越冬するため、春から初夏の幼虫
対策が重要である。

髙崎 智彦（たかさき ともひこ）
1982 年大阪医科大学卒業後、大阪医科大学にて臨床研修、大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科
医員。1987 年より米国 UCLA にて HIV 研究に従事、1989 年大阪医科大学助手（耳鼻咽喉
科）、1991 年～近畿大学医学部細菌学教室講師。1998 年～国立感染症研究所ウイルス第一部
室長。厚生労働省横浜検疫所検疫衛生課（併任）および横浜検疫所輸入食品・検疫検査セン
ター（併任）
（2015 年 4 月～2016 年 3 月）。2016 年 4 月より神奈川県衛生研究所所長（現
職）。医師、医学博士、耳鼻咽喉科専門医。デングウイルス、日本脳炎ウイルス、ジカウイル

スなど蚊媒介ウイルス感染症を専門とする。ウエストナイルウイルス防疫技術検討会専門委
員、日本脳炎ワクチン製造承認専門委員、厚生労働省厚生科学審議会専門委員、沖縄感染症
拠点形成促進事業推進委員、WHO の SAGE 日本脳炎ワクチンワーキンググループのメンバ
ーを歴任。東京都蚊媒介感染症対策会議委員（2014 年 9 月～）。日本ウイルス学会理事（2018
年 1 月～）、感染症学雑誌編集委員（2015 年 4 月～）、国際ウイルス命名委員会（ICTV）委
員（2019 年 1 月～）
。

ミート･ザ･エキスパート 教育講演③

17：00～17：20

「HIV 感染症診療の最前線」
座長 北里大学病院 危機管理部感染管理室 高山 陽子
聖マリアンナ医科大学 感染症学 國島 広之
演者

横浜市立市民病院 感染症内科

立川 夏夫

HIV 感染症は最も重要な性感染症の一つである。多剤併用抗レトロウイルス療法によって
予後は劇的に改善したが、体内からウイルスを排除することは困難であり、生涯の治療継続
が必要である。対象は「すべての感染者」であり、初回治療はインテグラーゼ 1 剤とヌクレ
オシド系逆転写酵素阻害剤 2 剤を組み合わせた 3 剤レジメンが推奨される。治療目標は血中
ウイルス量の抑制を維持することであり、これを保つことによって本人の予後改善と周囲へ
の伝播抑制につながると考えられている。
また近年では「U=U (undetectable = untransmittable)」の考え方が強力に推奨されてい
る。複数の研究から、抗 HIV 薬を内服してウイルス検出限界未満が維持できていれば、コン
ドームなしのセックスをしたとしても、HIV 陽性者から陰性パートナーへ HIV が伝播する可
能性は非常に低い、ということが示された。理論的にはゼロではない状況において、世界的
に「U=U (undetectable = untransmittable)」は広がり、現在は世界全体での推奨概念とな
っている。背景には HIV 感染者のスティグマの存在が強く訴えられている。

立川 夏夫（たちかわ なつお）
横浜市立市民病院 感染症内科 部長
（略歴）
平成 2 年 3 月（1990） 佐賀医科大学（現佐賀大学医学部）
平成 2 年 6 月（1990） 佐賀医科大学付属病院 内科

卒業

研修医

平成 5 年 6 月（1993） 東京大学医科学研究所 感染免疫内科 医員
平成 9 年 4 月（1997） 国立国際医療センター エイズ治療・研究開発センター 技官
平成 15 年 4 月（2003） 同

エイズ治療・研究開発センター

平成 20 年 4 月（2008） 横浜市立市民病院

医療情報室長

感染症内科 部長

ミート･ザ･エキスパート 教育講演④

17：20～17：40

「骨感染症における抗菌薬の選択
-黄色ブドウ球菌の細胞内寄生と抗菌薬の骨芽細胞内移行-」
座長 北里大学病院 危機管理部感染管理室 高山 陽子
聖マリアンナ医科大学 感染症学 國島 広之
演者

川崎市立多摩病院整形外科 松下 和彦

黄色ブドウ球菌は、宿主（ヒト）の細胞外のみで増殖できる細胞外寄生菌とされてきた。
しかし、細胞内寄生菌である結核菌と同様に、黄色ブドウ球菌はヒトの細胞内にも侵入して
寄生できる細胞内寄生菌でもあり、骨芽細胞や骨細胞内にも寄生するとの in vitro の報告
が散見される。黄色ブドウ球菌が骨芽細胞内に寄生できるとすると、骨芽細胞内移行性が悪
い抗菌薬は骨芽細胞内の黄色ブドウ球菌に対して抗菌力を発揮できず、骨髄炎を完治させる
ことができないことになる。また、感染が鎮静化したようにみえても、抗菌薬を止めると再
燃する原因となり得る。したがって、黄色ブドウ球菌による骨感染症では骨芽細胞内への移
行性がよい抗菌薬を選択する必要がある。
ヒト骨芽細胞内への移行性は、VCM、DAP で不良、TEIC、FOM、LZD は移行性あり、RFP、
CLDM、OFLX では非常に良好とされている。LZD はヒト細胞内への移行性はあるものの LZD 単
剤で十分かは明らかではない。この様に抗 MRSA 薬単剤で骨芽細胞内・外の細菌に十分に対
応するのは困難である。MRSA 骨髄炎では、抗 MRSA 薬と MRSA に感受性がありかつ骨芽細胞
内移行性がよい抗菌薬(RFP、ST 合剤、MINO)を併用することが重要である。

松下 和彦（まつした かずひこ）
川崎市立多摩病院（指定管理者：聖マリアンナ医科大学）整形外科部長
聖マリアンナ医科大学整形外科病院教授
（略歴）
昭和 55 年 3 月
昭和 55 年 6 月
昭和 57 年 4 月
昭和 61 年 3 月
昭和 62 年 3 月
平成元年 12 月
平成 13 年 4 月

杏林大学医学部卒業
聖マリアンナ医科大学整形外科研修医
聖マリアンナ医科大学大学院（臨床医学系、整形外科専攻）
同 修了、医学博士取得
米国、ケンタッキー州ルイビル大学（整形外科）留学（～ 平成元年 6 月）
聖マリアンナ医科大学整形外科講師
聖マリアンナ医科大学整形外科助教授（現、准教授）

平成 14 年 4 月 聖マリアンナ医科大学リハビリテーション部部長
平成 18 年 2 月 川崎市立多摩病院（管理指定者：聖マリアンナ医科大学）整形外科部長
平成 24 年 5 月 聖マリアンナ医科大学整形外科病院教授（多摩病院）
（学会関連）
日本整形外科学会、日本手外科学会、日本マイクロサージャリー学会、日本骨・関節感染症
学会、日本化学療法学会、日本感染症学会など
日本整形外科学会認定医（昭和 62 年 3 月〜）、手の外科専門医（平成 19 年 1 月〜）
日本マイクロサージャリー学会評議員、日本化学療法学会評議員、
日本骨･関節感染症学会理事

