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● 第 90 回神奈川県感染症医学会の開催にあたって ●

　この度、第 90 回神奈川県感染症医学会学術集会の当番会長を仰せつかりました昭和大学藤が丘

病院呼吸器内科の鹿間裕介と申します。

　感染症は病原微生物と生体反応の両面から治療することが重要であり、すべての診療科において

横断的な対応が必要となります。病原微生物は多種多様で、薬剤耐性（AMR）の問題や現在世界中に

猛威を振るっている新型コロナ感染症で認められる変異株の出現などまさに変幻自在の相手との戦

いです。通常の疾患では診断、治療という流れで診療が進みますが、感染症の領域ではこれに加え

予防（感染予防）や管理（感染管理）といった巾広い対応が求められます。現在皆様が日々ご苦労にな

られている新型コロナ感染症では、さらに政治経済の問題にも波及しているのは周知の事実と思い

ます。また新たにサル痘の感染拡大やエボラウィルス病の再発生などが報告され感染症は日本のみ

ならず世界的視野に立っての対応が重要になっています。本学会は 1977 年に発足し、神奈川県医師

会医学会の分科会として神奈川県における感染症医療の向上を目指し開催される伝統ある学術集会

です。

　今回は特別報告として麻生総合病院総合診療科の水堂祐広先生より ｢COVID-19 診療のリアルを

見つけにいこう～川崎市内 29 医療機関アンケート～ ｣ をご報告いただき、また特別講演として昭

和大学臨床感染症部門の時松一成教授より「多種多様な真菌症に対応する－ブレイクスルー感染や

COVID-19 関連真菌症－」という演題でご講演をいただく予定です。さらに会員の方々より 18 の一

般演題を登録していただき心より感謝しております。本医学会では感染症にたずさわる、基礎から

臨床、予防や管理といった様々な領域の方々との意見交換の場としたいと思います。

　第 90 回という節目に 45 年の歴史を有する本医学会を皆様と一緒に盛り上げて行きたいと思います

ので宜しくお願い申し上げます。

第 90 回神奈川県感染症医学会　当番会長

昭和大学藤が丘病院　呼吸器内科

鹿間　裕介

●当番会長あいさつ
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2 ● 第 90 回 神奈川県感染症医学会

● 主催者が行う基本的な感染防止対策

　1．3 つの密（密閉、密集、密接）の回避。

1） 3 つの密を作らないよう周知する。

2） 席数は収容定員 50% 以内とする。

・学会場：神奈川県立かながわ労働プラザ 3 階多目的ホール 150 席（実際の定員：294 名）

3） 随時換気を行う。

　2．衛生対策

1） 参加者のマスク着用・手指衛生を徹底する。

2） 参加者の体温・体調を確認し、発熱などの症状がある人は入場しないよう呼びかける。

3） 手指消毒用アルコールを設置する。

4） 後日、参加者に感染者が確認された際、調査が速やかに行われるよう、電話番号を把握する。

5） ドアノブ、イス等の複数の人の手が触れる場所を学会開催前、終了時などに適宜消毒する。

6） 受付等の人と人が対面する場所は、飛沫感染対策を徹底する。

7） 学会場での飲食は禁止する。

8） ゴミはビニール袋に入れて密閉して捨て、ゴミを収集する人はマスク・手袋を着用する。

● 参加者へのお願い

　1．マスクの着用、発熱の有無・体調の確認にご協力ください。

　2．以下の事項に該当する場合は参加を見合わせてください。

1） 発熱・咳・のどの痛み等の症状がある場合。

2） 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

3） 過去 14 日以内に濃厚接触がある場合。

　3．芳名帳にお名前、ご所属、お電話番号を記載してください。

　4．入退場時に手指衛生をお願い致します。

　5．学会場では 1 席空けてのご着席をお願いいたします。

　6．近距離での会話や大声での発声はお控えください。

　7．感染防止のために主催者が定めたその他の措置の遵守をお願いいたします。

第 90 回神奈川県感染症医学会開催における新型コロナウイルス対策
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3● 第 90 回 神奈川県感染症医学会

● 会 場 交通案内：神奈川県立かながわ労働プラザ　交通案内図

● 所在地

〒 231-0026
横浜市中区寿町 1 丁目 4 番地　神奈川県立かながわ労働プラザ

TEL：045-633-5413　FAX：045-633-5416

● 最寄り駅

JR 京浜東北 ･ 根岸線「石川町駅」中華街口（北口）徒歩 3 分

JR 京浜東北 ･ 根岸線「関内駅」南口から徒歩 8 分

横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」出口 2 徒歩 12 分

横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」出口 1 徒歩 12 分
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4 ● 第 90 回 神奈川県感染症医学会

● 日 程 表 2022 年 12 月 3 日（土）

● 神奈川県立かながわ労働プラザ

時　間 3 階　多目的ホール（150 席） 4 階　第 4 会議室（30 席）

12：00 ～ 12：30 評議員会

12：35 ～ 12：40 当番会長挨拶

12：40 ～ 13：10 特別報告

13：10 ～ 13：25 総会

13：25 ～ 13：57
一般演題 1 
　新型コロナウイルス感染症　1 ～ 4

13：57 ～ 14：21
一般演題 2 
　院内感染対策　5 ～ 7

14：21 ～ 14：45
一般演題 3 
　検査、疫学、基礎医学的検討 I
　8 ～ 10

14：45 ～ 15：09
一般演題 4 
　検査、疫学、基礎医学的検討 II
　11 ～ 13

15：09 ～ 15：33 一般演題 5　症例報告 I　14 ～ 16

15：33 ～ 15：49 一般演題 6　症例報告 II　17 ～ 18

15：49 ～ 16：49 特別講演

16 ：49 ～ 16 ：54 会長賞授与

16 ：54 ～ 16 ：59 学術奨励賞授与

16 ：59 ～ 17 ：10 閉会の挨拶
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5● 第 90 回 神奈川県感染症医学会

●ご参加の皆様へのお願い

・ 受付は神奈川県立かながわ労働プラザ 3 階で 12 時 00 分より行います。

・ お名前、ご所属、お電話番号を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、ICD 認定更新点数を申請中です。

・ 「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/younger/）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、学術奨励賞の投票を 15 時 50 分までにお願いいたします。

●座長の皆様へのお願い

・ ご担当のセッション開始 20 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 5 分、討論 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。発表当日は発表 20 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:Windows11、アプリケーション：Windows 版 Power Point 2021 です。

