
一般演題（口演）

9：00～9：40 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「血液培養検査 1」
司会：賀来 敬仁 長崎大学病院検査部

O1-01 血液培養陽性例に対する迅速診断機器の抗菌薬選択への影響
○田寺加代子1,2）、板井 純治3）、木場由美子1,2）、長岡 里枝1,2）、原 稔典1,2）、樫山 誠也1,2）、小野寺 一1,2）、
京 道人3）、横崎 典哉2）、志馬 伸朗3）、大毛 宏喜4）

広島大学病院診療支援部感染症検査部門1）、広島大学病院検査部2）、
広島大学大学院医歯薬保健学研究科救急集中治療医学3）、広島大学病院感染症科4）

O1-02 全自動多項目遺伝子検査 FilmArray 血液培養パネルが抗菌薬選択に及ぼす影響
○上蓑 義典1,2）、宇野 俊介2）、池谷 修2）、長谷川直樹2）、村田 満1）

慶應義塾大学医学部臨床検査医学1）、慶應義塾大学医学部感染制御センター2）

O1-03 FilmArray 導入による菌血症患者への早期治療の効果について～AST活動の質的向上を目指して～
○花輪 和己1）、遠藤 愛樹1）、前島 誠2）

山梨県立中央病院薬剤部1）、山梨県立中央病院微生物検査室2）

O1-04 血液培養陽性ボトルから直接薬剤耐性遺伝子を検出することによる適正抗菌薬投与までの時間的変化
○土屋 憲1）、池ヶ谷佳寿子1）、更谷 和真2）

静岡市立清水病院検査技術科1）、静岡市立清水病院薬剤科2）

9：40～10：20 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「血液培養検査 2」
司会：村谷 哲郎 株式会社キューリン検査部

O1-05 自動多項目同時遺伝子検出システムを用いた急性胆道炎の検討
○渡邉隆太郎1）、黒田 誠2）、浅井 浩司1）、渡邉 学1）、鯨岡 学1,2）、草地 信也1）

東邦大学医療センター大橋病院外科1）、国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究センター2）

O1-06 入院患者発熱データを利用した施設内血液培養実施状況の評価
○岡本真一郎1,2）、宮川 寿一1,3）、中田 浩智1,3）、尾田 一貴1,4）、片野田朋美1,4）、野坂 生郷1,3）

熊本大学医学部附属病院感染制御部1）、熊本大学医学部附属病院呼吸器内科2）、
熊本大学医学部附属病院感染免疫診療部3）、熊本大学医学部附属病院薬剤部4）

O1-07 血液疾患化学療法時の血液培養と便培養の同時検査の意義に関する研究
○林 邦雄
明和病院血液内科

O1-08 MRSA菌血症患者に対する ICTの介入がもたらす効果
○片岡 優、瀬戸 崇光、小田 怜
淀川キリスト教病院

10：20～11：00 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「黄色ブドウ球菌の基礎的解析」
司会：崔 龍洙 自治医科大学医学部感染・免疫学講座細菌学部門

O1-09 Biofilm 形成 Staphylococcus aureus における各種抗菌薬の殺菌能比較
○宇野 尭1,2）、佐藤 匠1）、河村 真人1）、藤村 茂1）

東北医科薬科大学大学院薬学研究科臨床感染症学教室1）、東北医科薬科大学病院2）

O1-10 Biofilm 形成 Staphylococcus aureus small colony variants に対する抗菌薬の殺菌効果
○佐藤 匠1）、宇野 尭1,2）、河村 真人1）、藤村 茂1）

東北医科薬科大学大学院薬学研究科臨床感染症学教室1）、東北医科薬科大学病院薬剤部2）



O1-11 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のトランスグリコシラーゼはバイオフィルム形成と薬剤耐性に関与する
○奥田 賢一1,2）、金城 雄樹1,2）

東京慈恵会医科大学医学部細菌学講座1）、東京慈恵会医科大学バイオフィルム研究センター2）

O1-12 Borderline oxacillin-resistant Staphylococcus aureus（BORSA）の oxacillin 低感受性化機構
○中南 秀将、輪島 丈明、野口 雅久
東京薬科大学薬学部病原微生物学教室

13：20～14：00 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「抗菌薬の使用動向 1」
司会：継田 雅美 新潟薬科大学薬学部臨床薬学研究室

O1-13 丸木記念福祉メディカルセンターにおける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
○石橋 令臣1）、山岡 稔2）、山口 剛史2）、滝澤 功一2）

丸木記念福祉メディカルセンター感染対策室1）、丸木記念福祉メディカルセンター内科2）

O1-14 DPCデータを用いたがん専門病院における抗菌薬の使用状況の検討
○鈴木 義紀1）、遠藤 史郎2）

宮城県立がんセンター薬剤部1）、国際医療福祉大学塩谷病院感染制御部2）

O1-15 ナショナルデータベースを使用した肺炎治療に使用される抗菌薬についての検討
○山崎 伸吾1,3）、髙塚 博一1,3）、横山威一郎1,3）、高柳 晋2,3）、矢幅 美鈴2,3）、石井伊都子1）、猪狩 英俊2,3）

千葉大学医学部附属病院薬剤部1）、千葉大学医学部附属病院感染制御部2）、千葉大学医学部附属病院AST3）

O1-16 大規模レセプトデータベースを用いた感冒患者への抗菌薬投与に関する実態調査
○室 高広1）、中川 博雄2）、今村 政信1）、馬場 安里1）、赤松 隼人1）、福重 友理1）、泉川 公一3）、
佐々木 均1,3）

長崎大学病院薬剤部1）、長崎大学病院安全管理部2）、長崎大学病院感染制御教育センター3）

14：00～14：30 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「抗菌薬の使用動向 2」
司会：栄田 敏之 京都薬科大学薬物動態学