特別要望演題

16：25～16：40

「WHO 手指衛生グローバルキャンペーンの日本での取り組みについて」
座長 北里大学病院 危機管理部感染管理室 高山 陽子
聖マリアンナ医科大学 感染症学 國島 広之
演者

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 救命救急センター 斎藤 浩輝

感染予防管理の対策の一つとして、手指衛生はその基本／中心を為すものである。WHO は
2000 年代から患者安全の重要な視点として医療関連感染症対策に取り組んでおり、2009 年
からは手指衛生の取り組みを世界的に促進するためにグローバルキャンペーンを毎年 5 月 5
日前後に展開している。
世界でこのキャンペーンに賛同して登録している医療施設は 2 万を超えているのに対し、
日本では 50 施設程度と、この取り組みは日本ではあまり認知されていない。
そんななか、昨今の薬剤耐性(AMR)問題のなかで感染予防管理も着目され、日本では 2018 年
から WHO の同グローバルキャンペーンの日本語訳ポスターが作成され、認知度が高まってき
ている。
本演題では、WHO、日本でのこれまでの同キャンペーンの取り組み、それに関連する WHO
での感染予防管理／手指衛生の取り組みに関して紹介する。

斎藤 浩輝（さいとう ひろき）
2005 年新潟大学医学部卒。2007 年日本で初期研修修了後、2009 年までウガンダに青年海外
協力隊員として派遣。2010 年よりアメリカ留学。2011 年、公衆衛生学修士（MPH）取得。そ
の後 2016 年までボストン、カリフォルニアで内科、感染症の臨床研修。2016 年夏、厚生労働
省の危機管理専門家養成プログラム（IDES）に参加し、省内で主に AMR 対策の推進に従事。
同 2 年目の研修として 2017 年夏より WHO Infection Prevention and Control Global Unit
に派遣。感染予防管理に関する WHO ガイドライン作成、各国の感染予防管理推進のためのサ

一般演題 Ⅰ 10:35〜11:05

臨床検査 ①

座長：東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学

宮地 勇人

ポート等に従事。2018 年 6 月より現職。

1. 血液培養由来 coagulase-negative staphylococci に関する検討
大野 達也、田中 洋輔、安西 桃子、谷口 優香、中村 康人
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 臨床検査部
【目的】血液培養から coagulase negative staphylococci (CNS) を検出した際に，臨床的有意性
の判断が困難なことがある。今回我々は，当院で 血液培養から CNS を単独で検出した症例につ
いて検討し，有意性判断基準の設定を試みた。
【方法】2013 年から 2017 年の間に，当院細菌検査室に提出された血液培養から CNS を検出し
た 277 症例 500 検体を対象に血液培養陽性検出時間，検出菌，メチシリン耐性率，中心静脈カテ
ーテル (central venous catheter，CVC) の有無，複数セット陽性，診療科・所属別有意症例率に
ついて検討した。
【結果】277 症例のうち，有意例が 67 例 (25.1％)，中間例が 8 例 (2.9％)，汚染例が 202 例
(73.0％) であり，平均陽性検出時間は，有意例で 19 時間 54 分，汚染例で 31 時間 1 分と統計学
的有意差を認めた。有意性判断基準として「18 時間未満で陽性かつ CVC あり」は感度 46.2％，
特異度 96.2％，陽性的中率 89.9％，陽性尤度比 12.1 となり，汚染菌の判断基準として「30 時間
以上で陽性かつ CVC なし」は感度 49.7％，特異度 95.3％，陽性的中率 93.5％，陽性尤度比 10.5
となった。
【結論】血液培養陽性の第一報に判断基準を付加することで，早期の適切な抗菌薬療法と無益な
抗菌薬投与の予防につながると考える。

2. 小児血液培養検出のコアグラーゼ陰性ブドウ球菌についての検討
−MALDI-TOF MS 導入による変化－
中村 幸嗣 1)、大柳 忠智 2)、文元 礼 1)、森内 巧 1)、品川 文乃 1)、新谷 亮 1)、宮地 悠輔 1)、
勝田 友博 1)
1) 聖マリアンナ医科大学 小児科、2) 聖マリアンナ医科大学 臨床検査部
【背景】コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 (CNS) はカテーテル関連血流感染症の最多の起因菌であ
る。 CNS は 40 種類以上の菌種が存在し,従来の生化学的性状より MALDI-TOF MS による同定が優
れているとも報告されている。当院では 2015 年より血液培養検出菌の同定に MALDI-TOF MS を用
いている。小児における血液培養検出の CNS の特徴を明らかにすると共に、MALDI-TOF MS 導入
後の変化を検討した。
【方法】当院で血液培養から CNS が同定された 18 歳以下の患者を対象として、患者背景、検査
結果などを調査した。 MALDI-TOF MS 導入前の 2012-2013 年を導入前、2015-2017 年を導入後と
定義し比較を行った。
【結果】対象は全 100 例、導入前 36 例、導入後 64 例となった。導入前後で患者背景の差は認め
なかった。菌種は導入前後いずれも Staphylococcus epidermidis が最多で 70%ほどを占めた。
導入前は菌種が 4 例で不明であったが、導入後は全例で同定され、さらに Staphylococcus
warneri 7 例は全て導入後の検出であった。臨床的には 66 例が菌血症、34 例は汚染菌と判定さ
れた。 菌血症は全例基礎疾患を有し、その殆どが中心静脈カテーテルを保持していた。S.
warneri は全て菌血症例からの検出であった。
【結論】MALDI-TOF MS は CNS の菌種同定に有用で、小児血液培養検出菌では S. warneri が増加
した。

