
一般演題（ポスター）

4 月 15 日

呼吸器感染症 1（ウイルスなど） 15：00～15：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：三木 祐（仙台医療センター呼吸器内科）

P1-001 Multiplex PCR を用いたかぜ症候群の原因ウイルス同定および臨床像を比較する横断研究
○金城武士，上原綾子，鍋谷大二郎，山内桃子，原永修作

健山正男，藤田次郎
（琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学）

P1-002 小児の喘息性疾患における原因ウイルス別の臨床的検討
○松原啓太

（広島市立舟入市民病院小児科）
P1-003 重症心身障害者病棟におけるライノウイルス感染症の流行

○松田俊二
（国立病院機構愛媛医療センター臨床研究部）

P1-004 成人下気道感染と呼吸器ウイルス：HRV・HMPV・RSV 検出患者の比較
○倉井大輔1），塚越博之2），皿谷 健1），石井晴之1），木村博一3），滝澤 始1）

（杏林大学病院呼吸器内科1），群馬県衛生環境研究所2），国立感染症研究所3））
P1-005 LAMP 法で診断したマイコプラズマ肺炎症例の臨床的検討

○光松孝真1），加藤早紀2），滝 俊一2），三田 亮2），木村元宏2）

高木康之2），杉野安輝2），川端 厚3），須垣佳子4）

（トヨタ記念病院統合診療科1），トヨタ記念病院呼吸器科2），トヨタ記念病院感染症科3），
株式会社グッドライフデザインラボラトリー事業部4））

P1-006 マイコプラズマ感染を疑った上気道検体からのヒト呼吸器系ウイルス遺伝子の検出と臨床像の後方視
的検討

○時松一成1），中村竜也1,2），大路 剛1,2,3），荒川創一1）

（神戸大学医学部附属病院感染制御部1），神戸大学医学部附属病院検査部2），
神戸大学医学部附属病院感染症内科3））

呼吸器感染症 2（医療・介護関連肺炎） 15：30～16：00 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：青島正大（亀田総合病院呼吸器内科）

P1-007 一般内科診療所における，高齢者糖尿病患者の呼吸器感染症のリスクについて
○木村 進

（木村内科クリニック）
P1-008 A�DROP スコアを用いた中山間地域の超高齢者肺炎の予後に関する検討

○須々井尚子
（市立三次中央病院）

P1-009 高齢者の細菌性肺炎に関する臨床的検討
○村瀬享子，高橋由以，竹安真季子，小川和雅，花田豪郎，望月さやか

宇留賀公紀，高谷久史，宮本 篤，諸川納早，岸 一馬
（虎の門病院）

P1-010 医療・介護関連肺炎（NHCAP）の抗菌薬選択・投与期間に関する前向き研究
○小笠原隆1），松田周一2），青島洋一郎1），田中和樹1）

（浜松医療センター呼吸器内科1），複十字病院呼吸器内科2））
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P1-011 身体合併症病棟を有する大規模精神科病院における肺膿瘍と膿胸の実態
○藤田崇宏1,2），樫山鉄矢1）

（東京都立松沢病院内科1），東京大学医学部在宅医療学拠点2））
P1-012 知的障害者厚生施設で生じたインフルエンザ B 感染症と肺炎球菌肺炎のアウトブレイクの経験

○山崎善隆1），後藤憲彦1），菅原まり子1），関口真紀2），笠原ひとみ2）

中沢春幸2），常 彬3）

（長野県立須坂病院呼吸器・感染症内科1），長野県環境保全研究所感染症部2），
国立感染症研究所細菌第一部3））

呼吸器感染症 3（肺炎球菌ワクチンなど） 16：00～16：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：中森祥隆（国家公務員共済組合連合会三宿病院呼吸器科）

P1-013 当科で経験した肺ノカルジア症の検討
○原田英治，三雲大功，片平雄之，有村雅子，濱田直樹，中西洋一

（九州大学大学院医学研究院胸部疾患研究施設）
P1-014 電子顕微鏡での線毛微細構造検討にて診断，マクロライド投与で慢性気道感染の改善を得られた

primary ciliary diskinesia の 2 例
○向井 豊，安東 優，宇佐川佑子，安田ちえ，吉川裕喜

鳥羽聡史，橋永一彦，梅木健二，平松和史，門田淳一
（大分大学医学部呼吸器感染症内科学講座）

P1-015 Coryneform bacteria が起炎菌となった肺炎症例の検討
○石田正之1,2），中間貴弘2），森本 瞳3），荒川 悠1,4）

（社会医療法人近森会近森病院感染症内科1），社会医療法人近森会近森病院呼吸器内科2），
社会医療法人近森会近森病院臨床検査部3），高知大学医学部附属病院血液・呼吸器内科4））

P1-016 肺炎球菌ワクチン無料接種期間以降の肺炎球菌肺炎症例の病像および患者背景
○高橋 洋，神宮大輔，矢島剛洋，生方 智，庄司 淳

（坂総合病院呼吸器科）
P1-017 23 価肺炎球菌多糖体ワクチン（PPV23）の初回接種を行った呼吸器疾患入院例の接種前後の感染発症

の後方視的観察研究
○青島正大，都筑隆太，山脇 聡，鈴木 史，大槻 歩

渡邊純子，桂田雅大，中島 啓，桂田直子，三沢昌史
（亀田総合病院呼吸器内科）

P1-018 70 歳以上の日本人高齢者における 23 価肺炎球菌ワクチン再接種時の安全性及び免疫原性の検討 多
施設共同非無作為化非盲検試験

○川上健司1），金津真一2），岸野博之3）

（独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター呼吸器内科1），
MSD 株式会社メディカルアフェアーズワクチン領域2），

MSD 株式会社グローバル研究開発本部クリニカルリサーチ領域ワクチン領域3））

呼吸器感染症 4（症例報告） 16：30～17：00 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：高橋 洋（坂総合病院呼吸器科）

P1-019 Corynebacterium ulcerans による重症肺炎の一例
○松山尚世1），石藤智子2），藤井達也2），岡井隆広2），加藤はる3）

（河北総合病院救急科1），河北総合病院内科2），国立感染症研究所細菌第二部3））
P1-020 Nocardia beijingensis による肺ノカルジア症の 2 例

○吉川裕喜，向井 豊，鳥羽聡史，橋永一彦，梅木健二
濡木真一，安東 優，平松和史，門田淳一

（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座）
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P1-021 Rothia aeria による肺感染症の一例
○松村拓朗，山本正樹，松村康史，長尾美紀，高倉俊二，一山 智

（京都大学医学部附属病院感染制御部）
P1-022 ARDS，DIC，肺線維化，両側気胸を併発し救命し得た重症レジオネラ肺炎の 1 例

○宇留間友宣1,2），渡邉秀裕1,2），清田育男2,3），大石 毅2,3），菊池亮太1）

伊藤昌之1），青柴和徹1），中村博幸1）

（東京医科大学茨城医療センター内科（呼吸器）1），
東京医科大学茨城医療センター感染制御部2），東京医科大学茨城医療センター内科（感染症）3））

P1-023 健常成人における家族内伝播と考えられたヒトメタニューモウイルス（hMPV）感染症の 1 家族例
○生方 智1），高橋 洋1），矢島剛洋1），神宮大輔1），庄司 淳1）

佐藤 光2），西村秀一2）

（宮城厚生協会坂総合病院呼吸器内科1），仙台医療センターウイルスセンター2））
P1-024 肺癌化学療法中に発症した播種性クリプトコッカス症の一例

○亀之原佑介1），籾 博晃1），濱崎哲郎1），能勢裕久2），池田賢一2）

（鹿児島市立病院呼吸器内科1），鹿児島市立病院神経内科2））

呼吸器感染症 5（市中肺炎など） 17：00～17：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：福島喜代康（日本赤十字社長崎原爆諫早病院）

P1-025 肺炎患者の入院前後の身体状態の変化
○河合泰宏1），宮下修行1），加藤 幹1），栗原武幸1），沖本二郎1）

田中孝明2），赤池洋人2），寺西英人2），中野貴司2），尾内一信2）

（川崎医科大学総合内科学 11），川崎医科大学小児科学2））
P1-026 肺炎球菌性肺炎における血中肺炎球菌抗原の迅速診断の臨床的検討

○福島喜代康1），久保 亨1），松竹豊司1），泉川公一2），石松祐二3）

迎 寛4），河野 茂5）

（日赤長崎原爆諫早病院呼吸器科1），長崎大学臨床感染症学2），長崎大学保健学科3），
長崎大学第二内科4），長崎大学5））

P1-027 呼吸不全を伴う市中肺炎に対する抗菌薬使用期間の後方視的検討
○山里将慎，宮城一也，鍋谷大二郎，金城武士，原永修作

健山正男，藤田次郎
（琉球大学大学院感染症・呼吸器・消化器内科学）

P1-028 市中肺炎におけるプロカルシトニンガイド下抗菌薬処方の医療経済的効果についての検討
○伊藤明広，石田 直，鷲尾康圭，伊藤有平，曽根尚之

金田俊彦，横山俊秀，時岡史明，野山麻紀，吉岡弘鎮
有田真知子，橋本 徹

（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院呼吸器内科）
P1-029 ESBL 産生菌は肺炎の起炎菌となりえるか

○伊藤功朗1,2），小西聡史1,2），内田達弥3）

（京都大学医学部呼吸器内科1），杉田玄白記念公立小浜病院内科2），
杉田玄白記念公立小浜病院検査部3））

P1-030 細菌叢解析法を用いた細菌性肺炎における嫌気性菌の臨床的背景の検討
○川波敏則1），赤田憲太朗1），山崎 啓1），野口真吾1），内藤圭祐1）

城戸貴志1），石本裕士1），矢寺和博1），迎 寛1,2）

（産業医科大学医学部呼吸器内科学1），長崎大学大学院呼吸器内科学分野（第二内科）2））
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呼吸器感染症 6（全般） 15：00～15：20 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：飯島秀弥（仙台オープン病院呼吸器内科）

P1-031 非 HIV 患者におけるニューモシスチス肺炎（非 HIV�PCP）に対する Trimethoprim�Sulfamethoxazole
（ST 合剤）投与量の検討

○小坂 充，牛木淳人，濱 峰幸，立石一成，安尾将法
漆畑一寿，山本 洋，花岡正幸

（信州大学医学部内科学第一教室）
P1-032 当院で経験した結核腫および抗酸菌結節の臨床的検討

○渡邉秀裕1,2,3），宇留間友宣1,2,3），清田育男1,2），菊池亮太3），伊藤昌之3）

青柴和徹3），中村博幸3），大石 毅1,2）

（東京医科大学茨城医療センター感染制御部1），同内科（感染症）2），同内科（呼吸器）3））
P1-033 肺癌に伴う発熱性好中球減少症における CFPM 使用例と MEPM 使用例との比較検討

○松本武格，藤田昌樹，石井 寛，渡辺憲太朗
（福岡大学病院呼吸器内科）

P1-034 一般診療所における成人百日咳症例の臨床的検討
○荒木 潤1），田中 光2）

（千住診療所内科1），千住病院内科2））

結核菌・非結核性抗酸菌症 1（症例報告） 15：20～15：45 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：小佐井康介（長崎大学病院検査部）

P1-035 生物学的製剤を使用中に Mycobacterium abscessus による化膿性脊椎炎・腸腰筋膿瘍を発症した関節
リウマチの一例

○田里大輔1,2），稲嶺盛史1,2），藤田次郎2）

（公益社団法人北部地区医師会北部地区医師会病院1），
琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学講座（第一内科）2））

P1-036 M.abscessus による腹膜透析カテーテル感染症の 2 例
○丸毛 聡1,2），加藤瑞樹2），中塚由香利2），宇野将一2），羽田敦子2）

（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院呼吸器センター1），
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院感染制御部2））

P1-037 免疫不全に合併した Mycobacterium abscessus 感染症の 2 例
○和田達彦1,2），高山陽子1），田中知樹2），大川原裕樹1），高城由美子1）

藤木くに子1），二本柳伸2），廣畑俊成2）

（北里大学病院感染管理室1），北里大学医学部膠原病・感染内科2））
P1-038 原発性肺癌との鑑別に苦慮した非結核性抗酸菌症の 1 例

○茆原雄一1），高橋憲一2），白瀬智之3），酒井直樹2），佐藤敦夫1），坪井知正1）

（国立病院機構南京都病院呼吸器内科1），大津赤十字病院呼吸器内科2），
大津赤十字病院病理診断科3））

P1-039 胸腔内穿破し開窓術を要したが，化学療法により排菌が陰性化した肺 Mycobacterium massiliense 症
の一例

○片平雄之1,2），原田英治1），有村雅子1），三雲大功1），恐田尚幸1,3）

濱田直樹1），中西洋一1）

（九州大学大学院医学研究院付属胸部疾患研究施設1），九州大学大学院医学研究院細菌学分野2），
国立病院機構福岡病院内科3））
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結核菌・非結核性抗酸菌症 2（結核菌感染症） 15：45～16：15 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：本田芳宏（仙台厚生病院呼吸器内科）

P1-040 キャピリア TB�Neo 陰性肺結核の一例
○西 耕一1），岡崎彰仁1），御手洗聡2）

（石川県立中央病院呼吸器内科1），結核予防会結核研究所抗酸菌部2））
P1-041 咽頭，喉頭から気管に連続性に病変を認めた結核症の一例

○大藤 貴1），奥村昌夫1），佐々木結花1），尾形英雄1），後藤 元1），小田智三2）

（公益財団法人結核予防会複十字病院呼吸器内科1），公立昭和病院感染症科2））
P1-042 1 ヶ月前からの右下肢痛の原因となった腸骨骨髄炎と腸骨筋膿瘍を契機に診断しえた粟粒結核の 1 例

○藤倉裕之，寺前晃介，中逵 尚，杤谷健太郎，清水恒広
（京都市立病院感染症科）

P1-043 肺結核腫治療中にイソニアジドによる過敏性肺臓炎をきたした 1 例
○茆原雄一1），高橋憲一2），白瀬智之3），酒井直樹2），佐藤敦夫1），坪井知正1）

（国立病院機構南京都病院1），大津赤十字病院呼吸器内科2），大津赤十字病院病理診断科3））
P1-044 Does this patient have systemic BCG infection?―A case report

○久保健児1），古宮伸洋1），大津聡子1），山本舜悟1,2）

（日本赤十字社和歌山医療センター感染症内科部1），神戸大学医学部附属病院感染症内科2））
P1-045 コンタミネーションが原因と考えられた結核菌培養偽陽性例の検討

○藤田浩平1），山本俊信2），谷川直人2），加藤宗博1），太田千晴1）

横山多佳子1），宇佐美郁治1），青山由紀子3），三宅真由美3），御手洗聡4）

（独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院呼吸器科1），
独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院検査科2），

独立行政法人労働者健康福祉機構旭労災病院看護科3），結核予防会結核研究所抗酸菌部4））

結核菌・非結核性抗酸菌症 3（症例検討） 16：15～16：45 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：渡邉秀裕（東京医科大学病院感染制御部・感染症科）