O1-17 抗菌薬不均質指数の問題点とその評価：感染管理システムの活用
○森兼 啓太1）、平野 龍一2）、佐々木 悟3）、鈴木 義紀4）、新妻 一直5）、小山 和明6）、白野 倫徳7）、
三谷 晶子8）、中木原由佳9）、潮平 英郎10）

山形大学医学部附属病院1）、青森県立中央病院2）、国立病院機構仙台医療センター3）、宮城県立がんセンター4）、
福島県立医科大学会津医療センター5）、深谷赤十字病院6）、大阪市立総合医療センター7）、宮崎市郡医師会病院8）、
鹿児島市医師会病院9）、琉球大学医学部附属病院10）

O1-18 鹿児島感染制御ネットワークにおける抗菌薬サーベイランスを活用した鹿児島県下の抗菌薬使用動向把握に向けた
取り組み
○茂見 茜里1,2）、川村 英樹1,2）、天達 菜緒2）、中嶋 洋生2）、中村 隼人1,2）、児玉 祐一1,2）、西 順一郎1,2）

鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門1）、鹿児島感染制御ネットワーク2）

O1-19 感染管理システム施設連携研究会 22施設による抗菌薬使用動向と耐性菌分離率の国内共同サーベイランス
○中木原由佳1）、平野 龍一2）、佐々木 悟3）、鈴木 義紀4）、新妻 一直5）、小山 和明6）、白野 倫徳7）、
三谷 晶子8）、潮平 英郎9）、森兼 啓太10）、中島 誠1）

鹿児島市医師会病院1）、青森県立中央病院2）、仙台医療センター3）、宮城県立がんセンター4）、
福島県立医科大学会津医療センター5）、深谷赤十字病院6）、大阪市立総合医療センター7）、宮崎市郡医師会病院8）、
琉球大学医学部附属病院9）、山形大学医学部附属病院10）



14：30～15：10 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「性感染症」
司会：濵砂 良一 新小倉病院泌尿器科

O1-20 2015～2017年にわが国で分離された淋菌の薬剤感受性について
○安田 満1,2）、籏崎 恭子2）、小林 寅喆3）、大澤 佳代4）、濵砂 良一5）、荒川 創一6）

岐阜大学医学部附属病院生体支援センター1）、岐阜大学微生物遺伝資源保存センター2）、東邦大学看護学部3）、
神戸大学大学院保健学研究科4）、新小倉病院泌尿器科5）、三田市民病院6）

O1-21 Mycoplasma genitalium の薬剤耐性遺伝子変異とアジスロマイシン、シタフロキサシンの臨床効果
○伊藤 晋1）、安田 満2）、出口 隆3）

あいクリニック1）、岐阜大学医学部附属病院生体支援センター2）、木沢記念病院3）

O1-22 当院における梅毒抗体検査実施に関する検討
○吉川 晃司1）、坂本 和美2）、出雲 正治3）、松澤真由子4）、清田 浩5）、堀 誠治6）

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター感染制御部1）、同中央検査部2）、同薬剤部3）、同看護部4）、同泌尿器科5）、
東京慈恵会医科大学感染症科6）

O1-23 神経梅毒を伴った眼梅毒の 2例
○浅井 信博1,2）、渡邊 弘樹1,2）、塩田 有史2）、小泉 祐介1,2）、山岸 由佳1,2）、三鴨 廣繁1,2）

愛知医科大学感染症科1）、愛知医科大学感染制御部2）

15：10～15：40 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「尿路感染症 1」
司会：石原 哲 木沢記念病院泌尿器科

O1-24 明らかな基礎疾患を有しない高齢者の急性膀胱炎の原因菌と E. coli の薬剤感受性
○濵砂 良一
新小倉病院泌尿器科

O1-25 当科に紹介された高齢女性（閉経後）初発膀胱炎症例治療失敗例について
○大岡 均至
神戸医療センター泌尿器科

O1-26 急性単純性膀胱炎より分離された大腸菌に対する各種抗菌薬の感受性に関する検討（2018年）
○宮田 和豊1）、矢澤 聰2）

入間川病院泌尿器科1）、慶聰会矢澤クリニック2）

15：40～16：10 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「尿路感染症 2」
司会：石川 清仁 藤田医科大学腎泌尿器外科

O1-27 経尿道的尿路結石除去術後尿培養の意義
○大槻 英男、松井 幸英、堀 俊介、藤尾 圭
我孫子東邦病院泌尿器科

O1-28 清潔間欠導尿を要する患児の尿培養検査の検討
○上原 央久1）、桧山 佳樹2）、髙橋 聡3）、舛森 直哉2）

北海道立子ども総合医療療育センター小児泌尿器科1）、札幌医科大学附属病院泌尿器科2）、
札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座3）

O1-29 経会陰的穿刺ドレナージ術が有効であった前立腺膿瘍の 2例
○東郷 容和
協立病院泌尿器科



16：10～16：50 5月 9日（木）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「尿路感染症 3」
司会：田中 一志 北播磨総合医療センター泌尿器科

O1-30 腎盂尿培養における分離菌、薬剤感受性成績の検討
○中野 雄造、重村 克巳、藤澤 正人
神戸大学医学部腎泌尿器科

O1-31 当科におけるフロモキセフの使用経験と臨床的位置づけ
○和田耕一郎、山本満寿美、三井 將雄、定平 卓也、石井亜矢乃、渡邉 豊彦、那須 保友
岡山大学病院泌尿器科

