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招請講演 （11月25日（金）　10:00 ～ 11:00　第1会場）
「イベルメクチンの開発と熱帯病の撲滅に向けて」

司会：齊藤　　厚（国立大学法人琉球大学　名誉教授／佐世保同仁会病院）
講師：大村　　智（学校法人北里研究所北里大学　特別栄誉教授）

第86回日本感染症学会西日本地方会学術集会　会長講演
 （11月24日（木）　15:10 ～ 15:40　第1会場）
「インフルエンザウイルス感染症の病態と疫学（沖縄での経験から）」

司会：岩田　　敏（慶應義塾大学医学部　感染症学教室）
講師：藤田　次郎（琉球大学大学院　感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科））

第59回日本感染症学会中日本地方会学術集会　会長講演 （11月26日（土）　8:30 ～ 9:00　第1会場）
「Much learned, Much still to learn!」

司会：河野　　茂（長崎大学）
講師：竹末　芳生（兵庫医科大学感染制御学）

第64回日本化学療法学会西日本支部総会　会長講演 （11月25日（金）　13:45 ～ 14:15　第1会場）
「診断学再考　～よりよく考えるには～」

司会：三笠　桂一（奈良県立医科大学感染症センター）
講師：青木　洋介（佐賀大学医学部国際医療学講座／佐賀大学医学部附属病院感染制御部）

特別講演１ （11月25日（金）　14:15 ～ 15:15　第3会場）
「Multidrug-resistant organisms threat: Asia-Pacifi c and global」

司会：竹末　芳生（兵庫医科大学感染制御学）
講師：Po-Ren Hsueh（ Divisions of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Departments 

of Laboratory Medicine and Internal Medicine, National Taiwan University 
Hospital, National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan）

特別講演２ （11月26日（土）　9:00 ～ 10:00　第1会場）
「微生物検査と感染症診療」

司会：青木　洋介（佐賀大学医学部国際医療学講座／佐賀大学医学部附属病院感染制御部）
講師：一山　　智（京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学）

教育講演１ （11月24日（木）　12:50 ～ 13:20　第3会場）
「メタゲノム解析による感染症診断」

司会：迎　　　寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座　呼吸器内科学分野（第二内科））
講師：堀井　俊宏（大阪大学微生物病研究所　感染症メタゲノム研究分野）
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教育講演２ （11月24日（木）　13:20 ～ 13:50　第3会場）
「成人の侵襲性肺炎球菌感染症はワクチンでどこまで予防可能か？」

司会：矢野　邦夫（浜松医療センター　感染症内科）
講師：大石　和徳（国立感染症研究所感染症疫学センター）

教育講演３ （11月24日（木）　13:50 ～ 14:20　第3会場）
「MRSA 感染症の光と影」

司会：栁原　克紀（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　病態解析・診断学（臨床検査医学））
講師：朝野　和典（大阪大学　医学部　感染制御部）

教育講演４ （11月24日（木）　14:20 ～ 14:50　第3会場）
「インフルエンザワクチンの現状と課題」

司会：池松　秀之（日本臨床内科医会　インフルエンザ研究班）
講師：尾内　一信（川崎医科大学　小児科学講座）

教育講演５ （11月25日（金）　8:50 ～ 9:20　第1会場）
「高齢者感染症の pitfall」

司会：岡山　昭彦（宮崎大学医学部内科学講座免疫感染病態学分野）
講師：千酌　浩樹（鳥取大学医学部附属病院感染制御部）

教育講演６ （11月25日（金）　9:20 ～ 9:50　第1会場）
「ジェネリック医薬品による感染症治療を考える」

司会：岩崎　博道（福井大学医学部附属病院　感染制御部・感染症膠原病内科）
講師：森田　邦彦（同志社女子大学薬学部臨床薬剤学）

教育講演７ （11月25日（金）　11:10 ～ 11:40　第1会場）
「非定型肺炎 up to date」

司会：藤田　昌樹（福岡大学病院　呼吸器内科）
講師：宮下　修行（川崎医科大学　総合内科学１）

教育講演８ （11月25日（金）　11:40 ～ 12:10　第1会場）
「新しい肺炎診療ガイドライン」

司会：門田　淳一（大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座）
講師：迎　　　寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座　呼吸器内科学分野（第二内科））

教育講演９ （11月25日（金）　8:50 ～ 9:20　第2会場）
「ダニ媒介性感染症　―SFTS を中心に―」

司会：馬原　文彦（医療法人　新心会　馬原医院）
講師：安川　正貴（愛媛大学大学院医学系研究科　血液・免疫・感染症内科学）
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教育講演10 （11月25日（金）　9:20 ～ 9:50　第2会場）
「薬剤耐性グラム陰性菌感染症診療の現状と課題」

司会：荒川　宜親（名古屋大学大学院医学系研究科　分子病原細菌学・耐性菌制御学）
講師：大毛　宏喜（広島大学　院内感染症プロジェクト研究センター／広島大学病院感染症科）

教育講演11 （11月25日（金）　11:10 ～ 11:40　第2会場）
「肺炎球菌感染症のワクチンによる予防」

司会：桑原　正雄（広島県感染症・疾病管理センター）
講師：西　順一郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　微生物学分野）

教育講演12 （11月26日（土）　10:00 ～ 10:30　第1会場）
「敗血症に対する抗菌療法」

司会：三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科　臨床感染症学）
講師：志馬　伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院　応用生命科学部門　救急集中治療医学）

教育講演13 （11月26日（土）　10:30 ～ 11:00　第1会場）
「病院再整備と感染対策（アスペルギルス対策を中心に）」

司会：髙田　　徹（福岡大学病院　感染制御部）
講師：岡山　昭彦（宮崎大学医学部　内科学講座　免疫感染病態学分野／附属病院　膠原病感染症内科・検査部・感染制御部）

シンポジウム１：抗菌薬TDMガイドライン2016 （11月24日（木）　12:50 ～ 14:50　第1会場）
司会：三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科　臨床感染症学）
　　　高橋　佳子（兵庫医科大学病院　薬剤部）
S01-1 「薬物動態基本概論」

高橋　佳子（兵庫医科大学病院　薬剤部）
S01-2 「抗菌薬投与時の正しい腎機能評価」

平田　純生（熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター・臨床薬理学分野）
S01-3 「バンコマイシンにおける TDM ガイドラインの活用：Pitfall に落ちないために」

竹末　芳生（兵庫医科大学感染制御学）
S01-4 「テイコプラニンの改訂ポイント」

猪川　和朗（広島大学大学院臨床薬物治療学）
S01-5 「アミノグリコシド系薬の TDM」

笠原　　敬（奈良県立医科大学感染症センター）
S01-6 「抗菌薬 TDM ガイドライン 2016 ～ボリコナゾール～」

浜田　幸宏（東京女子医科大学病院　薬剤部）

シンポジウム２：カルバペネム耐性腸内細菌の危機管理
 （11月25日（金）　14:15 ～ 15:55　第1会場）

司会：飯沼　由嗣（金沢医科大学　臨床感染症学）
　　　八木　哲也（名古屋大学大学院医学系研究科　臨床感染統御学）
S02-1 「CRE の現状と耐性獲得機序」

和知野純一（名古屋大学大学院医学系研究科　分子病原細菌学・耐性菌制御学）
S02-2 「CRE 検出を目的とした地域サーベイランス」

大毛　宏喜（広島大学　院内感染症プロジェクト研究センター／広島大学病院感染症科）
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S02-3 「CRE 感染症の治療についての話題」
塚本　　仁（福井大学医学部附属病院　薬剤部／感染制御部）

S02-4 「CRE のアウトブレイク対応」
泉川　公一（長崎大学病院　感染制御教育センター／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　感染免疫学講座　臨床感染症学分野）

特別発言　「CRE 感染拡大防止のための調査と対策」
朝野　和典（大阪大学　医学部　感染制御部）

緊急シンポジウム：三学会合同企画　熊本地震災害時の感染症と感染対策
 （11月24日（木）　12:50 ～ 14:20　第2会場）

司会：西　順一郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　微生物学分野）
S03-1 「熊本地震における避難所感染防止への組織的取組み：被災地の立場から」

川口　辰哉（熊本大学医学部附属病院　感染免疫診療部・感染制御部）
S03-2 「被災地における感染症アウトブレイクに対する対応の実際～ DICT 制度の必要性～」

泉川　公一（長崎大学病院　感染制御教育センター／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　感染免疫学講座　臨床感染症学分野）
S03-3 「宇土市および益城町における感染対策 JMAT による被災地支援」

徳田　浩一（鹿児島大学病院　医療環境安全部　感染制御部門）

JICAシンポジウム：感染症領域における国際貢献 （11月26日（土）　10:30 ～ 11:50　第4会場）
司会：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）
　　　藤田　直久（京都府立医科大学感染制御・検査医学）
S04-1 「感染症領域における国際貢献　̶現状と今後の必要性̶」

神白麻衣子（特定非営利活動法人ジャパンハート／長崎大学病院感染症内科（熱研内科））
S04-2 「JICA シンポジウム感染症領域における国際貢献」

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／国際医療救援部／国際感染症事業部）
S04-3 「1 類感染症疑似症例の受け入れの実際」

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）
S04-4 「JICA 国際緊急援助隊感染症対策チームの概要」

三角　幸子（JICA 国際緊急援助隊事務局）

パネルディスカッション１：手術部位感染の予防 （11月24日（木）　15:40 ～ 17:40　第1会場）
司会：清水　潤三（大阪労災病院　外科）
　　　山本　新吾（兵庫医科大学　泌尿器科）
PD1-1 「バンドルの重要性および肝胆膵外科領域における予防抗菌薬」

久保　正二（大阪市立大学大学院肝胆膵外科学）
PD1-2 「術後感染予防抗菌薬の投与法について」

畑　　啓昭（京都医療センター　外科・ICT）
PD1-3 「消化器手術における手術部位感染（SSI）への術中低体温と術後高血糖の関与とその対策」

土田　敏恵（兵庫医療大学　看護学部／兵庫医科大学病院　感染制御部）
PD1-4 「心臓血管外科領域における手術部位感染の予防と対策」

桝田　浩禎（大阪大学大学院　医学系研究科　心臓血管外科）
PD1-5 「整形外科領域の手術部位感染対策」

川村　英樹（鹿児島大学病院　医療環境安全部　感染制御部門）
PD1-6 「SSI サーベイランスの活用と問題点　～消化器手術 10,000 例のデータを用いて～」

一木　　薫（兵庫医科大学病院　感染制御部）
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パネルディスカッション２：C. diffi  cile  関連腸炎
 （11月25日（金）　15:55 ～ 17:35　第1会場）

司会：草野　展周（岡山大学病院　感染症内科）
　　　時松　一成（神戸大学医学部附属病院　感染制御部）
PD2-1 「大規模病院におけるCD株の地域性や院内伝播・強毒株について　―全国調査を踏まえ―」

時松　一成（神戸大学医学部附属病院　感染制御部）
PD2-2 「Clostridium diffi  cile 感染症の重症化と関連因子」

山岸　由佳（愛知医科大学大学院医学研究科　臨床感染症学／愛知医科大学感染症科）
PD2-3 「Clostridium diffi  cle 関連性腸炎の PCR を用いたアルゴリズムの診断、感染対策の有用性」

中嶋　一彦（兵庫医科大学感染制御部）
PD2-4 「CDI：市中病院での臨床像（現状）と問題点」

新里　　敬（中頭病院　感染症・総合内科）
PD2-5 「C.diffi  cile 感染症の治療，感染対策の現状と課題」

中村　　敦（名古屋市立大学大学院医学研究科呼吸器・免疫アレルギー内科学、名古屋市立大学病院感染制御室）

パネルディスカッション３：Antimicrobial stewardship programの実践
 （11月26日（土）　13:30 ～ 15:10　第1会場）

司会：高倉　俊二（京都大学医学部附属病院　感染制御部）
　　　幸福　知己（一般財団法人　住友病院　臨床検査技術科兼感染制御部）
PD3-1 「ASP 始動に向けての職種間連携および情報共有の体制」

高倉　俊二（京都大学医学部附属病院　感染制御部）
PD3-2 「ASP を成功させるために必要な微生物検査の使い道」

山本　　剛（西神戸医療センター　臨床検査技術部）
PD3-3 「全病院的 antibiotic heterogeneity 推進と多剤耐性菌検出率の関連」

植田　貴史（兵庫医科大学病院　感染制御部）
PD3-4 「300 床中規模一般市中病院での Antibiotic stewardship 実践における感染症医の役割」

山口　浩樹（鹿児島生協病院総合内科）
コメンテーター

青木　洋介（佐賀大学医学部国際医療学講座／佐賀大学医学部附属病院感染制御部）

パネルディスカッション４：HIV感染 早期発見への道筋―その壁を乗り越えるための方策
 （11月26日（土）　13:30 ～ 15:10　第2会場）

司会：椎木　創一（沖縄県立中部病院　感染症内科）
　　　健山　正男（琉球大学大学院医学研究科　感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科））
PD4-1 「HIV 感染　早期発見への道筋（副題：HIV も総合診療の時代）」

青木　　眞（感染症コンサルタント）
PD4-2 「市中病院で HIV 感染症を診断するためのポイントとコツそしてピットフォール」

田里　大輔（公益社団法人北部地区医師会北部地区医師会病院）
PD4-3 「診断のコツ～紹介を受ける立場から」

塚田　訓久（国立国際医療研究センター）
　　　　　ViiV 医学教育事業助成による開催
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ワークショップ１：薬剤師は病院感染症診療のどこまでコミットできるか
 （11月26日（土）　9:00 ～ 11:00　第2会場）

司会：村上　啓雄（岐阜大学医学部附属病院　生体支援センター）
　　　村木　優一（三重大学医学部附属病院　薬剤部）
WS1-1 「感染制御部の薬剤師は感染症診療のどこまでコミットできるか」

浦上　宗治（佐賀大学医学部附属病院　感染制御部）
WS1-2 「ファーマシューティカルケアと感染症診療」

潮平　英郎（琉球大学医学部附属病院　薬剤部／感染対策チーム）
WS1-3 「Antimicrobial stewardship の実践とアウトカム」

丹羽　　隆（岐阜大学医学部附属病院薬剤部・生体支援センター）
WS1-4 「兵庫医科大学病院における薬剤師が感染制御に果たす役割」

高橋　佳子（兵庫医科大学病院　薬剤部）

ワークショップ２：真菌症の基礎と臨床 （11月26日（土）　9:00 ～ 10:40　第3会場）
司会：掛屋　　弘（大阪市立大学大学院臨床感染制御学）
　　　吉田耕一郎（近畿大学医学部附属病院）
WS2-1 「当院におけるカンジダ血症全例介入の有効性」

山田　康一（大阪市立大学大学院医学研究科　臨床感染制御学講座／大阪市立大学医学部附属病院　感染制御部／大阪市立大学医学部附属病院　感染症内科）
WS2-2 「カンジダ菌血症治療における Antimicrobial Stewardship Team 介入効果の検討」

大川原裕樹（北里大学病院感染管理室／北里大学病院薬剤部）
WS2-3 「カンジダ血症例におけるβ -D- グルカン値の感度と背景因子との関連性」

中嶋　一彦（兵庫医科大学　感染制御部）
WS2-4 「カンジダ真菌血症における血液培養陽性までの時間（TTP）と血清β -D グルカン値の関係」

加藤　英明（横浜市立大学　医学部　血液免疫感染症内科）
WS2-5 「カンジダ血症における早期臨床効果の評価マーカーとしてのβ -D-glucan 値の変動」

中嶋　一彦（兵庫医科大学　感染制御部）
WS2-6 「肺血流 SPECT による侵襲性肺アスペルギルス症と細菌性肺炎の鑑別の試み」

河野　　圭（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　感染免疫学講座　臨床感染症学分野）

日本化学療法学会 （11月25日（金）　15:15 ～ 15:30　第3会場）
「レジオネラ治療薬評価委員会　委員会報告」

宮下　修行（川崎医科大学　総合内科学 1）
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第58回日本感染症学会中日本地方会　学術奨励賞　受賞講演　
 （11月26日（土）　14:00 ～ 14:40　第3会場）

司会：飯沼　由嗣（金沢医科大学　臨床感染症学）

　《基礎部門》
 「緑膿菌が III 型エフェクターExoSを上皮細胞内に注入するために必要な IV型線毛のメカニズム解析」

林　　直樹（京都薬科大学　薬学部　微生物・感染制御学分野）

　《臨床部門》
 「愛知県下における血液培養検査の実施状況および各種細菌の検出状況に関する多施設調査」

井口　光孝（愛知県院内感染ネットワーク委員会）

第10回日本化学療法学会西日本支部　支部長賞・支部奨励賞　
第 7 回日本化学療法学会西日本支部　活性化委員会特別賞受賞講演
　 （11月24日（木）　12:50 ～ 13:50　第4会場）