P1-046 結核病床閉鎖前後での結核診断症例の検討
○井上考司1），森高智典1,2），本間義人1,2），中西徳彦1），塩尻正明1），橘さやか1）

（愛媛県立中央病院呼吸器内科1），愛媛県立中央病院感染制御部2））
P1-047 当院における抗酸菌感染症の臨床的検討

○渡邉 俊1），黄 英文1），吉田菜穂子2），石田 明1）

（国家公務員共済組合連合会立川病院内科1），国家公務員共済組合連合会立川病院小児科2））
P1-048 当院における非結核性抗酸菌症（肺 MAC 症）患者の臨床学的特徴の横断研究

○北 俊之，市川由加里
（国立病院機構金沢医療センター呼吸器科）

P1-049 呼吸器検体培養にてアスペルギルス属を検出した肺 Mycobacterium avium complex 症の検討
○古内浩司，橋本 徹，伊藤明広，伊藤有平，曽根尚之

金田俊彦，横山俊秀，時岡史明，野山麻紀，吉岡弘鎮
有田真知子，石田 直

（倉敷中央病院）
P1-050 肺非結核性抗酸菌症における一般細菌性肺炎の発症予測因子に関する検討

○佐野安希子1），佐野博幸1），西山 理1），岩永賢司1），吉田耕一郎2），東田有智1）

（近畿大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科1），
近畿大学医学部附属病院安全管理部感染対策室2））

P1-051 悪性リンパ腫に対する rituximab を含む治療が，合併する肺 MAC 症に及ぼす影響についての検討
○橋本成修，田中栄作，中西智子，森本千絵，岡森 慧

加持雄介，安田武洋，羽白 高，田口善夫
（天理よろづ相談所病院呼吸器内科）
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結核菌・非結核性抗酸菌症 4（検査・診断など） 16：45～17：20 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：駒瀬裕子（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科）

P1-052 抗酸菌感染症を疑った場合に集菌法と蛍光染色法を併用した喀痰塗沫検査は何回が妥当か？
○笠松 悠1），白野倫徳1），森村 歩1），飯田 康1），来住知美1）

後藤哲志1），藤川康則2），比良洸太3），天羽清子3），外川正生3）

（大阪市立総合医療センター感染症内科1），大阪市立総合医療センター臨床検査部2），
大阪市立総合医療センター小児救急科3））

P1-053 結核診断における T�SPOT.TB 検査の有用性の検討
○中嶌賢尚1），星野ひとみ2），黒須一見3），大西 司4），相良博典4）

（公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院呼吸器内科1），同検査科2），同看護部3），
昭和大学医学部内科学講座呼吸器アレルギー内科学部門4））

P1-054 肺 Mycobacterium avium complex（MAC）感染症の治療介入による血清抗 GPL core IgA 抗体の推移
○右藤智啓，青野祐也，天野雄介，佐藤 潤，妹川史朗

（磐田市立総合病院呼吸器内科）
P1-055 鑑別診断が困難な肺 MAC 症に対するキャピリア MAC 抗体 ELISA 法の臨床的検討

○小橋吉博，吉原史矩，八十川直哉，橘高 誠，池田征樹
黒瀬浩史，阿部公亮，清水大樹，大植祥弘，毛利圭二

加藤茂樹，岡三喜男
（川崎医科大学呼吸器内科）

P1-056 ATP は鉄イオン捕捉作用により抗酸菌をはじめとする細菌に対して抗菌活性を示す
○多田納豊1,2），金廣優一2），佐野千晶2），清水利朗3），冨岡治明2,4）

（国際医療福祉大学薬学部薬学科1），島根大学医学部微生物・免疫学2），
安田女子大学家政学部管理栄養学科3），安田女子大学看護学部看護学科4））

P1-057 Mycobacterial metabolism repression by MDP1
○Shymaa Enany1,2），西山晃史1），立石善隆1），松本壮吉1）

（新潟大学大学院細菌学1），Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Pharmacy,
Suez Canal University, Egypt2））

P1-058 結核高罹患地域における急性期病院医療従事者の結核曝露と結核感染に関する検討
○鈴木奈緒子，後藤拓也，荒川美貴子，濱田博史，片山雅夫

（名古屋医療センター感染制御対策室）

One Health 1（ダニ媒介） 15：00～15：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：岸本寿男（岡山県環境保健センター）

P1-059 抗体調査により新たに見出された新興回帰熱（Borrelia miyamotoi disease：BMD）症例の疫学解析
○佐藤（大久保）梢，川端寛樹，大西 真

（国立感染症研究所細菌第一部）
P1-060 当施設における Q 熱血清診断の現状

○小宮智義1），鳥庭弘子1），高橋 洋2），渡辺 彰3）

（北里第一三共ワクチン1），坂総合病院呼吸器科・感染症科2），
東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発研究部門3））

P1-061 沖縄県宮古島におけるつつがむし病の検討
○杉田周一1），成田 雅2），高田伸弘3），山中裕介1）

（沖縄県立宮古病院1），沖縄県立中部病院2），福井大学3））
P1-062 リケッチア属検出のための LAMP 法の検討

花岡 希1），小川基彦1），白井睦訓2），○安藤秀二1）

（国立感染症研究所1），山口大学医学部2））

一
般
演
題（
ポ
ス
タ
ー
）

62 （ 4月 15日）



P1-063 埼玉県の野生化アライグマにおけるリケッチア類の保有状況調査―第 3 報―
○山本徳栄1），近真理奈1），大山龍也2），藤田博己3），安藤秀二4）

（埼玉県衛生研究所臨床微生物担当1），東松山動物病院2），馬原アカリ医学研究所3），
国立感染症研究所ウイルス第一部4））

P1-064 症例定義を満たさなかった SFTS 症例と今後の対応に対する提言
坂部茂俊，○小倉明人，豊嶋弘一，辻 幸太

（伊勢赤十字病院感染症内科）

One Health 2（輸入感染症） 15：30～16：00 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：竹下 望（国立国際医療研究センター国際感染症センター）

P1-065 2004 年より 2014 年に当院感染症科を受診した海外滞在歴保有者の疾病動向
○吉村幸浩，坂本洋平，李 広烈，天野雄一郎，立川夏夫

（横浜市立市民病院感染症内科）
P1-066 来日ネパール人に発症したニューキノロン耐性腸チフスの 1 例

○柿本聖樹1），谷合啓明2），青木孝友3），永樂訓三2），大西八郎2）

居原 毅1），澤山泰典1）

（福岡赤十字病院総合診療科1），原三信病院総合診療科2），原三信病院血液内科3））
P1-067 インド渡航中の集団感染が疑われる，キノロン低感受性 Shigella sonnei による細菌性赤痢の一例

○篠原 浩，早川佳代子，山元 佳，片浪雄一，忽那賢志
竹下 望，金川修造，加藤康幸，大曲貴夫

（国立国際医療研究センター病院国際感染症センター）
P1-068 Campylobacter jejuni 菌血症と判明したベトナム帰国 1 か月後の若年成人症例

○長崎一哉1），石岡春彦2），城川泰司郎2），矢野晴美2）

（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院総合診療科1），
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・

水戸協同病院グローバルヘルスセンター感染症科2））
P1-069 CPFX に抵抗し CTX が有効であったバングラデシュ人留学生による腸チフスの一例

○久保徳彦1,2），児玉真由子1,2），村武明子2），金内弘志2），井本達也2）

（国立病院機構別府医療センター総合診療科1），国立病院機構別府医療センター感染制御部2））
P1-070 世界初の輸入症例の Borrelia miyamotoi 感染症と考えられた 1 例

○織田錬太郎1），関川喜之1），本郷偉元1），忽那賢志2），佐藤（大久保）梢3）

大西 真3），川端寛樹3）

（武蔵野赤十字病院感染症科1），国立国際医療研究センター国際感染症センター2），
国立感染症研究所細菌第一部3））

One Health 3（蚊媒介など） 16：00～16：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：熊谷正広（厚生労働省東京検疫所東京空港検疫所支所検疫衛生課）

P1-071 演題取り下げ
P1-072 マラリア診断における厚層血液塗抹鏡検の意義

○笠松亜由1），月森彩加2），足立拓也1），味澤 篤1）

（東京都保健医療公社豊島病院感染症内科1），東京医科大学病院感染制御部感染症科2））
P1-073 フィリピンにて感染した血清型の異なるデング熱の 2 症例

○大西 司1），詫間隆博2），村田泰規1），本間哲也1），楠本荘二郎1）

山本真弓1），田中明彦1），神田 潤3），二木芳人2），相良博典1）

（昭和大学呼吸器アレルギー内科1），昭和大学感染症内科2），昭和大学救急医学科3））
P1-074 ニカラグアで感染したと考えられたチクングニア熱の 1 例

岡 秀昭，○中牟田爽史，林 良典，渋江 寧
（東京高輪病院感染症内科）
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P1-075 当院における MERS 患者受け入れに対する病院規模の対策について
○井草龍太郎

（大崎市民病院感染管理部）
P1-076 Elevated ferritin and its association with clinical and laboratory characteristics among patients with

dengue fever
○早川佳代子，忽那賢志，大曲貴夫，竹下 望，金川修造

山元 佳，加藤康幸
（国立国際医療研究センター）

One Health 4（症例など） 16：30～17：00 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：中村（内山）ふくみ（奈良県立医科大学病原体・感染防御医学/感染症センター）

P1-077 ナリジクス酸耐性の Salmonella typhi による腸チフスの一例
○大嶋慎一郎，松尾貴公，森 信好，古川恵一

（聖路加国際病院）
P1-078 A 型肝炎の 1 歳児例

○馬場啓聡1），賀来満夫1），佐藤吉壮2）

（東北大学大学院医学系研究科感染制御・検査診断学分野1），
富士重工業健康保険組合太田記念病院2））

P1-079 致死的経過をたどった類鼻疽の一例
○片浪雄一，忽那賢志，加藤康幸，山元 佳，竹下 望

早川佳代子，金川修造，大曲貴夫
（国立国際医療研究センター病院国際感染症センター）

P1-080 東京都内で感染した重症型レプトスピラ症（Weil 病）の一例
○櫻井亜樹，松尾貴公，森 信好，古川恵一

（聖路加国際病院感染症科）
P1-081 国内発症の重症レプトスピラ症にサルモネラ菌血症を合併した 1 例

○織田錬太郎1），関川喜之1），小野恵美2），本郷偉元1），泉谷秀昌3）

（武蔵野赤十字病院感染症科1），武蔵野赤十字病院微生物検査室2），
国立感染症研究所細菌第一部3））

P1-082 流通生鮮鶏肉表面上における食中毒菌と原生動物のせめぎ合いの検証
○大久保寅彦，松尾淳司，山口博之

（北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野感染制御検査学研究室）

グラム陽性菌感染症 1（症例報告） 15：00～15：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：馬場尚志（国立がん研究センター中央病院感染制御室）

P1-083 若年女性に生じた Streptococcus pyogenes 咽頭炎から重症肺炎へ進展した 1 例
○谷崎隆太郎1,2）

（三重大学大学院伊賀地域医療学講座1），名張市立病院総合診療科2））
P1-084 鏡検でグラム陽性桿菌と判断された Streptococcus mutans による化膿性脊椎炎の 1 症例

○有馬丈洋1），岩田 暁1），伊藤航人1,2），青島朋裕1），神谷 亨1）

（洛和会音羽病院感染症科・総合診療科1），京都大学医学部附属病院感染制御部2））
P1-085 電撃性紫斑病の起炎菌として検出された肺炎球菌のメロペネム感受性が低下していた一例

○吉田拓也1），松島 暁1），淺田 馨1），大林正和1），伊藤裕司2），上村桂一3）

（中東遠総合医療センター救急科1），中東遠総合医療センター総合内科2），
中東遠総合医療センター検査部3））

P1-086 MALDI�TOF MS が診断に有用だった Gemella morbillorum による感染性心内膜炎の一例
○戸川 温，高田 徹

（福岡大学病院腫瘍血液感染症内科）
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P1-087 Enterococcus hirae による急性巣状性細菌性腎炎，腎膿瘍を来した糖尿病合併 HIV 患者の 1 例
○池内和彦1），福島一彰1），関谷綾子1），柳澤如樹1），佐々木秀悟2）

関谷紀貴2），菅沼明彦1），味澤 篤3），今村顕史1）

（がん・感染症センター都立駒込病院感染症科1），
がん・感染症センター都立駒込病院臨床検査科2），東京都保健医療公社豊島病院3））

P1-088 市中感染型 MRSA（CA�MRSA）による化膿性滑液包炎・蜂窩織炎の 1 例
○古川恵太郎1），津田歩美1），沖 将行1），上田晃弘1），大島利夫2）

浅井さとみ3），小澤秀樹1），高木敦司1）

（東海大学医学部付属病院総合内科1），東海大学医学部付属病院細菌検査室2），
東海大学医学部付属病院感染対策室3））

グラム陽性菌感染症 2（症例検討 1） 15：30～16：00 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：濁川（吉川）博子（東京逓信病院感染症内科）

P1-089 当院における Streptococcus pyogenes 菌血症の臨床的特徴の検討
○安間章裕1），清水彰彦1），藤田浩二1），鈴木啓之1），三好和康1），宇野俊介1）

鈴木大介1），馳 亮太1），戸口明宏2），大塚喜人2），細川直登1）

（亀田総合病院感染症科1），亀田総合病院臨床検査部2））
P1-090 β�溶血性レンサ球菌菌血症・敗血症の増加は高齢化が原因か？

○根井貴仁1），園部一成1），望月 徹2）

（日本医科大学付属病院感染制御部1），日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部2））
P1-091 亀田総合病院過去 9 年間における Streptococcus agalactiae 菌血症の成人 96 例の臨床的特徴

○三好和康1），馳 亮太1），清水彰彦1），安間章裕1），鈴木啓之1）

藤田浩二1），宇野俊介1），鈴木大介1），橋本幸平2），戸口明宏2）

大塚喜人2），細川直登1）

（亀田総合病院感染症科1），亀田総合病院臨床検査部2））
P1-092 単一施設より分離した Streptococcus dysgalactiae subsp.equisimilis（SDSE）株を用いた遺伝子解析：

その遺伝子的多様性
○高橋 孝，吉田春乃，後藤美江子，新井和明

（北里大学北里生命科学研究所感染症学研究室）
P1-093 院内および外来で分離された MRSA の SCCmec 型と PVL 分離頻度の症例対照研究

○加藤英明1,2），大河原愛3），杉山嘉史3）

（横浜市立大学大学院医学研究科病態免疫制御内科学1），
横浜市立大学附属市民総合医療センター感染制御部2），
横浜市立大学附属市民総合医療センター臨床検査部3））

P1-094 夫婦間で伝播した CA�MRSA による感染症例および当院における現状
○金子政彦1），丸田雅樹1），高田清式2），宮本仁志3）

（市立宇和島病院内科血液内科1），愛媛大学医学部附属病院総合臨床研修センター2），
愛媛大学附属病院検査部3））

グラム陽性菌感染症 3（症例検討 2） 16：00～16：20 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：山本夏男（福島県立医科大学病院感染制御部）