・ ご発表頂くスライドは令和 4 年 11 月末日までに下記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：kanakan2022.12@gmail.com

第 90 回神奈川県感染症医学会からのお願い
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6 ● 第 90 回 神奈川県感染症医学会

● 特別報告：12：40 ～ 13：10

座長　聖マリアンナ医科大学　感染症学講座　國島　広之

・COVID-19 診療のリアルを見つけにいこう～川崎市内 29 医療機関アンケート～

麻生総合病院　総合診療科

水堂　祐広　先生

● 一般演題 1：新型コロナウイルス感染症　13：25 ～ 13：57

座長　川崎市健康安全研究所　三﨑　貴子

 1．COVID-19 流行下における他の感染症の流行状況

川崎市立川崎病院 臨床研修医　眞鍋　佳世

 2．川崎市健康安全研究所における SARS-CoV-2 のゲノム解析

川崎市健康安全研究所　荒井　千寛

 3．コロナクラスターから得た職員の団結

特別養護老人ホーム　逗子杜の郷　田邉笑美子

 4．COVID-19 感染後の急性脳症例からの SARS-CoV-2 検出について

神奈川県衛生研究所　鈴木理恵子

● 一般演題 2：院内感染対策　13：57 ～ 14：21

座長　北里大学　高山　陽子

 5．北里大学病院におけるカルバペネム耐性腸内細菌目細菌の検出状況に関する 単施設後方視的研究 

“2016 ～ 2021 年”

北里大学病院　感染管理室　小貫　智世

 6．抗菌薬の使用状況・耐性菌発生状況の把握と AST 活動の課題の検討

医療法人五星会　菊名記念病院　薬剤部　山田　恭平

 7．血液内科領域における抗菌薬適正使用支援チームによる広域抗菌薬使用状況の変化

昭和大学藤が丘病院　薬剤部　鈴木　絢子

● 一般演題 3：検査、疫学、基礎医学的検討 I　14：21 ～ 14：45

座長　北里大学　林　　俊治

 8．酵素濃度および大腸菌培養上清が Candida albicans のバイオフィルム形成に及ぼす影響

聖マリアンナ医科大学　微生物学教室　越川　拓郎

 9．近年のサル痘の発生状況と国内における感染拡大の可能性に関するリスク評価

川崎市立川崎病院 初期臨床研修医　秋山　倫人

10．各種抗菌薬の大腸菌バイオフィル生成に及ぼす影響の検討

聖マリアンナ医科大学　微生物学教室　竹村　　弘

● 演題一覧 会場：神奈川県立かながわ労働プラザ 3 階　多目的ホール
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7● 第 90 回 神奈川県感染症医学会

● 一般演題 4：検査、疫学、基礎医学的検討 II　14：45 ～ 15：09

座長　横浜市立大学附属病院　感染制御部　加藤　英明

11．Ureaplasma 属の分離状況と患者背景

昭和大学横浜市北部病院　臨床病理検査室　荒嶋知世子

12．結核治療におけるピラジナミド使用の地域差と関連する因子の検討

横浜市立大学大学院　医学研究科呼吸器病学教室　松本　大海

13．診断方法による肺 MAC 症の重症度と予後の差異について

昭和大学横浜市北部病院　呼吸器センター内科　林　　　誠

● 一般演題 5：症例報告 I　15：09 ～ 15：33

座長　済生会横浜市南部病院　呼吸器内科　宮沢　直幹

14．重症 DIC を合併した日本紅斑熱の 1 例

昭和大学藤が丘病院 救命救急科　榊原　真子

15．オビヌツズマブ投与後に COVID-19 感染が遷延し重症化した一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター　呼吸器病センター内科　前田　千尋

16．当院で診療した高齢者における Mycobacterium shimoidei の 1 例

横浜市立大学附属市民総合医療センター　呼吸器病センター内科　平馬　暢之

● 一般演題 6：症例報告 II　15：33 ～ 15：49

座長　昭和大学藤が丘病院　呼吸器内科　横江　琢也

17．心サルコイドーシスに合併した播種性クリプトコッカス症の一例

済生会横浜市南部病院　呼吸器内科　田川　雄斗

18．慢性好酸球性肺炎様の経過を呈したウエステルマン肺吸虫症の一例

昭和大学藤が丘病院　呼吸器内科　泉﨑　謙介

● 特別講演：15：49 ～ 16：49

座長　昭和大学藤が丘病院　呼吸器内科　鹿間　裕介

・多種多様な真菌症に対応する　－ブレイクスルー感染や COVID-19 関連真菌症－

昭和大学病院　感染症内科

時松　一成　先生

● 会長賞授与：16：49 ～ 16：54

● 学術奨励賞授与：16：54 ～ 16：59

● 閉会の挨拶：16：59 ～ 17：10
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8 ◆ 第 90 回 神奈川県感染症医学会：抄録集

1．COVID-19 流行下における他の感染症の流行状況

眞鍋　佳世 1）、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】COVID-19 流行が他の感染症発生に影響を及ぼす要