3. CP/CRE および CP/CSE 選別のための mCIM 検査対象の基準
大神田 敬 1)、大楠 清文 1)、松本 哲哉 2)、中村 茂樹 1)
1) 東京医科大学微生物学分野、2) 国際医療福祉大学医学部感染症学講座
【目的】カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（CPE）の検査法については未だ課題が多く、CPE
と non-CPE を適切に選別できていない。我々は、mCIM の検査対象とすべき MEPM 感受性の基準を
評価するため、国内外で分離された腸内細菌科細菌を対象に検討を行った。
【方法】使用菌株は、E. coli が 384 株、K. pneumoniae が 186 株、および E. cloacae が 85 株
で、これらのうち CPE がそれぞれ 50 株、69 株、および 19 株であった。計 655 株に対して薬剤感
受性試験および mCIM を実施した。
【結果】対象菌株は、MEPM 感受性により CP/CRE 125 株、CP/CSE 13 株、non-CP/CRE 25 株、およ
び non-CP/CSE 492 株に分類された。mCIM 検査基準を MIC 値≥0.12 とした場合、全ての CPE を特異
度 93.7%で検出できたが、MIC 値≥0.25 の場合は CPE の 2.2％が対象外となり特異度も 88.4％に低
下した。さらに、閾値を上げるほど対象外の CPE 数が増加し特異度が低下した。また、CP/CSE の
うち 53.8％は IPM にも感性を示す IMP-1 または OXA-48 型産生菌であり、これらの MEPM 閾値はそ
れぞれ 0.25 および 0.12 であった。
【結論】我々の結果は、mCIM 検査対象の基準をメロペネム MIC 値 0.12 または 0.25 に拡大する
べきであることを示唆している。
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4. 免疫正常者で Vibrio cholerae non-O1,non-O139 による菌血症を発症
した 2 症例
今井 智子 1)、治武 節子 1)、稲葉 翼 1)、寺田 直樹 1)、清水 博之 2)
1) 藤沢市民病院臨床検査室、2) 同臨床検査科
【はじめに】Vibrio cholerae non-O1,non-O139（以下 V. cholerae non-O1,non-O139）は汽水
域に存在し、主に経口感染による胃腸炎として発症することが多く、菌血症に至ることは稀であ
る。今回 V. cholerae non-O1,non-O139 による菌血症を 2 症例経験したので報告する。
【症例】症例 1：59 歳男性。タイから帰国し、同日夜に発熱。翌日より水様性下痢と胸痛が出
現。便と血液培養より V. cholerae O24 が検出された。症例 2：52 歳女性。渡航歴なし。発熱、
倦怠感を主訴に当院受診。血液検査で肝胆道酵素上昇認め、胆管炎が疑われ ERCP を実施。ERCP
で採取された胆汁と血液培養より V. cholerae O37 が検出された。
【細菌学的検査】血液培養の陽性本数及び陽転時間は症例 1 で 2 セット 4 本 4.1 時間、症例 2 で
好気ボトル 1 本のみ 11.1 時間であった。いずれもグラム染色でやや太い弯曲したグラム陰性桿
菌を認めた。培養でヒツジ血液寒天培地に β 溶血を示すオキシダーゼ陽性のコロニーが発育
し、同定感受性検査を行った結果 Vibrio cholerae と同定された。
【考察】V. cholerae non-O1,non-O139 は都市部の河川にも常在するとの報告もある。血液培養
で弯曲したグラム陰性桿菌を認めた場合、本菌を念頭に検査を進める必要があると考えられた。

5. Vogesella perlucida 菌血症の一例
黒岩 里沙 1)、高村 典子 2)、星 加奈子 2)、関川 喜之 2)、丹羽 一貴 2)
1) 関東労災病院 内科専攻医、2) 関東労災病院 総合内科
【症例】46 歳、女性。
【主訴】発熱、腰痛。
【既往歴】子宮筋腫、子宮内膜症。
【現病歴】X-7 日、国内の数か所の温泉・登山へ行った。X-4 日、発熱、腰痛が出現し、X-1
日、当院外来を受診した。血液検査で白血球 12000/μL、CRP19.6mg/dL と上昇を認めた。X 日、
血液培養 2 セットからグラム陰性桿菌が検出され、セフトリアキソン 2g/日を開始、入院となっ
た。腹部造影 CT で両側卵管瘤膿腫を認めた。X+3 日、Sphingomonas pauchimobilis と同定され
（VITEK2、シスメックス・ビオメリュー）、抗菌薬感受性結果よりアンピシリン・スルバクタム
12g/日へ変更した。X+10 日、造影 CT 再検にて卵管瘤膿腫は増大傾向であったため、X+19 日、腹
腔鏡下両側卵管切除および膿瘍ドレナージ術を施行した。術中所見は内膜症性嚢胞感染による多
房性膿瘍であり、手術検体培養は陰性であった。X+26 日、膿瘍消失を確認、抗菌薬を終了し
た。X 日の血液培養は、後日、16SrDNA 塩基配列により Vogesella perlucida と同定された。
【考察】Vogesella perlucida は、検索した範囲においてヒトへの感染報告がなく、2008 年に
初めて台湾で分離された環境菌である。本症例は環境暴露により感染した可能性が考えられた
が、卵管瘤膿腫に合併した血流感染という稀な経過のため報告する。

6. HIV 陽性患者より検出した Histoplasma capslatum の一例
安達 譲 1) 、二本柳 伸 1), 2)、和田 達彦 2)、金木 遥 1)、笠井 杏子 1)、小貫 智世 1)、中崎
信彦 1)、櫻井 慶造 1)、棟方 伸一 1)、高山 陽子 2)、久米 光 3)、亀井 克彦 4)、狩野 有作
1), 5)

1) 北里大学病院 臨床検査部、2) 同 危機管理部 感染管理室、3) 同 病理学、4) 千葉大
学 真菌医学研究センター、5) 北里大学医学部 臨床検査診断学
【はじめに】今回、我々は血液を含む各臨床検体から Histoplasma capslatum を検出した播種性
ヒストプラズマ症を経験したので報告する。
【症例】患者は 2018 年 7 月に来日した 48 歳男性のタイ人。2019 年 3 月 12 日から体調不良を自
覚。3 月 18 日に発熱で前医を受診、身体所見で全身に発赤を伴う皮疹やシバリング等で加療困
難と判断され、3 月 19 日に当院に転院搬送となった。各検査所見から敗血症性ショックに伴う
臓器不全と診断。感染症検査では β-D-グルカンが高値、HIV が陽性であった。易感染状態であ
ったことから MEPM、VCM および CPFG を開始。その後、積極的な治療を行わない方針となり、第
7 病日に死亡退院となった。
【微生物学的検査所見】第 4 病日に血液培養検査の 1/2 セットが陽性、グラム染色で酵母様真菌
を認めた。48 時間まで各種培地を観察したが培養陰性だったため、再度血液培養ボトルのグラ
ム染色を実施した。その結果、酵母様真菌以外に隔壁を有する真性菌糸を認めた。患者背景から
輸入真菌症を疑い、千葉大学真菌医学研究センターに菌種同定を依頼。その結果、本菌は H.
capsulatum var. capsulatum と同定された。
【考察】近年、海外からの旅行者の増加が見込まれている。それに伴い、輸入真菌症などの増加
が危惧されることから、臨床医と検査技師との綿密な患者情報の共有が重要であると考えられ
た。

7. 発熱のないショックで来院後、急性肺水腫、心肺停止に至るも救命し
た Enterococcus faecalis 心内膜炎の 1 例
箕浦安祐 1)、齋藤浩輝 1)、吉田徹 1)、藤谷茂樹 2)
1)聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 救急医学、2)聖マリアンナ医科大学 救急医学
【背景】感染性心内膜炎は、持続する発熱や菌血症を契機に鑑別診断として疑われ診断に至る過
程が多い。発熱のないショックで救急搬送、同日中に水腫を合併し心肺停止に至るも適切な内科
的・外科的介入で救命した例を報告する
【症例】70 歳代男性。アルコール多飲、胃穿孔で胃亜全摘(10 年以上前)、失神の既往あり。独
居で経口摂取は日常的に不良。来院 2 日前より食思不振の増悪、来院当日はめまい・転倒が主訴
だった。来院時は血圧 68/49mmHg と低値だが、意識清明、会話も可能だった。有意な身体所見は
なく、病歴から循環血液量減少性ショックを考えた。ベッドサイド心エコーでは循環血液量減少
の所見に加え、僧帽弁閉鎖不全と僧帽弁に高輝度の異常像を確認し、感染性心内膜炎も鑑別にあ
げた。細胞外液を補液し一時的に循環動態は改善したが、その後急性肺水腫を合併、心肺停止し
た。心肺蘇生後、体外式膜型人工肺管理とした。同日、僧帽弁置換術を施行し前尖側の弁下組
織・腱索に大きな疣贅の付着、腱索断裂を認めた。後日血液培養で Enterococcus faecalis、弁
培養からも同一菌が検出され、E. faecalis による感染性心内膜炎としてアンピシリンとゲンタ
マイシンでの加療を行った。