P1-095 肺ノカルジア症との鑑別を要した Corynebacterium durum による肺炎の 1 例
○荒川 悠，谷口亜裕子，窪田哲也，横山彰仁
（高知大学医学部附属病院血液・呼吸器内科）

P1-096 Daptomycin による好酸球性肺炎と考えられた 2 症例の検討
○弓場達也，大野聖子，宇田紗也佳，塩津伸介

（京都第一赤十字病院呼吸器内科）
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P1-097 3 次病院における小児の Staphylococcus lugdunensis 検出状況～Staphylococcus lugdunensis による
外耳道膿瘍を経験して～

○中本貴人1），保科隆之2），本田雅久2），楠原浩一1）

（産業医科大学病院小児科1），産業医科大学病院細菌検査室2））
P1-098 持ち込みタオルから Bacillus sereus 菌血症を発症し医療者を介して水平感染が疑われた症例の検討

○中村啓二1），鎗水 彰1），居原 毅2），澤山泰典2），石丸敏之1）

（福岡赤十字病院感染症内科1），福岡赤十字病院総合診療科2））

グラム陰性菌感染症 1（ヘリコバクターなど） 16：20～16：50 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：平井義一（玉野総合医療専門学校）

P1-099 若年者除菌治療のための Helicobacter pylori 薬剤耐性遺伝子変異の検出と分離菌株の薬剤感受性
○大崎敬子，米澤英雄，蔵田 訓，神谷 茂

（杏林大学医学部感染症学講座）
P1-100 Helicobacter pylori AlpAB の多様性とバイオフィルム形成

○米澤英雄，大崎敬子，蔵田 訓，神谷 茂
（杏林大学医学部感染症学講座）

P1-101 Helicobacter cinaedi による感染性腹部大動脈瘤，化膿性椎体炎の 1 例
○豊嶋弘一1），坂部茂俊1），辻 幸太1），中村明子2），田辺正樹2）

（伊勢赤十字病院感染症内科1），三重大学附属病院医療安全・感染管理部2））
P1-102 Helicobacter cinaedi の関与が考えられた菌血症を伴わない再発性皮膚病変

○山元 佳1），永松麻希1），竹内 廉1,2），大曲貴夫1）

（国立国際医療研究センター国際感染症センター1），諏訪中央病院内科総合診療部2））
P1-103 Edwardsiella tarda による敗血症の一例

○後藤文郎1,2），中垣孝規1,2），嶋 英昭2,3），大井幸昌1,2），東山智宣2,4）

中西豊文2,4），中野隆史2,5），浮村 聡1,2）

（大阪医科大学附属病院総合診療科1），大阪医科大学附属病院感染対策室2），
大阪医科大学附属病院腎臓内科3），大阪医科大学附属病院中央検査部4），

大阪医科大学微生物学教室5））
P1-104 Streptobaccilus moniliformis 菌血症の 1 例

○鶴 将司1），熊坂一成2），奥住捷子3），吉田 敦3）

（上尾中央総合病院救急総合診療科1），上尾中央総合病院臨床検査科/感染制御室2），
獨協医科大学病院感染制御センター3））

グラム陰性菌感染症 2（症例など） 16：50～17：20 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：青木泰子（独立行政法人国立病院機構東京医療センター内科（総合診療科））

P1-105 口腔内感染を感染巣としたクレブシエラ菌血症の治療中に膿胸を併発した 1 例
○岩田 暁，神谷 亨，青島朋裕，有馬丈洋

（洛和会音羽病院感染症科）
P1-106 Klebsiella oxytoca による抗菌薬関連出血性腸炎の一例

○中垣孝規1,2），後藤文郎1,2），嶋 英昭2,3），大井幸昌1,2,3），東山智宣2,4）

中西豊文2,4），中野隆史2,5），浮村 聡1,2）

（大阪医科大学附属病院総合診療科1），大阪医科大学附属病院感染対策室2），
大阪医科大学附属病院腎臓内科3），大阪医科大学附属病院中央検査部4），

大阪医科大学微生物学教室5））
P1-107 当院における Capnocytophaga spp.感染症の検討

○瀧口恭男1），駿河洋介2），秋葉容子2），内藤 亮3），鈴木道雄4），今岡浩一4）

（千葉市立青葉病院呼吸器内科1），千葉市立青葉病院臨床検査科2），
千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学3），国立感染症研究所獣医科学部第一室4））
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P1-108 感染巣が不明であった Raoultella planticola 菌血症の 2 症例および当院における同菌分離状況とその臨
床的背景についての検討

○石川崇彦，肥山和俊
（福岡東医療センター感染症内科）

P1-109 下痢症患児由来大腸菌における K1 莢膜遺伝子の分布
○藺牟田直子1），大岡唯祐1），古城 剛2），郡山豊泰2），徳田浩一3）

川村英樹3），吉家清貴1），西順一郎1）

（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科微生物学分野1），鹿児島大学病院検査部2），
鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門3））

P1-110 当院における非外傷性 Pasteurella 症の 3 例
○宇佐神雅樹，下川郡明，光野史人，杉村 悟，佐藤 航，石井栄子

（岡山協立病院内科）

グラム陰性菌感染症 3（多剤耐性菌） 17：20～17：35 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：嵯峨知生（秋田大学医学部附属病院中央検査部）

P1-111 当院における市中発症 ESBL 産生腸内細菌科細菌感染症の解析
○薄田大輔1,3），多賀允俊2），山本康彦2），飯沼由嗣1,3）

（金沢医科大学臨床感染症学1），金沢医科大学薬剤部2），金沢医科大学感染制御部3））
P1-112 海外で受傷し初療，帰国転院後に NDM�1 型 メタロ�β�ラクタマーゼ産生菌が判明した症例

○安藤常浩，田中敦子
（日本赤十字社医療センター感染症科）

P1-113 Multidrug�resistant Acinetobacter baumannii に対する norepinephrine の病原性増強作用と薬剤耐性
誘導に関する検討

○稲葉正人，松田直之
（名古屋大学大学院医学系研究科救急・集中治療医学分野）

骨・関節感染症 1（症例報告） 15：00～15：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：阿部哲士（帝京大学医学部整形外科教室）

P1-114 nutritionally variant streptococci による化膿性脊椎炎の 1 例
○加野美希1），平野隆雄1），鈴木麻衣1），内藤俊夫2），礒沼 弘2）

（順天堂大学医学部附属練馬病院総合診療科1），順天堂大学医学部附属順天堂医院総合診療科2））
P1-115 Nocardia beijingensis による脊髄硬膜外膿瘍および傍脊柱筋肉内膿瘍をきたした 1 例

○高田 徹1），戸川 温2）

（福岡大学病院感染制御部1），福岡大学医学部腫瘍血液感染症内科2））
P1-116 スケーリング・ルートプレーニング後に腰椎化膿性椎間関節炎を発症した 1 例

○小田井剛1），日比野壮功2）

（横浜旭中央総合病院リウマチ科1），海老名総合病院総合診療科2））
P1-117 肺炎球菌による硬膜外膿瘍を来した一例

○西辻 雅，寺田七朗，岡崎彰仁，西 耕一
（石川県立中央病院呼吸器内科）

P1-118 出産 1 か月後に発症した，B 群溶血性連鎖球菌による仙腸関節炎の 1 例
○岡部太郎1），鈴木忠広1），山本 祐1），畠山修司1,2），森澤雄司1,2），松村正巳1）

（自治医科大学附属病院総合診療内科1），自治医科大学附属病院感染症科2））
P1-119 外反母趾潰瘍を侵入門戸とした MRSA 感染症の一例―当院における CA�MRSA についての検討を含

めて―
○八角和大，岩崎教子，隅田幸佑

（済生会福岡総合病院）
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骨・関節感染症 2（症例検討） 15：30～15：55 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：仲村 究（福島県立医科大学感染制御学講座）

P1-120 当院における化膿性椎体椎間板炎に対するレントゲン透視下椎間板穿刺の有用性の検討
○酒井徹也1），谷山大輔2），渥美義大3），荒川千晶2），足立智英2）

（東京都済生会中央病院呼吸器内科1），東京都済生会中央病院総合診療内科2），
東京都済生会中央病院糖尿病内科3））

P1-121 当院における化膿性脊椎炎の検討
○藤本 翔，岩崎教子，隅田幸佑

（済生会福岡総合病院）
P1-122 当院における化膿性脊椎炎の抗菌薬治療期間についての検討

○西山 明1），古本朗嗣1），奥平 毅2），吉田俊昭3），柿内聡志4）

加藤隼悟4），島崎貴治5），高木理博4），小西宏昭2）

（長崎労災病院感染症内科1），同整形外科2），同内科3），長崎大学病院感染症内科4），
二日市共立病院5））

P1-123 当科における化膿性椎体炎症例の臨床的検討
○小林勇仁1,2），中村 造1），渡邊裕介1,2），藤田裕晃1,2），下稲葉みどり1）

福島慎二1），水野泰孝1），大楠清文2），松本哲哉2）

（東京医科大学病院感染制御部・感染症科1），東京医科大学微生物学講座2））
P1-124 整形外科周術期に発症した抗菌薬による薬剤熱の検討

○生田憲史
（社会医療法人宏潤会大同病院整形外科）

消化器感染症 1（症例報告） 15：55～16：25 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：相野田祐介（東京都保健医療公社荏原病院感染症内科）

P1-125 偽膜性腸炎を発症し，バンコマイシン内服，メトロニダゾール静注併用療法にて良好な経過の 1 例
○後藤礼司

（総合大雄会病院）
P1-126 binary toxin 遺伝子陽性株による市中発症型 Clostridium difficile 関連下痢症の一例

○佐藤裕一1），加藤はる2），妹尾充敏2），福田 靖2）

（愛媛県立中央病院救急科1），国立感染症研究所第二細菌部2））
P1-127 非特異的腸炎として経過観察中，急性 B 型肝炎の発症を契機にアメーバ腸炎の診断に至った HIV 陽性

患者の 1 例
○井上邦光1），平松和史2），村上和成3）

（大分市医師会立アルメイダ病院消化器内科1），大分大学医学部附属病院感染制御部2），
大分大学医学部消化器内科3））

P1-128 Clostridium novyi による肝膿瘍の 1 症例
○渡辺典之1），橋北義一1），田地功忠1），宮里明子2），光武耕太郎2），池淵研二1）

（埼玉医科大学国際医療センター中央検査部1），
埼玉医科大学国際医療センター感染症科・感染制御科2））

P1-129 基質特異性拡張型 β�ラクタマーゼ産生 Salmonella Blockley による腸炎の 3 歳男児例
○朽名 悟1），米谷正太2），荒木光二2），泉谷秀昌3）

（杏林大学医学部小児科1），杏林大学医学部付属病院臨床検査部2），
国立感染症研究所細菌第一部3））

P1-130 便潜血検査を契機に発見された原発性腸結核の 1 例
○林晋太郎，森 昭裕

（一宮西病院）
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消化器感染症 2（症例検討など） 16：25～17：00 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：岩渕千太郎（墨東病院感染症科）

P1-131 海外渡航者下痢症患者から検出された硫化水素産生病原性大腸菌 O�27
○島村明花1），岡本友紀2），山本芳尚1），本田なつ絵1,3），日谷明裕1,3）

党 雅子1），春木宏介1,3）

（獨協医科大学越谷病院臨床検査部1），獨協医科大学病院臨床検査センター2），
獨協医科大学越谷病院感染制御部3））

P1-132 血液と便から Campylobacter jejuni が繰り返し分離され治療に難渋した 1 症例
○仲松正司1），平井 潤1,2），潮平英郎1,3），上地幸平1,4），健山正男2），藤田次郎2）

（琉球大学医学部附属病院感染対策室1），琉球大学医学部附属病院第一内科2），
琉球大学医学部附属病院薬剤部3），琉球大学医学部附属病院検査部4））

P1-133 赤痢アメーバによる消化管穿通を来たしたびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫
○山田俊樹1），村上啓雄2）

（岐阜県総合医療センター血液内科1），岐阜大学医学部附属病院生体支援センター2））
P1-134 当院におけるキャンピロバクター腸炎の横断研究

○谷口智宏，赤木孝暢，広沢秀泰，岡本健志
（県立広島病院）

P1-135 比較的徐脈と腸管感染症の関連性に関する観察研究
○乗松雄大，森井大一，横沢隆行，小田智三

（公立昭和病院）
P1-136 救命センター ICU におけるクロストリジウム・ディフィシル感染症の特徴

○清水健太郎1），上田安希子2），高橋弘毅1），小倉裕司1），嶋津岳士1）

西 功2），豊川真弘3）

（大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター1），大阪大学医学部附属病院臨床検査部2），
東北大学病院診療技術部検査部門3））

P1-137 Helicobacter pylori 関連鉄欠乏性貧血は運動クラブに属する思春期男児に多い
○東川正宗，吉野綾子，伊藤美津江，馬路智昭，一見良司

（伊勢赤十字病院小児科/新生児科）

原虫・寄生虫 17：00～17：20 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：古宮伸洋（日本赤十字社和歌山医療センター感染症内科部）

P1-138 臍帯血移植後にクリプトスポリジウム症を発症した T lymphoblastic leukemia/lymphoma の一例
○賀川久美子1），三木浩和2），中村信元1），東 桃代3）

（徳島大学病院血液内科1），徳島大学病院輸血・細胞治療部2），徳島大学病院感染制御部3））
P1-139 日本の HIV 感染症合併トキソプラズマ脳炎に関する臨床的検討

○小林泰一郎，上村 悠，柴田 怜，柳川泰昭，水島大輔
西島 健，青木孝弘，木内 英，渡辺恒二，塚田訓久

潟永博之，照屋勝治，菊池 嘉，岡 慎一
（国立国際医療研究センター病院エイズ治療・研究開発センター）

P1-140 本邦における蟯虫（Enterobius vermicularis）感染の動向―2014 年―
○生野 博

（株式会社ビー・エム・エル総合研究所細菌検査部細菌検査課）
P1-141 胃切除後の膵液瘻に伴う細菌感染における対策と起因菌の検討

○小川 敦
（群馬県立がんセンター消化器外科）
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4月 16日

真菌感染症 1（症例報告） 10：00～10：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：時松一成（神戸大学医学部附属病院感染制御部）

P2-001 複数の人工デバイス留置中に播種性カンジダ症・脳炎を合併した悪性リンパ腫
○三原正大1），小川孔幸1），馬渡桃子2），柳澤邦雄1），半田 寛1）

（群馬大学医学部附属病院血液内科1），群馬大学医学部附属病院感染制御部2））
P2-002 アスペルギルスによる感染性腹部大動脈瘤の 1例

○藤川祐子，具 芳明，大島謙吾，曽木美佐，大江千紘
石橋令臣，馬場啓聡，今井 悠，猪股真也，吉田眞紀子

遠藤史郎，中島一敏，賀来満夫
（東北大学大学院医学系研究科感染制御・検査診断学分野）

P2-003 カンジダ菌血症に対するミカファンギン投与中に breakthrough 発症したカンジダ性髄膜炎の一例
○森村 歩，笠松 悠，飯田 康，白野倫徳，後藤哲志