司会：尾内　一信（川崎医科大学　小児科学）

　《支部長賞（基礎）》
 「アジスロマイシン予防投与による緑膿菌肺炎の重症化抑制」

賀来　敬仁（長崎大学病院検査部）

　《支部長賞（臨床）》
 「腎機能低下患者におけるテイコプラニン初期投与設計：高用量負荷投与の有用性」

植田　貴史（兵庫医科大学病院　感染制御部）

　《支部奨励賞（基礎）》
 「LAMP 法によるカルバペネマーゼ産生　アシネトバクター迅速検出法の開発」

中野　竜一（奈良県立医科大学　微生物感染症学講座）

　《支部奨励賞（臨床）》
 「細菌叢解析法を用いた細菌性肺炎における MRSA の臨床的意義の解析」

川波　敏則（産業医科大学医学部呼吸器内科学）

　《活性化委員会特別賞（臨床）》
 「肝胆膵 major surgery における手術部位感染（SSI）の発生リスク因子の検討」

藤原　昌美（兵庫医科大学病院　薬剤部）
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第41回 抗菌薬適正使用生涯教育セミナー　半日コース（Advanced）
 （11月24日（木）　9:00 ～ 12:00　第2会場）
年次テーマ：医療関連感染症の診断アプローチと抗菌化学療法
「高リスク患者の感染症、水溶性薬剤の薬効動態の変容」
司会：髙倉　俊二（京都大学医学部附属病院感染制御部）
　１．ケーススタディ
　　症例提示：稲川　嵩紘（広島大学病院救急集中治療医学）
　　　　　　　山岸　由佳（愛知医科大学病院感染症科／感染制御部）
コメンテータ：志馬　伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院　応用生命科学部門救急医学）
　　　　　　　髙田　　徹（福岡大学病院感染制御部腫瘍血液感染症内科）
　　　　　　　三鴨　廣繁（愛知医科大学臨床感染症学）
　　　　　　　森田　邦彦（同志社女子大学薬学部臨床薬剤学）
司会：三笠　桂一（奈良県立医科大学感染症センター）
　２．Febrile neutropenia（CRBSI 含む）

髙田　　徹（福岡大学病院感染制御部腫瘍血液感染症内科）
　３．ICU でケアを受ける患者の発熱アプローチ

志馬　伸朗（広島大学大学院医歯薬保健学研究院　応用生命科学部門救急集中治療医学）
　４．βラクタム薬の体内動態に影響を及ぼす患者因子

森田　邦彦（同志社女子大学薬学部臨床薬剤学）

第19回症例から学ぶ感染症セミナー
 （11月25日（金）　14:15 ～ 16:10　第2会場）

司会：高倉　俊二（京都大学医学部附属病院　感染制御部）
　　　尾内　一信（川崎医科大学　小児科学）
１．症例提示：林　　良典（東京高輪病院感染症内科）
　　　　　　　舘田　一博（東邦大学医学部微生物・感染症学講座）
２．症例提示：織田錬太郎（武蔵野赤十字病院感染症科）
　　　　　　　神谷　　元（国立感染症研究所感染症疫学センター）
ディスカッサー：岡　　秀昭（東京高輪病院感染症内科）
　　　　　　　　松本　哲哉（東京医科大学微生物学教室）
　　　　　　　　笠原　　敬（奈良県立医科大学　感染症センター）
　　　　　　　　山岸　由佳（愛知医科大学病院　感染症科 / 感染制御部）

第246回ICD講習会：医療機関のマネジメントとしての感染制御
 （11月26日（土）　16:00 ～ 17:30　第1会場）

司会：青木　洋介（佐賀大学医学部国際医療学講座／佐賀大学医学部附属病院感染制御部）
ICD-1 「ICD に求められるリーダーシップ」

栗原慎太郎（長崎大学病院　感染制御教育センター）
ICD-2 「主科／主治医への診療支援・介入時に留意すべきこと」

仲松　正司（琉球大学医学部附属病院）
ICD-3 「自施設でどのようなデータを集計・解析し，誰に何を伝えるか」

川村　英樹（鹿児島大学病院　医療環境安全部　感染制御部門）
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アフタヌーンセミナー１：日本と台湾における抗菌薬に対する原因菌の感受性状況
　　　　　　　　　　　 　Antibiotic susceptibility of pathogens in  Japan and Taiwan
 （11月24日（木）　15:40 ～ 16:30　第2会場）

司会：泉川　公一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　感染免疫学講座　臨床感染症学分野）
AS1-1 「Antibiotic resistance rates of various bacteria in Japan; 
 recent trends and the evaluation of susceptibility to fl uoroquinolones.」

平井　　潤（ Department of Infectious Diseases, Respiratory, and Digestive Medicine, 
Control and Prevention of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, 
University of the Ryukyus）

AS1-2 「Antimicrobial susceptibility patterns in Taiwan」
Po-Ren Hsueh（ Divisions of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Departments of 

Laboratory Medicine and Internal Medicine, National Taiwan University 
Hospital, National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan）

共催：第一三共株式会社

アフタヌーンセミナー２： 複雑化する耐性菌を知り、耐性菌と戦う　～バンコマイシン耐性腸球菌
(VRE)とカルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)の遺伝学解析、抗菌薬治
療、地域感染対策から手指消毒までの当院の取り組み～
 （11月24日（木）　15:40 ～ 16:30　第3会場）

司会：門田　淳一（大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座）
AS2 「 複雑化する耐性菌を知り、耐性菌と戦う　～バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE) とカルバ

ペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の遺伝学解析、抗菌薬治療、地域感染対策から手指
消毒までの当院の取り組み～」

宮崎　博章（一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　感染管理部）
共催：テルモ株式会社

アフタヌーンセミナー３：海外における肺炎診療ガイドラインの最新情報
 （11月24日（木）　15:40 ～ 16:30　第4会場）

司会：迎　　　寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座　呼吸器内科学分野（第二内科））
AS3 「海外における肺炎診療ガイドラインの最新情報」

進藤有一郎（名古屋大学医学部附属病院　呼吸器内科）
共催：大正富山医薬品株式会社

アフタヌーンセミナー４： 薬剤耐性(AMR)対策アクションプランと医真菌　
―医真菌学を始めとした微生物・感染症研究者・実務家は我が国で生き
延びることができるか？― （11月24日（木）　15:40 ～ 16:30　第5会場）

司会：掛屋　　弘（大阪市立大学　臨床感染制御学）
AS4 「薬剤耐性 (AMR) 対策アクションプランと医真菌
 ―医真菌学を始めとした微生物・感染症研究者・実務家は我が国で生き延びることができるか？―」

槇村　浩一（ 帝京大学　大学院医学研究科　宇宙環境医学研究室／帝京大学　医療技術学研究科　
臨床微生物学研究室／帝京大学　医真菌研究センター　分子生物学・遺伝子診断部門）

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
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アフタヌーンセミナー５：ICTが介入したい感染対策 （11月24日（木）　15:40 ～ 16:30　第6会場）
司会：尾内　一信（川崎医科大学　医学部　臨床医学　小児科学）
AS5-1 「9 割の医師が参加する Clean hand Campaign」

一木　　薫（兵庫医科大学病院　感染制御部）
AS5-2 「手術用手袋の歴史と現状　―二重手袋していますか？―」

内野　　基（兵庫医科大学　炎症性腸疾患学講座　外科部門）
共催：サラヤ株式会社

アフタヌーンセミナー６：在宅ケアにおける感染症と感染対策
 （11月24日（木）　15:40 ～ 16:30　第7会場）

司会：山本　善裕（富山大学　感染予防医学講座／感染症科）
AS6 「在宅ケアにおける感染症と感染対策」

高山　義浩（沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科）
共催：吉田製薬株式会社

ランチョンセミナー１：B型肝炎ワクチン―定期接種化の意義と接種の実際
 （11月25日（金）　12:15 ～ 13:05　第2会場）

司会：一山　智 京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学
LS1 「B 型肝炎ワクチン－定期接種化の意義と接種の実際」

岩田　　敏（慶應義塾大学医学部感染症学教室）
共催：MSD 株式会社

ランチョンセミナー２：SSIケアバンドルの最新知見　―整形外科医と消化器外科医の立場から―
 （11月25日（金）　12:15 ～ 13:05　第3会場）

司会：竹末　芳生（兵庫医科大学感染制御学）
LS2-1 「SSI ケアバンドルの最新知見　―整形外科医の立場から―」

山田　浩司（関東労災病院整形外科・脊椎外科／骨・関節術後感染予防ガイドライン作成委員会／
　　　　　　 　　術後感染症予防抗菌薬ガイドライン委員会／ International Consensus on Periprosthetic Joint Infection）

LS2-2 「SSI ケアバンドルの最新知見　―消化器外科医の立場から―」
畑　　啓昭（京都医療センター　外科・ICT）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　メディカル カンパニー

ランチョンセミナー３：真菌感染症の診断・予防・治療
 （11月25日（金）　12:15 ～ 13:05　第4会場）

司会：三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科　臨床感染症学）
LS3-1 「超ハイリスク造血細胞移植における真菌感染対策　～そこまでやるか編～」

池亀　和博（兵庫医科大学　血液内科）
LS3-2 「外科系・救急領域における侵襲性カンジダ症治療の実際」

山岸　由佳（愛知医科大学病院　感染症科／感染制御部）
共催：大日本住友製薬株式会社

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
講　

演
）



－ 48 －－ 48 －

ランチョンセミナー４：薬剤特性から考えるMRSA感染症の対応
 （11月25日（金）　12:15 ～ 13:05　第5会場）

司会：二木　芳人（昭和大学医学部　内科学講座臨床感染症学部門）
LS4 「薬剤特性から考える MRSA 感染症の対応」

藤村　　茂（東北医科薬科大学大学院薬学研究科　臨床感染症学教室）
共催：MSD 株式会社

ランチョンセミナー５：感染対策のコストパフォーマンス
 （11月25日（金）　12:15 ～ 13:05　第6会場）

司会：荒川　創一（三田市民病院）
LS5 「感染対策のコストパフォーマンス」

本田　順一（社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア病院　医療の質管理本部）
共催：杏林製薬株式会社／キョーリンメディカルサプライ株式会社

ランチョンセミナー６：呼吸器感染症の最新トピックス
 （11月25日（金）　12:15 ～ 13:05　第7会場）

司会：栁原　克紀（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）
LS6 「呼吸器感染症の最新トピックス」

宮下　修行（川崎医科大学　総合内科学１）
共催：アステラス製薬株式会社／大正富山医薬品株式会社

ランチョンセミナー７：H. pylori  感染症治療の最前線 （11月26日（土）　12:00 ～ 12:55　第2会場）
司会：外間　　昭（琉球大学医学部附属病院　光学医療診療部）
LS7 「H. pylori  感染症治療の最前線」

鈴木　秀和（慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター）
共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー８：肺炎球菌ワクチン接種を活かした肺炎予防戦略
 （11月26日（土）　12:00 ～ 12:55　第3会場）

司会：藤田　次郎（琉球大学大学院　感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科））
LS8 「肺炎球菌ワクチン接種を活かした肺炎予防戦略」

長谷川直樹（慶應義塾大学病院　感染制御センター）
共催：ファイザー株式会社

ランチョンセミナー９：生物学的製剤投与時の併発感染症はどうコントロールするか？
 （11月26日（土）　12:00 ～ 12:55　第4会場）

司会：安川　正貴（愛媛大学大学院医学系研究科　血液・免疫・感染症内科学）
LS9 「生物学的製剤投与時の併発感染症はどうコントロールするか？」

渡辺　　彰（東北大学加齢医学研究所抗感染症薬開発寄附研究部門）
共催：田辺三菱製薬株式会社
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ランチョンセミナー 10：Antimicrobial Stewardship Programの成果
 （11月26日（土）　12:00 ～ 12:55　第5会場）

司会：迎　　　寛（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座　呼吸器内科学分野（第二内科））
LS10 「Antimicrobial Stewardship Program の成果」

村上　啓雄（岐阜大学医学部附属病院生体支援センター）
共催：塩野義製薬株式会社

ランチョンセミナー 11：インフルエンザ診療の現在と今後～重症化機序と実際の対応を考える
 （11月26日（土）　12:00 ～ 12:55　第6会場）

司会：池松　秀之（日本臨床内科医会　インフルエンザ研究班）
LS11 「インフルエンザ診療の現在と今後　～重症化機序と実際の対応を考える」

関　　雅文（東北医科薬科大学病院　感染症内科・感染制御部）
共催：デンカ生研株式会社

ランチョンセミナー 12：感染性DICをきたした症例への対応を考える
 （11月26日（土）　12:00 ～ 12:55　第7会場）

司会：河野　　茂（長崎大学）
LS12 「感染性 DIC をきたした症例への対応を考える」

三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科　臨床感染症学）
共催：旭化成ファーマ株式会社

フェストーネ・ランチョンセミナー：生物学的製剤による有害事象とその対策
 （11月25日（金）　12:15 ～ 13:05　第8会場）

司会：青木　知信（地方独立行政法人　福岡市立病院機構　福岡市立こども病院）
FLS 「生物学的製剤による有害事象とその対策」

吾妻安良太（日本医科大学　大学院医学研究科　呼吸器内科学分野）
共催：日本化薬株式会社





プログラム
日本化学療法学会西日本支部
活性化委員会　推薦演題 

日本感染症学会中日本地方会
学術奨励賞選考セッション

診断アプローチにおいて教訓となった事例
What goes on in a doctor's mind before a patient?

優秀演題
研修医セッション1・２



－ 52 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

日本化学療法学
会西日本支部
活性化委員会
推薦演題 
基礎

森田　邦彦
（同志社女子大学　
薬学部臨床薬剤
学）

14:15

～
14:45

NS1-1 化 創薬ターゲットとしての細菌異物排出ポン
プ

大阪大学　産業科学研究
所　生体分子制御科学研
究分野

山崎　聖司

NS1-2 化 多剤耐性Acinetobacter baumanniiが保有す
る新規カルバペネマーゼGES-24の解析

広島大学院内感染プロ
ジェクトセンター／広島
大学大学院医歯薬保健学
研究科　細菌学／広島大
学大学院医歯薬保健学研
究科　外科学

矢野　雷太

NS1-3 化 緑膿菌PAO1のバイオフィルム形成にカル
シウムシグナルが与える影響

鈴鹿回生病院　薬剤管理
課／愛知医科大学病院　
感染制御部

木村　匡男

日本化学療法学
会西日本支部
活性化委員会
推薦演題 
臨床

村谷　哲郎
（株式会社キュー
リン検査部）

14:45

～

15:55

NS2-1 化 ダプトマイシン（DAP）の負荷投与の臨床
的有用性に関する検討

愛知医科大学病院　感染
制御部／愛知医科大学大
学院医学研究科　臨床感
染症学／愛知医科大学病
院　薬剤部

加藤　秀雄

NS2-2 化 肺炎球菌ワクチン（PCV13）の普及による
肺炎球菌無莢膜型株の顕在化の検討

和歌山県立医科大学耳鼻
咽喉科・頭頸部外科 中嶋　宏児

NS2-3 化 莢膜変化による肺炎球菌の感染機序とクラ
リスロマイシンの影響

和歌山県立医科大学　耳
鼻咽喉科・頭頸部外科 武田　早織

NS2-4 化
Legionella pneumophila serogroup1以外の
レジオネラ属菌による市中肺炎11例の臨床
的検討

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

伊藤　明広

NS2-5 化
LC-MS/MSを用いた総・遊離型イトラコナ
ゾールの血中未変化体および活性代謝物の
高感度同時定量法の確立

大分大学医学部附属病院　
薬剤部 田中　遼大

NS2-6 化 当院にてセフトリアキソン投与後に偽胆石
形成が認められた9例の検討 公立能登総合病院　内科 上野　和音

NS2-7 化 Stenotrophomonas maltophilia菌血症の予
後に対するリスク因子の検討

神戸大学医学部附属病院　
薬剤部 阪上　倫行

11月25日（金）　第4会場（会議場B5・6・7）

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
推
薦
演
題
）



－ 53 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

日本感染症学会
中日本地方会
学術奨励賞選
考セッション 
基礎

藤川　康則
（大阪市立総合医
療センター　医
療技術部）

15:55

～
16:35

KS1-1 感中
全ゲノム解析を用いた同一患者内における
メタロβラクタマーゼ遺伝子菌種間伝播の
解析

京都大学医学部附属病院　
検査部・感染制御部 山本　正樹

KS1-2 感中 ベトナム渡航者における基質特異性拡張型
βラクタマーゼ産生大腸菌の保菌実態

大阪大学大学院　薬学研
究科 中山　達哉

KS1-3 感中
SPRi （Surface Plasmon Resonance 
imaging）を用いた志賀毒素産生大腸菌のO
抗原型決定

京都大学医学部付属病院　
検査科　感染制御部 中野　哲志

KS1-4 感中
大阪府北摂地域におけるCREスクリーニン
グ調査
―CRE保有リスク因子に関する検討―

大阪大学医学部付属病院　
感染制御部 湯川　理己

日本感染症学会
中日本地方会
学術奨励賞選
考セッション 
臨床

岩崎　博道
（福井大学医学部
附属病院　感染
制御部・感染症
膠原病内科）

16:35

～

17:35

KS2-1 感中 当院におけるEnterococcus属菌血症の予後
因子に関する検討

京都大学医学部附属病院　
感染制御部 松村　拓朗

KS2-2 感中 持続的血液濾過透析 （CHDF） 施行例におけ
るリネゾリド （LZD） の適正投与量の検討

兵庫医科大学病院　感染
制御 植田　貴史

KS2-3 感中 小児専門医療機関における深在性真菌症の
生存分析

兵庫県立こども病院　血
液・腫瘍内科 岸本　健治

KS2-4 感中 ESBL産生大腸菌菌血症に対するセフメタ
ゾール・フロモキセフの臨床的有効性

京都大学医学部附属病院　
検査部・感染制御部 松村　康史

KS2-5 感中 扁桃周囲膿瘍と深頸部膿瘍における重症化
の危険因子の検討

和歌山県立医科大学耳鼻
咽喉科・頭頸部外科 玉川　俊次

KS2-6 感中
三次急性期病院2010-13年の急性髄膜炎症
例における徳田らの細菌性髄膜炎と無菌性
髄膜炎臨床予測モデルの感度特異度の検討

浜松医療センター　感染
症内科 田島　靖久

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
学
術
奨
励
賞
）



－ 54 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

診断アプロー
チにおいて教
訓となった事
例

What goes on 
in a doctor's 
mind before a 
patient?