【考察】ショックの症例ではベッドサイドエコーは有用だが、本症例のように発熱のないショック
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においても重症の感染性心内膜炎と関連する合併症を鑑別に含め対応の必要があると考えられた。

8. 川崎市における A 型肝炎の発生状況−近年の特徴について
東川 康嗣 1)、田中 友 2)、池田 史朗 2)、丸山 絢 2)、駒根 綾子 2)、清水 英明 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 初期臨床研修医、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】川崎市における A 型肝炎の発生状況を把握し、対策を検討する。
【方法】2006 年第 13 週から 2019 年第 36 週までに、法に基づいて川崎市に届出のあった A 型肝
炎 80 件を対象とし、性別、年齢別、感染経路別の発生状況をまとめ、2018〜2019 年に遺伝子型が
判明した 33 件について感染経路との関連を検討した。
【結果】2006 年以降 10 件以下で推移していた届出は、2018 年に 26 件、2019 年は第 36 週までに
10 件と増加した。2018 年及び 2019 年は、男性が 25 件 (96.2%)、9 件 (90.0%)と多く、約半数に
あたる 14 件 (56.0%)、4 件 (44.4%)が性的接触による感染で、このうち同性間が 7 件 (50.0%)、
4 件 (100%)を占めた。遺伝子型が判明した 33 件中、28 件 (84.8%)が RIVM-HAV16-090 株と同一の
クラスターであり、うち 12 件 (42.9%)が性的接触による感染であった。
【考察・結論】
2018 年の川崎市での A 型肝炎の増加は主に男性の同性間性的接触に起因しており、
検出の多かった RIVM-HAV16-090 株は、2015〜2017 年に国外の MSM (men who have sex with men)
間で流行した遺伝子型と同一のクラスターであった。2019 年も同様の傾向がみられるが、性的接
触以外による感染も認められるため、対策の継続とともに発生動向を注視する必要がある。

9. 2019 年に当院で経験した A 型肝炎 5 例の検討
菊池 健太郎、松本光太郎、大﨑 さゆり、茂木 千代子、芦川 鈴子、黒崎 文広、吉田 稔
帝京大学医学部附属溝口病院
【目的】2018 年は都市部を中心に A 型肝炎の流行が見られた。2019 年は収束傾向だが当院で５
例を経験したので報告する。
【方法】2019 年に当院に入院した A 型肝炎患者のカルテから性別、年齢、主訴、生活歴、身体所
見、血液検査所見、転帰、入院日数を調査した。
【結果】男性４例、女性１例、平均年齢 31 歳。受診月は１月１例、５月２例、８月１例、９月１
例であった。主訴は発熱など感冒様症状や全身倦怠感に加え悪心、腹痛が多く、生活歴で MSM１
例、MSW（不特定多数）３例、流行地域への渡航歴を１例に認めた。身体所見は黄疸、上腹部の
圧痛を認めた例が多く、血液検査では T-Bil 上昇、AST、ALT 優位の肝機能障害、異型リンパ球
の出現、高 IgM 血症を認めた例が多かった。TPHA 法陽性を１例に認めたが、HBs 抗原、HCV
抗体、HIV 抗体陽性者を認めなかった。入院時の採血で HA-IgM 抗体陽性は４例であった。入院
後は安静にて経過観察が行われ、劇症化に至らず全例が軽快退院し、平均入院日数は 14.8 日であ
った。
【結論】A 型肝炎の流行は収束傾向だが、流行地域への渡航を含めた経口感染に加え、STI によ

る発症にも注意していく必要がある。

10.神奈川県域における麻疹・風疹ウイルスの検出状況について（20182019）
鈴木 理恵子、日紫喜 隆行、近藤 真規子、櫻木 淳一、高崎 智彦
神奈川県衛生研究所
【背景】2018 年より国内では、麻疹、風疹が流行中である。今回、2018 年 1 月から 2019 年 11
月に麻疹又は風疹疑い例として、当所で検査した麻疹・風疹疑い例からのウイルス検出状況につ
いて報告する。
【材料および方法】麻疹又は風疹疑い例 356 例について、病原体検出マニュアル（国立感染症研
究所）に基づき、麻疹及び風疹ウイルスの遺伝子の検出と遺伝子型の決定を行った。
【結果および考察】麻疹又は風疹疑い例 356 例中麻疹ウイルスは 33 例、風疹ウイルスは 106 例
から検出された。麻疹ウイルスの遺伝子型は、Ｄ８ 20 例、Ｂ３ 13 例、風疹ウイルスの遺伝子
型はすべて１Ｅであった。
麻疹は、2015 年 3 月にＷＨＯ西太平洋地域事務局より、我国が麻疹排除状態であると認定さ
れているが、2018 年以降、海外渡航者を発端とした感染例が相次ぎ、国内での二次感染も発生
している。また、風疹は 2020 年までの排除認定を目標としているが、現在も流行は継続中であ
る。麻疹の排除状態を維持し、風疹の排除国と認定されるために、今後もワクチン接種の啓蒙と
ともに、特定病原体予防指針や通知に基づいた病原体検査の実施と遺伝子配列の解析など、質の
高いサーベイランス体制を継続することが重要である。

11. 重症感染症罹患後の免疫抑制状態とウイルス感染症〜自験例を踏ま
えて
堤 健 1)、斎藤 浩輝 1)、北野 夕佳 1)、若竹 春明 1)、吉田 徹 1)、桝井 良裕 1)、藤谷 茂樹 2)
1) 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター
2) 聖マリアンナ医科大学救急医学
【背景】近年、敗血症に関連した免疫不全状態による潜伏感染ウイルス再活性化誘発が報告され
ている。今回、髄膜炎菌性髄膜炎の加療中に、後から下肢優位の四肢麻痺を発症し、HSV-2 脊髄
炎の診断に至った一例を経験した。文献的考察を交えて報告する。
【臨床経過】50 代男性、生来健康。２日前からの発熱、全身痛と来院当日からの意識障害で救
急外来を受診。来院時意識レベルは GCS で E3V4M6、四肢麻痺は認めず、SOFA score５点であっ
た。髄膜炎菌性髄膜炎・敗血症と診断し気管挿管・人工呼吸器管理・抗菌薬加療を行った。入院
７日目に意識改善し抜管、両下肢優位の四肢麻痺(上肢 MMT２、下肢 MMT１)を認めた。同日に頸
胸髄 MRI 施行し、多発性斑状 STIR 高信号を認めた。入院 10 日目の髄液で、入院時には陰性であ
った HSV-2-PCR が陽性化、さらに入院 13 日目に新規発生の陰部潰瘍より陰部ヘルペスが診断さ
れ、再活性化した HSV-2 による脊髄炎と診断した。ステロイドパルス、アシクロビル静注、リハ
ビリテーションを行い、上肢 MMT 5/5, 下肢 MMT 2/2 まで改善し、リハビリ専門病院へ転院とな
った。【考察・結論】敗血症罹患後に、免疫不全状態をきたし、HSV・VZV などのウイルス再活
性化や細菌・真菌感染症罹患リスクが文献的にも報告されているため、慎重なフォローアップを
行う必要がある。