（大阪市立総合医療センター感染症内科）
P2-004 基礎疾患のない健常者に発症した縦隔アスペルギルス症の 1例

○三雲大功，原田英治，片平雄之，濱田直樹，中西洋一
（九州大学大学院医学研究院胸部疾患研究施設）

P2-005 入院中に発症したクリプトコッカス皮膚炎からの播種性クリプトコッカス症
○大塚友梨，相原雅子，村上純子

（埼玉協同病院）
P2-006 骨髄異形成症候群治療中に発症した Rhizopus oryzae の一剖検例

○森本有紀1,2），岡 智子2），田嶌政治2），亀井克彦3），直川匡晴3）

（京都大学大学院医学研究科血液腫瘍内科1），日本赤十字社和歌山医療センター血液内科2），
千葉大学真菌医学研究センター臨床感染症分野/真菌症リファレンスセンター3））

真菌感染症 2（カンジダ感染症） 10：30～11：05 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：詫間隆博（昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門）

P2-007 過去 11 年間に青森県立中央病院で血液培養から検出した Candida guilliermondii の横断的研究
○北澤淳一1,2），手代森隆一1,2），三橋達郎2,3），立花直樹1,2）

（青森県立中央病院臨床検査・輸血部1），青森県立中央病院感染制御チーム2），
青森県立中央病院総合診療部3））

P2-008 大阪医科大学附属病院におけるカンジダ血症の後ろ向き検討
○浮村 聡1,2,3），柴田有理子1,3），川西史子1），後藤文郎1,4），大井幸昌1,4）

嶋 英昭1），中野隆史1,5）

（大阪医科大学附属病院感染対策室1），大阪医科大学内科学総合診療科2），
大阪医科大学附属病院総合診療科3），大阪医科大学附属病院薬剤部4），

大阪医科大学微生物学教室5））
P2-009 MCFGを投与した Invasive Candidiasis 症例の後方視的検討

○益弘健太朗，緒方嘉隆，高田 創，矢賀 元，南 誠剛
（大阪警察病院呼吸器内科）

P2-010 がん患者におけるカンジダ血症に関する感染症科設立前後の臨床的検討
○田中 諭，大串大輔，羽山ブライアン，原田壮平

（公益財団法人がん研究会有明病院感染症科）
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P2-011 尿検体より Candida を検出した症例の抗真菌薬投与に関する後方視的研究
○高田 創，緒方嘉隆，野田成美，金 成浩，光山裕美，益弘健太朗

矢賀 元，井原祥一，南 誠剛，山本 傑，小牟田清
（大阪警察病院）

P2-012 カンジダ真菌血症におけるフォロー血液培養採取および眼内炎評価の実態についての後方視的観察研
究

○加藤英明1,2），宗佐博子2），杉山嘉史3），大河原愛3），佐野加代子4）

（横浜市立大学附属病院リウマチ血液感染症内科1），
横浜市立大学附属市民総合医療センター感染制御部2），

横浜市立大学附属市民総合医療センター臨床検査部3），横浜市立大学附属病院臨床検査部4））
P2-013 国内 6 施設で臨床分離された Candida guilliermondii /Candida fermentati 株の検討

○平山達朗1），宮崎泰可1,2），賀来敬仁1,4），田代将人1,3），小佐井康介1,4）

西條知見1），島村真太郎1），山本和子1），今村圭文1），塚本美鈴1,3）

泉川公一2,3），栁原克紀4），河野 茂1），迎 寛1）

（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器病態制御学（第二内科）1），
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科感染免疫学講座臨床感染症分野2），

長崎大学大学院感染制御教育センター3），
長崎大学大学院医歯薬総合研究科病態解析診断学（検査部）4））

真菌感染症 3（全般） 11：05～11：35 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：今村圭文（長崎大学第二内科）

P2-014 鉄欠乏条件において誘導される Candida glabrata のミトコンドリア選択的オートファジー（マイト
ファジー）が病原性に及ぼす影響

○名木 稔1），田辺公一2），中村茂樹1），梅山 隆1），山越 智1）

大野秀明3），宮﨑義継1）

（国立感染症研究所1），龍谷大学2），埼玉医科大学総合医療センター3））
P2-015 免疫抑制マウスモデルを用いた Candida albicans のトランスロケーション誘導因子の探索

○南條友央太1,2），山本 愛1），石井良和1），舘田一博1）

（東邦大学医学部微生物・感染症学講座1），順天堂大学医学部呼吸器内科学講座2））
P2-016 Cryptococcus gattii による中枢神経系クリプトコックス症の危険因子としての抗 GM�CSF 抗体

○西條知見1,2），山本和子1），今村圭文1），宮崎泰可1），泉川公一3）

栁原克紀4），河野 茂5），迎 寛1）

（長崎大学病院第二内科1），NIAID/NIH, USA2），長崎大学病院感染制御教育センター3），
長崎大学病院検査部4），長崎大学5））

P2-017 当院で分離されたクリプトコックス株の MLST 解析
○芦澤信之1），西條知見1），三原 智2），島村真太郎1），山本和子1），今村圭文1）

宮崎泰可1,3），泉川公一3），栁原克紀4），河野 茂5），迎 寛1）

（長崎大学病院第二内科1），泉川病院呼吸器内科2），長崎大学臨床感染症学分野3），
長崎大学病院検査部4），長崎大学5））

P2-018 クリプトコックス感染における Th1 依存性防御応答の IL�17A による制御
○景澤貴史1），野村俊樹1），佐藤 光1），山本秀樹1），松本郁美1）

横山 隣1），石井恵子1,2），岩倉洋一郎1,2），川上和義1）

（東北大学大学院医学系研究科感染分子病態解析学分野1），
東京理科大学生命医科学研究所実験動物学研究部門2））

P2-019 過去 3 年間の当院無菌検体培養陽性例から見る真菌感染症の現状
○比嘉令子1），寒川 整1），仲野寛人1），上田敦久1），加藤英明2）

（横浜市立大学附属病院リウマチ血液感染症内科1），
横浜市立大学附属市民総合医療センター感染制御部2））
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敗血症・菌血症 1（グラム陽性菌症例報告） 13：15～13：50 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：奥山 慎（秋田大学医学部附属病院腎疾患先端医療センター）

P2-020 深部静脈血栓を伴った MRSA 菌血症の 1 例
○藤井 奨

（医療法人財団荻窪病院心臓血管外科）
P2-021 当院における市中感染型メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（CA�MRSA）菌血症 10 例の検討

○戸高貴文1），山口裕崇1），大城雄亮1），新里 敬1），上地幸平2），仲宗根勇2）

（中頭病院感染症・総合内科1），琉球大学医学部附属病院検査部2））
P2-022 Staphylococcus haemolyticus による大動脈解離後の感染性大動脈内膜炎の 1 例

○山元 佳，片浪雄一，忽那賢志，竹下 望，早川佳代子
加藤康幸，金川修造，大曲貴夫

（国立国際医療研究センター国際感染症センター）
P2-023 稲穂による接触性皮膚炎・自家感作性皮膚炎を契機とした Staphylococcus aureus 菌血症・化膿性椎

体炎・傍椎体膿瘍の一例
○玄 安理1），細川直登2），馳 亮太2），鈴木大介2），宇野俊介2）

三好和康2），藤田浩二2），鈴木啓之2），清水彰彦2），安間章裕2）

大塚喜人3），戸口明宏3），橋本幸平3）

（亀田総合病院卒後研修センター1），亀田総合病院感染症科2），亀田総合病院臨床検査部3））
P2-024 Streptococcus suis の菌血症の 1 例

○櫻井麻由，谷山大輔，酒井徹也
（東京都済生会中央病院総合診療内科）

P2-025 Lactobacillus rhamnosus による菌血症の一例
○茂木千代子1），菊池健太郎2），吉田 稔2）

（帝京大学医学部附属溝口病院中央検査部1），帝京大学医学部附属溝口病院第四内科2））
P2-026 非ヘルペス性急性辺縁系脳炎を合併したレンサ球菌性毒素性ショック症候群症例

○山口浩樹1），沖中友秀1），小松真成1），佐伯裕子1），大岡唯祐2）

藺牟田直子2），西順一郎2）

（鹿児島生協病院総合内科1），鹿児島大学大学院医歯学総合研究科微生物学分野2））

敗血症・菌血症 2（症例検討 1） 13：50～14：20 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：矢野晴美（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター感染症科）

P2-027 輸液セットを介した Bacilus cereus による持続菌血症の 3 例
○渡邊裕介1），中村 造1），藤田裕晃1,2），下稲葉みどり1），小林勇仁1,2）

福島慎二1），水野泰孝1），松本哲哉2）

（東京医科大学病院感染制御部1），東京医科大学微生物学分野2））
P2-028 当院における劇症型 Bacillus cereus 感染症の臨床的特徴の検討

○中田浩智，宮川寿一，川口辰哉，満屋裕明
（熊本大学医学部附属病院血液内科・感染免疫診療部）

P2-029 肺炎球菌肺炎における菌血症の予測因子と予後の検討
○鷲尾康圭，熊谷尚悟，伊藤明広，石田 直，伊藤有平，橋本 徹

（大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院呼吸器内科）
P2-030 当院におけるムコイド型肺炎球菌による侵襲性肺炎球菌感染症の臨床的特徴に対する検討

○高松 茜，児玉文宏，松坂 俊，星 哲哉，芹澤良幹
（手稲渓仁会病院総合内科感染症科）

P2-031 当院における Actinomyces 属が血液培養から検出された症例の検討
○土戸康弘，山本正樹，松村康史，長尾美紀，高倉俊二，一山 智

（京都大学医学部附属病院感染制御部）

一
般
演
題（
ポ
ス
タ
ー
）

72 （ 4月 16日）



P2-032 過去 10 年分の血液培養検査で検出された Staphylococcus schleiferi 症例の疫学と臨床像
○藤田浩二1），清水彰彦1），安間章裕1），鈴木啓之1），宇野俊介1）

三好和康1），鈴木大介1），馳 亮太3），橋本幸平2），戸口明宏2）

大塚喜人2），細川直登1）

（亀田総合病院感染症科1），亀田総合病院臨床検査部2），成田赤十字病院感染症科3））

敗血症・菌血症 3（症例検討 2） 14：20～14：50 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：比嘉 太（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科）

P2-033 成人 Streptococcus agalactiae 菌血症における血行播種性感染巣形成のリスク要因に関する症例対照
研究

○大場雄一郎，新井 剛，麻岡大裕，宮里悠佑，小倉 翔，中島隆弘
（大阪府立急性期・総合医療センター）

P2-034 腸球菌血流感染症の臨床的特徴の検討
○梶原俊毅，繁本憲文，大毛宏喜

（広島大学病院感染症科）
P2-035 Yersinia enterocolitica による血栓性静脈炎の一例

○宮下 優，岩崎教子，隅田幸佑
（済生会福岡総合病院）

P2-036 Pseudomonas oryzihabitans によるカテーテル関連血流感染症の 1 例
○古川恵太郎，真鍋早季，篠田拓真，上田晃弘，小澤秀樹，高木敦司

（東海大学医学部付属病院総合内科）
P2-037 Helicobacter cinaedi 菌血症後に感染性腸炎を認めたびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の一症例

○西尾久明1），浅越康助2）

（滋賀県立成人病センター臨床検査部1），滋賀県立成人病センター血液・腫瘍内科2））
P2-038 尿路感染症由来と思われる Actinotignum shaalii および Propionimicrobium lymphophilum 菌血症の 1

例
○小林竜也1），鈴木琢光1），池田麻穂子1,2），若林義賢1），大濱侑季2）

龍野桂太2），奥川 周2），森屋恭爾2），四柳 宏1）

（東京大学医学部附属病院感染症内科1），東京大学医学部附属病院感染制御部2））

敗血症・菌血症 4（症例検討 3） 14：50～15：20 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：米山彰子（虎の門病院臨床感染症科）

P2-039 当院における過去 13 年間の侵襲性インフルエンザ菌感染症の解析
○清水博之1），杉山嘉史2），松本裕子3），加藤英明4），築地 淳4）

太田 嘉3），伊藤秀一5）

（横浜市立大学附属市民総合医療センター小児総合医療センター1），
横浜市立大学附属市民総合医療センター臨床検査部2），横浜市衛生研究所検査研究課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発生成育小児医療学5））

P2-040 当院における血液培養 Citrobacter 属陽性症例の検討
○中本成紀1），北浦 剛2,7），千酌浩樹1,2,7），森下奨太4,7），高根 浩5,7）

岡田健作3），高田美也子6），鰤岡直人6），清水英治3）

（鳥取大学医学部附属病院高次感染症センター1），鳥取大学医学部附属病院感染症内科2），
鳥取大学医学部分子制御内科3），鳥取大学医学部附属病院検査部4），

鳥取大学医学部附属病院薬剤部5），鳥取大学医学部病態検査学6），
鳥取大学医学部附属病院感染制御部7））
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P2-041 ESBL 産生大腸菌菌血症ならびに ESBL 産生肺炎桿菌菌血症の症例対照研究
○橋永一彦，吉川裕喜，鳥羽聡史，梅木健二，濡木真一

安東 優，平松和史，門田淳一
（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座）

P2-042 当院における ESBL 産生大腸菌による菌血症の臨床学的検討
○隅田幸佑，岩崎教子

（済生会福岡総合病院感染症内科）
P2-043 髄膜炎，くも膜下出血を合併し，致死的転帰を辿った Lemierre 症候群の 1 例

○古賀健一1），宮川寿一3），中田浩智3），井手一彦1），川口辰哉3），満屋裕明1,2,3）

（熊本大学医学部附属病院血液内科1），熊本大学医学部附属病院膠原病内科2），
熊本大学医学部附属病院感染免疫診療部3））

P2-044 カテーテル内溶液培養を行った末梢静脈カテーテル関連感染 4 例の検討
○詫間隆博1），宇賀神和久2），二木芳人1）

（昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門1），昭和大学病院臨床病理検査室2））

敗血症・菌血症 5（血液培養など） 15：20～15：55 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：満田年宏（公立大学法人横浜市立大学附属病院感染制御部）

P2-045 当院での補助人工心臓（VAD；Ventricular assist device）使用 8 例における感染性合併症の観察研究
○山田友子1），濱田洋平2），浦上宗治2），曲渕裕樹3），青木洋介2）