O1-32 北播磨総合医療センターにおける尿中分離菌の検討
○田中 一志1）、松本 穣1）、内藤 拓也2）

北播磨総合医療センター先端医療センター（ロボット手術部門）・泌尿器科1）、
北播磨総合医療センター診療支援部中央検査室2）

O1-33 抗菌薬適正使用会議（AST会議）における泌尿器科患者の検討
○重村 克巳1,2,3）、宇田 篤史3）、大澤 佳代2,3）、北川 孝一4）、中野 雄造1）、荒川 創一5）、宮良 高維3）、
藤澤 正人1）

神戸大学泌尿器科1）、神戸大学保健学科2）、神戸大学医学部附属病院感染制御部3）、
神戸大学大学院イノベーション研究科4）、三田市民病院5）

9：00～9：30 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「菌血症 1」
司会：髙橋 孝 北里大学大学院感染制御科学府・感染症学研究室

O1-34 グラム陽性連鎖球菌の菌血症における抗菌薬投与期間の比較検討
○北野 弘之1,2）、繁本 憲文1）、梶原 俊毅1）、久保 有子1）、田寺加代子3）、原 稔典3）、長岡 里枝3）、
木場由美子3）、樫山 誠也3）、小野寺 一3）、大毛 宏喜1）

広島大学病院感染症科1）、広島大学病院泌尿器科2）、広島大学病院診療支援部感染症検査部門3）

O1-35 Bacillus cereus 血液培養陽性例の後方視的解析
―コンタミネーション率、菌血症治療期間、バンコマイシンの治療域の検討―
○浦上 宗治1）、沖中 友秀1）、岡 祐介1）、濵田 洋平1）、於保 恵2）、草場 耕二2）、青木 洋介1,3）

佐賀大学医学部附属病院感染制御部1）、佐賀大学医学部附属病院検査部2）、
佐賀大学医学部国際医療学講座臨床感染症学分野3）

O1-36 広域抗生剤に加えて rTMが投与されるまでの日数の差が生命予後に与える影響に関する後方視的比較検討
○中山 晴雄
東邦大学医療センター大橋病院院内感染対策室

9：30～10：00 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「菌血症 2」
司会：猪狩 英俊 千葉大学医学部附属病院感染制御部

O1-37 近年の当院における黄色ブドウ球菌菌血症診療の現状
○伊藤 和広1）、新谷 智則2）、重見 博子3）、田居 克規1,4）、山内 高弘1）、岩崎 博道4）

福井大学医学部内科学（1）1）、福井大学医学部附属病院薬剤部2）、福井大学医学部附属病院呼吸器内科3）、
福井大学医学部附属病院感染制御部4）

O1-38 千葉県における小児侵襲性 B群溶血性レンサ球菌感染症の臨床的細菌学的検討
○石和田稔彦、竹内 典子
千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野



O1-39 院内発症腸球菌菌血症中で Enterococcus faecium が検出されるリスク因子の後方視的検討
○宇田 篤史1,2）、小池 千裕2）、楠木 まり2,3）、大澤 佳代2,4）、重村 克巳4,5）、宮良 高維2）

神戸大学医学部附属病院薬剤部1）、神戸大学医学部附属病院感染制御部2）、神戸大学医学部附属病院臨床検査
部3）、神戸大学大学院保健学研究科4）、神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野5）

10：00～10：30 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「周術期感染症 1」
司会：渡邉 学 東邦大学医療センター大橋病院外科

O1-40 直腸癌術後 SSI と耐性菌発生の現状
○野口 忠昭
大腸肛門病センター高野病院

O1-41 下部消化管穿孔性腹膜炎における検出菌と抗菌薬選択の実際
○坪井 拓磨、武藤 義和、市原 利彦、川瀬 義久
公立陶生病院

O1-42 千葉大学医学部附属病院における周術期抗菌薬使用状況の検討
○高柳 晋1）、猪狩 英俊1）、山崎 伸吾2）

千葉大学医学部附属病院感染制御部1）、千葉大学医学部附属病院薬剤部2）

10：30～11：00 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「周術期感染症 2」
司会：小林美奈子 防衛医科大学校医療安全・感染対策部

O1-43 周術期抗菌薬の状況評価におけるスナップショット調査の有益性
○下平 智秀1,2）、中村 造1）、佐藤 昭裕1）、藤田 裕晃1）、添田 博1,2）、渡邉 秀裕1）

東京医科大学病院感染制御部1）、東京医科大学病院薬剤部2）

O1-44 周術期抗菌薬使用日数適正化におけるASTの取り組み
○馬渡 桃子、小川 淳司、徳江 豊
群馬大学医学部附属病院感染制御部

O1-45 周術期における術後感染予防抗菌薬の使用動向および薬剤師の介入の実態
○田代 将貴1,2）、松原 大祐1,2）、片桐 崇志1,2）、右藤 智啓1）、妹川 史朗1）

磐田市立総合病院抗菌薬適正使用支援チーム1）、磐田市立総合病院薬剤部2）

13：20～14：00 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「薬剤感受性・耐性機序 1」
司会：中村 竜也 京都橘大学健康科学部臨床検査学科

O1-46 非チフス性サルモネラ菌の薬剤耐性に関する検討
○塩田 有史1,2）、浅井 信博1,3）、小泉 祐介1,3）、渡邊 弘樹1,3）、山岸 由佳1,3）、坂梨 大輔1）、末松 寛之1）、
三鴨 廣繁1,3）

愛知医科大学病院感染制御部1）、愛知医科大学病院薬剤部2）、愛知医科大学病院感染症科3）

O1-47 in vitro セファゾリン負荷による大腸菌の耐性獲得について
○河村 真人、佐藤 匠、藤村 茂
東北医科薬科大学薬学部臨床感染症学教室



O1-48 国内医療機関より分離されたポーリン変異を伴う新規β-ラクタマーゼCTX-M-207 産生カルバペネム耐性大腸菌
の解析
○水野 友貴1）、中野 竜一1）、山田 友紀2）、中野 章代1）、諏訪部 章2,3）、矢野 寿一1）