一般演題 Ⅵ 13:55〜14:25

臨床検査 ②

座長：座長：藤沢市民病院臨床検査科

清水 博之

12. 銀増幅イムノクロマトグラフィーを用いたインフルエンザウイルス
迅速診断キットの測定性能評価
久田 明史 1)、宮澤 美紀 1)、野崎 司 1)、小出 沙紀 1)、谷津 亮祐 2)、浅井 さとみ 3)、
梅澤 和夫 4)、柿添 英文 3)、ナチュアドグルジ ムンホエルデネ 3)、林 京子 5)、宮地 勇人 3)
1)東海大学医学部付属病院 臨床検査技術科、2)東海大学医学部付属病院 院内感染対策室、
3)東海大学医学部基盤診療学系 臨床検査学、4)東海大学医学部外科系 救命救急学、5)中
部大学大学院 工学研究科
【目的】イムノクロマト法を用いたインフルエンザウイルス迅速診断検査キットが各社より発売
されている。抗ウイルス薬が使用可能な現在、インフルエンザを迅速かつ正確に診断することは
重要である。検査キットには抗原量の少ない発症初期でも検出可能な高い検出感度が要求され
る。今回我々は、銀増幅技術を応用した迅速診断キットを検討したので報告する。
【機器・試薬】1.検討試薬：「富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ FluAB」（以下、FFFluAB）、判定機器：「富士ドライケム IMMUNO AG2」、2.対照試薬としてイムノクロマト法に基づ
く他社製品。3.測定試料：インフルエンザウイルス基準株として A 型 3 株、B 型 2 株を用いた。
【方法】基準株を RPMI（高栄養培地）で 1024 倍までの希釈系列を作製して測定した。結果判定
は、FF-FluAB は機器による自動判定、対照試薬は目視判定で行った。
【結果】A 型：FF-FluAB は最大 256 倍、対照試薬は最大 8 倍まで陽性と判定された。B 型：FFFluAB は最大 512 倍、対照試薬は最大 32 倍まで陽性と判定された。
【考察・結論】FF-FluAB は検討に用いたインフルエンザウイルス 5 株とも対照試薬より高感度
に検出でき、ウイルス量の少ない発症初期でも検出可能な性能を有していた。また、機器による
自動判定は目視判定での個人差回避にも繋がり、検査精度の向上に貢献できる。

13. 当院におけるカンジダ菌種別の(1→3)-β-D-グルカン値の検討
山崎 行敬 1)、高野 知憲 1)、國島 広之 1)、竹村 弘 2)
1) 聖マリアンナ医科大学 感染症学、2) 聖マリアンナ医科大学 微生物学
【目的】(1→3)-β-D-グルカン（以下、βDG）はカンジダ血症やニューモシスチス肺炎の補助診
断に用いられるバイオマーカーである。現在、日本で使用されている βDG はワコー法と MK-Ⅱ
法に 2 種類が使用されており、自施設で細菌検査を実施可能な医療機関の多くは、ワコー法によ
り βDG を測定している。βDG はキットによりカットオフ値や感度、特異度が異なるため、検査
結果の解釈には注意が必要である。そこで、カンジダ菌種別のワコー法による βDG 値の評価を
行うこととした。
【方法】当院において、2007 年 8 月 15 日～2018 年 9 月 11 日の期間において、血液培養よりカ
ンジダ属が検出され、その 1 週間以内に βDG が評価されている症例を選定。菌種毎の βDG 値を
評価した。
【結果】期間中重複例を除くと 211 例のカンジダ血症があり、内 168 例が菌血症判明後 1 週間以
内に βDG が測定されていた。カンジダ菌種別の βDG の陽性率は Candida albicans、Candida
parapsilosis、Candida glabrata、Candida tropicalis について、それぞれ 84.8％、80％、
66.7％、86.7％であり、C. glabrata はその他の菌種に比較して有意に陽性率が低かった。

【考察・結論】今回の検討では C. glabrata による菌血症おいては、3 分の 1 が βDG 陰性であっ
た。βDG 陰性となる可能性も考慮し、血液培養の重要性がより認識された。

14. 安全な実習用抗酸菌染色塗抹標本の作製
松岡 真珠 1)、市原 佑樹 1)、宇井 一眞 1)、瀬川 大貴 1)、霧生 未奈 1)、佐々木 うらら 1)、
中村 魁 1)、松尾 優里 1)、中島 二如 2)、寺久保 繁美 2)、竹村 弘 2)
1) 聖マリアンナ医科大学 MESS 部、2) 聖マリアンナ医科大学微生物学
【目的】結核菌を用いずに塗抹標本を作製することができれば、品質のばらつきが少なく、標準
化した基準でのトレーニングへの応用が期待できる。抗酸菌顕微鏡検査のための喀痰塗抹標本を
安全かつ簡便に作製する方法について検討する。
【方法】BCG と Mycobacterium smegmatis（MS）を用いた。MS と乾燥 BCG ワクチン(日本ビ
ーシージー製造株式会社)の菌液をスライドグラスに塗抹し、チール・ネルゼン染色した標本を顕
微鏡で観察し評価した。対照としては、TB ホルマリン固定液（結核研究所山田博之博士より譲渡）
を用いた。染色時の加熱の有無、固定するホルマリン濃度などを変えて、菌の染まり具合を確認
した。
【結果】MS は加熱染色しないと染色されなかったが、BCG は染色可能であった。菌液として
BCG を用い、ホルマリン濃度 2.5%の条件で固定した場合、結核菌に最も鏡検像が類似していた。
菌液調整時に凝集塊を除くためのフィルターが有効であった。
【考察】いまだ医療設備が整っておらず、検査も決して十分と言えない国も多い。また日本は結
核の中等度蔓延国で、先進国の中で結核罹患率が非常に高い。喀痰塗抹検査は、簡便かつ安価で
結核のスクリーニング検査に適している上に、感染性の評価のためにも極めて重要である。
【結論】今回安全面を考慮し確立された方法で作製された塗抹標本は、臨床検査技師や学生のト
レーニングへの応用が期待できる。