青木　洋介
（佐賀大学医学部
国際医療学講座
／佐賀大学医学
部附属病院感染
制御部）

16:10

～

17:50

495 感中 KL-6高値が診断に影響を及ぼした肺結核・
気管支結核の1例

三重県立総合医療セン
ター　呼吸器内科 油田　尚総

496 感中 早期診断が困難で排菌陽性化した粟粒結核、
結核性脊椎炎の一例

兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター　ER総合診療科 山本　修平

497 感中 腹痛を主訴に受診した播種性帯状疱疹の1
症例 洛和会音羽病院 有馬　丈洋

498 化 難治性diabetic foot infectionの診断に難渋
した一例

名古屋大学大学院　医学
系研究科／名古屋大学医
学部附属病院　中央感染
制御部

井口　光孝

499 化
境界明瞭な多発結節影を呈し転移性肺腫瘍
を疑っていたが、一年後に肺結核と判明し
た一例

県立広島病院　呼吸器内
科 谷本　琢也

500 化 経胸壁心エコー所見で感染性心内膜炎が疑
われコンサルトされた不明熱症例

鹿児島生協病院　総合内
科 山口　貢正

501 感西
生物学的製剤使用にて侵襲性肺炎球菌感染
症を発症し無脾症が判明した関節リウマチ
の一例

倉敷成人病センター　リ
ウマチ膠原病センター 西山　　進

502 感西 交通事故を契機にCapnocytophaga 
canimorsus敗血症と診断された一例

川崎市立川崎病院　総合
内科 花田　亮太

11月25日（金）　第2会場（会議場A1）

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
教
訓
と
な
っ
た
事
例
）



－ 55 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

優秀演題　

研修医セッ
ション1

笠原　　敬
（奈良県立医科大
学　感染症セン
ター）

宮崎　泰可
（長崎大学病院　
呼吸器内科（第2
内科））

9:00

～

10:30

503 感中 透析導入前に発症したMycobacterium 
wolinskyiによる腹膜透析関連腹膜炎の１例

奈良県立医科大学　感染
症センター 西岡　祐一

504 感西 MRSA菌血症の臨床的検討 長崎大学　医学部　医学
科 石毛　昌樹

505 感中
免疫正常者であるにも関わらず一貫して髄
液所見が正常の肺炎球菌性髄膜炎を合併し
た侵襲性肺炎球菌感染症の一例

大阪市立総合医療セン
ター　感染症内科 佐久間彩音

506 感中 脳腫瘍摘出術後に生じたGranulicatella 
adiacens髄膜炎の一例

京都府立医科大学附属病
院　臨床研修センター 徳田　文太

507 感中 粘液産生性でString test陽性のCitrobacter 
koseriによる播種性感染症の一例

大阪市立総合医療セン
ター　感染症内科 安部倫太郎

508 感中 診断に苦慮したMycobacterium bovisによ
る感染性大動脈瘤の1例

富山大学附属病院　感染
症科 木谷　健人

509 感西 Mycobacterium abscessusによる感染性脊
椎炎の一例

大分大学　医学部　呼吸
器感染症内科学講座 皆尺寺いずみ

510 感西 血液培養陽性検体での菌種推定が困難で
あった市中敗血症の1例

佐賀大学医学部附属病院　
感染制御部 牧尾成二郎

優秀演題　

研修医セッ
ション2

新里　　敬
（中頭病院　感染
症・総合内科）

山本　善裕
（富山大学　感染
予防医学講座/感
染症科）

13:30

～

15:00

511 感中 Haemophilus infl uenzaeによる感染性腹部
大動脈瘤の一例

奈良県立医科大学医学部
医学科 中村　友洋

512 感西 BLNAR型インフルエンザ桿菌による卵管瘤
膿腫の1例 県立広島病院　研修医 今村かずみ

513 感中
入院前より接触感染を徹底することでアウ
トブレイクを防ぐことが出来たMDRAによ
る皮膚潰瘍、骨髄炎の一例

富山大学附属病院　感染
症科 川筋　仁史

514 感中
血漿中のReal time PCR測定が診断に有用で
あった免疫正常者におけるサイトメガロウ
イルス肝炎の3例

大阪市立総合医療セン
ター 感染症内科 崎山菜穂子

515 感西 肺炎クラミジア迅速診断法の偽陽性の検討 川崎医科大学　総合内科
学1 河原辰由樹

516 感西 髄膜刺激症状と錐体路障害を伴った肺炎の
1例

佐賀大学医学部附属病院　
感染制御部 岡　　祐介

517 化 常用量ビルトリシドによる治療で再燃を来
した肺吸虫症の一例

関西医科大学　臨床研修
センター 関原　有華

518 感西 急激な転帰をたどり肝不全で死亡した播種
性クリプトコックス症の一例

長崎大学病院 呼吸器内
科学（第二内科） 宮村　周人

11月26日（土）　第4会場（会議場B5・6・7）

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
優
秀
演
題
）





プログラム
一般演題



－ 58 －－ 58 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

耳鼻咽喉科感
染症

保富　宗城
（和歌山県立医科
大学）

16:40
～

17:40

001 感中
当院における肺病変を伴う関節リウマチ患
者における副鼻腔炎の合併についての後方
視的検討

関西医科大学附属病院　
呼吸器・感染症内科 尾形　　誠

002 感中 急性喉頭蓋炎における気道確保を要する危
険因子の検討

和歌山県立医科大学耳鼻
咽喉科・頭頸部外科教室 井上由佳理

003 化 マイクロビーム解析による抗菌薬暴露によ
る鼻咽腔細菌叢の変化の検討

和歌山県立医科大学　耳
鼻咽喉科・頭頸部外科 平岡　政信

004 感西 多剤耐性緑膿菌（MDRP）およびMRSAによ
る悪性外耳道炎を発症した1例

国家公務員共済組合連合
会　浜の町病院　感染症
内科

内田勇二郎

005 感中 POM-1型メタロβラクタマーゼ産生
Pseudomonas otitidisを分離した2症例

大阪警察病院　臨床検査
科 福田　望美

006 感西 気管切開による気道管理を要した頸部蜂窩
織炎3症例

宮崎県立宮崎病院　救
急・総合診療科 上平　雄大

11月24日（木）　第3会場（会議場B1）

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
一
般
演
題
）



－ 59 －－ 59 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

嫌気性菌1
田中香お里

（岐阜大学生命科
学総合研究支援
センター）

13:50

～
14:30

007 感中
Binary toxin産生性Clostridium diffi  cile 臨床
分離株の細菌学的特徴と臨床的重症度の比
較解析

愛知医科大学大学院　医
学研究科　臨床感染症学
／ミヤリサン製薬株式会
社　東京研究部

松本　麻未

008 化
神戸大学医学部附属病院における 
Clostridium diffi  cile バイナリートキシン産
生性株の分子生物学的解析と病態の検討

神戸大学　医学部　附属
病院　感染制御部 小池　千裕

009 化 Clostridium diffi  cile 関連下痢症と抗菌薬の
関連について

富山赤十字病院　薬剤部
／富山赤十字病院　ICT 飯尾　志帆

010 感中 Clostridium diffi  cile毒素遺伝子迅速検査で
ribotype 027陽性を示した偽膜性腸炎の1例

名古屋市立大学病院　感
染制御室 中村　　敦

嫌気性菌2
福岡　麻美

（佐賀県医療セン
ター好生館　感
染制御部）

14:30

～

15:20

011 感西 Mgが著効した破傷風の2例 鳥取大学医学部附属病院　
救急科 生越　智文

012 感中 Bacteroides fragilisによる椎体炎、腸腰筋膿
瘍の1例

神戸市立医療センター中
央市民病院　総合診療科 吉崎亜衣沙

013 感西 室内外傷を契機にCephalic Tetanusから
Generalized Tetanusに進展した1例 幡多けんみん病院　内科 大窪　秀直

014 感西 急性骨髄性白血病再発の治療中に生じた自
然発症型ガス壊疽の一例

長崎大学病院　感染症内
科（熱研内科） 柿内　聡志

015 感西
16S rRNA遺伝子による細菌叢解析が原因菌
推定に有用であったFusobacterium 
necrophorumによる降下性壊死性縦隔洞炎
の1例

産業医科大学　呼吸器内
科学 畑　　亮輔

MRSA感染症

西　順一郎
（鹿児島大学大学
院医歯学総合研
究科　微生物学
分野）

16:40

～

17:40

016 化 院内における市中感染型MRSAの分離率の
変遷とバイオフィルム形成能の関連性 就実大学薬学部 塩田　澄子

017 化 当院における入院患者のMRSAの保菌リス
ク因子の検討

東京ベイ・浦安市川医療
センター 並木　孝哉

018 化 抗MRSA薬が使用されたMRSA感染症患者の
転帰：医療データベース研究

ファイザー株式会社　エ
スタブリッシュ医薬品事
業部門　メディカル・ア
フェアーズ統括部

湯淺　　晃

019 感西 喀痰より検出されたSCC mec type II MRSA
とtype IV MRSAの比較

九州大学病院　総合診療
科／九州大学大学院　感
染制御医学分野

加勢田富士子

020 感西 西日本における皮膚感染症由来
Staphylococcus aureusの分子疫学

広島大学　院内感染症プ
ロジェクト研究センター
／広島大学大学院　医歯
薬保健学研究科　細菌学
／広島県立総合技術研究
所　保健環境センター

増田加奈子

021 感中 造血器腫瘍患者におけるMRSA菌血症の予
後

福井大学　医学部　内科
学（1）／福井大学　医
学部　感染制御部

田居　克規

11月24日（木）　第4会場（会議場B5・6・7）
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ロ
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ラ
ム
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）



－ 60 －－ 60 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

研修医セッ
ション1

原永　修作
（琉球大学医学部
附属病院　第一
内科）

12:50

～
13:40

022 感西 四肢に紫斑を来した一例 福岡市民病院　感染症内
科 黒瀬　　俊

023 感西 ESBL産生大腸菌に対する予測因子について 島根県立中央病院　地域
医療科 漆谷友紀子

024 感西 Nocardia beijingensisによる肺ノカルジア
症を発症した気管支拡張症の一例

長崎県五島中央病院　内
科 小野沙和奈

025 感西 Acinetobacter baumanniiによる重症市中肺
炎を認めた一例

医療法人鉄蕉会　亀田総
合病院 総合内科 岩澤由梨香

026 感中
担癌患者のMSSA菌血症の治療中に生じた
Enterococcus raffi  nosusを含む複数菌菌血
症の1例

兵庫県立柏原病院　内科 京谷　　萌

研修医セッ
ション2

河合　泰宏
（川崎医科大学附
属川崎病院）

13:40

～

14:30

027 感西
感冒への第3世代セフェム系抗菌薬投与後
に発症し中毒性巨大結腸症を呈した市中発
症のClostridium diffi  cile腸炎の一例

東京高輪病院 小俣　智子

028 感中 無治療で血液培養が陰性化した
Campylobacter jejuni菌血症の1例

自治医科大学 附属病院　
感染症科 佐藤友佳子

029 感西 8か月以上の潜伏期間の後に発症した三日
熱マラリアの1例

山梨県立中央病院　総合
診療科・感染症科 平井　聡美

030 感中 SDSEによる筋炎の一例
大阪 公益財団法人 田附
興風会 医学研究所 北野
病院　総合内科

寺田　教彦

031 感西 挫滅創の縫合閉鎖後、急速に経過した若年
破傷風の1例 JCHO東京高輪病院 宇野　晃人

研修医セッ
ション3

大路　　剛
（神戸大学大学院
医学研究科微生
物感染症学講座　
感染治療学分野）

14:30

～

15:20

032 感中
ステロイド長期内服を行っていた骨髄異形
性症候群患者におけるCryptococcus 
neoformans脳髄膜炎の1例

愛知医科大学病院　感染
症科 岸野　孝昭

033 感中
集学的治療で救命できた生来健康な30代男
性に発症した無莢膜型Haemophilus 
infl uenzaeによる重症肺炎の一例　　

大阪市立総合医療セン
ター　感染症内科 井上　侑子

034 感西
電撃的な経過で死亡に至った
Hypermucoviscosity（HMV）phenotype 
Klebsiella pneumoniaeによる細菌性肺炎の
１例

社会医療法人近森会　近
森病院　臨床研修部 松浦　洋史

035 化 長期間血清抗体価の追跡ができた高齢者百
日咳症例

川崎医科大学　総合内科
学 高橋　研斗

036 化 肺炎と肺水腫の鑑別法の有用性の検討 川崎医科大学　総合内科
学 長崎　泰有

11月24日（木）　第5会場（会議場B2）
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）



－ 61 －－ 61 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

レンサ球菌感
染症

藤田　昌樹
（福岡大学病院呼
吸器内科）

16:40
～

17:40

037 感中 電撃性紫斑病を伴う劇症型肺炎球菌感染症
で救命し得た1症例

関西医科大学附属病院　
臨床検査部 阿部瑛紀子

038 感西
脾臓低形成患者に発症したワクチン非含有
血清型肺炎球菌による感染性電撃性紫斑病
の一剖検例

鹿児島生協病院　総合内
科 池田　正樹

039 感西 肺炎球菌による急性感染性電撃性紫斑病を
発症し救命し得た一例

公益財団法人　大原記念
倉敷中央医療機構　倉敷
中央病院

山崎　晶夫

040 感中 胸痛を主訴に来院した成人発症リウマチ熱
の一例

田附興風会　北野病院　
総合内科 菊池　航紀

041 感西 当院における感染性心内膜炎2例を含むG群
溶連菌菌血症の解析

自治医科大学附属さいた
ま医療センター　総合診
療科

吉田　克之

042 感中 Streptococcus agalactiaeによる細菌性眼内
炎の一例

愛知医科大学病院　感染
症科／愛知医科大学病院　
感染制御部

小泉　祐介

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
一
般
演
題
）



－ 62 －－ 62 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

呼吸器感染症
1

沖本　二郎
（川崎医科大学総
合内科学1）

12:50

～
13:30

043 感西 成人肺炎球菌性肺炎の罹患率についての検
討：population-based study

長崎県　上五島病院附属
診療所　有川医療セン
ター

友廣真由美

044 化
インフルエンザウイルス先行感染を伴う肺
炎球菌肺炎の臨床像および画像的特徴に関
する検討

長崎大学病院　第二内科
／国立病院機構長崎医療
センター　臨床研究セン
ター

山本　和子

045 感西 慢性疾患を有する日本人成人における肺炎
球菌性疾患発症リスク

医療法人鉄蕉会　亀田総
合病院　呼吸器内科 青島　正大

046 感中 HCAP除外後の市中肺炎における予後予測 京都大学医学部呼吸器内
科／小野市民病院 伊藤　功朗

呼吸器感染症
2

梅木　健二
（大分大学医学部　
呼吸器・感染症
内科学講座）

13:30

～

14:20

047 感中 rmpA陽性の重症クレブシエラ肺炎の2例 加古川中央市民病院　内
科 西馬　照明

048 化
想定された起因菌と培養結果と解離のあっ
たARDS、敗血症に加え発熱性好中球減少症
の1例

総合大雄会病院　循環器
内科/感染症科 竹内　　一

049 感中 体外式膜型人工肺を用いて救命した術後
MRSA肺炎の一例

群馬大学　医学部附属病
院　集中治療部 神山　治郎

050 感西 Corynebacterium sp.が起炎菌となった肺炎
症例の検討

社会医療法人近森会　近
森病院　感染症内科 石田　正之

051 化
医療・介護関連肺炎におけるperformance 
status不良例での栄養指標と使用抗菌薬等
についての検討

KKR高松病院呼吸器内科 市川　裕久

呼吸器感染症
3

矢寺　和博
（産業医科大学　
医学部　呼吸器
内科学）

14:20

～

15:10

052 感西 医療介護関連肺炎における重症度評価と30
日死亡予測の検討

産業医科大学若松病院　
呼吸器内科 野口　真吾

053 感中 一般内科診療所における、加齢に、伴う呼
吸器感染症の、リスク 木村内科クリニック 木村　　進

054 化
肺炎で入院した高齢患者の院内死亡の直接
の原因が肺炎ではない；単施設後ろ向き
291例観察研究

東北医科薬科大学病院　
感染症内科 福家　良太

055 感西 喀痰グラム染色で診断した誤嚥性肺炎71例
の臨床像

県立広島病院　総合診療
科 谷口　智宏

056 感中 医療・介護関連膿胸の臨床像および予後因
子の検討

愛知医科大学病院　感染
症科／愛知医科大学病院　
感染制御部

浅井　信博

11月24日（木）　第6会場（会議場B3・4）
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－ 63 －－ 63 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

予防接種・ワ
クチン療法

岡田　賢司
（福岡歯科大学総
合医学講座小児
科学分野）

16:40

～

17:40

057 感西
本邦における小児に対する肺炎球菌ワクチ
ン導入後の成人肺炎球菌性肺炎の血清型置
換：システマティックレビューと累積デー
タ解析

長崎大学　熱帯医学研究
所　臨床感染症学分野

（熱研内科）／長崎大学　
大学院　医歯薬学総合研
究科

加藤　隼悟

058 感西
成人肺炎球菌性肺炎莢膜血清型に対する小
児へのPCV7/PCV13接種の間接効果の検討

（2011年～ 2015年）
産業医科大学呼吸器内科
学 赤田憲太朗

059 感中
23価肺炎球菌ワクチンと4価インフルエン
ザワクチンの同時接種と逐次接種の免疫原
性; 無作為化オープンラベル比較試験; 中間
解析

亀田総合病院 呼吸器内
科 中島　　啓

060 化
当院職員における麻疹・風疹・流行性耳下
腺炎および水痘ワクチンの抗体価保有に関
する検討

安城更生病院　薬剤部 奥平　正美

061 感西 風疹における再感染の機序
－細胞性免疫との関連－ 川崎医科大学　小児科 寺田　喜平

062 感西
膀胱癌に対するBCG膀胱内注入療法後の反
応性関節炎を来す日本人患者の臨床的特徴：
2施設における19年間の後方視的研究

高知大学　医学部附属病
院　内分泌代謝・腎臓膠
原病内科

西川　浩文

プ
ロ
グ
ラ
ム
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演
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）