因を考察する。

【方法】2018 年第 1 週～ 2022 年第 34 週に法に基づき川崎

市に届出のあった 19 疾患の発生状況を、COVID-19 流行

前後で比較検討した。

【結果】調査した 19 疾患は 5 つの流行パターンに分類され

た。

①報告数に変化なし：突発性発疹、腸管出血性大腸菌感染

症、E 型肝炎（経口感染や家庭内感染）

②流行後はほぼ発生なし：麻疹、風疹、インフルエンザ（輸

入が契機となる感染症）

③流行開始直後はほぼ発生なし、2 年目以降再び流行：RS

ウイルス感染症、手足口病等（国内で乳幼児に好発）

④流行開始後の報告数は減少したが発生は継続：百日咳、

水痘等（飛沫、空気、接触感染）

⑤流行開始直後は報告数が減少し、2 年目以降は流行前と

同様の発生：梅毒、感染性胃腸炎（性的接触、経口感染）

【考察】COVID-19 の感染対策により、飛沫、空気、接触感

染する他の感染症の発生も減少し、海外渡航の制限で輸入

が契機となる感染症も減少したことが示唆された。他にも

ウイルス同士の干渉やワクチンの定期接種化、感染症の流

行周期等が流行に影響を与えていると考えられる。今後社

会活動が活発化するにつれ、再び他の感染症が流行する可

能性は高い。

【結論】COVID-19 の出現で一部の感染症の流行状況は大き

く変化した。社会活動の再開に伴い再び変化する可能性が

あり、発生動向に注意が必要である。

2．川崎市健康安全研究所における SARS-CoV-2 のゲノム解析

荒井　千寛、夏井　航平、若菜　愛澄、畠山　理沙、佐々木国玄、 

赤星　千絵、清水　英明、小嶋　由香、岡部　信彦

川崎市健康安全研究所

【背景】当所では、2020 年 1 月から RT-qPCR 法による

SARS-CoV-2 の検査を継続し、陽性となった検体について

変異株検査及び NGS による全ゲノム解析を実施している。

今回、全ゲノム解析によって得られたデータを集計し、若

干の知見を得たので報告する。また、全ゲノム解析を活用

した事例を紹介する。

【方法】当所に搬入された検体のうち、ウイルス量ならびに

疫学的背景により、全ゲノム解析に使用する検体を選択し

た。その検体について Illumina 社製の iSeq100 を用いて配

列情報を取得し、国立感染症研究所が運営する Web サイ

ト“Covid19”で解析した。今回の集計では 2020 年 2 月から

2022 年 7 月に採取された検体のデータを使用した。また、

一部の結果について、全国の流行状況との比較を行った。

【結果および考察】全ゲノム解析を行った 1857 検体のう

ち、1583 検体を集計に使用することができた。月ごとに

検体を抽出し、ハプロタイプネットワーク図を作成したと

ころ、第 2 から第 6 波では、それぞれ異なる集団が形成さ

れた。Lineage について全国のものと比較したところ、複

数の系統が出現している期間では、全国の流行とは一致し

ない期間もあった。NGS による全ゲノム解析は詳細な流

行状況の解析や院内感染疑い等の感染原因の究明を行うた

めに有効であり、感染対策を行う上で重要な情報を提供す

ることができると考えられた。

座長　川崎市健康安全研究所　三﨑　貴子

● 一般演題 1 新型コロナウイルス感染症　13：25 ～ 13：57
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3．コロナクラスターから得た職員の団結

田邉笑美子、代田　繕識

特別養護老人ホーム逗子杜の郷

【はじめに】常日頃、コロナ感染に対するシミュレーショ

ンを重ねていた。多床室で、陽性者が 2 名発覚（陽性者は

コロナ病棟へ入院）濃厚接触者 22 名をレットゾーンにし

て対応し 10 日後めでたく収束。と思った 1 週間後職員が

コロナ陽性となるたった 3 時間働いただけで関わった入

居者 8 名が陽性（クラスターが起きた）運悪く同時期にユ

ニットにおいてもクラスターが 2 フロア（合計 30 名陽性）

感染対策はここから始まった。職員一人ひとりの動きが早

く話し合いが合理的に実施されゾーニングができ、予定の

期間で感染が増えることなく収束できたので報告する。

【経過】冒頭に述べた様に、濃厚接触者対応時も完全レット

ゾーンとして対応したことが生かされ、陽性者の介護を感

染の BCP 通り、食事、ゾーニング、職員配置、司令塔の

活動に分け介護を実施。看護師は健康管理に食事介助を中

心に活動。別の看護師による PPE 着脱チェックをし、感

染対応できない職員は感染が起きていないフロアでの配置

換えを実施した。多床室は初期感染日から 18 日目に収束

ユニットは個室管理ができたことで感染初日から 12 日目

に収束できた。

【結果・考察】コロナ感染症はエアロゾルによる感染が多く

言われており、いつの間にか感染が増えている（オミクロ

ン株）しかし感染源を遮断すると収束までの時間は最短で

できる。

【まとめ】シミュレーションと、発熱＝コロナの合言葉で

職員一丸（団結）となった事が、感染を広げず抑えられた。

4．COVID-19 感染後の急性脳症例からの SARS-CoV-2 検出について

 鈴木理恵子 1）、佐野　貴子 1）、櫻木　淳一 1）、多屋　馨子 1）、志村　紀彰 2）、 

大濱　永史 3）、石田　彩子 4）、片山　公美 4）、阿南弥生子 4）

1） 神奈川県衛生研究所、2） 藤沢市民病院小児救急科、3） 藤沢市民病院小児科、4）藤沢市保健所

　COVID-19 感染後に急性脳症と診断された症例からの

SARS-CoV-2 検出について報告する。患者は 2 歳 10 か月

女児であり、8 月×日夜から咳嗽、発熱を認め、翌日に強

直間代性痙攣、意識障害を呈し緊急入院した。医療機関で

の入院時検査において、患児の咽頭ぬぐい液から SARS-

CoV-2 抗原が検出され、血液及び髄液の細菌培養検査の結

果は陰性であった。検体は、髄液、咽頭ぬぐい液、血液、

尿の計 4 検体が搬入され、感染症発生動向調査に基づき、

エンテロウイルス、ヘルペスウイルス、SARS-CoV-2 等に

ついて核酸増幅検査を実施した。結果は、咽頭ぬぐい液

からは SARS-CoV-2 N 遺伝子が検出され（Ct 値：20）、髄

液、血液、尿からの、ウイルス遺伝子検査は不検出であっ

た、。SARS-CoV-2 の次世代シークエンスによる解析結果

は、Lineage:BA.5.1、Clade：22B（Omicron）と分類された。

2020 年に COVID-19 感染後の髄膜炎疑い例の髄液 2 症例

について SARS-CoV-2 遺伝子検査を実施したが、両症例と

もウイルス遺伝子は検出されず、本症例でも、髄液からの

SARS-CoV-2 遺伝子は不検出で、咽頭ぬぐい液からのみ検

出された。SARS-CoV-2 を原因とする急性脳症の報告は散

見されるものの、髄液からウイルスが検出された報告は稀

で、それ以外の検体からの SARS-CoV-2 遺伝子の検出によ

り総合的に判断されていることが多い。急性脳炎・脳症、

髄膜炎の原因検索の検体として髄液は必須ではあるが、咽

頭ぬぐい液、血液、便の確保も、病原体の検索には重要で

あり、医療機関や保健所等には、可能な限り急性期の髄液、

血液、呼吸器由来検体、便検体の確保を依頼していきたい。
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5．北里大学病院におけるカルバペネム耐性腸内細菌目細菌の検出状況に関する

 単施設後方視的研究　“2016 ～ 2021 年”