（佐賀大学医学部附属病院集中治療部1），佐賀大学医学部附属病院感染制御部2），
伊万里有田共立病院内科3））

P2-046 総合内科外来を受診した状況と血液培養陽性率，汚染菌の頻度に関する後方視的検討
○上田晃弘，津田歩美，柳 秀高，安部加奈子，小澤秀樹，高木敦司

（東海大学医学部付属病院総合内科）
P2-047 血液培養の採血部位とコンタミネーション

○辻 健史，小林洋介
（岡崎市民病院 ICT）

P2-048 血液培養の採取部位と汚染率の検討
○高城一郎，河野彩子，平原康寿，岡山昭彦

（宮崎大学医学部附属病院感染制御部）
P2-049 埼玉県南部の地域基幹型急性期病院における血液培養検査の現状―第 2 報―

○相原雅子，村上純子，吉田智恵子，大塚友梨
（埼玉協同病院）

P2-050 菌血症における血清 endocan の特徴
○妹尾和憲，吉野友祐，古賀一郎，北沢貴利，太田康男

（帝京大学医学部附属病院）
P2-051 敗血症における鉄代謝と鉄調節因子 Hepcidin�25 の動態について

○茂呂 寛，青木信将，坂上拓郎，小屋俊之，田邊嘉也，菊地利明
（新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸器・感染症内科学分野）

HIV 感染症 1（薬物療法など） 10：00～10：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：春木宏介（獨協医科大学越谷病院臨床検査部）

P2-052 酪酸産生常在菌による潜伏感染 HIV�1 活性化には Sp1 が関与する
○今井健一，落合邦康

（日本大学歯学部細菌学）
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P2-053 広島大学病院における HIV/HCV 重複感染者での PEG�IFN+リバビリン併用療法後 SVR 例の長期予
後に関する検討

○齊藤誠司1,2），山崎尚也1,2），藤井輝久1,2），小川良子2,3），藤井健司4）

藤田啓子4），畝井浩子4），高田 昇5）

（広島大学病院輸血部1），広島大学病院エイズ医療対策室2），広島大学病院看護部3），
広島大学病院薬剤部4），広島文化学園大学看護学部5））

P2-054 高度腎障害例における Etravirine（ETR）/Raltegravir（RAL）併用療法の使用経験
○塚田訓久，照屋勝治，潟永博之，菊池 嘉，岡 慎一

（国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター）
P2-055 症例対照研究を用いた核酸系逆転者酵素阻害薬（NRTI）長期投与による血中乳酸値の検討

○芦野有悟，齋藤弘樹，賀来満夫
（東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座総合感染症学）

P2-056 HIV 感染者における梅毒血清反応の試薬間の相関を検討する横断研究
○安達英輔，城戸康年，福田直到，菊地 正，古賀道子，鯉渕智彦

（東京大学医科学研究所附属病院感染免疫内科）
P2-057 Anti�Retroviral Therapy（ART）開始後 Low Level Viremia 持続または Viral Remission（VR）到達

期間が延長する患者の特徴
○藤井輝久1），齊藤誠司1），山崎尚也1），藤井健司2），藤田啓子2）

畝井浩子2），高田 昇3）

（広島大学病院輸血部1），広島大学病院薬剤部2），広島文化学園大学看護学部3））

HIV 感染症 2（症例報告） 10：30～11：00 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：芦野有悟（東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座総合感染症学）

P2-058 エイズ関連悪性リンパ腫治療後に左右対称性の中脳病変が先行する進行性多巣性白質脳症を発症した
一例

○福田直到，菊地 正，城戸康年，安達英輔，古賀道子，鯉渕智彦
（東京大学医科学研究所附属病院感染免疫内科）

P2-059 再生不良性貧血の経過中に AIDS を発症し致死的な血小板減少を来たすも救命し得た一例
○湯川理己1），白野倫徳2），市田裕之3），笠松 悠2），後藤哲志2）

（大阪医療センター感染症内科1），大阪市立総合医療センター感染症内科2），
大阪市立総合医療センター薬剤科3））

P2-060 抗レトロウイルス治療で著明な縮小を認めた HIV 関連リンパ腫の 1 例
○守山祐樹，水野泰志，蓮池俊和，土井朝子，西岡弘晶

（神戸市立医療センター中央市民病院総合診療科）
P2-061 HIV 感染を原因とする間質性腎炎の一例

○土井朝子1），岩田健太郎2），蓮池俊和1），西岡弘晶1）

（神戸市立医療センター中央市民病院総合診療科・感染症科1），
神戸大学医学部附属病院感染症内科2））

P2-062 中枢神経系原発悪性リンパ腫とトキソプラズマ脳炎を合併した AIDS の 1 例
○山嵜 奨1），崎山 優1），武田倫子1），平峯 智1），林 武生1）

加勢田富士子1），志水元洋1），迎 はる1），豊田一弘1），小川栄一1）

村田昌之1），古賀恒久2），古庄憲浩1）

（九州大学病院総合診療科1），九州中央病院2））
P2-063 ニューモシスティス肺炎の鑑別に苦慮し，リンパ間質性肺炎と診断された HIV 感染症の一例

○阪下健太郎，高森幹雄，村田研吾
（東京都立多摩総合医療センター呼吸器科）
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HIV 感染症 3（症例検討） 11：00～11：35 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：吉田 敦（獨協医科大学感染制御・臨床検査医学講座）

P2-064 造影効果を欠いた頭蓋内腫瘤として発症したトキソプラズマ脳炎の 1 例
○伊野和子1），鈴木 圭1,2），藤枝敦史1），中瀬一則1,3）

（三重大学医学部附属病院血液内科1），三重大学医学部附属病院救命救急センター2），
三重大学医学部附属病院がんセンター3））

P2-065 カポジ肉腫に対する nab�paclitaxel 後の liposomal doxorubicin 再投与が有効であった 1 例
○水守康之，大西康貴，福田 泰，花岡健司，鏡 亮吾，勝田倫子

塚本宏壮，佐々木信，河村哲治，中原保治，望月吉郎
（国立病院機構姫路医療センター呼吸器内科）

P2-066 ドルテグラビルによる薬剤性肝障害の 2 例について
○藤原 宏1），長谷川直樹1），須藤弘二2），加藤真吾2），上蓑義典1）

南宮 湖3），岩田 敏1）

（慶應義塾大学医学部感染制御センター1），慶應義塾大学医学部微生物免疫学教室2），
慶應義塾大学医学部呼吸器内科3））

P2-067 当院で経験した HIV 感染症患者の妊娠 3 例
○岩渕千太郎，阪本直也，小林謙一郎

（東京都立墨東病院感染症科）
P2-068 ウイルスコントロール良好な HIV 感染妊婦に対する AZT 持続静注を行わなかった分娩 4 症例の報告

○横田和久1,2），大谷眞智子2），一木照人2），近澤悠志2），備後真登2）

村松 崇2），四本美保子2），萩原 剛2），鈴木隆史2），天野景裕2）

山元泰之2），福武勝幸2）

（広島市立広島市民病院総合診療科1），東京医科大学病院臨床検査医学科2））
P2-069 HIV 合併結核の臨床像，抗結核薬副作用の検討：後ろ向きコホート研究

○的野多加志，西島 健，照屋勝治，上村 悠，柴田 怜
柳川泰昭，小林泰一郎，水島大輔，青木孝弘，木内 英

塚田訓久，潟永博之，菊池 嘉，岡 慎一
（国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター）

P2-070 新規 HIV 患者における受診およびスクリーニング検査に至る期間と転帰に関する症例対照研究
○伊熊素子，廣田和之，矢嶋敬史郎，笠井大介，渡邉 大

西田恭治，上平朝子，白阪琢磨
（国立病院機構大阪医療センター感染症内科）

検査法 1（薬剤感受性） 13：15～13：45 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：萱場広之（弘前大学医学部附属病院検査部）

P2-071 当院 MRSA 検出患者における VCM 感受性の検討
○尾方一仁1），古本朗嗣2），西山 明2），奥平 毅3），小西宏昭3）

吉田俊昭4），川内 匡1），福田勝行1）

（長崎労災病院中央検査部1），長崎労災病院感染症内科2），長崎労災病院整形外科3），
長崎労災病院内科4））

P2-072 当院の一般病棟と療養病棟における大腸菌の薬剤感受性の検討
○坂本篤彦1），鍋島篤子2），上山貴継1），小森彩佳1），林 純1）

（原土井病院総合診療科1），原土井病院内科2））
P2-073 本邦の Acinetobacter 属菌及び肺炎桿菌のコリスチン耐性率及び感受性測定法の比較

○島 綾香，鈴木里和，松井真理，鈴木仁人，柴山恵吾
（国立感染症研究所細菌第二部）
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P2-074 薬剤感受性測定装置 DPS192iX 及び薬剤感受性プレート DP192 の β ラクタマーゼ産生グラム陰性菌に
対する有用性の検討

○山川壽美1），小佐井康介1），川元康嗣1,2），松田淳一1），賀来敬仁1）

森永芳智1,2），栁原克紀1,2）

（長崎大学病院検査部1），長崎大学大学院医歯薬総合研究科病態解析診断学2））
P2-075 京滋地域における臨床検体由来の嫌気性菌の抗菌薬感受性の検討

○柚木知之，松村康史，中野哲志，加藤果林，野口太郎
土戸康弘，松村拓朗，井村春樹，山本正樹，長尾美紀

高倉俊二，一山 智
（京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学）

P2-076 口腔内常在菌の penicillin に対する感受性に関する検討
○金坂伊須萌1），金山明子1），鈴木夏枝2），松崎 薫3），松本 哲3）

金子明寛4），小林寅喆1）

（東邦大学看護学部感染制御学1），なつデンタルクリニック2），株式会社 LSI メディエンス3），
東海大学医学部外科学系口腔外科4））

検査法 2（全般） 13：45～14：15 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：石黒信久（北海道大学病院感染制御部）

P2-077 BacT/ALERT FA/FN ボトルから FA プラス/FN プラスボトルへの変更による検出率と検出時間の
比較

○齋藤 崇1），山本勇気1），上山伸也1），藤井寛之3），橋本 徹1），石田 直2）

（倉敷中央病院臨床検査・感染症科1），倉敷中央病院呼吸器内科2），
倉敷中央病院臨床検査技術部3））

P2-078 NICU/GCU における薬剤耐性腸内細菌の保有状況
○生駒直寛1），美島路恵2），中澤 靖2）

（東京慈恵会医科大学附属病院小児科1），東京慈恵会医科大学附属病院感染対策室2））
P2-079 大阪府北部検出カルバペネム耐性大腸菌の解析

○牧美南世，中田裕二
（藍野大学医療保健学部）

P2-080 腸管出血性大腸菌 O63 VT2 variant f を用いた VTEC�RPLA 試験前の検体の調製法の比較検討
○土田千鶴子

（千葉県習志野健康福祉センター（千葉県習志野保健所）検査課）
P2-081 MRSA 疫学手法としても POT 法と rep�PCR 法の比較

○大澤佳代1,2），重村克巳2,3），吉田弘之2），白川利朗1,3,4），藤澤正人3），荒川創一2,3）

（神戸大学大学院保健学研究科1），神戸大学医学部附属病院感染制御部2），
神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野3），

神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター4））
P2-082 イムノクロマト法を原理とする 12 種の RS ウイルス抗原迅速検出キット製品の，ウイルス検出の感度

性能の比較
○大宮 卓1），久保 亨2,3），西村秀一1）

（国立病院機構仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター1），
日本赤十字社長崎原爆諫早病院2），長崎大学熱帯医学研究所ウイルス学分野3））

循環器感染症 1（症例） 14：15～14：45 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：宮里明子（埼玉医科大学国際医療センター感染症科・感染制御科）

P2-083 Gemella haemolysans による感染性心内膜炎の 1 例
○豊嶋弘一1），坂部茂俊1），辻 幸太1），中村明子2），田辺正樹2）

（伊勢赤十字病院感染症内科1），三重大学医学部附属病院医療安全・感染管理部2））
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P2-084 Calcified amorphous tumor に合併した Propionibacterium acnes による感染性心内膜炎の一例
○工藤史明，山本舜悟，西村 翔，大路 剛，岩田健太郎

（神戸大学医学部附属病院感染症内科）
P2-085 心筋内膿瘍を合併した感染性心内膜炎の一例

○平位暢康，宇野健司，平田一記，今北菜津子，今井雄一郎，小川吉彦
小川 拓，米川真輔，中村（内山）ふくみ，笠原 敬，三笠桂一

（奈良県立医科大学感染症センター）
P2-086 Enterococcus faecalis small�colony variant による感染性心内膜炎の一例

○荻原真二1），齋藤良一2），東田修二1）

（東京医科歯科大学医学部附属病院検査部1），
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科生体防御検査学分野2））

P2-087 シェーグレン症候群精査中に発見された Granulicatella adiacens による感染性心内膜炎の 1 例
○森田芙路子1），平井由児1），鈴木清澄1），坂本梨乃1），上原由紀1）

三橋和則1），天野 篤2），内藤俊夫1）

（順天堂大学医学部総合診療科1），順天堂大学医学部心臓血管外科2））
P2-088 グラム染色をきっかけに Aerococcus urinae が誤同定だと判明した Streptococcus cristatus 感染性心

内膜炎例
○林 俊誠1），横澤郁代2），金子心学2），大楠清文3）

（前橋赤十字病院感染症内科1），前橋赤十字病院検査部2），東京医科大学微生物学講座3））

循環器感染症 2（症例検討など） 14：45～15：10 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：小林 治（杏林大学医学部付属病院感染症科）

P2-089 急性腎障害を合併した GM 高度耐性 Enterococcus faecalis による感染性心内膜炎に対して ABPC と
CTRX の併用療法が奏功した 1 例

○丸田雅樹，金子政彦
（市立宇和島病院内科血液内科）

P2-090 抗菌薬治療中に大動脈弁穿孔を来した Streptococcus agalactiae による感染性心内膜炎，化膿性脊椎
炎の 1 例

○鈴木清澄，平井由児，坂本梨乃，森田芙路子，上原由紀
大嶋弘子，三橋和則，内藤俊夫

（順天堂大学医学部総合診療科）
P2-091 MRSA によるペースメーカー感染患者で疣贅の付着した心室リードを経皮的アプローチで抜去しえた

一例
○矢野勇大1），関川喜之2），織田錬太郎2），本郷偉元2）

（碩心館病院1），武蔵野赤十字病院感染症科2））
P2-092 当センターにおける感染性心内膜炎症例の検討

○宮里明子，光武耕太郎
（埼玉医科大学国際医療センター感染症科・感染制御科）

P2-093 SOFA score を用いた当院における感染性心内膜炎の予後評価
○松山苑子1），西村 翔2）

（兵庫県立姫路循環器病センター循環器内科1），神戸大学医学部附属病院感染症内科2））
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マイコプラズマ感染症 15：10～15：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：須山尚史（長崎みなとメディカルセンター市民病院）

P2-094 Mycoplasma pneumoniae 肺炎の治療過程で髄膜炎を合併した症例
○上村公介1），高村典子2），城川泰司郎2），小林裕幸1），矢野晴美2）

（筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院総合診療科1），
筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター総合病院

水戸協同病院グローバルヘルスセンター感染症科2））
P2-095 マイコプラズマリボゾーム L7/L12 抗原検査が偽陽性と考えられた市中肺炎 3 例の検討

○中村祐太1），藤田直子1），緒方敦子1），岸 建志1），梅木健二2）

平松和史2），門田淳一2）

（大分県厚生連鶴見病院1），大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座2））
P2-096 小児 Mycoplasma pneumoniae 感染症の耐性動向に関する多施設共同記述疫学研究