奈良県立医科大学微生物感染症学講座1）、岩手医科大学附属病院中央臨床検査部2）、
岩手医科大学医学部臨床検査医学講座3）

O1-49 海外入院歴のある患者から分離されたOXA-48 型カルバペネマーゼ産生大腸菌の解析
○西田 智、上田たかね、永川 茂、祖母井庸之、 康雄
帝京大学医学部微生物学講座

14：00～14：40 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「薬剤感受性・耐性機序 2」
司会：荒岡 秀樹 虎の門病院臨床感染症科

O1-50 人臨床検体から分離された腸内細菌科細菌のコリスチン感受性および分子遺伝学的解析
○佐藤 豊孝1）、品川 雅明2）、髙橋 聡2,3）、横田 伸一1）

札幌医科大学医学部微生物学講座1）、札幌医科大学附属病院検査部2）、
札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学3）

O1-51 キノロン低感受性インフルエンザ菌の出現と抗菌薬治療への影響
○原 直己1,2）、輪島 丈明2）、城 裕之3）、野口 雅久2）

横浜労災病院薬剤部1）、東京薬科大学薬学部病原微生物学教室2）、横浜労災病院こどもセンター3）

O1-52 Ceftolozane/tazobactamの Pseudomonas aeruginosa に対する抗菌力
○中村 竜也、藤原 麻有
京都橘大学健康科学部臨床検査学科

O1-53 Prevotella のβラクタマーゼ遺伝子についての検討
○横山 颯大、林 将大、田中香お里
岐阜大学科学研究基盤センター嫌気性菌研究分野

14：40～15：10 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「MRSAの疫学」
司会：山口 哲央 東邦大学微生物・感染症学講座

O1-54 市中型MRSAの多剤耐性の現状と多剤耐性株の分子疫学的検討
○戸田 宏文1）、宇都宮孝治1）、久斗 章広2）、吉長 尚美2）、吉田耕一郎2）

近畿大学病院中央臨床検査部1）、近畿大学病院安全管理部感染対策室2）

O1-55 愛玩動物臨床材料由来MRSAの分子学的特性解析
○前山 佳彦1,2）、林 航1）、田中 隼斗1）、飯村 将樹1）、長野由紀子3）、荒川 宜親3）、長野 則之1）

信州大学大学院医学系研究科1）、ミロクメディカルラボラトリー2）、名古屋大学大学院医学系研究科3）

O1-56 医療機関における薬剤耐性菌の現状―MRSA―
○賀来 敬仁1,2）、赤松 紀彦1）、松田 淳一1）、森永 芳智1,2）、大曲 貴夫3）、泉川 公一4）、山本 善裕5）、
三鴨 廣繁6）、賀来 満夫7）、大石 和徳8）、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学総合研究科病態解析・診断学2）、国立国際医療研究センター国際
感染症センター3）、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床感染症学4）、富山大学大学院医学薬学研究部感染予防
医学5）、愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学6）、東北大学大学院医学系研究科感染制御・検査診断学7）、
国立感染症研究所感染症疫学センター8）



15：10～15：50 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「結核」
司会：浮村 聡 大阪医科大学附属病院感染対策室

O1-57 RFP 耐性 INH感受性肺結核症例の臨床的検討
○佐々木結花、奥村 昌夫、森本 耕三
複十字病院呼吸器センター呼吸器内科

O1-58 リファンピシンによる薬剤性腎機能障害を呈した肺結核症の 2例
○松崎 敦、宮崎 淳
国際医療福祉大学市川病院

O1-59 結核患者における初診の遅れと診断の遅れの因子の解析
○柴田 稔文
大分大学医学部呼吸器感染症内科学講座

O1-60 結核患者における生命予後因子と排菌陰性化因子
○米野 友啓1）、小宮 幸作1,2）、平松 和史1）、門田 淳一1）

大分大学医学部呼吸器感染症内科学講座1）、西別府病院内科2）

15：50～16：20 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「HIV、その他のウイルス感染症 1」
司会：加藤 英明 横浜市立大学附属病院感染制御部

O1-61 抗 HIV治療におけるキードラッグ継続率についての検討
○渡邉 珠代1）、虎瀬 和子2）

石川県立中央病院免疫感染症科1）、石川県立中央病院薬剤部2）

O1-62 一地方エイズ治療中核拠点病院における免疫再構築症候群の発症状況
○古西 満1,3）、宇野 健司2,3）、菱矢 直邦2,3）、平位 暢康3）、小川 吉彦3）、小川 拓3）、笠原 敬3）、
三笠 桂一3）

奈良県立医科大学健康管理センター1）、南奈良総合医療センター感染症内科2）、
奈良県立医科大学感染症センター3）

O1-63 HIV 感染症患者におけるA型肝炎
○倉田 理華1）、高村 典子2）、矢野 晴美2,3）

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター茨城県厚生連総合病院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茨城県厚生連総合病院水戸協同病院感染症科2）、
国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター感染症学講座3）

16：20～16：50 5月 9日（木）第 8会場 42F シリウス

「HIV、その他のウイルス感染症 2」
司会：相野田祐介 東京都立松沢病院

O1-64 C型肝炎ウイルス genotype1 型に対するグレカプレビル・ピブレンタスビル療法の実臨床成績
～DAA再治療例の解析
○小川 栄一1）、林 純2）