 小貫　智世 1）、二本柳　伸 2,4）、 狩野　有作 2,5）、 瀬戸　良教 3）、 安達　　譲 2,4）

高城由美子 1）、和田　達彦 6）、伊藤　尚志 1）、高山　陽子 1）

1） 北里大学病院感染管理室、2） 北里大学病院臨床検査部微生物検査室、3） 北里大学病院薬剤部、 

4） 北里大学北里生命科学研究所感染制御研究センター、5） 北里大学医学部臨床診断学、 

6） 北里大学医学部膠原病・感染内科学

【目的】カルバペネム耐性腸内細菌目細菌（CRE）には、カル

バペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（CPE）とカルバペネマー

ゼ非産生腸内細菌目細菌（non-CPE）が存在する。近年、医

療機関での増加が懸念されていることから、自施設におけ

る CRE の検出状況等を調査した。

【方法】過去 6 年間に各診療科から提出された検査材料か

ら検出した腸内細菌目細菌を対象として、年次毎に CRE

（CPE，non-CPE）の検出患者数を調査した。また、CPE の

カルバペネマーゼ遺伝子の種類、β- ラクタム系薬の抗菌

薬使用量（AUD）等を調査し、CRE の検出率と比較して相

関関係の有無を確認した。

【結果】腸内細菌目細菌の検出患者数は 10,573 名であり、

CRE の検出患者数は 257 名（CPE 29 名，non-CPE 228 名）

であった。CPE 29 名から検出した 29 株の遺伝子の種類は

IMP-1 型 26 株、NDM-5 型 2 株、OXA-48 型 1 株であった。

CRE 検出率と AUD の推移を比較すると、CPE は相関関係

は認めなかったが、non-CPE は T/P・MEPM の AUD の増

減に正の相関関係を認めた。

【考察】T/P・カルバペネム系薬を 6 日以上連続使用する際

には感染管理室に電話連絡する運用を始めたことで、以降、

non-CPE が減少したと考えられた。

【結論】non-CPE を減少させるには広域抗菌薬の適正使用

が必須である。

6．抗菌薬の使用状況・耐性菌発生状況の把握と AST 活動の課題の検討

山田　恭平 1）、三木　亮介 1）、小峯　祐美 2）、渡辺　朋子 3）

1） 医療法人五星会菊名記念病院薬剤部、2） 医療法人五星会菊名記念病院臨床検査科、 

3） 医療法人五星会菊名記念病院看護部

【目的】当院では、2022 年度診療報酬改定後 AST 活動を再

開した。AST 活動の課題検討を目的とし、抗菌薬の使用

状況及び耐性菌の発生状況を調査した。

【方法】抗菌薬の使用状況は J-SIPHE を用い、AST 未介入

の 1 年間と介入再開後（2022 年 4 ～ 7 月）について抗菌薬

使用状況を比較した。耐性菌の発生状況は JANIS を用い、

AMR アクションプランの評価目標である耐性菌を評価し

た。

【結果】静注抗菌薬の AUD は AST 再開前後で 21.06 と 23.1

であった。経口抗菌薬の AUD は AST 再開前後で 6.33 と

6.18 であった。

耐性菌は、K.pneumoniae のペニシリン耐性率（0%）、

S.aureus のメチシリン耐性率（37.5%）、E.coli のフルオロ

キノロン耐性率（28.6%）、E.coli・K.pneumoniae のカルバ

ペネム耐性率（0%）であった。

【考察】カルバペネム系抗菌薬、経口キノロン系抗菌薬の使

用量は減少していた。しかし、抗緑膿菌薬、経口第 3 世代

セフェム系抗菌薬の使用は増加傾向であり、適正使用に対

する介入が課題と考える。E.coli のフルオロキノロン耐性

率は高値であり、キノロン系抗菌薬の適正使用への介入も

課題である。AST 再開後の調査期間が短く、今後も継続

した調査が必要であると考える。

座長　北里大学　高山　陽子

● 一般演題 2 院内感染対策　13：57 ～ 14：21
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7．血液内科領域における抗菌薬適正使用支援チームによる広域抗菌薬使用状況の変化

鈴木　絢子 1）,2）、山口　史博 2）,3）、蒲澤　宣幸 2）,4）、佐々木　純 2）,5）、佐藤　督忠 2）,6）、布山　正貴 2）,7）、

山﨑　洋平 2）,3）、橋口　深雪 2）,8）、岩田　香恵 2）,9）、遠藤　　慶 2）,10）、小林　　斉 2）,11）、藤原　久登 1）,12）

1） 昭和大学藤が丘病院薬剤部、2） 昭和大学藤が丘病院抗菌薬適正使用支援チーム、 

3） 昭和大学藤が丘病院呼吸器内科、4） 昭和大学藤が丘病院血液内科、5） 昭和大学藤が丘病院救急医学科、 

6） 昭和大学藤が丘病院集中治療科、7） 昭和大学藤が丘病院小児科、8） 昭和大学藤が丘病院看護部、 

9） 昭和大学藤が丘病院検査部、10） 昭和大学藤が丘病院糖尿病・代謝・内分泌内科、 

11） 昭和大学藤が丘病院耳鼻咽喉科、12）昭和大学薬学部 病院薬剤学講座

　薬剤耐性菌が世界的な問題となる中、Antimicrobial 

Stewardship Team（AST）の介入が期待されている。血液疾

患を有する患者では免疫機能の低下により感染症の管理は

極めて重要である。AST の介入が広く実施されているに

もかかわらず、血液疾患を有する患者に特化した報告は限

られている。そこで本研究は、血液疾患患者へのカルバペ

ネム系抗菌薬に対する AST の介入効果を明らかにするこ

とを目的とした。血液内科に入院し、カルバペネム系薬剤

を使用した患者を対象にした。AST 介入前（2016 年 4 月～

2018 年 3 月）と AST 介入後（2018 年 4 月～ 2021 年 3 月）の

カルバペネム使用量を比較した。全体として、264 人の血

液疾患患者における 515 件の発熱性好中球減少症のエピ

ソードが対象となった。分割時系列分析によると、抗菌

薬使用密度（AUD）と抗菌薬使用日数（DOT）はともに減少

した（AUD; β＝－ 0.291, p ＝ 0.003, DOT; β＝－ 0.263, p ＝

0.011）。AST の介入により、血液疾患患者におけるカルバ

ペネム系抗生物質の使用量が減少した。
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9． 近年のサル痘の発生状況と国内における感染拡大の可能性に関するリスク評価

秋山　倫人 1）、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】2022 年のサル痘の outbreak の特徴を過去と比較し、