○田中孝明1），宮田一平1），稲村憲一1），加藤 敦1），齋藤亜紀1）

近藤英輔1），赤池洋人1），大石智洋1），織田慶子1），宮下修行2）

中野貴司1），寺田喜平1），尾内一信1）

（川崎医科大学小児科学1），川崎医科大学総合内科学 12））
P2-097 肺炎マイコプラズマ菌体抗原感作が濾胞ヘルパー T 細胞分化に及ぼす影響

○蔵田 訓1），大崎敬子1），米澤英雄1），田口晴彦2），神谷 茂1）

（杏林大学医学部感染症学教室1），杏林大学保健学部免疫学教室2））

リケッチア感染症 15：30～15：55 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：栗原慎太郎（長崎大学病院安全管理部）

P2-098 原因リケッチア種の同定に困難を要した敗血症性ショックの 1 例
○新原寛之1），田原研司2），藤田博己3）

（島根大学医学部皮膚科1），出雲保健所2），馬原アカリ医学研究所3））
P2-099 淡路島における夏季発症ツツガムシ病の 2 例の臨床的特徴

○野村哲彦1），水口貴雄1），児玉和也2）

（兵庫県立淡路医療センター1），こだまクリニック2））
P2-100 日本紅斑熱患者における腎尿細管障害に関する検討

○石原裕己1），坂部茂俊2），豊嶋弘一2），辻 幸太2）

（伊勢赤十字病院糖尿病代謝内科1），伊勢赤十字病院感染症内科2））
P2-101 重症日本紅斑熱のマネジメント―当科で経験した症例と過去の報告の比較検討―

○木下理恵1），峰松明日香1），井手昇太郎1），賀来敬仁2），池原 進3）

平野勝治4），田代将人5），西條知見1），小佐井康介2），山本和子1）

今村圭文1），塚本美鈴5），宮崎泰可1），泉川公一5），栁原克紀2）

迎 寛1），河野 茂1）

（長崎大学病院呼吸器内科学（第二内科）1），長崎大学病院検査部2），長崎大学病院皮膚科3），
長崎県五島中央病院内科4），長崎大学病院感染制御教育センター5））

P2-102 バングラデシュにおけるノミ媒介性リケッチア（リケッチア・フェリス）の遺伝子学的検出
○小林宣道

（札幌医科大学医学部衛生学講座）

免疫不全者の感染症 1（血液疾患） 10：00～10：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：本郷偉元（武蔵野赤十字病院感染症科）

P2-103 血液疾患に対する同種造血幹細胞移植における緑膿菌菌血症の疫学
○阪口正洋1,2），原田介斗1），佐々木秀悟2），関谷紀貴2）

（がん・感染症センター都立駒込病院血液内科1），
がん・感染症センター都立駒込病院臨床検査科2））
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P2-104 同種造血幹細胞移植患者における Bacillus cereus 菌血症・中枢神経系合併症の後方視的解析
○阿部雅広1），木村宗芳1），荒岡秀樹1），谷口修一2），米山彰子1）

（国家公務員共済組合連合会虎の門病院臨床感染症科1），
国家公務員共済組合連合会虎の門病院血液内科2））

P2-105 多剤併用化学療法を受けた急性骨髄性白血病患者における発熱性好中球減少症の後方視的解析
○志関雅幸，吉永健太郎，田中淳司

（東京女子医科大学血液内科）
P2-106 少量リバビリン経口投与により軽快した臍帯血移植後播種性アデノウイルス感染症―末梢血リンパ球

数と治療効果の関連―
○佐野晴彦1），久保田寧1,2），北村浩晃1），嬉野博志1）

（佐賀大学医学部血液・腫瘍内科1），佐賀大学医学部附属病院輸血部2））
P2-107 造血幹細胞移植後患者における HHV�6 脊髄炎の臨床的検討

○田形愛美1），原田介斗1），阪口正洋1），佐々木秀悟2），関谷紀貴2）

（がん・感染症センター都立駒込病院血液内科1），
がん・感染症センター都立駒込病院臨床検査科2））

P2-108 中枢浸潤を伴う急性骨髄性白血病第一再発期に対する造血幹細胞移植直前にサイトメガロウイルス髄
膜炎を発症した 1 例

○原田介斗1），海渡智史1），阪口正洋1），佐々木秀悟2），関谷紀貴2）

（がん・感染症センター都立駒込病院血液内科1），
がん・感染症センター都立駒込病院臨床検査科2））

免疫不全者の感染症 2（症例検討など） 10：30～11：05 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：健山正男（琉球大学第一内科）

P2-109 肺移植後の重篤感染症の記述疫学的検討
○藤田昌樹，松本武格，平野涼介，串間尚子，石井 寛，渡辺憲太朗

（福岡大学病院呼吸器内科）
P2-110 免疫不全患者の肺病変に対する気管支鏡検体の網羅的リアルタイム PCR の有用性の検討

○花田豪郎1），諸角美由紀2），高橋由以1），竹安真季子1），小川和雅1）

村瀬享子1），望月さやか1），宇留賀公紀1），高谷久史1），宮本 篤1）

諸川納早1），生方公子2），岩田 敏2），岸 一馬1）

（虎の門病院呼吸器センター内科1），慶應義塾大学医学部感染症学教室2））
P2-111 関節リウマチ患者における重症感染症リスク因子の検討

○橋本 篤，松井利浩
（独立行政法人国立病院機構相模原病院リウマチ科）

P2-112 自己免疫疾患合併症例の感染性心内膜炎の検討
○仲野寛人1），寒川 整1），比嘉令子1），加藤英明2），築地 淳2），上田敦久1）

（横浜市立大学大学院医学研究科病態免疫制御内科学1），
横浜市立大学附属市民総合医療センター2））

P2-113 β�D グルカン遷延高値が認められた症例経過の後方視的解析
○山本夏男1），仲村 究1），大橋一孝2），高野由喜子2），大花 昇2）

今福裕司3），金光敬二1）

（福島県立医科大学病院感染制御部1），福島県立医科大学病院検査部2），佐久市立浅間総合病院3））
P2-114 高齢糖尿病患者における水痘帯状疱疹ワクチンランダム化二重盲検試験後の同時接種 23 価肺炎球菌多

糖体ワクチン免疫応答解析
○羽田敦子1），石岡大成2,3），大石和徳2）

（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院感染症科1），
国立感染症研究所感染症疫学センター2），高崎総合保健センター3））
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P2-115 維持透析中にサイトメガロウイルス（CMV）の再活性化を来した 3 症例
○池田 弘，岡 優子，西山仁樹

（重井医学研究所附属病院）

免疫不全者の感染症 3（症例報告） 11：05～11：35 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：藤本卓司（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院総合診療センター兼総合内科）

P2-116 Corynebacterium striatum 菌血症・肺炎をきたした T 細胞性リンパ腫の 1 例
○高松 茜，児玉文宏

（手稲渓仁会病院総合内科感染症科）
P2-117 骨髄異形成症候群（MDS）に発症しアジスロマイシン（AZM）が無効であったレジオネラ肺炎の 1

例
○稲毛 稔，平間紀行，中野寛之，小坂太祐

（公立置賜総合病院呼吸器内科）
P2-118 サイトメガロウイルス（CMV）網膜炎とニューモシスチス肺炎（PCP）を併発したトファシチニブ（TCZ）

使用症例
○柳澤邦雄1），小川孔幸1），細貝真弓2），戸所大輔2），半田 寛1）

（群馬大学医学部附属病院血液内科1），群馬大学医学部附属病院眼科2））
P2-119 Nocardia farcinica による菌血症を伴った肺膿瘍の一例

○小倉 翔，宮里悠佑，中島隆弘，大場雄一郎
（大阪府立急性期・総合医療センター）

P2-120 進行期食道癌に対するステント留置後に発症した口腔内嫌気性菌による脾膿瘍の 1 例
○海渡智史，佐々木秀悟，太田雅之，田頭保彰，関谷紀貴

（がん・感染症センター都立駒込病院臨床検査科）
P2-121 非結核性抗酸菌症とニューモシスチス肺炎を合併した HTLV�1 キャリアの 1 例

○宇田紗也佳，塩津伸介，弓場達也，大野聖子
（京都第一赤十字病院呼吸器内科部）

サーベイランス 1（耐性菌など） 13：15～13：50 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：金光敬二（福島県立医科大学感染制御学講座）

P2-122 臨床分離された Clostridium difficile の遺伝子型の基礎的検討
○鈴木匡弘1），早川恭江2,3）

（愛知県衛生研究所細菌研究室1），国立病院機構名古屋医療センター2），
国立病院機構長良医療センター3））

P2-123 当院における抗菌薬使用量の変化と耐性緑膿菌の推移
○菅原千明1），能島大輔2）

（国立病院機構岩国医療センター内科1），国立病院機構岩国医療センター呼吸器内科2））
P2-124 Multi Drug Resistant Bacteria in Environment in Dhaka, Bangladesh

○Anwarul Haque，江原友子，高橋 涼，大楠清文，松本哲哉
（東京医科大学微生物学分野）

P2-125 前立腺生検予定者を対象とした直腸内耐性大腸菌保有状況の経年的動向について
○那須良次1），小坂紀子2），矢野朋文3）

（岡山労災病院泌尿器科1），岡山労災病院中央検査部2），岡山労災病院内科3））
P2-126 当院における血液培養検査の実施状況および臨床的検討

○佐藤留美，坂元 暁，外山貴之，富永芳和，上村知子
（朝倉医師会病院呼吸器内科）
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P2-127 医療機関における適切な血液培養採取数に関する一検討
○橋本武博1），目崎和久2），大曲貴夫1）

（国立国際医療研究センター病院国際感染症センター1），
国立国際医療研究センター病院臨床検査部2））

P2-128 Multiplex POC 遺伝子検査を用いたインフルエンザおよび RS ウイルス感染症の地域感染症サーベイ
ランスの試み

○大場邦弘1），小田智三2），高山郁代3），中内美名3），影山 努3）

（公立昭和病院小児科1），公立昭和病院感染症科2），
国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター3））

サーベイランス 2（公衆衛生） 13：50～14：15 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：吉田眞紀子（東北大学病院検査部）

P2-129 電子カルテシステムを利用した当院での院内感染症例の検討
○中村洋之1），谷本清隆2）

（坂出市立病院内科1），坂出市立病院小児科2））
P2-130 薬局サーベイランス及び学校欠席者情報収集システムを用いた水痘ワクチン定期接種化の効果に関す

る評価
○中村裕樹1），亀井美和子2）

（日本大学大学院薬学研究科1），日本大学薬学部2））
P2-131 我が国のサーベイランスデータからみるエンテロウイルス D68 型検出症例

○木下一美，砂川富正，多屋馨子，大石和徳
（国立感染症研究所感染症疫学センター）

P2-132 2014 年，2015 年に日本国内で分離されたチフス菌，パラチフス A 菌の解析
○森田昌知，泉谷秀昌，大西 真
（国立感染症研究所細菌第一部）

P2-133 ポリプロピレンに対する病原細菌付着性の検討
○蛸井浩行1），大谷彩恵2），藤田和恵1,3），五来美里2），眞野容子3）

齋藤好信1），古谷信彦3），弦間昭彦1）

（日本医科大学呼吸器内科1），文京学院大学大学院保健医療学科研究科2），
文京学院大学保健医療技術学部3））

中枢神経感染症 1（症例報告） 14：15～14：45 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：春田恒和（大倉クリニック）

P2-134 Nocardia beijingensis による脳膿瘍の 1 例
○石井隆弘，堤 直之，塚原美香，伊東直哉，園田 唯

齋藤 翔，河村一郎，倉井華子
（静岡県立静岡がんセンター感染症内科）

P2-135 反復性髄膜炎の原因が髄膜脳瘤と考えられた成人の 1 例
○末盛浩一郎1,2），村上 忍2），宮本仁志2），田内久道1），長谷川均1），安川正貴1）

（愛媛大学大学院血液・免疫・感染症内科学1），愛媛大学医学部附属病院感染制御部2））
P2-136 Clostridium septicum による敗血症，脳膿瘍を合併した上行結腸癌の 1 例

○彼谷裕康1），金谷潤一2），磯部順子2）

（富山県立中央病院内科1），富山県衛生研究所細菌部2））
P2-137 Streptococcus suis による髄膜炎を発症し両側性高度難聴に至った一例

○大柳忠智1,2），高木妙子2），國島広之3），竹村 弘2,4）

（聖マリアンナ医科大学病院臨床検査部1），聖マリアンナ医科大学病院感染制御部2），
聖マリアンナ医科大学内科学総合診療内科3），聖マリアンナ医科大学微生物学教室4））
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P2-138 Varicella�zoster virus（VZV）による脳脊髄炎の一例
○松尾貴公，森 信好，櫻井亜樹，古川恵一

（聖路加国際病院感染症科）
P2-139 若年成人に発症し，髄膜炎を合併した B 群溶連菌血症の 1 例

○小泉祐介1,2），西山直哉1,2），大野智子2），小板 功2），末松寛之2）

山岸由佳1,2），三鴨廣繁1,2）

（愛知医科大学病院感染症科1），愛知医科大学病院感染制御部2））

中枢神経感染症 2（検査・診断など） 14：45～15：00 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：岸田修二（初石病院神経内科）

P2-140 当院における最近 10 年間の脳膿瘍症例の検討
○斧沢京子

（福岡市民病院感染症内科）
P2-141 熱性けいれん重積患者に対する中枢神経系感染症鑑別のための髄液検査の有用性

○波呂 薫1,2），保科隆之1），楠原浩一1）

（産業医科大学小児科1），北九州総合病院小児科2））
P2-142 中枢神経感染症に対する抗菌薬投与の判断に髄液乳酸値が有用であるかの検討

○伊藤裕司1），上村桂一2）

（中東遠総合医療センター総合内科1），中東遠総合医療センター検査部2））

感染免疫・生体防御機構 15：00～15：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：石井恵子（東北大学大学院医学系研究科感染分子病態解析学分野）

P2-143 Acinetobacter baumannii 刺激に対するマスト細胞と好中球の炎症反応に関わる遺伝子の応答
○上田たかね，祖母井庸之，鴨志田剛，永川 茂，西田 智

斧 康雄，海野雄加，佐藤義則
（帝京大学医学部微生物学講座）

P2-144 Acinetobacter baumannii の外膜タンパク OmpA の肺上皮細胞に及ぼす影響
○佐藤義則，海野雄加，鴨志田剛，西田 智，上田たかね

永川 茂，祖母井庸之，斧 康雄
（帝京大学医学部微生物学講座）

P2-145 アディポカイン発現に対する多剤耐性 Acinetobacter baumannii 由来リポ多糖の影響
○海野雄加1），佐藤義則1），西田 智1），中野竜一1,2），永川 茂1）