－ 64 －－ 64 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

皮膚・軟部組
織感染症

川端　　厚
（トヨタ記念病院　
感染症科）

12:50
～

13:40

063 感中
ステロイド内服下で転倒外傷を契機に発症
した蜂窩織炎で培養検査が有用であった
MRSAと原発性皮膚クリプトコッカスの一
症例

天理よろづ相談所病院 福田　砂織

064 感中 当院で経験したＧ群溶連菌による皮膚軟部
組織感染症の2例 黒部市民病院　皮膚科 大石　直人

065 感中
自殺企図の胸腹部刺創、外傷性血気胸後、
慢性期に皮下膿瘍、肋骨骨髄炎となった1
例

総合大雄会病院　初期研
修医 小林亜吏可

066 感中 最終接触歴後数か月の潜伏期間を経て外来
受診患者から検出された疥癬の一事例

藤田保健衛生大学病院 
医療の質・安全対策部 石川　清仁

067 感中 薬剤耐性緑膿菌、MDRP検出し感染コント
ロールに苦慮した重症熱傷の1例

総合大雄会病院　循環器
内科/感染症科 後藤　礼司

実験感染症1
菅井　基行

（広島大学院内感
染症プロジェク
ト研究センター）

13:40

～

14:20

068 感中 上皮細胞を感知した緑膿菌がムチン層を透
過する機構の解析

京都薬科大学　薬学部　
微生物・感染制御学分野 林　　直樹

069 感西
肺炎球菌蛋白経鼻ワクチンによる肺炎球菌
感染防御効果　～インフルエンザ続発性の
肺炎球菌感染防御効果も含めて～

国立感染症研究所　真菌
部 金城　雄樹

070 感中
Helicobacter cinaedi感染症の感染源とされ
ているペット（イヌ）由来菌は異なる菌種
である

愛知学院大学　薬学部　
微生物学 河村　好章

071 感西
侵襲性感染症由来Staphylococcus aureusが
保有する表皮細胞分化抑制因子EDINA-エン
テロトキシンSEZプラスミドの解析

広島大学 院内感染症プ
ロジェクト研究センター
／広島大学大学院医歯薬
保健学研究院・細菌学

久恒　順三

実験感染症2
藤田　昌樹

（福岡大学病院　
呼吸器内科）

14:20

～

15:10

072 感中 マウスモデルを用いた侵襲性肺ムーコル症
に対する新規診断系の検討

大阪市立大学大学院　医
学研究科　細菌学 金子　幸弘

073 感西 ウイルス糖尿病高感受性ヒト化マウス開発
の試み

九州大学大学院　医学研
究院　保健学部門　検査
技術科学分野／福岡逓信
病院内科

永淵　正法

074 感西 高濃度有機物負荷条件下における亜塩素酸
水の抗微生物効果

香川大学　医学部　分子
微生物学／本部三慶株式
会社

山岡　　徹

075 感西 宇宙環境における宿主-病原体の相互作用変
化の解析に向けたメダカ感染モデルの構築

山口大学大学院医学系研
究科　ゲノム・機能分子
解析学講座

浅岡　洋一

076 化 家畜由来耐性菌のヒトへの伝播の可能性に
ついて

奈良県立医科大学　微生
物感染症学講座 中野　竜一

11月24日（木）　第7会場（会議場A2）
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－ 65 －－ 65 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

インフルエン
ザ1

鍋島　茂樹
（福岡大学病院総
合診療部）

16:40

～

17:40

077 感西 2011/12年から2015/16年シーズンにおけ
るラニナミビル治療後の臨床経過の検討

日本臨床内科医会　イン
フルエンザ研究班 池松　秀之

078 感西
2010/11年から2015/16年シーズンにおけ
るインフルエンザウイルス臨床分離株に対
するNA阻害薬の感受性について

日本臨床内科医会　イン
フルエンザ研究班 池松　秀之

079 感中
高感度インフルエンザ迅速診断キットの銀
増幅反応で陽性になった患者検体の検討
～ 2015年・2016年シーズン～

社会医療法人神鋼記念会　
神鋼記念病院　検体検査
室

高橋　敏夫

080 感西 沖縄県における夏のインフルエンザと冬の
インフルエンザの疫学調査

琉球大学大学院感染症・
呼吸器・消化器内科学／
琉球大学医学部附属病院
薬剤部

砂川　智子

081 感西 沖縄県内における病院別、地域間で見るイ
ンフルエンザ流行の動向

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／琉球大
学医学部附属病院　看護
部

伊波　義一

082 感西 2015-2016シーズンにおける当院の成人イ
ンフルエンザ重症例の動向

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

石田　　直
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－ 66 －－ 66 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

感染対策1
平松　和史

（大分大学医学部
附属病院感染制
御部）

12:50
～

13:40

083 感中 CREアウトブレイク時の対応
医療法人育和会　育和会
記念病院　医療安全管理
室

佐々木富子

084 感中
病院における施設整備課との連携によるカ
ルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）
のアウトブレイク制御

兵庫医科大学病院　感染
制御部 一木　　薫

085 感西 当院におけるカルバペネム耐性腸内細菌科
細菌（NDM-5）のアウトブレイク

新松戸中央総合病院　内
科 高嶋　英樹

086 感中 当院におけるCD腸炎アウトブレイクの遺伝
子解析

宝塚市立病院　感染対策
室／宝塚市立病院　ICT 小林　敦子

087 感西 2016年Moraxella catarrhalisのアウトブレ
イクを経験して

医療法人　光臨会　荒木
脳神経外科病院 島中　延枝

感染対策2
下野　信行

（九州大学病院　
グローバル感染
症センター）

13:40

～

14:30

088 感中 本院におけるインフルエンザ院内感染の解
析と今後における課題

福井大学　医学部　血液
腫瘍内科 重見　博子

089 感中 比較ゲノム解析を用いた院内集団解析事例
における伝播経路の詳細な解析

NHO近畿中央胸部疾患
センター　臨床研究セン
ター　感染症研究部

吉田志緒美

090 感西 入所重症心身障害児・者のヘリコバクター・
ピロリ感染症に関する臨床的検討

鼓ヶ浦こども医療福祉セ
ンター　小児科 市山　高志

091 感西 集中治療室におけるNDM-1産生菌保菌事例
に対する対応

日本医科大学付属病院医
療安全管理部感染制御室 根井　貴仁

092 感中 集団施設内での感染が疑われた腸チフスの
症例

りんくう総合医療セン
ター　総合内科・感染症
内科

藤岡　　研

感染対策3
渡邊　　浩

（久留米大学医学
部感染制御学講
座）

14:30

～

15:20

093 化 高知県中部主要5施設での抗菌薬AUDと細
菌感受性の比較評価 近森病院　薬剤部 中野　克哉

094 感中 手指衛生モニタリングシステムを利用した
手指衛生改善プログラムの効果 住友病院　感染制御部 林　三千雄

095 感中
Epidemiology and outcomes of ventilator-
associated pneumonia in intensive care unit 
in Vietnam

国立国際医療研究セン
ター　国際感染症セン
ター

早川佳代子

096 感西 集中治療室退室後新規MRSA検出率調査
～ MRSA患者同時在室有無による比較～

福山市民病院　麻酔科・
がんペインクリニック　
集中治療室

石井　賢造

097 感中 MRSA罹患率減少に影響を与えた因子の検
討

藤田保健衛生大学病院 
医療の質・安全対策部 木下　輝美

抗菌薬の選択
と治療

栗原慎太郎
（長崎大学病院　
安全管理部）

16:40

～

17:20

098 化 当院におけるICTラウンドによる抗菌薬使
用の評価 三菱京都病院　薬剤部 溝手　雅子

099 感中 ESBL非産生大腸菌におけるSBT/ABPC耐性
に関する後方視的検討

川崎市立川崎病院　総合
内科 城下　郊平

100 化 ESBL産生大腸菌血流感染に対する抗菌薬使
用評価

製鉄記念八幡病院　薬剤
部 後藤　　渉

101 感西
県立広島病院におけるESBL産生大腸菌血流
感染患者の背景、培養検査履歴などに関す
るリスク因子の調査

県立広島病院　総合診療
科 広沢　秀泰

11月24日（木）　第8会場（フェストーネ多目的ホール）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

真菌1
金子　幸弘

（大阪市立大学大
学院医学研究科　
細菌学）

12:50
～

13:40

102 感中
喀痰からCryptococcus neoformans、
Bjerkandera adustaが検出されたHelicobacter 
cinaediによる感染性動脈瘤の1例

神戸大学　医学部　附属
病院　感染制御部 時松　一成

103 感西 原発性骨髄線維症に合併した播種性クリプ
トコックス症の1例

国立病院機構長崎医療セ
ンター　呼吸器内科／国
立病院機構長崎医療セン
ター　感染症内科

案浦花奈子

104 感西 喀痰細胞診で病原体が観察された肺クリプ
トコッカス症の1例

福岡大学　医学部　呼吸
器内科 和田　健司

105 感中 歩行障害と認知機能障害で発症した播種型
クリプトコッカス症の1剖検例

JA愛知厚生連　豊田厚
生病院　呼吸器内科・ア
レルギー科

谷川　吉政

106 感西 PR3-ANCA陽性、クリプトコックス抗原陰性
であった肺クリプトコックス症の1例

大分大学医学部　呼吸
器・感染症内科学講座 後藤　昭彦

真菌2
今村　圭文

（長崎大学病院　
第２内科）

13:40

～

14:30

107 感中 リスク因子のない患者からアゾール耐性の
Candida albicansを検出した1例

神戸私立医療センター中
央市民病院　総合診療科 守山　祐樹

108 感西 Candida haemuloniiによる持続的菌血症を
きたした一例

長崎医療センター　感染
症内科／長崎医療セン
ター　呼吸器内科

川上　　勲

109 感中
尿管皮膚瘻患者におけるカンジダ性カテー
テル関連尿路感染症に対してアムホテリシ
ンBによる局所洗浄が著効した一例

田附興風会医学研究所北
野病院　総合内科／同　
感染症科

加藤　瑞樹

110 感中 Candida glabrataによる大腿に蜂窩織炎と
皮下膿瘍をきたした糖尿病患者の１例

神戸市立医療センター中
央市民病院 守山　祐樹

111 感中 肺野多発結節影をきたしたRhizopus 
microsporus感染症の1例

独立行政法人　国立病院
機構　長良医療セン
ター　呼吸器内科

鱸　　稔隆

真菌3
吉田耕一郎

（近畿大学医学
部）

14:30

～

15:10

112 感西 慢性夏型過敏性肺炎の4例 福岡大学病院　呼吸器内
科 串間　尚子

113 感中
マクロライド系抗菌薬少量長期投与で感染
制御困難な重症気管支拡張症に対しドキシ
サイクリン長期投与併用が奏効した2例

公益財団法人　田附興風
会　医学研究所　北野病
院

白田　全弘

114 感中 国内発症したHistoplasma感染症の１例 西神戸医療センター 井元　裕子

115 感西 Saccharomayces cerevisiaeによる肺真菌症
が疑われた1例

大分大学医学部　呼吸
器・感染症内科学講座 姫野　貴司

小児感染症
井口　光孝

（名古屋大学大学
院医学系研究科）

16:40

～

17:30

116 感中 当科の尿路性敗血症と腎盂腎炎の臨床的検
討 PL病院　小児科 西村　　章

117 感中
基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ（ESBL）
産生大腸菌による侵襲性感染症をきたした
一例

愛知医科大学病院　感染
症科／感染制御部 山岸　由佳

118 感中 小児A群溶連菌感染症で、A群溶連菌迅速検
査が陰性となる症例の検討

岡崎市民病院　研修総合
センター 成瀬　和久

119 感中 早発型・遅発型GBS感染症の発症状況
（2012年～ 2014年，中間報告）

名古屋市立大学　看護学
部 脇本　寛子

120 感西 アジスロマイシンが奏効した小児ツツガム
シ病の一例

鶴岡市立荘内病院　小児
科 幾瀬　　樹

11月24日（木）　第9会場（フェストーネ研修室）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

骨・関節感染
症1

川村　英樹
（鹿児島大学病院 
医療環境安全部 
感染制御部門）

12:50

～
13:30

121 感中 健康成人に発症した肺炎球菌による脊髄硬
膜外膿瘍の一例 神戸労災病院　内科 谷下　紗季

122 感中 Parvimonas micra による脊髄硬膜外膿瘍の
一例

洛和会　音羽病院　感染
症科 井藤　英之

123 感中 開胸術後にGordonia bronchialisの胸骨骨髄
炎をきたした１例 香川県立中央病院 横田　恭子

124 感西
胸鎖関節炎に伴う鎖骨病的骨折部位より
Propionibacterium acnesを検出したSAPHO
症候群の1例

高知大学　医学部附属病
院　先端医療学推進セン
ター

前　壮一郎

骨・関節感染
症2

鈴木　克典
（産業医科大学病
院感染制御部）

13:30

～

14:10

125 感中 大腸菌による胸骨柄結合部関節炎、胸骨骨
髄炎の1例

トヨタ記念病院　総合内
科 笠原　大輔

126 化 膝蓋骨骨折術後にEnterobacter cloacaeを検
出した化膿性膝関節炎の糖尿病患者の1例

田北会　田北病院　感染
管理チーム／田北会　田
北病院　整形外科

西尾　正彦

127 感西 結核性左肘関節炎・滑膜炎・皮下膿瘍に対
して観血的治療を行った一例

長崎労災病院 感染症内
科 西山　　明

128 感中 当院における化膿性脊椎炎治療の現状と課
題

愛知医科大学病院　感染
症科 小泉　祐介

骨・関節感染
症3

髙田　　徹
（福岡大学病院　
感染制御部）

14:10

～

15:00

129 感中 アルコール性肝硬変患者に発症した
Streptococcus canisによる椎間板炎の一例

名古屋大学医学部附属病
院　中央感染制御部 松本あかね

130 感中 G群溶連菌が起因菌の急性咽頭喉頭炎から
頚椎細菌性椎間板炎に至った一例

総合大雄会病院　初期研
修医 橋本　昌哉

131 感西 黄色ブドウ球菌による腰椎仙椎の化膿性椎
間関節炎の一例

健和会大手町病院　感染
症内科 金澤　剛志

132 感西 corynebacterium striatumによる化膿性脊
椎炎が疑われた一例

沖縄赤十字病院呼吸器内
科 赤嶺　盛和

133 感西 多発性骨髄腫に合併したNeisseria cinerea
による化膿性脊椎炎の1例

JA広島総合病院　腎臓
内科 大谷真帆子

11月24日（木）　第10会場（フェストーネ会議室）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

インフルエン
ザ2

寺田　喜平
（川崎医大　小児
科）

8:50

～
9:30

134 化 通年的インフルエンザ流行に対する保険薬
局の実践的研究 有限会社くすりのミドリ 玉城　武範

135 感西 抗インフルエンザ薬ペラミビル注射剤の大
学病院における使用実態調査

琉球大学　医学部附属病
院薬剤部 砂川　智子

136 化 夜間救急外来を含めた過去3年間の当院に
おける抗インフルエンザ薬処方動向調査

社会医療法人　浦添総合
病院 浜元　善仁

137 感西
当診療所における2015-16年シーズンの季
節性インフルエンザ症例と４価インフルエ
ンザワクチン接種者の検討

くばがわメディカルクリ
ニック 久手堅憲史

インフルエン
ザ3

砂川　智子
（琉球大学医学部
附属病院　薬剤
部）

11:10

～

12:00

138 感中 尼崎中央病院におけるインフルエンザ2016
の動向（アウトブレイクを含めて） 尼崎中央病院 兵頭英出夫

139 感西 2015-16シーズンに当科で経験した重症イ
ンフルエンザウイルス肺炎の２例

長崎大学病院　呼吸器内
科（第二内科） 太田　賢治

140 感西 当院における2015/16シーズンのH1N1イ
ンフルエンザによるARDS6症例の検討

済生会熊本病院　呼吸器
科 阿南　圭祐

141 感西
Multiple Cases of Severe Infl uenza A 
Pneumonia requiring Intensive Care with 
ECMO