国内における今後の感染拡大の可能性を検討する。

【方法】2022 年 9 月 15 日時点で、今回の outbreak に関する

full text の文献 17 件を選択し、最新かつ詳細な情報が得ら

れた 3 文献を基に特徴をまとめ、発生が最多であったコン

ゴ民主共和国（DRC）における 1970-2019 年の状況と比較し

て、今後の国内での拡大の可能性を評価した。

【結果・考察】2022 年は 75 か国から 16,016 例の報告（死亡

5 例）があり、年齢中央値は 38 歳で DRC の 4 ～ 21 歳より

高かった。男性が 97.4% で DRC における 60.5% より高く、

MSM（Men who have Sex with Men）が 98% を占めており、

性的接触が主であった。全て西アフリカ Clade であり、致

死率は 0.03% で従来の 3.6% より低かった。発疹は性的接

触部位に限局する例が多く、比較的軽症であった。短期間

での世界的な拡大だが、特定の集団における性的接触によ

る感染のため、Probability は低く（Low）、比較的軽症であ

ることから、Impact は非常に低い（Very low）ため、国内で

の現時点での拡大のリスクは低い（Low）と考えられた。

【結論】今後、国際間の移動が活発化すると国内にサル痘が

輸入され市中に拡大する可能性もあるため、発生状況を注

視する必要がある。

8．酵素濃度および大腸菌培養上清が Candida albicans の
バイオフィルム形成に及ぼす影響

越川　拓郎、大神田　敬、竹村　　弘

聖マリアンナ医科大学微生物学教室

【目的】カンジダ属は口腔、皮膚、腸管、膣などの酸素濃度

の異なる組織に常在している。カンジダ症は免疫機能の低

下などにより全身病変を引き起こし、特に血流感染症は、

細菌との共感染も報告され、相互作用している可能性が

ある。しかし、これらの相互作用に関する報告は稀であ

るため、本研究では好気・微好気・嫌気条件下で Candida 

albicans と大腸菌の相互作用を評価した。

【方法】大腸菌培養液を添加した RPMI/MOPS を使用し、

好気・微好気・嫌気条件下でクリスタルバイオレット法に

て Candida albicans のバイオフィルム形性能を検討した。

また、同条件で接着、仮性菌糸形成関連遺伝子の発現量を

測定した。

【結果】大腸菌培養液を添加することにより、Candida 

albicans のバイオフィルム形成量が低下した。さらに、接

着、仮性菌糸形成に関与する遺伝子発現量も同様に低下し

た。酸素濃度によらず、大腸菌培養液を添加すると、バイ

オフィルム形成量および接着、仮性菌糸形成関連遺伝子の

発現量は低下した。

【まとめ】大腸菌の産生する物質が Candida albicans のバイ

オフィルム形成や接着、仮性菌糸形成に抑制的に関与して

いることが明らかとなった。Candida albicans は酸素濃度

依存的であるが、大腸菌の産生する物質は、酸素濃度にか

かわらず抑制的に作用することが示唆された。

● 一般演題 3 検査、疫学、基礎医学的検討 I　14：21 ～ 14：45

座長　北里大学　林　　俊治
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13◆ 第 90 回 神奈川県感染症医学会：抄録集

10．各種抗菌薬の大腸菌バイオフィルム生成に及ぼす影響の検討

竹村　　弘、中島　二如、寺久保繁美、越川　拓郎、大神田　敬

聖マリアンナ医科大学微生物学教室

【目的】抗菌薬が細菌バイオフィルム（BF）に及ぼす影響に

関する報告は散見されるが、その結果は菌種や抗菌薬の種

類によって異なる。一般的には抗菌薬は MIC よりも高い

濃度で BF の生成を抑制するが、sub-MIC の濃度では逆に

BF の生成を促進するという報告も見られる。今回 96 穴マ

イクロプレートを用いて、各種抗菌薬の大腸菌 BF 生成に

及ぼす影響を検討した。

【方法】96 穴マイクロプレートに大腸菌（ATCC 25922）を

接種し、35℃、24 時間培養後 3 回洗浄し、各種抗菌薬を

MIC 測定の要領で添加し、さらに 24 時間培養後 BF 形成

量をクリスタルバイオレット（CV）法で測定した。CV の

OD595 が 0.1 以下になる最小濃度を MBFIC とした。

【結 果】MBFIC（MBFIC/MIC 比）は ABPC：16 mg/L（4）、

CEZ：64 mg/L（32）、CAZ：16 mg/L（32）、CMZ：4 mg/L（4）、

IPM：0.5 mg/L（2）、MEPM：0.25 mg/L（16）、GM：1 mg/L（4）、

CPFX：1 mg/L（128）であった。β- ラクタム薬では MIC 前

後の濃度で BF の生成が促進される現象が観察されたが、

この現象は CAZ で特に顕著であった。

【考察】β- ラクタム薬では MIC 前後の濃度で BF の生成が

促進され、抗菌薬の使用が BF 形成菌感染症の難治化を促

進する可能性を示唆している
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14 ◆ 第 90 回 神奈川県感染症医学会：抄録集