上田たかね1），鴨志田剛1），祖母井庸之1），斧 康雄1）

（帝京大学医学部微生物学講座1），奈良県立医科大学微生物感染症学講座2））
P2-146 レジオネラ肺炎におけるメトホルミンの効果

○梶原千晶1），日下 祐1,2），木村聡一郎1），舘田一博1）

（東邦大学医学部微生物・感染症学講座1），東京医科歯科大学呼吸器内科2））
P2-147 敗血症患者のリンパ球における C5a 受容体の発現に関する解析

○樽本憲人，酒井 純，石 雄介，筋野恵介，山口敏行，前崎繁文
（埼玉医科大学病院感染症科・感染制御科）

P2-148 肺クリプトコックス症に対する樹状細胞ワクチン：感染制御効果の持続性に関する検討
○上野圭吾1），金城雄樹1），浦井 誠1），金子幸弘2），亀井克彦3）

大野秀明4），二木芳人5），澁谷和俊6），宮﨑義継1）

（国立感染症研究所真菌部1），大阪市立大学大学院医学研究科細菌学2），
千葉大学真菌医学研究センター臨床感染症分野3），

埼玉医科大学総合医療センター感染症科感染制御科4），
昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門5），東邦大学医学部病院病理学講座6））

一
般
演
題（
ポ
ス
タ
ー
）

（ 4月 16日） 83



院内感染 1（耐性菌） 10：00～10：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：森兼啓太（山形大学病院検査部）

P2-149 当院 ICU で経験した，ESBL/MBL 同時産生腸内細菌科細菌の伝播の対応
○蜂谷聡明，谷口 巧

（金沢大学附属病院集中治療部）
P2-150 薬剤感受性パターンが同じ ESBL 産生大腸菌の検出状況

○道輪良男1），江波麻貴2），上島雅子2）

（浅ノ川総合病院外科1），浅ノ川総合病院看護部2））
P2-151 海外からの転院で多剤耐性菌対策を徹底できた広範囲熱傷の 1 例

○望月 徹，野口周作，上野ひろむ，小林綾乃，吉岡美香
（日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部）

P2-152 当院消化器外科病棟で経験したメタロ β ラクタマーゼ産生 E.cloacae 検出事例への対応
○美島路恵1），田村 卓1），河野真二1,2），中澤 靖1,2），堀 誠治2）

（東京慈恵会医科大学附属病院医療安全管理部感染対策室1），
東京慈恵会医科大学附属病院感染制御部2））

P2-153 積極的監視培養と POT 法を用いた MRSA 院内感染対策
○高橋弘毅1），廣瀬智也1），吉矢和久1），小倉裕司1），嶋津岳士1）

山本倫久2），萩谷英大2），明田幸宏2），朝野和典2）

（大阪大学医学部附属病院高度救命救急センター1），大阪大学医学部附属病院感染制御部2））
P2-154 当院 NICU で経験した MRSA アウトブレイクに対する対応とその後

○西尾寿乗1,2），神野俊介1,2），本村良知1），豊田一弘1），清祐麻紀子3）

諸熊由子3），西田留梨子3），下野信行1）

（九州大学病院グローバル感染症センター1），九州大学病院小児科2），九州大学病院検査部3））

院内感染 2（アウトブレイク） 10：30～10：55 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：森澤雄司（自治医科大学感染症科）

P2-155 病棟内で発生した，無莢膜型インフルエンザ菌による上気道炎のアウトブレイク：症例シリーズ研究
○石田正之1），鈴木 基2），常 彬3），大石和徳4），大西 真3）

森本浩之輔2），北村龍彦5）

（社会医療法人近森会近森病院感染症内科1），長崎大学熱帯医学研究所臨床感染症分野2），
国立感染症研究所細菌第一部3），国立感染症研究所感染症疫学センター4），

社会医療法人近森会近森病院感染対策チーム（ICT）5））
P2-156 重症心身障害児・者病棟における RS ウイルス感染アウトブレイクの経験

○内田 靖1,2），鱸 稔隆3），加藤達雄3）

（岐阜県厚生農業協同組合連合会中濃厚生病院小児科1），
国立病院機構長良医療センター小児科2），国立病院機構長良医療センター呼吸器内科3））

P2-157 精神科病棟で連続した水痘発症者の対応とその課題について
○矢崎博久1），竹内 悠2），増井良則3）

（国立国際医療研究センター国府台病院感染症内科1），
国立国際医療研究センター国府台病院精神科2），

国立国際医療研究センター国府台病院総合内科3））
P2-158 成人に対する麻疹・風疹・水痘・ムンプスワクチン一回接種の抗体価に与える影響の検討

○小川 拓1），今井雄一郎1），平位暢康1），平田一記1），中村（内山）ふくみ2）

宇野健司1），笠原 敬1），古西 満3），三笠桂一1）

（奈良県立医科大学感染症センター1），奈良県立医科大学病原体感染防御医学2），
奈良県立医科大学健康管理センター3））
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P2-159 下部消化管手術症例の SSI と皮下脂肪量と腹腔内脂肪量の関係性の検討
○上野太輔

（川崎医科大学消化器外科）

院内感染 3（教育） 10：55～11：10 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：具 芳明（東北大学病院総合感染症科）

P2-160 研修医に対する効果的な院内感染対策教育
○中山晴雄1,2,3）

（東邦大学医療センター大橋病院院内感染対策室1），
東邦大学医療センター大橋病院教育支援管理部2），東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科3））

P2-161 セミナーと臨床現場での学習と教科書学習の学習効果の比較について
○鈴木克典1），真弓俊彦1,2）

（産業医科大学病院感染制御部1），産業医科大学救急科2））
P2-162 MedSenseⓇは手指衛生行動を変えることができるか

○林三千雄1），藤原広子1），幸福知己1），中井依砂子1），吉田葉子2）

（一般財団法人住友病院感染制御部1），サラヤ株式会社2））

院内感染 4（Clostridium difficile など） 11：10～11：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：田辺正樹（三重大学医学部附属病院医療安全・感染管理部）

P2-163 Clostridium difficile 感染症（CDI）に対する感染防止対策の判断基準に関する検討
○藤本陽子1），宮川寿一2），大隈雅紀3），川口辰哉2）

（熊本大学医学部附属病院感染対策室1），熊本大学医学部附属病院感染免疫診療部2），
熊本大学医学部附属病院中央検査部3））

P2-164 血液内科病棟で発生したクロストリディウム・ディフィシル（CD）感染症患者多発事例の検討
○福井康雄

（高知医療センター ICT）
P2-165 Clostridium difficile 感染症（CDI）に対する抗菌薬治療と隔離予防策適応の実践とその問題点

○一木 薫1），竹末芳生1），中嶋一彦1），植田貴史1），土井田明弘1）

和田恭直1,2），山田久美子2），土田敏恵1,3）

（兵庫医科大学病院感染制御部1），兵庫医科大学病院臨床検査部2），兵庫医療大学看護学部3））
P2-166 透析液の汚染細菌調査と近紫外発光ダイオードを用いた殺菌効果の評価

○西坂理沙，馬渡一諭，山下智子，木戸純子，常冨愛香里
下畑隆明，上番増喬，高橋 章

（徳島大学大学院医歯薬学研究部予防環境栄養学分野）

疫学・公衆衛生・予防対策 1（肺炎球菌など） 13：15～13：45 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：八田益充（仙台市立病院感染症内科）

P2-167 当院における肺炎球菌分離状況：非侵襲性感染症における検討
○鍋谷大二郎1），原永修作1），上地幸平2），金城武士1），健山正男1），藤田次郎1）

（琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科（第 1 内科）1），
琉球大学医学部附属病院検査部2））

P2-168 肺炎球菌ワクチン導入後の臨床分離肺炎球菌における疫学的検討
○宮崎治子1），渋谷理恵2），小栗豊子3），松本哲哉1）

（東京医科大学微生物学分野1），済生会横浜市東部病院臨床検査部2），東京医療保健大学大学院3））
P2-169 13 価肺炎球菌ワクチン（PCV13）非含有の血清型株における薬剤感受性とペニシリン耐性株の分子疫

学的解析
○川口谷充代，漆原範子，小林宣道

（札幌医科大学医学部衛生学）
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P2-170 肺結核スクリーニングシステム構築による感染防止効果
○村中裕之1），阿南圭祐2），高木 誠3），川村宏大2），菅 守隆4）

（済生会熊本病院 TQM 部感染管理室1），済生会熊本病院呼吸器内科2），
済生会熊本病院救急総合診療科3），済生会熊本病院予防医療センター4））

P2-171 高齢者におけるインフルエンザワクチン 2 回接種後抗体反応
○松下雅英1），武内世生2）

（高知大学医学部家庭医療学講座1），高知大学医学部附属病院総合診療部2））
P2-172 大学新入生の麻しん・風しんワクチン接種状況と抗体価の推移

○小森由美子，田口忠緒
（名城大学薬学部）

疫学・公衆衛生・予防対策 2（全般） 13：45～14：10 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：人見重美（筑波大学病院感染症内科）

P2-173 UVA 殺菌技術を用いた植物工場における病原微生物の抑制検討
○常冨愛香里，木戸純子，上番増喬，下畑隆明，馬渡一諭，高橋 章

（徳島大学大学院医歯薬学研究部予防環境栄養学分野）
P2-174 血液培養の汚染率に対する 1% クロルヘキシジンアルコールの効果に関する分割時系列比較研究

○森井大一，横沢隆行，一ノ瀬直樹，小田智三
（公立昭和病院）

P2-175 新興ヒト下痢症起因菌 Escherichia albertii の家畜等からの感染リスク調査
○大岡唯祐，藺牟田直子，吉家清貴，西順一郎
（鹿児島大学医歯学総合研究科微生物学分野）

P2-176 Helicobacter pylori 感染は糖代謝，脂質代謝，インスリン抵抗性に影響を及ぼす
○澤山泰典，柿本聖樹，居原 毅

（福岡赤十字病院総合診療科）
P2-177 シナリオ式実践型教育「感染対策シミュレーションコース ICTC」による院内感染対策への効果：介

入研究
○中村 造1），藤田裕晃1,2），月森彩加1,2），小林勇仁1,2），佐藤昭裕1）

福島慎二1），松本哲哉2）

（東京医科大学病院感染制御部1），東京医科大学微生物学分野2））

耳鼻科・歯科口腔外科感染症 14：10～14：25 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：金子明寛（東海大学医学部外科学系口腔外科）

P2-178 7 価結合型肺炎球菌ワクチン導入後に本邦の小児急性中耳炎症例から分離された肺炎球菌の分子疫学
的解析

○小澤大樹1），矢野寿一2），遠藤史郎3），角田梨紗子1），猪股真也3）

鈴木由希3），斎藤恭一3），藤川祐子3），馬場啓聡3），賀来満夫3）

（東北大学耳鼻咽喉頭頸部外科1），奈良県立医科大学微生物感染症学講座2），
東北大学医学部感染制御検査診断学3））

P2-179 吸引式口腔ケアキットを用いた口腔清掃による唾液中細菌の変動についての検討
○高橋美穂1），鈴木大貴1），尾崎昌大2），森 広史2），唐木田一成1）

坂本春生1,2），柏倉恵美子2），鈴木崇嗣1）

（東海大学医学部付属八王子病院口腔外科1），東海大学医学部付属八王子病院感染制御部2））
P2-180 固定化抗菌剤 Etak の義歯への持続的な抗真菌効果付与の検討

○橋田竜閲，三村純代，藤田啓介，二川浩樹
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門口腔生物工学分野）
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ウイルス感染症 1（アデノウイルス・EB） 14：25～14：45 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：森内浩幸（長崎大学小児科）

P2-181 アデノウイルス咽頭扁桃炎の迅速検査による後方視的検討
○高橋健一郎1），花岡 希3），田村まり子2），志田洋子1），安田菜穂子1）

渡邉日出海4），鈴木葉子1），藤本嗣人3），杉原茂孝1）

（東京女子医科大学東医療センター小児科1），新松戸中央総合病院2），
国立感染症研究所感染症疫学センター3），

北海道大学大学院情報科学研究科生命人間情報科学専攻
バイオインフォマティクス講座ゲノム情報科学研究室4））

P2-182 抗菌剤 Etak およびシクロデキストリンの抗アデノウイルス効果
○藤田啓介1），三村純代1），橋田竜閲1），坂口剛正2），二川浩樹1）

（広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門口腔生物工学分野1），
広島大学大学院医歯薬保健学研究院基礎生命科学部門ウイルス学分野2））

P2-183 IgA 血管炎の診断後に顕在化した Epstein Barr Virus（EBV）性伝染性単核球症の一例
○武地大維，齊藤一仁，西尾信一郎，渡邊卓哉

（聖隷浜松病院総合診療内科）
P2-184 急性 Epstein�Barr virus（EBV）感染により著明な血小板減少を呈した成人の 1 例

○猪股浩平，下田真史，倉井大輔，大熊康介，皿谷 健
石井晴之，滝澤 始

（杏林大学医学部付属病院呼吸器内科）

ウイルス感染症 2（肝炎ウイルス） 14：45～15：05 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：林 純（特定医療法人原土井病院九州総合診療センター）

P2-185 B 型慢性肝炎における核酸アナログ製剤による HBs 抗原量の推移の検討
○高山耕治1,2），古庄憲浩1,2），田中佑樹1,2），加藤禎文1,2），浦 和也1,2）

加勢田富士子1,2），平峯 智1,2），志水元洋1），小川栄一1），村田昌之1）

（九州大学病院総合診療科1），九州大学大学院感染制御医学2））
P2-186 C 型慢性肝炎治療後の持続的ウイルス陰性例における血清肝線維化マーカー M2BPGi 値の検討

○浦 和也1,2），古庄憲浩1,2），小川栄一1,2），崎山 優1），山嵜 奨1），武田倫子1）

平峯 智1），林 武生1），志水元洋1），豊田一弘1），村田昌之1,2）

（九州大学病院総合診療科1），九州大学大学院感染制御医学分野2））
P2-187 C 型慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療による血清肝線維化マーカー M2BPGi の動態

○浦 和也1,2），古庄憲浩1,2），小川栄一1,2），崎山 優1），山嵜 奨1），武田倫子1）

平峯 智1），林 武生1），志水元洋1），豊田一弘1），村田昌之1,2）

（九州大学病院1），九州大学大学院感染制御医学分野2））
P2-188 臓器不全期早期にフェリチン値上昇を契機としてステロイドパルス療法を施行し軽快した SFTS 症例

○沖中友秀，山口浩樹，小松真成，佐伯裕子
（鹿児島生協病院総合内科感染症）

ウイルス感染症 3（その他ウイルス） 15：05～15：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：熊坂一成（医療法人社団愛友会上尾中央総合病院臨床検査科）

P2-189 Valacyclovir 維持内服により化学療法中も対側発症を抑制しえた varicella zoster virus の急性網膜壊死
○永春圭規，山口貴則，川上恵基

（厚生連鈴鹿中央総合病院）
P2-190 抗 VZV 抗体保有者に発症した VZV 再活性化による出血性水痘の一例

○山本勇気1），上山伸也1），齋藤 崇1），橋本 徹1），石田 直2）

（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院臨床検査・感染症科1），同呼吸器内科2））
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P2-191 紫斑を呈したヒトパルボウイルス B19 感染症の検討
○森口直彦