沖縄県立南部医療セン
ター・こども医療セン
ター　救命救急科

宮川　幸子

142 感西 インフルエンザ後に急性増悪した
S. pyogenesによる肺炎,・膿胸の一例

鹿児島生協病院　総合内
科 沖中　友秀

呼吸器感染症
4

宮脇　裕史
（香川県立中央病
院　呼吸器内科）

15:35

～

16:25

143 感西 肺炎患者における身体機能低下の危険因子 川崎医科大学　総合内科
学 加藤　　幹

144 化
高齢者における肺炎に対するピペラシリン/
タゾバクタムの有効性を低下させる要因の
検討

順天堂大学　医学部　附
属　順天堂東京江東高齢
者医療センター

宗　　村盛

145 感西 精神疾患と向精神薬使用、肺炎の転帰に関
する後方視的検討

福岡大学病院　呼吸器内
科 石井　　寛

146 感中 当院におけるレジオネラ肺炎診断法の後方
視的検討と問題点について

三重県立総合医療セン
ター　ICT 海住　博之

147 感中 可逆性脳梁膨大部病変に伴う脳症を呈した
Legionella肺炎の1例 一宮市立市民病院 笠原　嵩翔

呼吸器感染症
5

宮良　高維
（関西医大附属病
院　感染制御部）

16:25

～

17:05

148 感西 無症候性保菌者からの百日咳菌分離につい
て

宮崎県衛生環境研究所　
微生物部 吉野　修司

149 化 救急外来における肺炎敗血症患者に対する
血液培養の意義

岸和田徳洲会病院　救命
救急センター 薬師寺泰匡

150 感西 当院における細菌性肺炎と浸潤影を主体と
する薬剤性肺障害についての臨床的検討 亀田総合病院 根本　祐宗

151 感西 リアルタイムPCR検査で診断した成人RS
ウィルス感染18例の検討 日赤長崎原爆諫早病院 福島喜代康

11月25日（金）　第3会場（会議場B1）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

呼吸器感染症
6

真崎　宏則
（まさき内科呼吸
器クリニック）

17:05

～
17:45

152 化
緑膿菌 VAP （人工呼吸器関連肺炎） に対す
るトブラマイシン吸入療法 －重症呼吸不全
例での検討－

熊本大学医学部附属病院　
呼吸器内科／熊本大学医
学部附属病院　集中治療
部

右山　洋平

153 感中 膠原病に合併したニューモシスチス肺炎を
PCR法で診断しえた3症例

関西医科大学附属病院　
臨床検査部 奥田　和之

154 感中 アスペルギローマ穿破により緊張性気胸, ア
スペルギルス膿胸に至った1例

地域医療機能推進機構　
星ヶ丘医療センター　呼
吸器内科

北村　知嵩

155 化 胸腔鏡下膿胸掻爬術を行った急性膿胸の症
例検討

亀田総合病院　呼吸器内
科 胡谷　俊樹

プ
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

尿路感染症1
重村　克巳

（神戸大学泌尿器
科・保健学科）

8:50
～

9:40

156 感中
尿道カテーテルの先端が尿管口に迷入し尿
管を閉塞した事で急性腎盂腎炎・敗血症性
ショックに至った1例

社会医療法人財団 慈泉
会 相澤病院 集中治療科 池田　武史

157 感中 MRSA腎膿瘍の一例 三菱京都病院 堀田　　剛

158 感西 Coryebacterium riegeliiによる高アンモニア
血症・意識障害を合併した膀胱炎 亀田総合病院感染症科 藤田　浩二

159 感西 Kluyvera ascorbataによる成人の腎盂腎炎症
例

琉球大学医学部附属病院　
感染症・呼吸器・消化器
内科学（第一内科）

平井　　潤

160 感西
初診時のCTにて認めなかった気腫性腎盂腎
炎に対し腎臓摘出術にて救命することがで
きた１例

東京都済生会中央病院腎
臓内科／慶應義塾大学医
学部救急医学教室

垣内　大樹

尿路感染症2
和田耕一郎

（岡山大学病院泌
尿器科）

11:10

～

12:00

161 感中 透析患者が脊髄損傷を併発した際の尿路管
理方法の検討

愛仁会リハビリテー
ション病院　診療部 松岡美保子

162 感中 急性腎盂腎炎における腹部CTでの腎周囲脂
肪織濃度上昇の臨床的意義

名張市立病院　総合診療
科／三重大学大学院　名
張地域医療学講座

谷崎隆太郎

163 化 乳酸菌膣坐剤の膀胱炎再発抑制効果に関す
る臨床的検討

岡山大学大学院　医歯薬
学総合研究科　泌尿器病
態学／ NPO法人　岡山
泌尿器科研究支援機構: 
OURG

石井亜矢乃

164 化 上部尿路結石による閉塞性腎盂腎炎後の経
尿道的尿路結石除去術の検討

我孫子東邦病院　泌尿器
科 大槻　英男

165 感西 O. urethralisによる気腫性腎盂腎炎の1例 健和会　大手町病院　感
染症内科 山口　裕崇

11月25日（金）　第4会場（会議場B5・6・7）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

感染対策4

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）

8:50
～

9:40

166 感中 炎症性腸疾患（IBD）手術患者における長
期MRSA保菌とそのリスク

兵庫医科大学病院　薬剤
部 高橋　佳子

167 感中 マセレーター導入が尿道留置カテーテル関
連尿路感染サーベイランスに与える効果 三菱京都病院 谷山絵梨子

168 感中
当院におけるハイリスク・ハイボリューム・
ハイコストを指標としたサーベイランスの
有用性評価

三菱京都病院　ICT 嶋　　雅範

169 感中
分離株に対する毒素検査を行う2ステップ
アルゴリズムを取り入れた当院における
Clostridium diffi  cile感染症対策の現状につ
いて

三重県立総合医療セン
ター　ICT 岡本　真一

170 感中 ツベルクリン反応検査からIGRA検査まで職
員の基礎値データからの考察

大阪医科大学附属病院　
感染対策室 川西　史子

膿瘍1
中村　　敦

（名古屋市立大学
病院　感染制御
室）

11:10

～

11:50

171 化 卵管卵巣膿瘍によるPsuedo-Meigs症候群の
1例 赤穂市民病院　内科 立花　祐毅

172 感中
脳膿瘍、多発脳 塞、多発膿瘍を合併した
Staphlococcus 感染性心内膜炎に対する感
染極期の僧房弁置換術の一例

社会医療法人　中央会　
尼崎中央病院　総合診療
科

庄司　浩気

173 感西
脾臓低形成を背景とした成人肺炎急性髄膜
炎に多発脳膿瘍・急性散在性脳脊髄炎を併
発した一例

長崎大学病院呼吸器内科
学（第二内科） 木下　理恵

174 感西 腰痛で来院し、呼吸苦を契機に発見された
特発性頸髄硬膜外膿瘍の一例

社会医療法人　敬愛会　
中頭病院 伊敷　晴香

膿瘍2 當山　真人
（沖縄第一病院）

14:15

～

15:15

175 感西 抗菌薬を使用せずに軽快した膿胸の一例 山口宇部医療センター　
呼吸器外科 原　　暁生

176 感中 inoculum eff ectを実感した多発膿瘍を伴う
Klebsiella pneumoniae感染症の一例

自治医大附属さいたま医
療センター　総合診療科 栗原　維吹

177 感西 肝膿瘍・多発脳膿瘍・腎膿瘍を合併した侵
襲性Klebsiella感染症の1例

佐賀県医療センター好生
館　感染制御部 福岡　麻美

178 感中 当院で経験したβ溶血性レンサ球菌による
腸腰筋膿瘍の2例

金沢医科大学　臨床感染
症学／金沢医科大学感染
制御室

薄田　大輔

179 感中 Citrobacter koseriによる市中発症肝膿瘍の
1例 明石医療センター 官澤　洋平

180 感西 多剤耐性Corynebacterium striatumが起因
菌と考えられた感染症の2例

独立行政法人　国立病院
機構　高知病院　呼吸器
センター

町田　久典

11月25日（金）　第5会場（会議場B2）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

研修医セッ
ション4

小川　栄一
（九州大学病院　
総合診療科）

15:15
～

16:05

181 感中 特発性血小板減少性紫斑病（ITP）の治療
中にカンジダ胆嚢炎を発症した一例

大阪市立大学医学部附属
病院　感染症内科 大谷　麻菜

182 感中
確定診断に難渋したKlebsiella pneumoniae
の莢膜過剰産生株による敗血症・DICを呈
した多房性の急性前立腺膿瘍の一例

大阪警察病院　感染管理
センター 青木　康浩

183 感中
地域とのつながりによるデング熱患者急増
－地域基幹病院における感染症科新設を経
て

山梨県立中央病院 日向　佑樹

184 感西 大動脈弁周囲膿瘍を伴った人工弁感染性心
内膜炎の一例

九州大学病院　臨床教育
研修センター 権藤　愛美

185 感中 後期高齢者に発症した梅毒の一例 大阪市立大学医学部附属
病院　感染症内科 河本　健吾

研修医セッ
ション5

三宅　典子
（九州大学病院　
臨床教育研修セ
ンター）

16:05

～

16:55

186 感西 健康な成人に発症した肺炎球菌による脳膿
瘍の一症例

福岡市民病院　感染症内
科 小西　俊己

187 感西
病巣の切除で抗Glycopeptidolipid-core IgA
抗体が低下した肺Mycobacterium avium 
complex症の2例

大分県立病院　呼吸器内
科 首藤　久之

188 感西 日本紅斑熱の夫婦同時発症症例 三豊総合病院　内科 松浦　宏樹

189 感西 肝硬変の診断で当院に紹介された重症熱性
血小板減少症候群（SFTS）

高知県立幡多けんみん病
院　内科 露口　恵理

190 感西 両側性鼠径リンパ節腫脹を呈した猫ひっか
き病

宮崎大学医学部附属病院　
卒後臨床研究センター 川田　千紘

研修医セッ
ション6

山内　高弘
（福井大学血液・
腫瘍内科）

16:55

～

17:55

191 感西 家族内伝播がみられた重篤なマイコプラズ
マ肺炎の２例

高知県立幡多けんみん病
院 冨士田崇子

192 化 敗血症が起因となり眼球破裂に至った一例 総合大雄会病院　初期臨
床研修医 馬嶋　一如

193 感中 肺炎を契機に肺膿瘍を併発、抗菌薬治療と
肺切除を施行し良好な経過を辿った一例

総合大雄会病院　初期研
修医 永江　俊介

194 感西
糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）患者に
認めたStreptococcus agalactiaeによる両側
腸腰筋膿瘍の一例

社会医療法人近森会　近
森病院　臨床研修部 古後　斗冴

195 化 IMP-34を産生する臨床分離Acinetobacter 
spp.の解析

奈良県立医科大学　微生
物感染症学講座 鈴木　由希

196 感西
気管支拡張と気管支周囲の粒状影や浸潤影
を呈したNocardia beijingensisによる肺ノ
カルジア症の1例

大分大学　医学部　呼吸
器・感染症内科学講座 濱中　良丞
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

臨床研究

賀来　敬仁
（長崎大学　大学
院　医歯薬学総
合研究科　病態
解析・診断学）

8:50

～

9:50

197 感中 日本医科大学付属病院総合診療センターに
おける感染症診療の現状と課題

日本医科大学付属病院総
合診療センター／日本医
科大学 大学院医学研究
科 総合医療・健康科学

須崎　　真

198 感中
当院救急救命センターにおける担当医によ
る尿グラム染色結果と微生物検査室での最
終結果に関する後方視的検討

兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター　ICT 遠藤　和夫

199 感西 血液培養とプロカルシトニン値の相関につ
いての後方視的検討

宮崎県立宮崎病院　臨床
検査科 佐多　　章

200 感西 肺炎および菌血症疑い症例におけるプロカ
ルシトニンの有用性

長崎大学病院　検査部／
長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科　病態解析・
診断学

山川　智弘

201 感西 ERから帰宅した血培陽性患者の検討 那覇市立病院　内科 知花なおみ

202 化 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル
療法の臨床的検討 豊田厚生病院　泌尿器科 橋本　良博

各種微生物の
薬剤感受性1

田中　健之
（長崎大学病院　
感染症内科（熱研
内科））

11:10

～

12:00

203 感中 全自動迅速感受性測定装置RAISUS ANYを
用いた嫌気性菌プレートの検討

京都大学医学部附属病院　
検査部・感染制御部 濱野　京子

204 化 嫌気性グラム陽性球菌Peptoniphilus属に対
する各種抗菌薬の薬剤感受性

愛知医科大学病院　感染
症科／感染制御部 山岸　由佳

205 化 歯科感染症から分離されたグラム陽性嫌気
性菌の薬剤感受性

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

田中香お里

206 感中 当院におけるBacteroides fragilis  groupの薬
剤感受性率の動向

JA愛知県厚生連　安城更
生病院　臨床検査技術科 杉浦　康行

207 感中
酵母様真菌における薬剤感受性検査の判定
基準変更（M27-S4）および３種測定法に
よる比較検討

関西医科大学　総合医療
センター 澤　　夏海

各種微生物の
薬剤感受性2

中野　隆史
（大阪医科大学　
微生物学教室）

14:15

～

15:05

208 感西
当院でカルバペネム耐性腸内細菌科細菌と
して同定されたEnterobacteriaceae属の薬
剤感受性試験と臨床的解析

一般財団法人　平成紫川
会　小倉記念病院 宮崎　博章

209 感中 カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌用ス
クリーニング培地の検討

神戸大学医学部附属病院　
検査部／神戸大学医学部
附属病院　感染制御部

中村　竜也

210 感中 IMP型CPE用スクリーニング培地の開発お
よびパフォーマンスの検討

大阪府立公衆衛生研究所　
感染症部 河原　隆二

211 感中
臨床分離株を用いたCarba NP test （CNP）
とCarbapenem Inactivation Method （CIM）
のカルバペネマーゼ検出能の比較

京都大学　医学部附属病
院　検査部・感染制御部 金橋　　徹

212 化
Carbapenem Inactivation Method （CIM） を
用いたカルバペネマーゼ産生腸内細菌科

（CPE） 検出精度の評価
奈良県立医科大学　微生
物感染症学講座 斎藤　恭一

11月25日（金）　第6会場（会議場B3・4）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

各種微生物の
薬剤感受性3

田中美智男
（京都大学医学部
臨床病態検査学）

15:05
～

15:55

213 化 Multiplex ARMS PCR法によるIMP-1と
IMP-6の簡易識別法の開発

奈良県立医科大学　微生
物感染症学講座 中野　章代

214 化
侵襲性肺炎球菌感染症患者から分離された
Streptococcus pneumoniaeの莢膜血清型の
検討

愛知医科大学病院　感染
制御部　感染検査室 大野　智子

215 化
市中肺炎起炎菌におけるLVFXのMIC測定は
レスピラトリーキノロン薬の代表薬剤とし
て可能か

市立島田市民病院　臨床
検査室 栗田　　泉

216 感西 肺炎球菌のキノロン系薬剤（LVFX）感受性
の推移と今後の検討課題

琉球大学医学部附属病院 
感染症・呼吸器・消化器
内科学（第一内科）

平井　　潤

217 感中
臨床分離　Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis  の薬剤感受性と関連耐性
遺伝子の検討

名古屋市立大学病院　中
央臨床検査部　微生物検
査係

畑　七奈子

各種微生物の
薬剤感受性4

山中　篤志
（宮崎県立宮崎病
院　内科（感染症
内科））

15:55

～

16:45

218 感中 市中感染症の血液培養から検出された腸内
細菌科の菌の薬剤感受性について JCHO大阪病院　内科 中村　匡宏

219 感中 当院におけるフルオロキノロン耐性大腸菌
の分離状況

市立豊中病院　中央診療
局　臨床検査部 笹垣　貴美

220 感西 当院におけるキノロン耐性大腸菌とESBL産
生大腸菌の血液培養陽性例の検討

長崎川棚医療センター　
感染症内科 本田　章子

221 化
Drug Susceptibility Testing Microfl uidic 
device （DSTM）を用いたESBLの迅速検査
法の検討

株式会社ビー・エム・エ
ル総合研究所　細菌検査
課

小川　美保

222 化 Proteus groupの薬剤感受性について ひびき臨床微生物研究会
／（株）キューリン 村谷　哲郎

各種微生物の
薬剤感受性5

清祐麻紀子
（九州大学病院　
検査部）

16:45

～

17:45

223 化 神戸大学医学部附属病院における尿中分離
菌・薬剤感受性成績の年次推移

神戸大学医学部腎泌尿器
科学 中野　雄造

224 化 尿路感染症における原因菌と薬剤感受性の
国際比較

神戸大学大学院　医学研
究科　腎泌尿器科学分野
／神戸大学大学院保健学
研究科

重村　克巳

225 感中 アシネトバクター属臨床分離株の薬剤感受
性試験と分子疫学解析

大阪市立大学大学院　医
学研究科　細菌学 老沼　研一

226 感中
近畿大学病院におけるHelicobacter pylori分
離状況と抗菌薬耐性の推移（2001年～
2015年）

近畿大学医学部附属病院　
中央臨床検査部 江口　香織

227 感中 地域ネットワークにおける耐性緑膿菌検出
状況調査 阪神ICT活動研究会 山崎　敦子

228 感中 住友病院における緑膿菌の各種抗菌薬に対
する薬剤感受性年次推移

一般財団法人　住友病院　
臨床検査技術科／一般財
団法人　住友病院　感染
制御部

幸福　知己
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

日和見感染症
1

長友　安弘
（宮崎大学膠原病
感染症内科）

8:50
～

9:40

229 感中
水疱性類天疱瘡の治療中に肺炎を併発し、
喀痰・胸水培養にて確定診断に至った肺ノ
カルジア症の１例

一宮市立市民病院　呼吸
器内科 寺島　常郎

230 感西 術前診断が困難であった肺放線菌症例の検
討

香川大学　医学部　血
液・免疫・呼吸器内科 坂東　修二

231 感西
Aspergillus terreusとの混合感染が疑われた
Nocardia beijingensisによる重症肺化膿症
の一例

国立病院機構長崎医療セ
ンター　呼吸器内科 樋上　翔大

232 感西 肺癌を疑って施行した経気管支肺生検にて
診断に至った肺放線菌症の一例

愛媛県立中央病院　呼吸
器内科 橘　さやか

233 感中 外傷によるNocardia farcinica感染症の一例
医療法人社団甲友会　西
宮協立脳神経外科病院　
臨床検査科

松山　貴司

日和見感染症
2

岩井　一也
（静岡市立静岡病
院内科）

11:10

～

12:10

234 感西 粟粒結核に類似した播種性
Corynebacterium jeikeium感染の2症例

倉敷中央病院　臨床検
査・感染症科 山本　勇気

235 感中 Stenotrophomonas maltophilia検出症例の
臨床的特徴Candidaの検出と絡めて 岡崎市民病院 小林　洋介

236 化 骨髄線維症経過中にリステリア髄膜炎を併
発した一例

地方独立行政法人　りん
くう総合医療センター　
血液内科

佐多　　弘

237 感西 小結節優位の画像を呈したサイトメガロウ
イルス感染症の一例

福岡大学病院呼吸器内科
学教室 佐々木朝矢

238 感西
メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患に
サイトメガロウイルス肺炎、ニューモシス
チス肺炎を合併した一例