11． Ureaplasma 属の分離状況と患者背景

荒嶋知世子 1）、阿南　晃子 1）、イズデプスキ龍也 2）、奥山亜由美 2）、

瀬尾　晃平 2）、市塚　清健 2）、長塚　正晃 2）、新井　祐司 1）

1） 昭和大学横浜市北部病院臨床病理検査室、2） 昭和大学横浜市北部病院産婦人科

【はじめに】Ureaplasma 属（以下 Up）は尿道、外陰部粘膜に

常在する菌で急性又は亜急性無菌性尿道炎や不妊、流産な

どとの関連があるとされている。普通培地に発育困難であ

り、培養には専用の培地が必要である。今回、Up につい

て分離状況および患者背景を報告する。

【対象】2018 年 1 月から 2022 年 8 月までに産婦人科から

Up の検出依頼があった膣分泌物 268 件。

【結果】対象期間中に腟分泌物培養は 7,714 件提出され、う

ち 268 件に Up 培養が実施された。268 件の提出科内訳は、

婦人科由来が 15.3%、産科由来が 84.7% であった。このう

ち 31.0% で Up が検出され、婦人科由来が 13.3%、産科由

来が 86.7% であった。培養依頼件数は年々増加しており、

検出率も増加傾向であった。Up が検出された患者の平均

年齢は 35.8 歳であり、30 ～ 40 歳代が 55.4% と半数を占

めていた。疾患別では妊婦健診が 30.1% と最も多く、次

いで切迫早産が 16.9%、前期破水が 14.5% であった。

【まとめ】Up は産婦人科で多く検査され、検出率も高い。

有疾患者で検出されているケースの他に、正常妊婦でも多

く検出されていた。Up は尿道炎や不妊、流産などとの関

連があるとされているが、さらに垂直感染により新生児に

保菌・感染を引き起こす可能性があるとされている。この

ことから、妊婦健診などでの積極的な Up の検査の必要性

が示唆された。

12．結核治療におけるピラジナミド使用の地域差と関連する因子の検討

松本　大海、小林　信明、福田　信彦、金子　彩美、上田　　傑、金子　　恵、

染川　弘平、井澤　亜美、神巻　千聡、田中　克志、室橋　光太、藤井　裕明、

青木　絢子、田上　陽一、渡邉　恵介、堀田　信之、原　　　悠、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】ピラジナミド（PZA）を含む多剤併用療法は、WHO

が推奨する結核の標準治療である。しかし、本邦では副作

用の懸念から PZA を除いた治療が標準治療の一つとされ

た時代があり、現在も PZA が敬遠されていることが懸念

される。そこで本研究では、PZA 処方の地域差と、それ

に関わる因子を明らかにする。

【方法】各都道府県の PZA 処方について、年齢・性別を調

整し比較するため、標準化レセプト出現比（SCR）をアウト

カムとした。また、結核の有病率、高齢者の割合、呼吸器

内科専門医数、結核病床数、肝疾患の有病率を説明変数、

SCR を目的変数とし単回帰分析、重回帰分析を行った。

SCR は内閣府、その他のデータは各学会、政府統計、厚

生労働省の Web ページから入手した。いずれも 2018 年の

データを用いた。

【結果】SCR の中央値は 90（40.2 ～ 187.1）であった。上位 5

県の SCR の平均は 150.9、下位 5 県の平均は 47.8 であり、

PZA の処方に約 3 倍の地域差を認めた。多変量解析では、

結核の有病率（t ＝ 3.88, p ＝ 0.0004）、結核患者のうち 80

歳以上の患者の割合（t ＝ -2.96, p ＝ 0.0051）、人口あたり

の呼吸器専門医の人数（t ＝ 3.63, p ＝ 0.0008）が SCR と有

意に相関していた。

【結論】PZA の処方傾向には地域差が存在し、呼吸器専門

医を増やすことで、その差を縮小できる可能性がある。

● 一般演題 4 検査、疫学、基礎医学的検討 II　14：45 ～ 15：09

座長　横浜市立大学附属病院　加藤　英明
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15◆ 第 90 回 神奈川県感染症医学会：抄録集

13．診断方法による肺 MAC 症の重症度と予後の差異について

林　　　誠 1）,2）

1） 昭和大学横浜市北部病院呼吸器センター内科、2） 昭和大学藤が丘病院呼吸器内科

【背景】肺 MAC 症の診断には、喀痰または気管支鏡で採取

した検体の培養で菌が検出されることが必要とされてい

る。しかし喀痰検査で診断された患者と気管支鏡検査で診

断された患者の間で疾患の重症度や疾患進行のリスクが異

なるかどうかは不明である。

【目的】肺 MAC 症の重症度や疾患進行のリスクが診断法に

よって異なるかどうかを明らかにする。

【方法】肺 MAC 症患者 92 例を後ろ向きに解析した。喀痰

で診断された患者群と気管支鏡で診断された患者群の背景

と診断から疾患進行までの時間を比較し、また、多変量解

析を用いて診断方法によって疾患進行のリスクが異なるか

を検討した。

【結果】喀痰で診断された患者群は気管支鏡で診断された患

者群より若年であったが、臨床的な重症度の差は軽微で

あった。またこの 2 群間において診断から疾患進行までの

時間に有意差はなかった。疾患進行のリスク因子は結節気

管支拡張型以外の病型であること、低アルブミン血症があ

ること、画像スコアが重症であることだったが、診断方法

は疾患進行のリスク因子ではなかった。

【結論】診断法方法が異なっても MAC-PD の重症度や疾患

の進行のリスクに有意な違いはなかった。疾患進行のリス

ク因子を有するにもかかわらず喀痰培養で診断がつかな

かったり喀痰が採取できなかったりする患者においては、

気管支鏡検査は治療を受ける機会を得るための良い方法で

あろう。
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16 ◆ 第 90 回 神奈川県感染症医学会：抄録集

15．オビヌツズマブ投与後に COVID-19 感染が遷延し重症化した一例

前田　千尋 1）、山本　昌樹 1）、長岡　悟史 1）、杉本　千尋 1）、瀬川　　渉 1）、永山　博一 1）、 

梶田　至仁 1）、廣俊　太郎 1）、久保　創介 1）、関　　健一 1）、長原　慶典 1）、 

平馬　暢之 1）、寺西　周平 1）、田代　　研 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内科、2） 横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学