（近畿大学医学部堺病院小児科）
P2-192 高齢者に対する化学療法後の CMV 再活性化の 3 例

○阿部大地，松木絵理，石田 明
（国家公務員共済組合連合会立川病院内科）

P2-193 成人に急性発症した発熱と全身の筋痛よりヒトパレコウイルス 3 型感染症と診断し得た症例
○宮里悠佑，小倉 翔，中島隆弘，大場雄一郎

（大阪府立急性期・総合医療センター総合内科）

皮膚・軟部組織感染症 1（症例報告など） 10：00～10：30 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：渡辺晋一（帝京大学附属病院皮膚科）

P2-194 血液培養採取 10 日後に陽性となった，Campylobacter fetus による蜂窩織炎の 1 例
○津田歩美，上田晃弘，柳 秀高

（東海大学医学部付属病院総合内科）
P2-195 Campylobacter fetus subspecies による菌血症・左下腿皮膚軟部組織感染症を呈した 1 例

○梶 有貴1,2），城川泰司郎1），矢野晴美1）

（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合病院
水戸協同病院グローバルヘルスセンター感染症科1），

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院総合診療科2））
P2-196 蜂窩織炎を疑い採取した血液培養から Vibrio vulnificus を検出し，保存的治療で治癒し得た軟部組織

感染症の一例
○小松真成，山口浩樹，佐伯裕子

（鹿児島生協病院総合内科）
P2-197 免疫不全患者の手の Chromoblastomycosis の 1 例

○田頭保彰，本田 仁
（東京都立多摩総合医療センター感染症科）

P2-198 小児頚部リンパ節膿瘍 6 例の臨床的検討
○比良洸太，天羽清子，外川正生

（大阪市立総合医療センター小児救急科）
P2-199 当院における壊死性軟部組織感染症の検討

○岩崎教子，隅田幸佑
（済生会福岡総合病院）

皮膚・軟部組織感染症 2（全般） 10：30～10：50 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：山口敏行（埼玉医科大学医学部感染症科・感染制御科）

P2-200 Mycobacterium abscessus による外耳道炎から中耳炎を発症した症例
○細川直登1），鈴木大介1），鈴木啓之1），安間章裕1），大塚喜人2）

戸口明宏2），吉田 敦3）

（亀田総合病院感染症科1），亀田総合病院臨床検査部2），
獨協医科大学感染制御センター感染制御・臨床検査医学講座3））

P2-201 A 群溶血性レンサ球菌による壊死性筋膜炎に対する尿中 A 群レンサ球菌迅速診断キットの有用性につ
いて

○法月正太郎，鈴木 潤，岡部太郎，大西 翼，笹原鉄平
外島正樹，畠山修司，森澤雄司

（自治医科大学附属病院臨床感染症センター感染症科）
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P2-202 皮膚潰瘍・壊疽を伴う重症下肢虚血における下肢切断リスク因子の検討
○川村英樹，茂見茜里，古城 剛，郡山豊泰，徳田浩一，西順一郎

（鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門）
P2-203 市中感染型 MRSA（USA300 株）による皮膚軟部組織感染症の家族内発生事例

○中村（内山）ふくみ1,2），今井雄一郎2），平位暢康2），平田一記2），小川吉彦2）

小川 拓2），米川真輔2），宇野健司2），笠原 敬2），吉川正英1）

三笠桂一2），中辻直之3），白石直敬4），中野竜一5），矢野寿一5）

（奈良県立医科大学病原体・感染防御医学講座1），奈良県立医科大学感染症センター2），
宇陀市立病院外科3），宇陀市立病院内科4），奈良県立医科大学微生物感染症学講座5））

感染実験・動物モデル 10：50～11：20 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：関 雅文（東北医科薬科大学病院感染症内科・感染制御部）

P2-204 昆虫を用いたアシネトバクター バウマニ臨床分離株の病原性評価
○西田 智，鴨志田剛，佐藤義則，上田たかね，海野雄加

永川 茂，祖母井庸之，斧 康雄
（帝京大学医学部微生物学講座）

P2-205 Acinetobacter baumannii 臨床分離株の肺感染マウスを用いた病原性の解析
○永川 茂，祖母井庸之，上田たかね，鴨志田剛，佐藤義則

海野雄加，西田 智，斧 康雄
（帝京大学医学部微生物学）

P2-206 経胸壁アプローチによる非結核性抗酸菌感染マウスについての検討
○佐野千晶1），多田納豊2），沖本民生3），堀田尚誠3），濱口俊一3）

竹山博泰3），冨岡治明4），礒部 威3）

（島根大学医学部微生物学1），国際医療福祉大学薬学部薬学科2），
島根大学医学部呼吸器・臨床腫瘍学3），安田女子大学看護学部看護医療学4））

P2-207 レジオネラ感染マウスモデルにおける Anti Gr�1 抗体投与による好中球，M1/M2 マクロファージの影
響

○日下 祐1,2），梶原千晶2），木村聡一郎2），舘田一博2）

（東京医科歯科大学呼吸器内科1），東邦大学医学部微生物・感染症学講座2））
P2-208 Rhodococcus. aurantiacus 感染における TLR2 欠損の炎症反応への影響

○伊 敏
（北海道大学医学研究科先端医学講座）

P2-209 肺炎球菌下気道感染における嫌気培養による病的影響の検討
○長岡健太郎，今野 哲，西村正治

（北海道大学病院内科 1）

嫌気性菌感染症 13：15～13：50 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：田中香お里（岐阜大学生命科学総合研究支援センター嫌気性菌研究分野）

P2-210 急性リンパ性白血病の治療経過中に Leptotrichia trevisanii 敗血症を来たした一例
○谷本一史1），末盛浩一郎1），鈴木 崇2），村上 忍3），宮本仁志3），安川正貴1）

（愛媛大学大学院医学系研究科血液・免疫・感染症内科学1），
愛媛大学大学院医学系研究科眼科学2），愛媛大学医学部附属病院検査部3））

P2-211 メトロニダゾール点滴製剤による治療が奏功した破傷風の 1 例
○進藤達哉，遠藤明子，西岡弘晶

（神戸市立医療センター中央市民病院）

一
般
演
題（
ポ
ス
タ
ー
）

（ 4月 16日） 89



P2-212 嫌気性菌による感染性腹部大動脈瘤の 2 例
○大江千紘1），藤川祐子1），今井 悠1），馬場啓聡1），鈴木由希1）

斎藤恭一1），石橋令臣1），猪股真也1），曽木美佐1），大島謙吾1）

具 芳明1），吉田眞紀子1），遠藤史郎1），中島一敏1），川本俊輔2）

齋木佳克2），賀来満夫1）

（東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座感染制御検査診断学分野1），
東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座心臓血管外科学分野2））

P2-213 結核患者における CD 感染症の臨床的検討
○比嘉 太1），香月耕多2），藤田香織1），仲本 敦1），大湾勤子1）

健山正男3），藤田次郎3）

（国立病院機構沖縄病院呼吸器内科1），国立病院機構沖縄病院研究検査科2），
琉球大学医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学講座3））

P2-214 臨床分離 binary toxin 産生性 Clostridium difficile の細菌学的特徴と臨床的重症度に関する検討
○松本麻未1,3），山岸由佳2），宮本健太郎3），岡健太郎2,3），高橋志達3）

西山直哉2），小泉祐介2），三鴨廣繁1,2）

（愛知医科大学大学院医学研究科・臨床感染症学1），愛知医科大学病院・感染症科2），
ミヤリサン製薬株式会社・東京研究部3））

P2-215 Prevalence of Fusobacterium necrophorum in the tonsils excised from different patient populations
○早川佳代子，永松麻希，大曲貴夫

（国立国際医療研究センター）
P2-216 ウェルシュ菌の異種細胞間情報伝達物質による毒素産生調節機構の解析

○大谷 郁，岡健太郎，高橋志達
（ミヤリサン製薬株式会社）

基礎研究 13：50～14：25 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：矢野寿一（奈良県立医科大学微生物感染症学講座）

P2-217 抗血小板薬（Clopidogrel）併用によるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の β ラクタム系薬最小発育阻止
濃度低下効果の検討

○小野大輔，山口哲央，濱田将風，石井良和，舘田一博
（東邦大学微生物感染症学講座）

P2-218 臨床分離株における難治性 MRSA 感染症再燃に寄与する slow�VISA（バンコマイシン中間耐性黄色
ブドウ球菌）の検出

畦地拓哉1），○片山由紀2），松尾美記2），高田 徹3）

（順天堂大学附属病院薬剤部1），順天堂大学医学部微生物学講座2），
福岡大学医学部腫瘍血液感染症内科3））

P2-219 高齢は Linezolid 関連の血小板減少の危険因子と考えられるかもしれない
○柴田 大

（市立川西病院）
P2-220 IMP�6 産生腸内細菌科が保有するプラスミドの特性について

○中野章代1），中野竜一1），水野（西川）文子1），笠原 敬2），小川吉彦2）

米川真輔2），三笠桂一2），矢野寿一1）

（奈良県立医科大学微生物感染症学講座1），奈良県立医科大学感染症センター2））
P2-221 本邦で初めて臨床分離された TR46/Y121F/T289A 変異を持つ多剤アゾール耐性 Aspergillus

fumigatus 株の性状解析
○萩原大祐1），渡辺 哲1,2），亀井克彦1,2）

（千葉大学真菌医学研究センター1），千葉大学病院感染症管理治療部2））
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P2-222 バイオフィルムを形成した Non�albicans Candida に対する新規抗真菌剤 T�2307 の抗真菌活性
○山下皓平1,2），西川 博1,2），福田淑子1），満山順一1），田代将人3,4）

高園貴弘2,3），西條知見2），今村圭文2），宮崎泰可2,3），泉川公一3,4）

栁原克紀5），河野 茂2），迎 寛2）

（富山化学工業株式会社1），長崎大学大学院医歯薬総合研究科呼吸器病態制御学（第二内科）2），
長崎大学大学院医歯薬総合研究科感染免疫学講座臨床感染症学分野3），

長崎大学病院感染制御教育センター4），
長崎大学大学院医歯薬総合研究科病態解析診断学（検査部）5））

P2-223 ノロウイルス GI キャプシド遺伝子の分子進化についての検討
○長澤耕男1），小林美保2），植木 洋3），篠原美千代4），水越文徳5）

塚越博之2），清水英明6），岡部信彦6），調 恒明7），四宮博人8）

片山和彦9），木村博一1）

（国立感染症研究所感染症疫学センター1），群馬県衛生環境研究所2），
宮城県保健環境センター3），埼玉県衛生研究所4），栃木県保健環境センター5），

川崎市健康安全研究所6），山口県環境保健センター7），愛媛県立衛生環境研究所8），
国立感染症研究所ウイルス第二部9））

抗菌薬の適正使用 1 14：25～14：45 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：松元加奈（同志社女子大学薬学部）

P2-224 慢性骨髄炎治療中に発症したメトロニダゾール誘発性脳症の 1 例
○澤田治紀，松尾貴公，櫻井亜樹，森 信好，古川恵一

（聖路加国際病院）
P2-225 薬剤血中濃度測定，微生物遺伝子検査が鑑別診断に有用であったダプトマイシンによる好酸球性肺炎

の一例
○東 祥嗣1），川筋仁史1），宮嶋友希1），河合暦美1），上野智浩2）

仁井見英樹1），山本善裕1）

（富山大学附属病院感染症科1），富山大学附属病院検査・輸血細胞治療部2））
P2-226 院内での予期せぬ死亡ケースのうち感染症が原因と考えられる場合の検討

○柳 秀高，津田歩美，上田晃弘
（東海大学内科学系総合内科）

P2-227 久留米大学小児科におけるボリコナゾールの使用例の後方視的検討
○後藤憲志，田中悠平，津村直幹

（久留米大学小児科）

抗菌薬の適正使用 2 14：45～15：05 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：大島謙吾（東北大学病院総合感染症科）

P2-228 造血幹細胞移植科レジデントへのカルバペネム系抗菌薬適正使用に関する Bedside teaching の効果―
単施設後方視的観察研究―

○冲中敬二1,2）

（国立がん研究センター東病院総合内科1），
国立がん研究センター中央病院造血幹細胞移植科/総合内科2））

P2-229 感染管理システムを利用した感染症診療コンサルテーションの実践
○阿部修一1,2），片桐祐司2）

（山形県立中央病院感染症内科1），山形県立中央病院呼吸器内科2））
P2-230 ICT の介入が術中抗菌薬投与のコンプライアンスにもたらす影響

○吉岡研之1,2）

（伊勢原協同病院 ICT1），伊勢原協同病院整形外科2））
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P2-231 抗菌薬の使用状況と耐性に関するグローバル時点有病率調査（GLOBAL�PPS）の当院の結果と抗菌薬
適正使用プログラムへの応用の検討

○曽木美佐，具 芳明，今井 悠，馬場啓聡，大江千紘
斎藤恭一，藤川祐子，鈴木由希，石橋令臣，猪股真也

大島謙吾，吉田眞紀子，遠藤史郎，中島一敏，賀来満夫
（東北大学大学院医学系研究科感染制御・検査診断学分野）

泌尿・生殖器感染症 15：05～15：40 ポスター会場（展示棟 1F 展示室）
司会：石川清仁（藤田保健衛生大学病院医療の質・安全対策部感染対策室）

P2-232 保存的治療が奏功した，敗血症を伴う陰茎カルシフィラキシスの一例
○水野智弥1），加賀勘家1），幸 英夫1），阿部英行1），福島篤仁2）

吉田 敦2），菱沼 昭2）

（獨協医科大学泌尿器科1），獨協医科大学感染制御センター2））
P2-233 難治性嚢胞感染症により死亡した多発性嚢胞腎の一例

○岩田恭宜1），大島 恵2），竹森優喜子3），北島信治2），千田靖子3），和田泰三1）

（金沢大学感染制御部1），金沢大学附属病院腎臓内科2），金沢大学附属病院臨床検査部3））
P2-234 感染後 15 か月以内に発症したと考えられる梅毒性ゴム腫の 1 例

○坪井基行，西島 健，照屋勝治，潟永博之，菊池 嘉，岡 慎一
（国立国際医療研究センター病院エイズ治療研究開発センター）

P2-235 直腸穿孔を伴った尿膜管膿瘍の 1 例
○山本卓宜1），西中一幸1），舛森直哉2）

（道立子ども総合医療・療育センター泌尿器科1），札幌医科大学医学部泌尿器科学講座2））
P2-236 当院 HIV 患者における 5 年間の梅毒 57 例の後方視的研究

○坂本洋平，吉村幸浩，立川夏夫
（横浜市立市民病院感染症内科）

P2-237 血液培養陽性例における尿路敗血症 88 例の検討
○小杉道男

（済生会横浜市東部病院）
P2-238 梅毒スクリーニング検査の適正利用に関する診療実態調査

○渥美義大1），酒井徹也2），谷山大輔3），荒川千晶3），足立智英3）

（東京都済生会中央病院糖尿病内分泌内科1），東京都済生会中央病院呼吸器内科2），
東京都済生会中央病院総合診療内科3））
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