九州大学大学院医学研究院感染制御医学1）、原土井病院九州総合診療センター2）

O1-65 慢性活動性 Epstein-Barr ウイルス感染症の新規治療薬開発
○小池 竜司
東京医科歯科大学医療イノベーション推進センター



O1-66 麻疹の抗体保有者と出生年代別におけるワクチン定期接種との関係性の検討
○鈴木 寛人1）、比嘉 太2）、大湾 勤子2）、山形 真一1）

沖縄病院薬剤科1）、沖縄病院呼吸器内科2）

9：00～9：40 5月 10日（金）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「抗MRSA薬耐性」
司会：野口 雅久 東京薬科大学薬学部病原微生物学教室

O2-01 黄色ブドウ球菌のダプトマイシン耐性化の要因および他剤の耐性化への影響
○多賀 允俊1,2）、西田 祥啓1）、河合 泰宏2,3）、飯沼 由嗣2,3）

金沢医科大学病院薬剤部1）、同感染制御室2）、金沢医科大学臨床感染症学3）

O2-02 Daptomycin 非感受性MRSAにおける同薬感受性化に関する細菌学的解析
○金坂伊須萌1）、勝瀬（金山）明子1）、相羽 由詞2）、渡邊 真弥2）、崔 龍洙2）、小林 寅喆1）

東邦大学看護学部感染制御学1）、自治医科大学医学部感染・免疫講座細菌学部門2）

O2-03 ダプトマイシン耐性株に対するアルベカシン治療の一例
○中島 隆良1）、岩神真一郎2）

順天堂大学医学部附属静岡病院薬剤科1）、順天堂大学医学部附属静岡病院呼吸器内科2）

O2-04 Daptomycin の感受性が短期間で高度耐性に変化した Corynebacterium accolens の一例
○山田 啓太
呉共済病院

9：40～10：10 5月 10日（金）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「呼吸器感染症」
司会：田島 剛 博慈会記念総合病院小児科

O2-05 近年の小児由来M.pneumoniae における抗菌薬に対する薬剤感受性の動向および検討
○中村 祥崇1,2）、大石 智洋1）、小野佐保子1）、田中 悠平1,3）、加藤 敦1）、齋藤 亜紀1）、田中 孝明1）、
宮田 一平1）、中野 貴司1）、尾内 一信1）

川崎医科大学小児科学講座1）、関西医科大学小児科学講座2）、久留米大学医学部小児科学講座3）

O2-06 成人肺炎診療ガイドライン 2017からみた医療介護関連肺炎におけるエンピリック治療と肺炎死亡との関連
○山崎 啓1）、野口 真吾1）、川波 敏則1）、畑 亮輔1）、迎 寛2）、矢寺 和博1）

産業医科大学医学部呼吸器内科学1）、長崎大学第二内科2）

O2-07 成人肺炎診療ガイドライン 2017をもとにしたNHCAP49 症例の後ろ向き観察研究
○濱中 良丞1）、梅木 健二2）、小宮 幸作2）、橋永 一彦2）、竹中 隆一2）、濡木 真一2）、岸 建志3）、
安東 優2）、平松 和史2）、門田 淳一2）

臼杵市医師会立コスモス病院内科1）、大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座2）、
大分県厚生連鶴見病院呼吸器内科3）

10：10～10：50 5月 10日（金）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「C. difficile 感染症」
司会：濁川 博子 東京逓信病院感染症内科

O2-08 Clostridioides difficile 感染症診療における核酸増幅検査の有用性
○渡辺 直樹、佐渡 正敏、藤井 聡
旭川医科大学病院臨床検査・輸血部

O2-09 当院の Clostridioides difficile の各種毒素産生性と薬剤感受性の検討
○佐藤 勇樹1）、品川 雅明1）、八鍬 佑貴1）、田中真輝人1）、髙橋 聡1,2）

札幌医科大学附属病院検査部1）、札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座2）



O2-10 結核治療中に Clostridium difficile 感染症を発症した患者の臨床的特徴
○武藤 義和、市原 利彦
公立陶生病院

O2-11 MN基準を用いた Clostridioides difficile（CDI）感染症治療の現状と治療評価
○遠山 泰崇
大分岡病院

15：50～16：20 5月 10日（金）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「経口抗菌薬 1」
司会：山藤 満 SUBARU健康保険組合太田記念病院薬剤部

O2-12 当院における経口抗菌薬使用量の削減に関する検討
○金子 知由1）、泉澤 友宏1）、相馬 將一2）、堀野 哲也1）、吉田 正樹3）

東京慈恵会医科大学附属柏病院感染対策室1）、東京慈恵会医科大学附属柏病院薬剤部2）、
東京慈恵会医科大学附属病院感染制御部3）

O2-13 クリニカルパスを用いた予防経口抗菌薬適正化の取り組みとその効果
○酒井 義朗1,2）、内藤 哲哉1,2）、三浦 美穂2）、三輪 涼子1）、渡邊 浩2）

久留米大学病院薬剤部1）、久留米大学病院感染制御部2）

O2-14 Antimicrobial Stewardship による経口抗菌薬適正使用の取り組み
○石津 智司1）、吉岡 睦展1）、若松 雄太1）、小林 敦子2）

宝塚市立病院1）、同感染対策室2）

16：20～16：50 5月 10日（金）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「経口抗菌薬 2」
司会：平山 忍 東邦大学医療センター大橋病院薬剤部・院内感染対策室

O2-15 時間外救急外来における経口抗菌薬の使用状況
○伊達絢一郎
社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院

O2-16 抗菌薬適正使用支援が医師の経口抗菌薬処方行動に与える影響の評価
○一ノ瀬直樹1,2）、髙橋 秀徳3）、大場 邦弘1,4）、小田 智三1,5）、木津 純子6）、松元 一明7）

公立昭和病院感染管理部1）、公立昭和病院薬剤部2）、公立昭和病院呼吸器内科3）、公立昭和病院小児科4）、
公立昭和病院感染症科5）、薬学共用試験センター6）、慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座7）