長崎大学病院 朝野　寛視

239 化 急性骨髄性白血病患者で特異的画像所見を
示したトキソプラズマ脳症：症例報告

兵庫医科大学　集中治療
医学 的井　愛紗

日和見感染症
3

古本　朗嗣
（長崎労災病院感
染症内科）

14:15

～

15:05

240 感西
肺MAC症の再燃と鑑別を要した
Achromobacter xylosoxidansによる肺炎の
一例

九州大学大学院医学研究
院付属胸部疾患研究施設 原田　英治

241 感中 Shewanella putrefaciens感染の一例 静岡県立総合病院　高度
救命救急センター 宮川　赳平

242 感西
敗血症性ショックを呈し、成人発症川崎病
を続発したYersinia Pseudotuberculosis感染
症の1例

岡山大学病院総合内科 大重　和樹

243 化 当院で検出されたArthrobacter属菌8症例の
後方視的検討

湘南鎌倉総合病院　感染
対策室／湘南鎌倉総合病
院　ICT

佐藤　守彦

244 感中
急性白血病治療中に異なる部位の皮膚軟部
組織感染巣を繰り返し認めたHelicobacter 
cinaedi菌血症の一例

慶應義塾大学　医学部　
血液内科 山根　裕介

11月25日（金）　第7会場（会議場A2）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

（PK/PD）/
TDM1

北原　隆志
（長崎大学病院　
薬剤部）

15:05
～

16:05

245 感中
持続的血液濾過透析（CHDF）施行例に対
するテイコプラニン（TEIC）の初期投与設
計の検討

兵庫医科大学病院　感染
制御部 植田　貴史

246 感中 バンコマイシン（VCM）における初回負荷
投与の有用性に関する検討

兵庫医科大学病院　薬剤
部 辰己　純代

247 化 腎機能に基づいたバンコマイシンTDM解析
ソフトの予測性の検討 米盛病院　薬剤課 石原　義久

248 化 当院における低腎機能患者に対するバンコ
マイシンの負荷投与の検討

横浜市立市民病院　薬剤
部 五十嵐　文

249 化 過体重患者へバンコマイシン注をどのよう
に投与すべきか

国立国際医療研究セン
ター病院　薬剤部 田中　知佳

250 化 血液透析（HD）患者へのバンコマイシン初
回負荷投与量の検討 豊見城中央病院薬剤科 小杉　卓大

（PK/PD）/
TDM2

辻　　泰弘
（富山大学大学院
医学薬学研究部

（薬学））

16:05

～

17:05

251 化 当院におけるバンコマイシン使用症例にお
ける血中濃度測定の現状 東京逓信病院　薬剤部 中島　妙恵

252 化 バンコマイシンの治療効果とarea under the 
trough level （AUTL）との関連性

社会医療法人財団白十字
会　佐世保中央病院　薬
剤部

岩村　直矢

253 化 発熱性好中球減少症患者におけるバンコマ
イシンの至適投与量に関する検討 福岡大学病院　薬剤部 塩塚　昭一

254 化 VCM投与時における初回トラフ値ごとの有
効性及び安全性の検討

日本医科大学多摩永山病
院　薬剤部 田杭　直哉

255 感中
腎機能低下患者に対するテイコプラニン

（TEIC）治療における4日目以降の維持投与
設計の検討

兵庫医科大学病院　薬剤
部 田久保慎吾

256 化
テイコプラニン（TEIC）の初期投与設計に
おける高用量レジメンを用いた臨床的検証
と副作用の発現頻度の報告

社会医療法人大雄会　総
合大雄会病院　薬剤科 青山　晋也

（PK/PD）/
TDM3

浜田　幸宏
（東京女子医科大
学病院　薬剤部）

17:05

～

18:05

257 感中 UPLCによるダプトマイシン血中濃度の測定
―分布容積を考慮した投与設計に向けて―

大阪市立大学大学院　医
学研究科　臨床感染制御
学

安部　順子

258 化 ESBL産生菌に対するFMOXとCMZの比較
～ CMZの投与量はどれくらいにするか？～

健和会大手町病院　薬剤
部 橋口　　亮

259 化
血清クレアチニン値を用いたゲンタマイシ
ンの初期投与設計により予測を超えて血中
濃度が高値となった症例

国立病院機構熊本医療セ
ンター　薬剤部 井上　大奨

260 化
Klebsiera oxytocaによる壊死性筋膜炎への
Doripenem極量投与に対しPK/PD解析によ
り用法用量の妥当性を評価した１症例

大分大学医学部附属病院　
薬剤部 岩男　元志

261 化 当院におけるボリコナゾールの使用状況の
後方視的検討について

兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター　薬剤部／兵庫県
立尼崎総合医療セン
ター　感染制御チーム

寺崎　展幸

262 感西 高齢者の肺結核治療における薬剤投与量と
肝機能障害に関する検討

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

川上　健司
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

各種微生物の
同定・検査法
1

山田　康一
（大阪市立大学　
臨床感染制御学）

8:50

～

9:50

263 感中 種々の食中毒細菌の同時・簡便・迅速鑑別
診断法の可能性

兵庫県立大学　環境人間
学部 北元　憲利

264 感西 血液培養検体におけるMRSA迅速診断につ
いて

広島大学病院　診療支援
部　感染症検査部門／広
島大学病院　検査部

原　　稔典

265 感西 PBP2’イムノクロマトによるOS-MRSAの検
出

北里大学　北里生命科学
研究所　感染制御研究セ
ンター

松井　秀仁

266 感中 MALDI-TOF MSを用いた嫌気性細菌の同定
精度の検証

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

林　　将大

267 感西
細菌叢解析法を用いた細菌性肺炎における
潜在性耐性菌の臨床的背景および危険因子
の解析

産業医科大学　医学部　
呼吸器内科学 川波　敏則

268 感西 当院における過去5年間の（1→3）-β-D-グ
ルカン検査とその解析

長崎みなとメディカルセ
ンター　市民病院　臨床
検査部

木下　和久

マイコプラズ
マ感染症

山上由理子
（宇佐リハビリ診
療所）

11:10

～

12:10

269 化 呼吸不全を呈したマイコプラズマ肺炎の組
織パターンと病理像

川崎医科大学　総合内科
学 河合　泰宏

270 感中
Quenching Probe PCR法を用いた肺炎マイ
コプラズマ感染症の診断とマクロライド感
受性の鑑別についての検討

岡崎市民病院　小児科 鈴井　良輔

271 感西
マイコプラズマ肺炎に対する高用量メチル
プレドニゾロン（ステロイドパルス）併用
の効果

長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科　臨床感染症
学／長崎大学病院　感染
制御教育センター

田代　将人

272 感西 マイコプラズマとの重複感染を呈したEBウ
イルス感染症の1例

宮崎大学　医学部　附属
病院　膠原病感染症内科 河野　彩子

273 感西 マクロライド耐性Mycoplasma pneumoniae
による肺炎，横断性脊髄炎の1例 広島大学病院　感染症科 梶原　俊毅

274 感西
テトラサイクリン耐性Mycoplasma hominis

（M. hominis）による両心補助人工心臓関連
感染の一例

東北大学病院　総合感染
症科　東北大学院内科病
態学講座総合感染症学分
野

曽木　美佐

ASP(要望)1
岩田健太郎

（神戸大学大学院
医学研究科　感
染治療学）

14:15

～

15:05

275 感中 抗菌薬適正使用のための近大医学部附属病
院感染対策室の取り組み　第2報

近畿大学　医学部附属病
院　薬剤部 西之坊実里

276 化 大阪府済生会中津病院における抗菌薬適正
使用チーム立ち上げとその活動

大阪府済生会中津病院　
薬剤部 塚本　啓介

277 化 「地域中核病院でのAntimicrobial 
Stewardship」 宝塚市立病院　薬剤部 若松　雄太

278 化 中村記念南病院におけるASTの取り組みと
今後の課題

社会医療法人　医仁会　
中村記念南病院　薬剤部 山田　和範

279 化 中規模療養型病院における抗菌薬適正使用
に向けた取り組み 山本第三病院　薬剤部 行本　拓史

11月25日（金）　第8会場（フェストーネ多目的ホール）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

ASP(要望)2
内田勇二郎

（国家公務員共済
組合連合会　浜
の町病院）

15:05
～

16:05

280 感西 長期入院患者が主体となる病床群における
抗菌薬適正使用への試み

原土井病院　総合診療科
／原土井病院　感染制御
チーム

坂本　篤彦

281 化 MRSA菌血症患者に対するAntimicrobial 
stewardship team介入の有用性評価

大垣市民病院　薬剤部／
大垣市民病院　AST 大橋　健吾

282 感中 Antimicrobial Stewardship活動によるバン
コマイシン（VCM）への介入状況と有効性

大阪市立大学医学部附属
病院　薬剤部 川口　博資

283 化
ASP（antimicrobial stewardship program）
に基づいたMEPM及びVCMの適正使用にお
けるoutcome評価

独立行政法人　国立病院
機構　関門医療セン
ター

河田　武志

284 化
ICT担当薬剤師による抗菌薬適性使用の推
進に向けた薬剤部カンファレンスの実施に
ついて

兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター　薬剤部 高田　知正

285 化
MALDI-TOF MSを用いたコアグラーゼ陰性
ブドウ球菌の血液培養検出症例に対する薬
剤師の介入効果

佐賀大学医学部附属病院　
感染制御部 浦上　宗治

ASP(要望)3

田代　将人
（長崎大学大学院
医歯薬学総合研
究科　臨床感染
症学）

16:05

～

16:55

286 化
三重大学医学部附属病院における抗MRSA
薬に対するantimicrobial stewardshipの影
響

三重大学　医学部附属病
院　薬剤部／三重大学　
医学部附属病院　医療安
全・感染管理部

山崎　大輔

287 化 TAZ/PIPCに対するAntimicrobial 
stewardship programの評価と課題

宮崎大学　医学部　附属
病院　薬剤部 平原　康寿

288 感西
カルバペネム系抗菌薬及びPIPC/TAZの前向
き監査の有効性と他の抗緑膿菌活性を持つ
抗菌薬へ与える影響の評価

東京都立多摩総合医療セ
ンター　薬剤科／東京都
立多摩総合医療セン
ター　感染対策室

堀内美樹博

289 化 ICTラウンド介入対象抗菌薬を使用した外
科患者の使用状況の検証 福岡赤十字病院　薬剤部 宮川　雅行

290 化 当院脳神経外科における術後感染予防抗菌
薬適正使用の検討

IMSグループ　イムス富
士見総合病院　薬剤部 天野　永生

ASP(要望)4
福岡　麻美

（佐賀県医療セン
ター好生館　感
染制御部）

16:55

～

17:55

291 感中 心臓血管外科術後患者の感染症科コンサル
テーションの現状 亀田総合病院　感染症科 鈴木　啓之

292 化 術後感染予防抗菌薬において、薬剤師によ
る処方提案が与えた影響 国立病院機構千葉東病院 鈴木　寛人

293 化
CEX及びAMPC/CVAの新規採用が外来経口
抗菌薬使用動向に与える影響
～薬剤耐性対策アクションプラン達成に向
けて～

大垣市民病院　薬剤部 篠田　康孝

294 化 菌血症を伴った尿路感染症における静注抗
菌薬から経口抗菌薬スイッチの有用性検討

東京ベイ・浦安市川医療
センター 枦　　秀樹

295 化 湘南鎌倉総合病院における注射用メトロニ
ダゾールの使用状況について

湘南鎌倉総合病院　薬剤
部 萬　　淳史

296 化 当館の血液内科における抗菌薬使用量と緑
膿菌に対する薬剤感受性推移

佐賀県医療センター好生
館／薬剤部／ ICT 佐野　雅彦
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

HCV1
古庄　憲浩

（九州大学病院総
合診療科）

8:50

～

9:20

297 感西 一般小児科におけるHCV母子感染フォロー 東京山手メディカルセン
ター　小児科 松本　多絵

298 化 当センターのソホスブビル/レジパスビル療
法における使用状況の調査

大阪府立成人病セン
ター　薬局 澤井　祐樹

299 感西 IFN（インターフェロン）フリー療法が奏功
したC型急性肝炎の1例

朝倉医師会病院　病理診
断科 田口　　順

HCV2
前城　達次

（琉球大学　第一
内科）

9:20

～

10:00

300 化 Genotype 1型C型代償性肝硬変に対するソ
ホスブビル・レジパスビル療法

九州大学病院　総合診療
科／九州大学大学院　感
染制御医学

古庄　憲浩

301 感西 高齢者1型C型慢性肝炎に対するソホスブビ
ル・レジパスビル療法

九州大学病院　総合診療
科／九州大学大学院　感
染制御医学

古庄　憲浩

302 感西 高齢者2型C型慢性肝炎に対するソホスブビ
ル・リバビリン療法の有効性と安全性

九州大学病院　総合診療
科 小川　栄一

303 化 C型慢性肝炎に対するDAA治療におけるウ
イルス動態の意義

九州大学病院　総合診療
科 小川　栄一

血流感染症1
浮村　　聡

（大阪医科大学附
属病院　感染対
策室）

11:00

～

11:40

304 感西 ESBL産生グラム陰性菌菌血症の30日死亡リ
スク因子

中頭病院　感染症・総合
内科 新里　　敬

305 感中 アトピー性皮膚炎に合併した右心系感染性
心内膜炎による敗血症性肺塞栓症の1例

山梨県立中央病院　総合
診療科/感染症科 秋山裕太郎

306 感西 PCG感受性MSSAによる細菌性髄膜炎・感染
性心内膜炎の一例

鹿児島生協病院　総合内
科 下園　　翼

307 感中 腰椎椎間板炎から波及したと考えられる感
染性心内膜炎の緊急手術の1救命例

公立陶生病院　感染制御
部 市原　利彦

血流感染症2
八幡眞理子

（神戸大学医学部
附属病院　感染
制御部）

14:15

～

15:05

308 感中
ABPC+CTRX併用療法が失敗し、VCM+CTRX
併用療法が著効したGM耐性Enterococcus 
faecalisによる感染性心内膜炎の1例

府中病院　循環器内科 野々村綾実

309 感中 Staphylococcus saprophyticusによる感染性
心内膜炎の1例

神戸大学 医学部 付属病
院 感染症内科／兵庫県
立　姫路循環器病セン
ター　循環器内科

西村　　翔

310 感西 Peptostreptococcus sp.による感染性心内膜
炎に冠動脈塞栓症を合併した1例 北中城若松病院　内科 森岡慎一郎

311 感西 恥骨結合部骨髄炎を合併した肺炎球菌によ
る感染性心内膜炎の一例

国家公務員共済組合連合
会　虎の門病院　臨床感
染症科

小倉　　翔

312 感中 Mycobacterium abscessusによる心内膜炎
の一例

JCHO　星ヶ丘医療セン
ター　感染制御内科 福盛　達也

血流感染症3
長尾　美紀

（京都大学医学部
附属病院　検査
部・感染制御部）

15:05

～

15:45

313 化
バンコマイシンの長期投与を必要とした
ペースメーカー感染による持続菌血症・複
雑性血管内感染症の1例

（独）国立病院機構　横
浜医療センター　薬剤部 井出　和男

314 感中 感染源検索に難渋し手術時期を逸した弁膜
症性心不全による死亡例の検討

公立陶生病院　感染制御
部 田ヶ原健佑

315 化 血球貪色症候群の診断にプレセプシンが有
用であった２症例

岩手医科大学　内科学講
座　血液腫瘍内科分野 小宅　達郎

316 化 脳神経外科病院における敗血症診療の現状
とqSOFA活用の課題 北海道薬科大学 倉田　　舞

11月25日（金）　第9会場（フェストーネ研修室）
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血流感染症4
林　三千雄

（住友病院　感染
制御部）

15:45
～

16:35

317 化 認知症専門病院における血液培養陽性例の
抗菌薬選択の検討

かわさき記念病院　神経
内科 佐藤　健治

318 感西
Rhodotorula mucilanginosaによる持続性カ
テーテル関連血流感染症に対し
voriconazole経口が奏功した1例

帝京大学　医学部　内科 北沢　貴利

319 感中 当院におけるBacillus属血流感染症の臨床的
特徴の検討

神戸市立医療センター西
市民病院　総合内科 王　　康治

320 感西 消化管穿孔の手術1 ヶ月経過後にBacillus 
lichenformis菌血症をきたした1例 下関市立市民病院　内科 原田由紀子

321 感中
レーザーシースを用いた経皮的感染リード
抜去術
－当院での循環器デバイス感染における臨
床的検討―

兵庫県立姫路循環器病セ
ンター 松山　苑子

血流感染症5
川村　英樹

（鹿児島大学病院 
医療環境安全部 
感染制御部門）

16:35

～

17:25

322 感西 診断に苦慮した感染性心内膜炎の1例 県民健康プラザ鹿屋医療
センター 宇都　寛高

323 感西 当院における感染性心内膜炎の検討 高松赤十字病院　循環器
科 山田　桂嗣

324 感中 Staphylococcus condimentiによるカテーテ
ル関連血流感染症の一例

滋賀医科大学医学部附属
病院　呼吸器内科 樋上　雄一

325 感中
免疫不全のない患者に発生した
Tsukamurella tyrosinosolvensによるカテー
テル関連血流感染症の一例

金沢医科大学　臨床感染
症学／金沢医科大学　感
染制御室

薄田　大輔

326 感中 高齢者の中心静脈カテーテル関連血流感染
の検討～～注意すべきポイントは？～ 愛知医科大学病院 脇田　嘉登
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周術期感染症
安田　　満