一般演題 Ⅴ 14:25〜14:55

基礎的検討
座長：北里大学医学部微生物学

林 俊治

15. 川崎市における咽頭炎由来 A 群溶血性レンサ球菌の型別及び薬剤耐
性遺伝子保有状況
原 俊吉、淀谷 雄亮、湯澤 栄子、本間 幸子、岡部 信彦
川崎市健康安全研究所
【背景】当所では感染症法に基づく病原体サーベイランス事業により、市内の小児科定点医療機
関から提供された A 群溶血性レンサ球菌（以下溶レン菌）咽頭炎患者の咽頭拭い検体から溶レン
菌の分離及び T 型別を実施している。T 型別不能株に対して、M 蛋白遺伝子による emm 型別を試
みた。また、薬剤耐性遺伝子について調査し、型別結果や同時期に発生届のあった A 群の劇症型
溶レン菌感染症由来株と比較した。
【材料・方法】2014 年 4 月から 2019 年 11 月までに搬入された検体から分離された溶レン菌 90
株を対象とした。スライド凝集反応により T 型別を、シークエンスにより emm 型別を実施した。
マクロライド系抗菌薬耐性機構に関与する遺伝子のうち、ermB と mefA について PCR 法により検
討した。
【結果・考察】T 型別不能株は、いずれも emm 型別により型別された。耐性遺伝子を保有する株
は ermB が 10 株、mefA が 33 株であり、90 株中 43 株が保有していた。劇症型由来株では ermB が
1 株、mefA が 3 株であり、23 株中 4 株が保有していた。T 型により耐性遺伝子の保有割合には差
があり、T25 型は 100%、T１型と T4 型では約 80%に対し、T2 型、T3 型、T6 型では保有株は検出
されなかった。
劇症型由来株では T 型の傾向が咽頭炎由来株と異なっており、そのことが耐性遺伝子保有割合
へ影響したことが示唆される。今後も継続的に型別の推移を調査していく。

16. GBS 培養検査の精度を改善する選択的抗菌剤の技術開発
小方 雅也 1)、松井 秀仁 2)、内山 淳平 1)、東出 正人 3)、内山 伊代 1)、金木 真央 1)、
松﨑 茂展 4)、花木 秀明 2)、阪口 雅弘 1)
1) 麻布大学獣医学部微生物学第一研究室、2) 北里大学 北里生命科学研究所 感染制御研
究センター、3)江東微生物研究所、4) 高知大学医学部眼科学
【目的】妊娠後期妊婦の B 群連鎖球菌（GBS）検査では、膣スワブを増菌培養し、GBS 保菌状況を
検査する。しかしながら、Enterococcus faecalis（EF）が競合増殖し、GBS が検出できない場合
がある。我々は、EF を特異的に殺菌する酵素（LYS）を分離し、EF を増殖抑制させる方法を考案
した。本研究では、
（I）実験的検討、
（II）臨床検体での検討を行った。
【方法】増菌培地には、LYS 添加・非添加の Granada 液体培地を使用した。
（I）EF と GBS を共培
養すると EF が優位に生育する実験系で検討した。
（II）膣スワブを増菌培養し、GBS 選択培地と
TOF-MS で培養液に生育する細菌を検討した。
【結果と考察】
（I）はじめに、EF 30 株 × GBS 7 株 = 計 210 通りで共培養試験した。LYS 添加
では、208 通りで GBS が優位に増殖した（全体の 99%）。
（II）次に、164 検体の膣スワブで検討し
た。LYS 添加では、GBS 陽性が 36 検体（全検体の 22%）であった。一方、非添加では、GBS 陽性が
33 検体（全検体の 20%）であった。また、LYS より GBS 検出に改善が見られたものを検討した。そ
の結果、LYS 添加により GBS 陽性となった 36 検体のうち 7 検体（LYS 添加の GBS 陽性検体の 19%）

で、GBS 生育に改善が見られた。
【結語】LYS を増菌培養に利用すると、GBS 検査の検査精度の向上が期待される。

17. エンドリシン製剤開発に向けて～ブドウ球菌ファージ S6 の新規エン
ドリシンの分離～
金木 真央 1)、内山 淳平 1)、松崎 茂展 2)、内山 伊代 1)、小方 雅也 1)、林 俊治 3)、
阪口 雅弘 1)
1) 麻布大学獣医学部微生物学第一研究室、2) 高知大学医学部眼科学、3) 北里大学医学
部微生物学
【背景と目的】近年、多剤耐性を有する黄色ブドウ球菌(SA)が蔓延し、深刻な被害が生じてい
る。エンドリシン(LYS)は、ファージゲノムにコードされるペプチドグリカン分解酵素である。
LYS は、SA に対する抗菌薬に代わる新規抗菌剤として、その導入が求められている。SA に対す
る LYS は、多様性が極めて低く、LYS 開発において新規 LYS を分離することが急務である。本研
究では、SA ファージ S6 のゲノムの決定を行い、LYS の分離を行った。
【方法】ファージゲノムを解読し、ゲノム配列に基づく系統解析や LYS の系統解析を行った。ア
ミノ酸配列から人工合成遺伝子を作製し、タンパク質の発現・精製を行った。ペプチドグリカン
分解活性を測定した。
【結果と考察】他のファージとの系統解析の結果、ファージ S6 は新規 SA ファージであった。次
に、ゲノム解析を行った結果、一般的な LYS を含む溶菌関連遺伝子群は存在せず、ゲノム上に 2
つの LYS 遺伝子が独立して予想された。また、これら LYS の系統解析を行った結果、両 LYS とも
に既報とは異なる、新規の LYS であった。組み換え LYS を作製し、SA ペプチドグリカンの分解
活性能を検討した結果、両 LYS ともに活性が認められた。
以上から、ファージ S6 から分離した 2 つの新規 LYS は、LYS 製剤の開発に向けて、新規酵素成
分になり得る可能性があると考えられる。

一般演題 Ⅵ 14:55〜15:25

症例報告 ②

座長 昭和大学藤が丘病院救命救急科

佐々木 純

18. インプラント温存が可能であった人工股関節全置換術後の SSI の 2 例
小泉 英樹 1)、山本 豪明 1)、葛西 亨 1)、 秀島 貴博 1)、遠藤 亜沙子 1)、 仁木 久照 1)、
松下 和彦 2)
1)聖マリアンナ医科大学整形外科学講座、 2)川崎市立多摩病院整形外科
【目的】人工股関節全置換術(THA)後の SSI に対して、デブリドマン、交換可能なモジュラー・
コンポーネント（MC）交換、抗菌薬の適正使用によるインプラント温存 (debridement exchange
of modular component antibiotics and retention of implant：DEAR)を試みたので報告する。
【症例および方法】対象は THA 術後の感染兆候に対して、股関節穿刺液のグラム染色を行い、菌
体を確認して SSI と確定診断に至った 2 例である。直ちに手術加療を選択し、DEAR を施行した。
【結果】DEAR 施行までの期間は 1 例目が術後 12 日、2 例目が 14 日であった。各症例の原因菌は
ESBL 産生 Escherichia coli と Staphylococcus aureus であった．2 例ともＸ線像や術中所見で
インプラントのゆるみを認めなかった。感受性のある抗菌剤投与を並行して行った。経過観察期
間は 1 年 11 か月と 1 年 10 か月で、その間は局所・血液所見で感染の再燃を認めず、インプラン
トは温存されている。
【考察】MC の抜去は術野を広くし、徹底的なデブリドマンを可能する。また MC の交換はさらに
汚染範囲を縮小化する効果がある。また抗菌剤の選択にはより骨芽細胞内への移行性がよい薬剤
を選択することが重要と考える。これらの一連の手法により、インプランント温存の可能性を高
めていると考えた。