O2-17 「3系統の経口抗菌薬を 3年かけて適正化するためのプログラム」の効果（第一報）
○角谷 龍哉1,2）、幸福 知巳1,3）、林 三千雄1）

住友病院感染制御部1）、住友病院薬剤部2）、住友病院臨床検査技術科3）

9：00～9：30 5月 10日（金）第 8会場 42F シリウス

「真菌感染症 1」
司会：山田 康一 大阪市立大学臨床感染制御学

O2-18 Candida 菌血症の予後改善のための Candida Care Bundle 評価
○新妻 郁未1,2）、青柳 哲史1）、馬場 啓聡1）、金森 肇1,3）、大島 謙吾1,3）、吉田眞紀子1,3）、徳田 浩一1,3）、
賀来 満夫1,3）

東北大学大学院医学系研究科総合感染症学分野1）、登米市立登米市民病院2）、
東北大学大学院医学系研究科感染制御インテリジェンスネットワーク寄付講座3）



O2-19 カンジダ血症における死亡リスク因子評価を用いた治療バンドルの作成と運用
○江畑 葵、武藤 義和、市原 利彦
公立陶生病院

O2-20 AST 活動のアウトカム評価：カンジダ血症に対する病棟薬剤師との連携の有用性
○佐々木拓弥1）、朝賀 純一2）、鈴木 葉子2）、高圓 宰2）、小野寺直人1,3）、工藤 賢三2,4）、櫻井 滋1）

岩手医科大学附属病院医療安全管理部1）、岩手医科大学附属病院薬剤部2）、
岩手医科大学医学部臨床検査医学講座3）、岩手医科大学薬学部臨床薬学講座4）

9：30～10：00 5月 10日（金）第 8会場 42F シリウス

「真菌感染症 2」
司会：山崎 伸吾 千葉大学医学部附属病院薬剤部

O2-21 京都第二赤十字病院における血液由来 Candida 属の薬剤感受性に基づく抗真菌薬の選択支援による影響の検討
○藤田 将輝1,2）、澤田 真嗣1,2）、中西 裕明1）、村木 優一3）、友金 幹視1）

京都第二赤十字病院薬剤部1）、京都第二赤十字病院感染制御部2）、京都薬科大学臨床薬剤疫学分野3）

O2-22 血中濃度から見たボリコナゾール経口薬の至適投与設計
○片桐 崇志1,2）、松原 大祐1,2）、田代 将貴1,2）、右藤 智啓1）、妹川 史朗1）

磐田市立総合病院抗菌薬適正使用支援チーム1）、同薬剤部2）

O2-23 医療情報データベースを用いたアムホテリシン Bリポソーム製剤による腎障害発現因子に関する症例対照研究
○田代 将人1）、髙園 貴弘1）、馬塲 健次2）、若村友太郎2）、泉川 公一1）

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床感染症学分野1）、大日本住友製薬株式会社メディカルアフェアーズ部2）

10：00～10：40 5月 10日（金）第 8会場 42F シリウス

「真菌感染症 3」
司会：中村 茂樹 国立感染症研究所真菌部

O2-24 Fosfluconazole により Tacrolimus の代謝阻害を認めた肝移植症例
○大柿 景子1）、大友 慎也1,2）、今関 稔1,2）、鈴木 潤2）、秋根 大2）、大西 翼2）、笹原 鉄平2,3）、
森澤 雄司2,3）

自治医科大学附属病院薬剤部1）、自治医科大学附属病院臨床感染症センター2）、
自治医科大学医学部感染免疫学講座3）

O2-25 Candida tropicalis と Candida parapsilosis による菌血症の 1例
○山村 亮太1,2）、五十川達哉1）、佐藤 雄己2）、伊東 弘樹2）

国家公務員共済組合連合会新別府病院薬剤科1）、大分大学医学部附属病院薬剤部2）

O2-26 アスペルギルス症患者を対象とした LAMP法を用いた Aspergillus fumigatus 検出試薬の有用性の検討
○渡辺 哲1,2）、猪狩 英俊2）、亀井 克彦1,2）

千葉大学真菌医学研究センター臨床感染症分野1）、千葉大学医学部附属病院感染症内科2）

O2-27 カンジダバイオフィルム感染症に対する新規治療法の開発
○髙園 貴弘1,2）、宮崎 泰可1,2）、栁原 克紀3）、泉川 公一2）、迎 寛1）

長崎大学病院第二内科（呼吸器内科）1）、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床感染症学2）、
長崎大学医学部臨床検査医学3）



15：50～16：40 5月 10日（金）第 8会場 42F シリウス

「基礎的検討」
司会：木村総一郎 東邦大学医学部微生物・感染症学講座

O2-28 仔マウスを用いた肺炎球菌の宿主間伝播における宿主の局所免疫応答の役割について
○河野 正充1）、金子富美恵1,2）、保富 宗城1）

和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科1）、東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科2）

O2-29 無莢膜型肺炎球菌の仔マウス鼻腔への定着能および宿主間伝播能の検討
○河野 正充1）、酒谷 英樹1,2）、金子富美恵1,3）、村上 大地1）、保富 宗城1）

和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科1）、紀南病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科2）、
東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科3）

O2-30 多剤耐性菌感染症に使用される抗菌薬の LPS 活性化ヒト好中球内遺伝子発現に及ぼす影響
○祖母井庸之、永川 茂、上田たかね、西田 智、佐藤 義則、 康雄
帝京大学医学部微生物学講座

O2-31 マウス腸内環境における常在腸内細菌科細菌と ESBL 産生大腸菌定着持続性の検討
○村田 美香1）、森永 芳智1,2）、賀来 敬仁1,2）、小佐井康介1,2）、栁原 克紀1）