（岐阜大学医学部
附属病院泌尿器
科）

8:50

～
9:40

327 感中 肝移植患者における周術期の腸内細菌叢の
解析

京都大学大学院医学研究
科　臨床病態検査学 長尾　美紀

328 感中
当院における経会陰的前立腺生検の周術期
感染予防に対するキノロン系経口抗菌薬単
回投与の有用性について

兵庫医科大学　医学部　
泌尿器科 東郷　容和

329 感中 当院における根治的膀胱全摘除術の周術期
感染症発症頻度に関する検討

兵庫医科大学　医学部　
泌尿器科 東郷　容和

330 化 炎症性腸疾患における手術部位感染リスク
因子の検討

福岡大学筑紫病院　薬剤
部 宮崎　元康

331 感西 人工肛門閉鎖創に対する陰圧閉鎖療法の有
用性

川崎医科大学　消化器外
科 上野　太輔

結核1

露口　一成
（独立行政法人国
立病院機構　近
畿中央胸部疾患
センター）

14:15

～

15:05

332 感西 第2子の結核性髄膜炎に発症により、肺結
核再発が判明した若年女性の1例

国立病院機構宮崎東病院　
呼吸器内科 北村　瑛子

333 感中 気管支喘息の治療によって一時的な改善を
認め経過が長期化した気管支結核の1例

洛和会音羽病院洛和会京
都呼吸器センター 長坂　行雄

334 感中 慢性リンパ性白血病の経過中に肺結核を発
病した一例

一宮市立市民病院　呼吸
器内科 齋藤　裕子

335 感西 結核性リンパ節炎と肺サルコイドーシスを
同時に発症した１症例

九州大学大学院 医学研
究院附属　胸部疾患研究
施設

三雲　大功

336 感中 腹腔鏡下胆嚢摘出術中に偶然発見された結
核性腹膜炎の1例 公立陶生病院　外科 吉田　光一

結核2

近藤　晃
（独立行政法人　
地域医療機能推
進機構　諫早総
合病院　呼吸器
内科）

15:05

～

15:55

337 感西 瘢痕収縮する前段階の回盲部結核症を契機
に肺，肝結核症が診断された1例

済生会福岡総合病院　内
科 吉村　大輔

338 感西 胃液検査で粟粒結核を診断し得た症例の検
討

徳島県立中央病院　呼吸
器内科 吉田　成二

339 化 気管支喘息、糖尿病、関節リウマチ治療中
に発症した結核性心外膜炎の一例

藤田保健衛生大学医学部
呼吸器内II講座 廣瀬　正裕

340 感西 脳生検にて診断した脳結核腫の1例 長崎川棚医療センター　
呼吸器科 黒木　麗喜

341 感西 血液透析はT-SPOTの診断に影響を及ぼす可
能性がある

東京都済生会中央病院　
腎臓内科 吉藤　　歩

結核3
遠藤　和夫

（兵庫県立尼崎総
合医療センター）

15:55

～

16:35

342 感西 FDG-PET/CTが施行された結核症の検討 愛媛県立中央病院　呼吸
器内科 近藤　晴香

343 感中 結核病棟を持たない中規模一般病院での過
去10年間の結核症例の検討 JCHO金沢病院 渡辺　和良

344 感西 岩国医療センターにおける結核患者の動向 岩国医療センター 西　　達也

345 感西 動物園で飼育中のアジアゾウからの感染と
推定される結核感染事例の検討 福山市民病院  腫瘍内科 麻生　光美

11月25日（金）　第10会場（フェストーネ会議室）
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結核4
小泉　祐介

（愛知医科大学病
院　感染症科）

16:35

～
17:25

346 感西 結核診療目的に受診した外国出生者症例の
検討

国立病院機構沖縄病院　
呼吸器内科 大湾　勤子

347 感西 当院における抗酸菌症の診断の現状
板橋中央総合病院　呼吸
器内科／板橋中央総合病
院内科

林　　智宏

348 感西 フィリピン・サンラザロ病院におけるMDR-
TBの現状

東北大学　災害科学国際
研究所　災害感染症学分
野

浩　　日勒

349 感西 膀胱内BCG注入治療中に播種性BCG感染症
を来した1例

国家公務員共済組合連合
会　浜の町病院　総合診
療科

有田　康佑

350 感西 当院におけるTSPOT検査に関する臨床的検
討 国立病院機構沖縄病院 比嘉　　太
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真菌4
串間　尚子

（福岡大学病院　
呼吸器内科）

10:40
～

11:40

351 感中
コントロール不良の気管支喘息患者に生じ
た重症肺真菌症（侵襲性肺アスペルギルス
症、ニューモシスチス肺炎）の2例

大阪府済生会中津病院　
呼吸器内科 寺西　　敬

352 感中
Aspergillus viridinutansによるアレルギー
性気管支肺アスペルギルス症に仮性肺動脈
瘤を合併した1例

名古屋市立大学大学院　
呼吸器・免疫アレルギー
内科学

武田　典久

353 感西 多彩な画像所見を呈し急激な経過を辿った
侵襲性肺アスペルギルス症の1例

朝倉医師会病院　呼吸器
内科 佐藤　留美

354 感西
呼吸器検体からAspergillus属が分離された
慢性間質性肺炎患者の臨床像についての検
討

安芸市民病院　内科／広
島大学大学院　分子内科
学

大森慶太郎

355 感西 肺真菌症診断目的で気管支鏡が実施された
症例の検討

愛媛県立中央病院　呼吸
器内科 井上　考司

356 感中 Cryptococcus gattiiの莢膜多糖の構造と免
疫原性に関する検討

大阪市立大学大学院　医
学研究科　細菌学 金子　幸弘

11月26日（土）　第3会場（会議場B1）
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HIV/AIDS

高田　清式
（愛媛大学医学部
附属病院　総合
臨床研修セン
ター）

9:00
～

10:00

357 感西 当院におけるHIV感染者・非感染者での大
腸内視鏡の直腸所見の比較・検討

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

東新川実和

358 感西 当院の抗レトロウイルス療法中HIV感染者
における腎障害に関する検討

九州大学病院　総合診療
科 村田　昌之

359 感中
ニューモシスチス肺炎と鑑別を要し抗HIV
療法のみで軽快したdiff use infi ltrative 
lymphocytosis syndromeによる間質性肺炎
の一例

大阪市立総合医療セン
ター　感染症内科 宅間　仁美

360 感西 重症B型急性肝炎を合併した急性HIV感染症
の一例

九州大学病院　総合診療
科 柿本　聖樹

361 感中 治療終了の翌日に再発したHIV患者の
ニューモシスチス肺炎の１例

大阪市立総合医療セン
ター　感染症内科 角田　尚子

362 感中 ニューモシスチス肺炎経過中にサイトメガ
ロウイルス胃腸炎を併発した一例

西神戸医療センター　呼
吸器内科 中野　貴之

抗微生物薬の
基礎的検討

矢野　寿一
（奈良県立医大）

10:00

～

10:40

363 感中
新規キノロン系外用抗菌薬ozenoxacinの皮
膚由来Staphylococcus aureusに対するin 
vitro及びin vivo 抗菌作用

京都薬科大学　薬学部　
微生物・感染制御学分野
／マルホ株式会社　京都
R&Dセンター　開発研
究部

金山　翔治

364 化 緑膿菌に対するInoculum eff ectの検討

長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科　病態解析・
診断学（検査部）／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）／長崎県
五島中央病院

武田　和明

365 感西 新作用機序によるインフルエンザウイルス
阻害剤への応用

久留米大学医学部感染制
御学講座 上村　勇作

366 感西 尿路バイオフィルム感染症に対する乳酸菌
プロバイオティクスに関する基礎的検討

岡山大学大学院　医歯薬
学総合研究科　泌尿器病
態学

光畑　律子

各種微生物の
同定・検査法
2

大城　健哉
（那覇市立病院　
医療技術部　検
査室）

10:40

～

11:40

367 感中 アスペルギルスの臨床分離株の同定におけ
るMALDI-TOF MS法の有用性の検討

埼玉医科大学病院　感染
症科・感染制御科 樽本　憲人

368 感西
Multiplex PCR法により下気道由来検体から
呼吸器系ウイルスが証明できた20症例の臨
床的検討

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１内
科）

鍋谷大二郎

369 感中 Broad range PCRで診断したBalltonella 
henselaeによる猫ひっかき病の1例

三重県立総合医療セン
ター　呼吸器内科 寺島　俊和

370 感西 LAMP法によるβ-Lactamase遺伝子検出
―緑膿菌臨床分離株への応用―

日本大学　医学部　微生
物学分野 関　みつ子

371 感中 銀増幅法を用いた新しいマイコプラズマ抗
原検出迅速検査試薬の臨床的有用性の検討

国立病院機構　金沢医療
センター　小児科 宮下　健悟

372 感西 マイコプラズマ迅速抗原検出法の pit fall 川崎医科大学　総合内科
学 宮下　修行

11月26日（土）　第5会場（会議場B2）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

ウイルス1
下田　慎治

（九州大学病院　
免疫膠原病感染
症内科）

13:30

～

14:00

373 感西 サイトメガロウイルス腸炎に対する腸液
PCRの有用性

琉球大学医学部附属病院　
光学医療診療部 伊良波　淳

374 感中 臍帯血移植後に急激に進行し致命的な転機
を辿ったCMV肺炎症例

済生会中央病院　診療部　
総合診療科 佐藤　雄紀

375 感中
副腎皮質ステロイド単独治療で治癒できた
Epstein-Barr virus関連血球貪食性リンパ組
織球症の一例

奈良県立医科大学附属病
院　総合診療科 大野　史郎

ウイルス2
村田　昌之

（九州大学病院　
総合診療科）

14:00

～

14:40

376 感西 脊髄炎を併発したムンプスウイルス感染症
の1例

敬愛会中頭病院　感染
症・総合内科 大城　雄亮

377 感西 血小板数と蛋白尿の逆相関が認められた重
症熱性血小板減少症候群の1例

徳島県立中央病院　感染
症科 山口　普史

378 感中 単純ヘルペスウイルス２型による急性咽頭
喉頭炎の１例

大阪警察病院　感染管理
センター／大阪警察病院　
臨床検査科

水谷　　哲

379 感中 タイ帰国後に発症し、高度な肝機能障害を
合併したデング出血熱の一例。

東京高輪病院　感染症内
科・総合内科 林　　良典
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

血流感染症6

石田　正之
（社会医療法人　
近森会近森病院　
呼吸器内科　兼　
感染症内科）

9:00

～
9:40

380 化 化膿性関節炎と感染性心内膜炎を合併した
侵襲性肺炎球菌感染症の一例

福岡大学病院　腫瘍・血
液・感染症内科 戸川　　温

381 感中
意識障害を呈し頭部MRIで特徴的な画像所
見が得られた侵襲性肺炎球菌感染症による
敗血症の2症例

大阪市立総合医療セン
ター　救命救急センター 立木規与秀

382 感西
横紋筋融解症による急性腎障害、コンパー
トメント症候群を呈した脾臓摘出後重症感
染症（OPSI）の一例

敬愛会　中頭病院　感染
症・総合内科 戸高　貴文

383 感西 当院における侵襲性肺炎球菌感染症（IPD）
の検討

社会医療法人近森会　近
森病院　臨床検査部 吉永　詩織

血流感染症7
高城　一郎

（宮崎大学医学部
附属病院）

9:40

～

10:30

384 感西 脾臓摘出後の侵襲性肺炎球菌感染症の1例 倉敷中央病院　救命救急
センター　総合診療科 堀内日佐世

385 感西 治療に難渋したHypermucoviscous Klebsiella 
pneumoniaeによる感染性動脈瘤の一例 済生会福岡総合病院 藤本　　翔

386 感中 キノロン耐性Helicobacter cinaediによる多
発蜂窩織炎、持続菌血症の一例

公益財団法人田附興風会
医学研究所北野病院　総
合内科

四茂野恵奈

387 感西
亀田総合病院における過去11年間の
Morganella morganii菌血症43例の臨床的
特徴

亀田総合病院　感染症科 井上　　凡

388 感中 三重大学医学部附属病院における過去10年
間の血液培養検査の変遷

三重大学　医学部附属病
院　中央検査部／三重大
学　医学部附属病院　医
療安全・感染管理部

安田　和成

血流感染症8
真崎　宏則

（まさき内科呼吸
器クリニック）

10:30

～

11:20

389 感中
市中肺炎患者における喀痰グラム染色の起
因菌を診断する診断精度の再評価：システ
マティックレビューとメタ解析

藤田保健衛生大学病院　
救急総合内科 小川　広晃

390 感西 当院で経験したStreptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis感染の2症例

横浜市立大学附属病院　
血液・免疫・感染症内科 比嘉　令子

391 感中 橋中心髄鞘崩壊症の合併が疑われた黄色ブ
ドウ球菌による敗血症の一例

京都岡本記念病院　総合
診療科 永野　明範

392 感西 PCG感受性MSSAによる右腎静脈化膿性血栓
静脈炎・septic pulmonary emboli の一例

鹿児島生協病院　総合内
科 川上　翔平

393 感西 血液培養検査で同時にSalmonella Typhiと
Salmonella Paratyphi Aを検出した一例

北里大学病院　臨床検査
部　微生物検査室 安達　　譲

血流感染症9
仲松　正司

（琉球大学医学部
附属病院　感染
対策室）

13:30

～

14:20

394 感西 腸管出血性大腸菌による溶血性尿毒症症候
群を呈した成人の一例

長崎大学病院感染症内科
（熱研内科） 池田恵理子

395 感西 急性腎盂腎炎を契機とした右眼内炎の一例
九州大学病院 免疫・膠
原病・感染症内科（第一
内科）

井上　　健

396 感中 Helicobacter Cinaedi敗血症を繰り返した原
発性免疫不全症の2例

大阪市立総合医療セン
ター　総合診療科 山上　啓子

397 感中
初報告となるDelftia acidovoransと
Stenotrophomonas maltophiliaによる菌血
症の1例

大阪市立大学　大学院医
学研究科　臨床感染制御
学／大阪市立大学　医学
部付属病院　感染症内科

柴多　　渉

398 感中
血液培養を繰り返すことで診断に至った
Helicobacter cinaediによる感染性大動脈瘤
の1例

神戸大学医学部附属病院　
感染症内科 海老沢　馨

11月26日（土）　第6会場（会議場B3・4）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

血流感染症10
東　　桃代

（徳島大学病院　
感染制御部）

14:20
～

15:10

399 感西 Moraxella catarrhalisによる急性感染性電撃
性紫斑病（AIPF）の一例

社会医療法人　近森病院　
臨床研修部　初期研修医 木田　遼太

400 感中
当院での過去3年間の血液培養から
Staphylococcus lugdunensisが検出された症
例における生命予後を含む臨床的特徴につ
いて

りんくう総合医療セン
ター　総合内科・感染症
内科

関　　雅之

401 化 当院におけるAnginosus group streptococci
による敗血症例の検討

大阪医科大学　附属病院　
感染対策室／大阪医科大
学　内科学総合診療科

浮村　　聡

402 化 Stenotrophomonas maltophilia菌血症30症
例の後方視的検討

湘南鎌倉総合病院　検査
部 後藤　未来

403 感中 当院におけるESBL産生腸内細菌とESBL非産
生腸内細菌による菌血症症例の比較検討

大津赤十字病院　ICT ／
大津赤十字病院　検査部 木田　兼以
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

NTM1
大湾　勤子

（国立病院機構　
沖縄病院）

9:00

～
9:40

404 感西 肺非結核性抗酸菌症の経過観察中に肺癌を
合併した症例の臨床的検討

川崎医科大学　呼吸器内
科 小橋　吉博

405 感中 Mycobacterium avium感染増悪に対し片肺
切除を行い治療に難渋した1例

独立行政法人　地域医療
機能推進機構　金沢病院　
内科

早稲田優子

406 感中 肺Mycobacterium avium complex症の診断
時一般細菌培養検出菌の臨床的意義の検討

田附興風会　医学研究所　
北野病院 小谷　アヤ

407 感西 胸水中ADA著明高値で結核性胸膜炎との鑑
別に難渋した肺非結核性抗酸菌症の一例 古賀総合病院　内科 松浦　良樹

NTM2
小橋　吉博

（川崎医科大学　
呼吸器内科）

9:40

～

10:20

408 感西 当院における肺MAC症の治療効果および副
作用と再燃についての検討

日本赤十字社　長崎原爆
病院　呼吸器内科 田中　咲子

409 感中 多漿膜炎に対するステロイド治療後に播種
性MAC症を発症した一例 神戸大学医学部付属病院 小濱みずき

410 感西
16S ribosomal RNA遺伝子を用いた細菌叢
解析法によりM.intracellulareとM.kansasii
の混合感染が疑われた肺非結核性抗酸菌症
の1例