【症例】60 歳代男性。濾胞性リンパ腫の再発で X-1 年 10 月

～ X 年 3 月にオビヌツズマブ＋ベンダムスチン療法を 6

サイクル施行した。X 年 4 月 1 日に軽症 COVID-19 に対し

ソトロビマブを投与し軽快したが、5 月 7 日から発熱し胸

部 CT で肺炎像を認め入院した。SARS-CoV-2 PCR 陽性だ

が Ct 値 33 であり、当初は細菌性肺炎と考え抗菌化療を

行ったが、呼吸状態が悪化し第 11 病日からレムデシビル、

トシリズマブ、ステロイドパルスを開始した。その後、一

旦は改善が得られても、すぐに呼吸不全が再燃し悪化する

ことを繰り返し、レムデシビルを長期に継続しステロイド

パルスを計 3 回行った。Ct 値は 20 前後で推移した。ステ

ロイドを漸減し継続したが、肺の線維化と呼吸不全が進行

し第 48 病日に永眠された。なお、経過中 SARS-CoV-2 の

S 抗体と N 抗体を複数回測定したが、いずれも S 抗体は

高値で N 抗体は検出感度未満であった。

【考察】抗 CD20 抗体療法後に B 細胞が枯渇した患者では、

抗体産生能の低下によりウイルス排出長期化や COVID-19

感染を繰り返すことが報告されている。本症例でもオビヌ

ツズマブにより抗体産生が抑制された結果、ウイルスクリ

アランスが不十分となり重症化、難治化したと考えられた。

【結論】抗 CD20 抗体療法後の患者の COVID-19 感染では、

重症化リスクが高くより慎重な経過のフォローアップが必

要である。

14．重症 DIC を合併した日本紅斑熱の 1 例

榊原　真子 1）,2）、 前田　敦雄 1）,2）、永樂　　学 2）、山荷　大貴 2）、香月　姿乃 1）,2）、

高安　弘美 1）,2）、中島　靖浩 1）,2）、宮本　和幸 2）、土肥　謙二 2）、林　　宗貴 1）,2）

11） 昭和大学藤が丘病院救命救急科、2） 昭和大学医学部救急・災害医学講座

【背景】日本紅斑熱は Rickettsia japonica による 4 類感染症

である。死亡率は約 1% だが約 14% に DIC を合併し、重

篤化することがある。今回、日本紅斑熱に DIC を合併し

たが集学的治療により救命した 1 例を経験した。

【症例】70 歳代女性、既往無し。

【現病歴】来院 11 日前から宮崎県某市で畑作業を行った。

来院 5 日前から持続する発熱を認めたため前医を受診し

た。原因不明の DIC と判断され、当院救命救急センター

へ転院搬送となった。

【来院後経過】E4V5M6、体温 38.6℃、脈拍 122/min、血圧

114/61 mmHg、SpO2 97% （1L）。下肢および手掌に淡紅色

紅斑を認め、右足関節外側に虫の刺し口様痂皮化所見を

2 ヶ所認めた。炎症反応は著明に高値で急性期 DIC スコア

は 7 点であった。日本紅斑熱を疑い TAZ/PIPC、MINO を

開始した。入院後、循環動態が不安定となり Nad 投与を

開始した。炎症反応の改善を認めず、第 2 病日より LVFX

を追加した。LVFX 追加後に著明に炎症反応は改善した。

DIC に対して AT Ⅲ補充療法、rTM を開始した。第 9 病日

に全身状態の改善に伴い、急性期 DIC スコアは 3 点まで

改善した。

【考察】日本紅斑熱はテトラサイクリン系抗菌薬が標準療法

であるが、単剤では著効しない例も報告されている。治療

効果を早期に判定し、キノロン系抗菌薬を追加することが

予後を改善すると考える。

座長　済生会横浜市南部病院呼吸器内科　宮沢　直幹

● 一般演題 5 症例報告 I　15：09 ～ 15：33
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17◆ 第 90 回 神奈川県感染症医学会：抄録集

16．当院で診療した高齢者における Mycobacterium shimoidei の 1 例

平馬　暢之 1）、山本　昌樹 1）、長岡　悟史 1）、瀬川　　渉 1）、杉本　千尋 1）、永山　博一 1）、 

梶至　　仁 1）、廣俊　太郎 1）、前田　千尋 1）、久保　創介 1）、関　　健一 1）、長原　慶典 2）、 

寺西　周平 1）、田代　　研 1）、小西　建治 3）、工藤　　誠 1）、子　　　猛 4）

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内科、2） 聖隷横浜病院呼吸器内科、 

3） 横浜市立大学附属市民総合医療センター感染制御部、4） 横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学

　症例は 84 歳女性 , X-6 年 1 月に胸部検診での異常陰影を

指摘され精査目的に当院初診した。胸部 CT ではみぎ上葉

に気管支拡張と嚢胞、上葉と中葉に小葉中心性の粒状影と

両側下葉にすりガラス影を認めた。気管支拡張症と非特異

的間質性肺炎の合併を考慮して経過観察を行い、7 か月後

の胸部 CT では中葉の小葉中心性陰影の改善を認めたがさ

らに X-5 年 2 月には中葉の陰影が悪化し喀痰からの抗酸菌

検出を認めないため、非結核性抗酸菌の有無を確認する目

的に気管支鏡検査を施行した。気管支洗浄液から抗酸菌塗

抹・培養陰性であり、以後大きな悪化がないため経過観察

をしていたところ X-2 年 7 月の胸部 CT でみぎ上葉の気管

支拡張部位や末梢でのすりガラス影の悪化と斑状影・結節

影の出現を認めた。その後も気管支拡張の悪化と斑状影の

増悪を認め、喀痰抗酸菌検査で抗酸菌培養陽性と質量分析

から Mycobacterium shimoidei が検出された。以後複数回喀

痰から同様の菌が検出したことから M. shimoidei による非

結核性抗酸菌症と診断した。経過中に陰影の悪化と改善を

繰り返していたが、気管支拡張所見による構造変化を伴う

ことから X 年から治療介入を行うこととし、治療までの

期間とその後の経過に関して報告する。
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18．慢性好酸球性肺炎様の経過を呈したウエステルマン肺吸虫症の一例