長崎大学病院検査部1）、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・診断学2）

O2-32 serA 遺伝子を介した緑膿菌の腸管上皮細胞層透過に対するL-serine 添加の影響
○末澤 千草1）、安田 仁1）、奥田 潤1,2）

香川県立保健医療大学保健医療学部臨床検査学科1）、
香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科臨床検査学専攻2）

8：45～9：25 5月 11日（土）第 6会場 B1F シンシア（ノース）

「ESBL 産生菌感染症 1」
司会：幸福 知己 住友病院臨床検査技術科

O3-01 当科における尿中 ESBL 産生大腸菌の分離状況と薬剤感受性
○和田耕一郎、山本満寿美、三井 將雄、定平 卓也、石井亜矢乃、渡邉 豊彦、那須 保友
岡山大学病院泌尿器科

O3-02 当科における尿中分離菌の年次推移と薬剤感受性の検討
○松本 正広、藤本 直浩
産業医科大学泌尿器科

O3-03 近年の小児ならびに成人の尿より分離された ESBL 産生大腸菌における経口抗菌薬に対する薬剤感受性の検討
○大石 智洋1）、小野佐保子1）、加藤 敦1）、齋藤 亜紀1）、田中 悠平2）、田中 孝明1）、宮田 一平1）、
藤井 哲英3）、北川 誠子3）、中野 貴司1）、尾内 一信1）

川崎医科大学小児科1）、飯塚病院2）、川崎医科大学附属病院薬剤部3）

O3-04 胆道感染症における ESBL 産生菌検出状況と治療実態
○宇佐見まみ1）、一ノ瀬直樹1,3）、小田 智三2,3）

公立昭和病院薬剤部1）、公立昭和病院感染症科2）、公立昭和病院感染管理部3）



9：25～10：05 5月 11日（土）第 6会場 B1F シンシア（ノース）

「ESBL 産生菌感染症 2」
司会：望月 敬浩 静岡県立静岡がんセンター

O3-05 医療機関における薬剤耐性菌の現状―ESBL、CRE―
○賀来 敬仁1,2）、赤松 紀彦1）、松田 淳一1）、森永 芳智1,2）、大曲 貴夫3）、泉川 公一4）、山本 善裕5）、
三鴨 廣繁6）、賀来 満夫7）、大石 和徳8）、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学総合研究科病態解析・診断学2）、国立国際医療研究センター国際
感染症センター3）、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科臨床感染症学4）、富山大学大学院医学薬学研究部感染予防
医学5）、愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学6）、東北大学大学院医学系研究科感染制御・検査診断学7）、
国立感染症研究所感染症疫学センター8）

O3-06 本院で検出された ESBL 産生肺炎桿菌の遺伝子型に関する検討
○浮村 聡1,2）、山田 智之1,3）、松本 裕喜1,3）、大井 幸昌1,4）、中野 隆史1,4）

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3総合診療科2）、大阪医科大学附属病院薬剤部3）、
大阪医科大学微生物学教室4）

O3-07 ESBL 産生菌感染症に対するCMZの有効性
○大石 貴幸
横浜市東部病院感染管理対策室

O3-08 超高齢患者の ESBL 菌血症における予後に影響する因子の解析
○三星 知1）、中下 愛実2）、高橋 成博3）、伊藤 敦子2）、継田 雅美4）

下越病院薬剤課1）、新潟市民病院薬剤部2）、新潟第二病院薬剤部3）、新潟薬科大学薬学部4）

10：05～10：45 5月 11日（土）第 6会場 B1F シンシア（ノース）

「耐性菌の迅速検査」
司会：遠藤 史郎 国際医療福祉大学塩谷病院

O3-09 カルバペネム耐性 Enterobacter 属の耐性機構を識別するディスク法の開発
○中野 竜一1）、中野 章代1）、鈴木 由希1）、水野 友貴1）、山田 友紀2）、諏訪部 章2,3）、矢野 寿一1）

奈良県立医科大学微生物感染症学講座1）、岩手医科大学附属病院中央臨床検査部2）、
岩手医科大学医学部臨床検査医学講座3）

O3-10 クラスの異なる複数β-lactamase 産生菌の酵素を同時に検出する簡易迅速法
○松本 佳巳1,2）、中山 典久1）

株式会社フコク1）、大阪大学産業科学研究所2）

O3-11 DSTMチップを用いたカルバペネム耐性大腸菌のβ-ラクタマーゼの迅速検査
○小川 美保1）、市村 禎宏1）、霜島 正浩1）、松本 佳巳2,3）

株式会社ビー・エム・エル細菌検査部1）、株式会社フコクマイクロTAS開発グループ2）、
大阪大学産業科学研究所3）

O3-12 9 種類の ESBL 遺伝子型を迅速に検出するマルチプレックス PCR法の開発
○近藤 拓海1）、山嵜 裕之1）、川口 美咲2）、小林 崇良2）、鹿山 鎭男3）、菅井 基行3）

関東化学株式会社技術・開発本部伊勢原研究所1）、関東化学株式会社試薬事業本部試薬技術部バイオケミカル
課2）、広島大学院内感染症プロジェクト研究センター3）



13：20～13：50 5月 11日（土）第 6会場 B1F シンシア（ノース）

「AST活動 1」
司会：林 三千雄 住友病院感染制御部

O3-13 リレーショナルデータベースを用いた抗菌薬適正使用支援チーム（AST）の業務効率化
○髙野 雄介1,2）、山本 善裕2,3）

黒部市民病院薬剤科1）、黒部市民病院AST2）、富山大学附属病院感染症科3）

O3-14 Antimicrobial Stewardship Team（AST）の診療支援が及ぼす注射用広域抗菌薬適正使用への影響
○赤松 隼人1）、今村 政信1,3）、馬場 安里1）、福重 友理1）、中川 博雄1,2,3）、村田 美香4）、松田 淳一4）、
田代 将人3）、田中 健之3）、栁原 克紀4）、泉川 公一3）、佐々木 均1）、室 高広1）