産業医科大学　医学部　
呼吸器内科学 内藤　圭祐

411 感中
candida tropicalisによるカテーテル関連血
流感染症治療後にmycobacterium 
abscessus敗血症を来した一例

一宮市立市民病院 水野　秀和

NTM3

田中　栄作
（天理よろづ相談
所病院　感染症
管理センター呼
吸器内科）

10:20

～

11:10

412 感西
過去の培養結果で早期に治療介入が可能で
あったMycobacterium abscessusによる肺
炎の一例

倉敷中央病院　呼吸器内
科 阿河　昌治

413 感中
再発難治性B細胞性リンパ腫の治療経過中
に皮膚軟部組織に非結核性抗酸菌症を合併
した症例

市立伊丹病院　感染対策
室 徳嶺　進洋

414 感中 Mycobacterium mageritenseによる左耳下
腺炎の1例

自治医科大学附属病院　
感染症科／済生会宇都宮
病院 総合内科

岡部　太郎

415 感中
同定に苦慮したMycobacterium 
kumamotonense による右示指屈筋 鞘滑
膜炎の1例

名古屋大学医学部附属病
院　中央感染制御部 平林　亜希

416 感西
採取検体からMycobacterium gordonaeが反
復して同定され、起炎菌確定に苦慮した結
核性腹膜炎・胸膜炎の一例

福岡赤十字病院 鎗水　　彰

中枢神経系1
山本　和子

（長崎大学病院　
感染制御教育セ
ンター）

13:30

～

14:20

417 感西
髄膜炎、多発関節炎および脊椎炎を合併し
た成人における侵襲性無莢膜型インフルエ
ンザ菌感染症（NTHi）の1例

宮崎県立宮崎病院　内科 山中　篤志

418 感中 成人発症のStreptococcus agalactiaeによる
髄膜炎症例と文献レビュー

琉球大学医学部附属病院 
感染症・呼吸器・消化器
内科学（第一内科）

平井　　潤

419 感中 DICを合併し短期間に死亡した肺炎球菌に
よる劇症髄膜炎の１剖検例

羽島市民病院　消化器内
科・感染管理室 酒井　　勉

420 感中 Ommaya-reservoir留置中に合併した中枢神
経感染症の臨床的検討

川崎市立川崎病院　感染
症内科 細田　智弘

421 感西 免疫不全を背景としないElizabethkingia 
meningoseptica細菌性髄膜炎の１例

自治医科大学附属病院　
臨床感染症センター　感
染症科

鈴木　貴之

11月26日（土）　第7会場（会議場A2）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

中枢神経系2

西　順一郎
（鹿児島大学大学
院医歯学総合研
究科微生物学分
野）

14:20

～
15:10

422 感中 緊急手術が必要と判断した気腫性腎盂腎炎
の２例 南生協病院　泌尿器科 糠谷　拓尚

423 感西
リネゾリドで治療効果を得たくも膜嚢胞腹
腔シャント術後メシチリン耐性表皮ブドウ
球菌による小児髄膜炎の1例

福岡市立こども病院 川口理一郎

424 感中 臨床像が異なる水痘帯状疱疹ウイルス髄膜
炎の2例 神戸労災病院　内科 岡本　英久

425 感西 エンテロウイルスD68型が検出された急性
弛緩性脊髄炎の一例

川崎医科大学附属病院　
小児科 小野佐保子

426 感西 誤嚥性肺炎を契機に発見された、水痘帯状
疱疹ウイルスによる球麻痺の1例

JCHO諌早総合病院呼吸
器内科 宮村　拓人

プ
ロ
グ
ラ
ム

（
一
般
演
題
）



－ 91 －－ 91 －

セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

ASP(要望）5
村谷　哲郎

（株式会社キュー
リン　検査部）

9:00
～

9:40

427 感西 当院におけるAmpC産生菌菌血症の現状と
感染症内科介入に伴う診療の変化

鳥取大学　医学部　附属
病院　感染症内科／鳥取
大学　医学部　付属病院　
感染制御部

北浦　　剛

428 化
当院におけるAST（Antimicrobial 
Stewardship Team）活動によるアウトカム
の検討～輪（和）の心を持った支援への薬
剤師の役割～

東京都済生会中央病院　
薬剤部 長谷川晃一

429 化 ICTにおける薬剤師からのAntimicrobial 
stewardship program（ASP）の試み

山梨県立中央病院　薬剤
部 遠藤　愛樹

430 化
Antimicrobial Use Density（AUD）および
Days Of Therapy（DOT）を用いたICTによ
るカルバペネム系抗菌薬適正使用支援の評
価

淀川キリスト教病院　薬
剤部 中村　翔吾

ASP(要望）6
浜田　幸宏

（東京女子医科大
学病院　薬剤部）

9:40

～

10:30

431 化 抗菌薬届出制導入に伴う抗菌薬投与状況に
関する検討

公立陶生病院　薬剤部／
公立陶生病院　感染防止
対策委員会

梅村　拓巳

432 化
抗真菌薬サーベイランスによる当院の抗真
菌薬使用状況評価と適正使用介入の必要性
に関する検討

鹿児島大学病院　薬剤部 梅崎　靖弘

433 化
洛和会丸太町病院薬剤部における抗菌薬適
正使用に向けた処方監査ならびに病棟薬剤
業務での取り組みと疑義照会の現状調査

洛和会丸太町病院　薬剤
部 黄前　尚樹

434 化
『明日の医療の質向上をリードする医師養成
プログラム（ASUISHI）』感染制御インテン
シブコースで学んで

JA愛知厚生連　豊田厚
生病院 総合内科 渡口　賢隆

435 化 薬学病院実務実習における抗菌薬教育の取
り組み

徳島県立中央病院　薬剤
局 中村　哲也

ASP(要望）7
八板謙一郎

（久留米大学感染
制御学講座）

10:30

～

11:10

436 感中 愛知県下におけるDDD法とDOT法を用いた
抗菌薬の多施設使用動向調査

愛知県院内感染ネット
ワーク委員会 塩田　有史

437 感中 学生教育から始めるAntimicrobial 
stewardship program

大阪医科大学附属病院　
感染対策室／大阪医科大
学　教育センター

浮村　　聡

438 化
研修医教育による抗菌薬適正使用への影響
～救急外来における経口抗菌薬処方からの
検討～

石川県立中央病院　救急
科 南　　啓介

439 感西 血液培養陽の適正採取とコンタミネーショ
ン低下への取り組み 坂出市立病院　内科 中村　洋之

11月26日（土）　第8会場（フェストーネ多目的ホール）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

薬剤の副作用
・相互作用1

茂見　茜里
（鹿児島大学病院　
薬剤部）

13:30
～

14:20

440 感中 下顎骨骨髄炎治療中にメトロニダゾール脳
症を発症した一例

愛知医科大学病院　感染
症科／愛知医科大学病院　
感染制御部／琉球大学大
学院医学研究科 感染症・
呼吸器・消化器内科学

西山　直哉

441 感中 肝膿瘍でメトロニダゾール（MNZ）を長期
投与後，MNZ誘発性脳症を来した一例

公立豊岡病院組合立豊岡
病院　総合診療科 迫　健太郎

442 感中 ダプトマイシン投与後に生じた急性好酸球
性肺炎の１例

日本赤十字社和歌山医療
センター 大棟　浩平

443 化
医薬品副作用データベース（JADER）を利
用したClostridium diffi  cile 関連下痢症/感染
症の実態調査

長崎大学病院　薬剤部 室　　高広

444 感西 抗結核薬で生じた間質性腎炎 神戸大学医学部附属病院　
感染症科 長田　　学

薬剤の副作用
・相互作用2

小杉　卓大
（社会医療法人友
愛会　豊見城中
央病院　薬剤科）

14:20

～

15:00

445 化 βラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン製剤
の高用量投与が与える血清電解質への影響

社会医療法人神鋼記念会　
神鋼記念病院　診療技術
部薬剤室

藏本　裕信

446 化
スルファメトキサゾール／トリメトプリム
配合剤の一般感染症に対する使用状況の検
討

京都第二赤十字病院　薬
剤部 堀内あす香

447 化
病棟薬剤師として入院初日から治療に参画
したMRCNS による腰椎化膿性椎間板炎に
対してVCM 投与中に急性腎障害を呈した１
例

労働者健康安全機構　大
阪労災病院　薬剤部 岩本佳代子

448 化 セフェピム投与中に意識障害・ミオクロー
ヌスを呈した1例

佐賀県医療センター好生
館　薬剤部／佐賀県医療
センター好生館　ICT

小塩　和人
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

リケッチア感
染症

椎木　創一
（沖縄県立中部病
院　感染症内科）

9:00

～
9:40

449 感中 間接赤血球凝集反応により紅斑熱群リケッ
チア症と診断された死亡例の検討 古座川町国保明神診療所 森田　裕司

450 感西 南房総における日本紅斑熱の臨床的特徴
（2004 ～ 2015年）

亀田総合病院　総合内科
／長崎大学　医歯薬学総
合研究科

山藤栄一郎

451 化 夫婦で同時に発症したツツガムシ病の2例 大分県厚生連　鶴見病院 首藤　俊樹

452 感西 眼症状で受診しツツガムシ病と診断,アジス
ロマイシンにて治癒を認めた一例

社会医療法人　雪の聖母
会　聖マリア病院 長門　　直

感染対策5
鍋谷　佳子

（大阪大学医学部
附属病院）

9:40

～

10:30

453 感中 耳鼻咽喉科病棟におけるMRSA院内感染の
制御

京都大学医学部附属病院　
感染制御部 高倉　俊二

454 化 MRSAの伝播予防を目的とした鼻腔用ムピ
ロシン使用の検討

国立病院機構近畿中央胸
部疾患センター 新田　　亮

455 感西 当院におけるClostridium diffi  cile感染症減
少とその要因について

市立三次中央病院　検査
科 須々井尚子

456 感中
Extended spectrum β-lactamase （ESBL）
産生菌検出率とセフェム系抗菌薬使用量の
比較・検討

神戸掖済会病院　薬剤部 小本　晴香

457 感中 感染症疫学への方向統計学および波形解析
の適用

京都大学大学院　医学研
究科　病原細菌学講座／
京都大学東南アジア研究
所

白川　康一

感染対策6
林　三千雄

（住友病院　感染
制御部）

10:30

～

11:20

458 感中 東日本大震災における災害支援での感染対
策の実際

医療法人育和会　育和会
記念病院　医療安全管理
室

佐々木富子

459 感西 平成28年熊本地震に伴う宇土地区における
避難所インフルエンザ対策支援活動

鹿児島大学病院　医療環
境安全部　感染制御部門
／鹿児島ICTネットワー
ク

川村　英樹

460 感西
鹿児島大学病院におけるRapid Response 
System （RRS）対応患者に対する感染症診
療支援の状況

鹿児島大学病院　医療環
境安全部　感染制御部門 川村　英樹

461 感中 大阪府北摂地域におけるCREスクリーニン
グ調査―CRE陽性者の追跡調査―

大阪大学　医学部附属病
院　感染制御部 吉田　寿雄

462 感中
大阪府北摂地域におけるCREスクリーニン
グ調査―想定外の蔓延から考える今後の感
染防止対策について―

大阪大学　医学部　附属
病院　感染制御部／大阪
大学　微生物病研究所

山本　倫久

11月26日（土）　第9会場（フェストーネ研修室）
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

サーベイラン
ス1

向野　賢治
（福岡記念病院）

13:30
～

14:20

463 感中 阪神地区地域ネットワークにおける耐性腸
内細菌科細菌の検出状況 阪神ICT活動研究会 網野かよ子

464 感中
ベトナムのタイビン市における基質特異性
拡張型β-ラクタマーゼ産生大腸菌の拡散状
況

大阪府立公衆衛生研究所　
感染症部 久米田裕子

465 化 岡山大学病院泌尿器科における尿中ESBL産
生大腸菌の分離状況と薬剤感受性

岡山大学病院　医歯薬学
総合研究科　泌尿器病態
学

山本満寿美

466 化 広島県におけるESBL産生菌サーベイランス
（第7期調査）

JA広島総合病院　臨床
研究検査科／広島大学　
院内感染症プロジェクト
研究センター／広島大学
大学院　医歯薬保健学研
究院　細菌学

池田　光泰

467 感中 ミャンマーにおけるカルバペネム耐性腸内
細菌科細菌の疫学調査

大阪大学医学部附属病院　
感染制御部 萩谷　英大

サーベイラン
ス2

上地　幸平
（琉球大学医学部
附属病院　検査・
輸血部）

14:20

～

15:10

468 化
広島県を拠点とする臨床検査センターの西
日本各支社から分離されたステルス型CPE
の検出状況とその特徴

広島大学　院内感染症プ
ロジェクト研究センター
／広島大学大学院　医歯
薬保健学研究院　細菌学
／広島大学病院　診療支
援部／広島大学病院　検
査部

田寺加代子

469 化
西日本の広範な地域から収集された
blaIMP-6保有ステルス型CPEが保有するプ
ラスミドの比較解析

広島大学　院内感染症プ
ロジェクト研究センター
／広島大学大学院　医歯
薬保健学研究院　細菌学

鹿山　鎭男

470 化
福岡歯科大学医科歯科総合病院歯科におけ
る過去１年間の抗菌薬使用および検出菌の
サーベイランス

福岡歯科大学医科歯科総
合病院　院内感染対策
チーム／福岡歯科大学　
総合歯科学講座　総合歯
科学分野

森田　浩光

471 感西 高知県感染対策・サーベイランス研究会の
活動報告

社会医療法人近森会　近
森病院　臨床検査部 柳井さや佳

472 感西
ベトナム三次医療機関１施設（バクマイ病
院、ハノイ市）ICUにおける院内感染血流感
染症の疫学的所見の検討：前向きコホート
研究

国立研究開発法人　国立
国際医療研究センター　
国際感染症センター／東
北大学　大学院医学研究
科　グローバル感染症学
講座　感染症疫学分野

石金　正裕
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セッション 座　長 時間 演題番号 区分 演　題　名 所属機関 演者

原虫・寄生虫
1

平田　哲生
（琉球大学医学部
附属病院　第一
内科）

9:00
～

9:40

473 感西 重症糞線虫症におけるイベルメクチン：沖
縄県と県外症例のレビュー

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１内
科）

鍋谷大二郎

474 感中 当院で経験したウェステルマン肺吸虫症の
一例 東住吉森本病院 武田　倫子

475 感西 結核性胸膜炎・肝膿瘍と鑑別を要した肺吸
虫症の一例

公益社団法人北部地区医
師会　北部地区医師会病
院　呼吸器・感染症科／
琉球大学大学院医学研究
科　感染症・呼吸器・消
化器内科学

稲嶺　盛史

476 感中 アメーバ肝膿瘍における各種抗体検査の有
用性

川崎市立川崎病院　総合
内科 松原　祥平

原虫・寄生虫
2

豊川　貴生
（沖縄県立南部医
療センター・こど
も医療センター　
感染症内科）

9:40

～

10:20

477 感中 当院における赤痢アメーバ症に対する診断
方法の検討 加納総合病院　内科 森脇英一朗

478 感中 ホタルイカ生食が原因と考えられた旋尾線
虫感染症の1例

富山大学附属病院　感染
症科 宮嶋　友希

479 感西 脳有鉤嚢虫症を合併した有鉤条虫症の一例 済生会福岡総合病院　内
科 梶山　渉太

480 感中 ニューモシスチス肺炎の診断における喀痰・
BAL定量PCRの診断性能の検討

京都大学大学院医学研究
科臨床病態検査学／京都
大学医学部附属病院検査
部・感染制御部

土戸　康弘

原虫・寄生虫
3

當眞　　弘
（琉球大学大学院
医学研究科　寄
生虫・免疫病因
病態学講座）

10:20

～

11:10

481 感中 40代女性フィリピン人のアジア条虫の1例

大阪市立大学大学院医学
研究科　臨床感染制御学
／大阪市立大学大学院医
学研究科　総合医学教育
学

並川　浩己

482 感中 生肉の摂取が原因と考えられたトキソカラ
症の1例 神戸労災病院　内科 西田　亮太

483 感中 インド渡航者に発症した神経嚢虫症 福井大学　医学部　内科
学（1） 伊藤　和広

484 感西 本邦における蟯虫（Enterobius 
vermicularis）感染症の動向－2015年－

（株）ビー・エム・エル　
細菌検査部　細菌検査課 生野　　博

485 感中 カンジダ血症を続発した劇症型アメーバ赤
痢の一例

奈良県立医科大学　感染
症センター 小川　　拓

癌化学療法後
感染症1

小泉　祐介
（愛知医科大学病
院　感染症科）

13:30

～

14:20

486 化 原発性肺癌に対する抗癌剤治療中に、化膿
性脊椎炎・感染性心内膜炎を合併した一例

久留米大学　呼吸器・神
経・膠原病内科 増田　　健

487 感西
急性リンパ球性白血病の化学療法中に
Rothia mucilaginosaによる菌血症を来した
１小児例

愛媛大学大学院医学系研
究科　小児科学 越智　史博

488 ― 取り下げ ― ―

489 感西 ATL患者へのモガムリズマブ投与後の免疫
副反応特に免疫再構築症候群について

吉備国際大学　保健医療
福祉学部 服部　俊夫

490 感西 乳癌化学療法中に発症したPneumocystis肺
炎症例の免疫機能の検討

四国がんセンター　感染
症・腫瘍内科 濱田　　信

11月26日（土）　第10会場（フェストーネ会議室）
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癌化学療法後
感染症2

仲本　　敦
（独立行政法人国
立病院機構　沖
縄病院　呼吸器
内科）

14:20

～
15:00

491 感中 進行肺扁平上皮癌に対する抗PD-1抗体療法
中に発症した肺結核の一例

国立病院機構京都医療セ
ンター　呼吸器内科 藤田　浩平

492 感西
中心静脈ポートを留置された進行胃癌症例
で発症したMycobacterium conceptionense
菌血症の1例

久留米大学　医学部　感
染制御学講座 八板謙一郎

493 化
AMLに対するがん化学療法に続発した発熱
性好中球減少症の初期治療薬に関する状況
調査

名古屋第一赤十字病院　
薬剤部 向山　直樹

494 化 臍帯血移植施行後におけるRothia 
mucilaginosa菌血症の1症例

琉球大学　医学部　附属
病院　薬剤部／琉球大学　
医学部　附属病院　感染
対策室

潮平　英郎
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