泉﨑　謙介、山口　史博、阪倉　俊介、山崎　洋平、横江　琢也、鹿間　裕介

昭和大学藤が丘病院呼吸器内科

　46 歳男性。生来健康。左心窩部付近の痛みと発熱を主

訴に当院を受診した。胸部 CT では舌区に浸潤影と末梢血

好酸球の増加を認めた。慢性好酸球性肺炎を疑い気管支鏡

検査を施行した。慢性好酸球性肺炎と診断しステロイド療

法を開始したが、その漸減中に右気胸を併発した。当院受

診前に上海ガニの摂取歴があり宮崎大学寄生虫学講座へ精

査を依頼した。結果、ウエステルマン肺吸虫の抗体価上昇

を認めた。プラジカンテルを開始し胸痛の消失および末梢

血好酸球の低下を認めた。以上からウエステルマン肺吸虫

症と診断した。好酸球増多に伴う気胸はウエステルマン肺

吸虫症と慢性好酸球性肺炎の鑑別に重要な手がかりとなる。

17．心サルコイドーシスに合併した播種性クリプトコッカス症の一例

田川　雄斗、杉本　栄康、佐渡　怜子、木村　泰浩、宮沢　直幹

済生会横浜市南部病院呼吸器内科

【症例】72 歳女性

【既往歴】サルコイドーシス（以下サ症）；肺，心臓，リンパ節

病変あり

【現病歴】71 歳時に心サ症の診断で治療導入、プレドニゾ

ロン 10 mg 内服で通院。労作時呼吸困難、乾性咳、頭重

感を主訴に受診した。胸部 CT にて左下葉を主体に多発す

る結節影を認め、気管支鏡下生検にてクリプトコッカスの

菌体を検出した。また髄液中のクリプトコッカス抗原が陽

性となり播種性クリプトコッカス症と診断した。L-AMB 

200 mg/day で治療導入を行ったが Grade 2 の腎機能障害が

出現したため中止したが改善なく、FLCZ 400 mg/day に変

更した。その後症状，検査所見共に改善し 5 か月間で治癒

した。

【考察】播種性クリプトコッカス症はサ症患者において神

経、肺サ症に類似した症状や画像的特徴を呈するため、診

断が遅延する場合があり、治療介入が遅れることで重篤な

転帰を辿る危険性がある。サ症では定期的な画像診断によ

る早期発見、画像検索や積極的な細菌学的、病理組織学的

検査による迅速な診断が重要と考える。また治療導入は

L-AMB 単剤もしくは 5-FC の併用を推奨されているが、腎

機能障害の頻度が高いため、心サ症患者では心不全の悪化

や低カリウム血症による不整脈に注意が必要と考えられた。

座長　昭和大学藤が丘病院呼吸器内科　横江　琢也

● 一般演題 6 症例報告 II　15：33 ～ 15：49
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19◆ 第 90 回 神奈川県感染症医学会：抄録集

COVID-19 診療のリアルを見つけにいこう

～川崎市内 29 医療機関アンケート～

水堂　祐広

麻生総合病院総合診療科

【目的】他院がどのようにコロナ感染症の診療をしているか

を知る機会は多くない。今回他の医療機関がそれぞれどの

ようにコロナに取り組んでいるかを共有し地域での課題を

抽出することを目的とした。

【方法】Kawasaki 地域感染制御協議会に加入している 29 医

療機関に対して、各病院でのコロナ感染症および発熱患者

対応に関するアンケートを行った。

【結果】発熱外来やコロナ病棟は内科および救急科による運

用が多かったが、一部の病院では外科系医師も診療を行っ

ていた。血液培養および一般細菌の喀痰培養検査件数はコ

ロナ発生以前と比較し横ばいであったが、抗酸菌検査は

2020 年以降で 15% 程度低下し、気管支鏡検査は 30% 減少

していた。看護師の離職は 2020 年以降増加傾向にあり、

院内にスタッフのメンタルケアを行う窓口がない施設が半

数以上であった。約 3 割の医療機関ではコロナ病床にリハ

ビリスタッフが入っておらず、long COVID の対応窓口が

ある医療機関は 1 割程度であった。

【考察】職員のバーンアウトに対し院内でメンタルケアを行

う部署の拡充が必要であり、高齢者のコロナ感染が多い現

状では入院早期からリハビリ可能な体制の構築が望まし

い。また long COVID の外来診療もさらに充実する必要が

あると考える。

【結語】コロナ感染症に対する診療体制の違いが浮き彫りと

なり、これを踏まえて各医療機関が取り組むべき課題が明

らかになった。

座長　聖マリアンナ医科大学感染症学講座　國島　広之

● 特別報告 12：40 ～ 13：10
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20 ◆ 第 90 回 神奈川県感染症医学会：抄録集

多種多様な真菌症に対応する

－ブレイクスルー感染や COVID-19 関連真菌症－

時松　一成

昭和大学病院感染症内科

　真菌（カビ）は、環境中に普遍的に存在していることか

ら、院内感染におけるその対策は極めて重要である。真菌

症の危険因子は白血球の減少や免疫抑制剤の使用などのほ

か、中心静脈カテーテルの留置（カンジダ症）、病院工事

や空調の不備などの環境因子（アスペルギルス症）などが

ある。わが国における深在性真菌症は増加している。特に、

アスペルギルス症やムーコル症などの侵襲性糸状菌感染症

に対する現在の治療法には限界があるともいえる。その

ような状況の中、近年、新しい抗真菌薬が承認、あるいは

承認に向けた臨床試験が進んでいる。

　国内外から COVID-19 に併発するムーコル症や肺アスペ

ルギルス症が報告されている。ステロイド投与、付け焼刃

の病院工事が影響しているとされる報告もある。一方、ブ

レイクスルー真菌症や薬剤耐性の出現など、真菌症の問題

は複雑化してきている。

　私は、酵母様真菌である Trichosporon asahii による感染

症（トリコスポロン症）の診断、病態の解明、治療法の研

究に取り組んできた。本症は稀な真菌症とされているが、

わが国での真菌血症ではカンジダ症に次いで多い。本症は

予後不良、院内感染、薬剤耐性化など、臨床的に重要な真

菌症である。キャンディン系薬には自然耐性、ポリエン系

薬に感受性が劣る多剤耐性傾向の真菌であり、抗真菌薬投

与下におけるブレイクスルー感染も多い。Trichosporon は

日本で特異的に多くみられる夏型過敏性肺炎のアレルゲン

であり、Aspergillus のように宿主の免疫応答の変化により、

感染症や過敏性肺炎を起こす真菌でもある。

　トリコスポロン症の研究から得たブレイクスルー感染症

の病態や真菌の薬剤耐性の機序をもとに、抗真菌薬適正使

用の観点から、多種多様な真菌症に対応すべきこれからの

真菌症マネージメントについて述べる。また、環境真菌に

よる感染症やアレルギー性疾患における免疫応答の役割に

ついても、研究の一端を紹介する予定である。

略歴

1990 年　大分医科大学医学部卒業　同　第二内科入局

1996 年　米国 NIH 留学（デング熱ウイルスワクチンに関

する研究）　

1998 年　国立療養所西別府病院、大分県立病院呼吸器内

科など

2007 年　大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座　

講師

2014 年　神戸大学医学部附属病院　感染制御部　特命准

教授

2018 年　昭和大学医学部　内科学講座　臨床感染症学部

門　准教授

2021 年　同　教授

真菌症フォーラム　最優秀賞（2009 年）、国際医真菌学会　

Poster Award（2009 年）、内閣官房　薬剤耐性（AMR）対策

普及啓発活動優秀活動表彰（2018 年）など

座長　昭和大学藤が丘病院呼吸器内科　鹿間　裕介

● 特別講演 15：49 ～ 16：49
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アストラゼネカ株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

ギリアド・サイエンシズ株式会社

オックスフォード・イムノテック株式会社

サノフィ株式会社

MSD 株式会社

第一三共株式会社

株式会社 BML

中外製薬

Meiji Seika ファルマ株式会社

（掲載順）

広 告 企 業
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