19. 腎膿瘍合併肺ノカルジア症例に対して病棟薬剤師と AST が連携し抗
菌薬の選択に介入した一例
椎名 楓 1)、中薗 健一 1,2)、勝 綾香 1,2)、大野 達也 2,3)、田中 洋輔 2,3)、蜂須賀 智 4)、
齋藤 浩輝 2,5)、若竹 春明 2,5)、駒瀬 裕子 2,6)
1) 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 薬剤部、2) 同 抗菌薬適正使用支援チーム、3)
同 臨床検査部、4) 同 泌尿器科、5) 同 救急救命センター、6) 同 呼吸器内科
【緒言】ノカルジア症は、細胞性免疫低下患者に認められる呼吸器感染を主体とする日和見感染
症である。今回、腎膿瘍合併肺ノカルジア症に対し、病棟薬剤師と AST が連携し、奏功を得た一
例を経験したので報告する。
【症例】60 代女性。強皮症にてプレドニゾロン内服。肺ノカルジア症に対してトリメトプリム/
スルファメトキサゾール（TMP/SMX）にて治療完遂。1 年後に発熱、背部痛を主訴に受診し、胸
腹部 CT にて両肺多発結節影と腎膿瘍を認めた。尿培養より Nocardia nova が検出され、腎膿瘍
合併肺ノカルジア症の診断にて入院となった。AST は治療開始初日に病棟薬剤師より相談を受
け、連携を図った。AST よりアミカシンと TMP/SMX の 2 剤併用を提案し治療を開始したが、第 5
病日に炎症の増悪と両肺多発結節影の増大を認めたため、さらにメロペネムを追加した 3 剤併用
療法を提案した。その後炎症の改善を認めたが、早期退院希望により第 19 病日の退院が決定し
た。経口スイッチ薬は TMP/SMX とアモキシシリンの 2 剤併用後、TMP/SMX の単剤長期投与を提案
した。退院後 8 ヵ月まで有害事象を認めず、両肺結節影の消失傾向と腎膿瘍縮小を確認した。
【考察】腎膿瘍合併肺ノカルジア症の報告は極めて少ないが、病棟薬剤師と AST の連携により有
害事象なく治療が奏功した。感染症内科が設置されていない病院において、病棟薬剤師と AST に

よる協働により早期患者把握と抗菌薬治療支援を行うことで、比較的稀な感染症への対応も可能
であると考える。

20. 疥癬診断まで長期間を要した症例報告
櫻井 万寿子
社会福祉法人湘南愛心会 介護老人保健施設かまくら
高齢者施設では感染管理において、疥癬対策は必須項目である。角化型疥癬は感染力が強く集
団発生を引き起こすが、通常疥癬においても長期的に経過観察を行い、感染防止に努める事が必
要となる。
Ｈ30 年 8 月に 1 名の通常疥癬の発症があり、最初の発疹の確認から、診断に至るまで約 4 か月
を要した症例を経験した。他施設より 4 月に入所し、入所時から発疹を認めた。徐々に湿疹の広
がりと、掻痒感の増大、掻き壊しによる化膿疹に発展していった。特に顕著な疥癬の症状は認め
なかったため、発疹の状態から乾燥による掻痒性の湿疹として対応していた。日々の観察から診
断直前に指間に線上トンネルを認め、皮膚科を受診し通常疥癬の診断を受けた。
介護老人保健施設では、主に介護士が利用者のケアにあたり、入浴時、排泄ケアのときなど皮
膚の状態を観察する機会が多い。看護師も同時に観察を行うが職員全体に疥癬の知識不足もあり
医師への上申が遅れることがある。
この症例から、①皮膚観察を継続する事。②いろいろの視点から観察を継続して行うことが必
要であること。③職員の正しい知識の普及と専門科への受診が早期の発見につながり、適切な対
応につながることを学んだ。
当症例の診断までの経過と長期にわたり皮膚状態を観察した経過、職員の対応等についての報
告をする行い、今後の高齢者施設での感染対策に役立てたい。

一般演題 Ⅶ 15:25〜16:05

医療関連感染対策

座長：帝京大学医学部附属溝口病院第四内科

菊池 健太郎

21. 当院における 65 歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種状況
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
【目的】2014 年 10 月、23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン（PPSV23）の 65 歳以上の
成人を対象とした予防接種法に基づく定期接種が開始された。また、2014 年 6 月に 13 価肺炎球
菌結合型ワクチン（PCV13）が、65 歳以上の成人に適応拡大されている。当院では PPSV23、
PCV13 の任意接種を行っており、その接種状況を調査し検討した。
【方法】PPSV23 の定期接種が開始された 2014 年 10 月から 2019 年 9 月まで、65 歳以上で
PPSV23、PCV13 を接種した患者を抽出し、接種年齢、他方のワクチン接種の既往、接種した診療
科を調査した。
【結果】当院で 5 年間に PPSV23 を任意接種した患者は 95 名（平均年齢 77.3±6.7 歳）、PCV13
は 70 名（平均年齢 77.3±6.3 歳）であった。PPSV23 を接種した診療科は 8 科にわたっていたの
に対し、PCV13 を接種した診療科は 3 科であり、呼吸器内科 66 名、膠原病内科 3 名、糖尿病内
科 1 名であった。
【考察】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。PCV13 を接種した診療科の殆どは呼吸
器内科であり、他診療科医師に PCV13 の存在が認知されていない可能性が示唆された。
【結論】PCV13 の認知度向上が必要であると考えられた。

22. 血液培養陽性であった外来患者に対する AST の介入効果に関する検討
廣瀬 直樹 1)、佐村 優 1)、倉田 武徳 1)、髙田 啓介 1)、谷川 浩司 1)、関根 寿一 1)、
國島 広之 2)
1) 医療法人社団緑成会横浜総合病院 薬剤科、2) 聖マリアンナ医科大学 感染症学
【目的】横浜総合病院では 2018 年 5 月より、薬剤科主導で Antimicrobial Stewardship Team
(AST) 活動を実施している。主な活動内容は、抗菌薬の選択、投与期間や投与量の検討・相談の
他、院内における血液培養採取者や入院中発熱患者の確認・介入、入院・外来患者における血液
培養陽性例への支援である。これまで外来患者への AST の介入に関する報告は限られているた
め、今回、外来患者を対象とした血液培養例に対する AST の介入効果について検討した。
【方法】AST 活動を開始した 2018 年 5 月から 2019 年 10 月に当院外来で血液培養を採取され、
入院せずに外来で経過観察となった陽性患者を抽出し、AST の介入内容について検討した。
【結果】対象期間において、外来で血液培養を採取され、経過観察となっていた血液培養陽性患
者は 3 例であった。そのうち、2 例は血液培養陽性の中間報告が時間外であったため、報告直後
に当直医と相談し、対象患者に連絡の上で、入院となった。他 1 例では、電話にて連絡も経口抗
菌薬で症状改善を認めており、外来受診にて対応となった。いずれの患者も抗菌薬治療により改
善していた。

【考察】本検証では症例数は限られているが、2 名では血液培養の中間報告後の対応で入院加療
となり、改善を認めていることから、外来患者においても血液培養陽性例に対する早期からの
AST の介入は有用であったと考えられた。

23. 駆血帯の血液汚染と管理状況の検討
伊藤 道子 1)、島田 明恵 2)、梅村 裕子 3)、上野 賀子 4)、鈴木 理絵 5)、真田 麻美 6)、
池田 紀子 7)、石井 和子 8)、二宮 茜 9)、林 俊治 10)
1)北里大学看護学部、2)伊東市民病院、3)前横須賀市立うわまち病院、4)栗原市立栗原中央病院、
5)湘南藤沢徳洲会病院、6)羽後町立羽後病院、7)東芝林間病院 、8)千葉中央メディカルセンタ
ー、9)宇都宮第一病院、10)北里大学医学部微生物学

【背景】標準予防策において、血液で汚染された医療器具の使用は医療関連感染の大きなリスク
と考えなくてはいけない。駆血帯は静脈血採血や末梢血管確保の際に用いられる器具であり、穿
刺部位と近接した場所で取り扱われるため、血液に汚染されるリスクが高い。一方、駆血帯は複
数の患者に使用されるのが一般的である。したがって、血液に汚染された駆血帯を介して医療関
連感染が起きる可能性がある。
【目的】現在医療施設で使用中の駆血帯の血液汚染および管理状況を調査し、その関連を検討
し、駆血帯の安全な管理方法を検討した。
【方法】看護師が使用中の駆血帯を提供してもらい、その血液汚染をルミノール反応で調査し
た。さらに、駆血帯の管理状況に関する質問紙調査を行い、血液汚染の状況と管理方法の関連を
検討した。
【結果】提供された駆血帯（n=186）の表面をルミノール反応で調べたところ、49 本（26.3%）
が陽性であった。定期的に表面を清拭消毒した群としていなかった群の間に血液汚染の有意差は
みられなかった。
【考察】病院で使用されている駆血帯の 4 本に 1 本は血液に汚染されていた。駆血帯の表面の清
拭消毒と血液汚染の間には有意差がみられず、通常の清拭消毒では血液汚染を除去できないこと
が明らかになった。
【結論】駆血帯に肉眼で血液汚染が確認できた際には、高価な物品ではないので、速やかに廃
棄・交換することが望ましい。

24.前立腺生検時の術後感染予防抗菌薬適正使用の検討
小形 厚貴 1),7),8)、松本 浩 1),7),8)、藤重 瑶子 1),7),8)、赤津 真衣子 1),7),8)、伊藤 由香 1),8)、坂下 裕
子 1),8)、アニン 祥子 2),7),8)、宮本 豊一 3),7),8)、吉岡 まき 4)、廣瀬 雅宣 5),7),8)、長島 悟郎 6),7),8)
1) 川崎市立多摩病院 薬剤部、2) 同 感染対策室、3) 同 臨床検査部、4) 同 泌尿器科、5) 同 総
合診療内科、6) 同 脳神経外科、7) 同 院内感染防止対策チーム、8) 同 抗菌薬適正使用支援チーム

【目的】従来、川崎市立多摩病院では前立腺生検時「術前日及び術当日にレボフロキサシン内服
を行い、術当日にセファゾリン 1g 単回投与」としていた。「術後感染予防抗菌薬適正使用のた
めの実践ガイドライン」に準じ、2016 年 11 月 8 日より「術当日にレボフロキサシン内服単回投
与のみ」に変更した。今回、泌尿器科の前立腺生検時の予防抗菌薬変更前後の感染症発生率につ
いて調査する。
【対象・方法】予防抗菌薬変更前：2015 年 11 月 8 日～2016 年 8 月 16 日と予防抗菌薬変更後：
2016 年 11 月 8 日～2017 年 8 月 16 日の期間において前立腺癌疑いにて前立腺生検を施行した患
者を対象とする。該当患者の感染症発症率について後方視的にカルテ調査を行った。
【結果】該当患者は、変更前 44 例、変更後 71 例であった。患者背景は年齢、体重、BMI、手術
時間、前立腺の大きさ、生検回数、既往歴、抗血栓薬の使用において、両群に差は認めなかっ
た。感染症発症率は変更前：0%、変更後：11.3%となり、変更後の発症率が有意に高い結果とな
った(p=0.0229)。
【考察】前立腺生検時の感染症発症率は 1～11%と言われている。今回の調査では抗菌薬変更後
で高い感染症発症率を認めた。また、生検手技においても差を認めたため、抗菌薬の種類以外の
因子も感染症の増加に寄与している可能性が考えられた。今後、更に症例数を集積し適切な抗菌
薬の使用を検討したい。

第 87 神奈川県感染症医学会の開催にあたり、事務局の聖マリアンナ医科大学総合

診療内科の皆さま、ご指導、ご支援をいただきました 大和市立病院 呼吸器内科
松本 裕先生、北里大学医学部 微生物学 林 俊治先生に深く感謝申し上げます。
また、ご賛同、ご支援を賜りました下記の企業に厚く御礼申し上げます。

ランチョンセミナー共催
MSD 株式会社

広告協賛（敬称略、五十音順）
アステラス製薬株式会社

杏林製薬株式会社

アボットジャパン株式会社

グラクソ・スミスクライン株式会社

栄研化学株式会社

シスメックス株式会社

O&M Halyard Japan 合同会社

第一三共株式会社

尾崎理化株式会社

テルモ株式会社

株式会社ＬＳＩメディエンス

東ソー株式会社

株式会社マイクロスカイラボ

ベックマン・コールター株式会社

株式会社モレーンコーポレーション

Meiji Seika ファルマ株式会社

企業機器展示協賛（敬称略、五十音順）
株式会社ジェイ・エム・エス

東京サラヤ株式会社

株式会社ティ・アシスト

丸石製薬株式会社

その他協賛
白十字株式会社
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〒216-8511

神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1
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聖マリアンナ医科大学微生物学
当番会長

竹村

弘
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聖マ リ ア ン ナ医科⼤ 学
微⽣ 物学・ 感染制御部

会期： 令和2年2⽉ 29⽇ （ ⼟ ）
場所： 横浜情報⽂ 化セ ン タ ー
横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩10分
JR線 関内駅 徒歩10分
みなとみらい線 日本大通り駅直通

⼀ 般演題募集
登録期間：令和元年10月10日(木)〜12月13日(金)
神奈川県感染症医学会HP（http://kanakan-web.org/）から登録
・症例報告, ICT/AST活動報告,疫学, 臨床研究, 基礎研究など
・初期臨床研修医, 学生は非会員でも発表できます.
(会員登録の方法は学会HP参照 年会費3,000円)
・学術奨励賞, 会長賞制度あり.
・参加費：1,000円（初期臨床研修医, 学生は無料）
・認定単位：日本医師会生涯教育単位, ICD更新単位
第87回神奈川県感染症医学会事務局 聖マリアンナ医科大学微生物学
TEL 044-977-8111（内3539) FAX 044-977-7818 E-mail: kanakan2020.02@gmail.com