長崎大学病院薬剤部1）、長崎大学病院安全管理部2）、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）

O3-15 水戸赤十字病院におけるASTの取り組み
○大川 瑞穂
水戸赤十字病院

13：50～14：20 5月 11日（土）第 6会場 B1F シンシア（ノース）

「AST活動 2」
司会：高橋 佳子 兵庫医科大学病院薬剤部

O3-16 抗菌薬適正使用支援チーム（AST）開始に伴うプロセス指標への影響
○上田 真也、彦坂 麻美
静岡医療センター

O3-17 順天堂医院の抗菌薬適正使用支援チーム（AST）における薬剤師介入の効果
○松本 博志1）、笹野 央1）、吉澤 寿宏1）、青嶋 瑞樹1）、中村 文子2）、三澤 成毅2）

順天堂大学医学部附属順天堂医院薬剤部1）、順天堂大学医学部附属順天堂医院臨床検査部2）

O3-18 当院のAS活動によるブドウ糖非発酵菌の薬剤感受性結果の変化
○山田 康一1,2,3）、井本 和紀1,2,3）、山入 和志1,2,3）、柴多 渉1,2,3）、並川 浩己1）、吉井 直子1,2,3）、
川口 博資2）、信田 佳克2）、金子 幸弘4）、掛屋 弘1,2,3）

大阪市立大学大学院医学研究科臨床感染制御学講座1）、大阪市立大学医学部附属病院感染制御部2）、
大阪市立大学医学部附属病院感染症内科3）、大阪市立大学大学院医学研究科細菌学講座4）

14：20～14：50 5月 11日（土）第 6会場 B1F シンシア（ノース）

「AST活動 3」
司会：髙田 徹 福岡大学病院感染制御部

O3-19 AS は広域抗菌薬初回投与時の血液培養実施率に影響をあたえるか
○鈴木 貴子1,2）、相曽 啓史1,2）、丸谷美保子1）、杉井 麻耶1）、渋谷 有香1,2）、羽田野義郎2）、貫井 陽子2）

東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部1）、東京医科歯科大学医学部附属病院感染制御部2）

O3-20 集中治療室入室患者に対する抗菌薬適正使用支援業務の実践
○小川 淳司、馬渡 桃子、徳江 豊
群馬大学医学部附属病院感染制御部

O3-21 専門資格を有する多職種連携による抗菌薬適正使用支援活動による提言・受入の効果
○髙橋 武士1）、中木原由佳1）、福元 裕介1）、中島 誠1）、川村 英樹2）

鹿児島市医師会病院薬剤部1）、鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門2）



14：50～15：20 5月 11日（土）第 6会場 B1F シンシア（ノース）

「AST活動 4」
司会：徳田 浩一 東北大学大学院医学系研究科感染制御・検査診断学分野

O3-22 集中治療室を中心とした抗菌薬適正使用支援の実践と効果
○本田 勝亮1,3）、石塚 友一1,3）、柏原 道志1,3）、渡邊 卓哉2,3）

聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院薬剤部1）、聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院総合診療内科2）、
聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院AntimicrobialStewardshipTeam3）

O3-23 薬剤師による ICUにおける抗菌薬適正使用の推進とその影響
○西田 祥啓1,2）、多賀 允俊1,2）、高瀬 文超1）、河合 泰宏2,3）、飯沼 由嗣2,3）

金沢医科大学病院薬剤部1）、金沢医科大学病院AST2）、金沢医科大学臨床感染症学3）

O3-24 腸内細菌科細菌菌血症患者におけるAntimicrobial Stewardship 助言内容
○詫間 隆博1）、前田 真之2）、長友 安弘1）、内藤 結花3）、吉川 雅之3,4）、宇賀神和久5）、石野 敬子2）、
時松 一成1）、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）、昭和大学薬学部臨床薬学講座感染制御薬学部門2）、
昭和大学病院薬局3）、昭和大学病院附属東病院薬局4）、昭和大学病院細菌検査室5）

8：45～9：25 5月 11日（土）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「抗菌薬の適正使用 1」
司会：藤倉 雄二 防衛医科大学校病院医療安全・感染対策部

O3-25 MRSA感染症を低減させた当院 ICT活動
○若松 雄太1）、石津 智司1）、吉岡 睦展1）、小林 敦子2）

宝塚市立病院薬剤部1）、宝塚市立病院感染対策室2）

O3-26 抗MRSA薬の初期治療および継続投与の適正性に関する検討
○向井 清孝1,2）、河合 泰宏1,2）、多賀 允俊2,3）、西田 祥啓2,3）、飯沼 由嗣1,2）

金沢医科大学臨床感染症学1）、金沢医科大学抗菌薬適正使用支援チーム2）、金沢医科大学病院薬剤部3）

O3-27 MRSA菌血症患者に対する抗菌薬適正支援の評価
○渋谷 有香1,2）、相曽 啓史1,2）、鈴木 貴子1,2）、丸谷美保子1）、杉井 麻耶1）、羽田野義郎2）、貫井 陽子2）

東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部1）、東京医科歯科大学医学部附属病院感染制御部2）

O3-28 サーベイランスに基づく当院のMRSA感染症発症例に対する抗菌薬適正使用支援活動が薬剤選択と
転帰へ与える影響
○川村 英樹1,2）、茂見 茜里1,2,3）、天達 菜緒2,3）、中嶋 洋生2,3）、中村 隼人1,2）、児玉 祐一1,2）、西 順一郎1,2）

鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門1）、鹿児島大学病院AST2）、鹿児島大学病院薬剤部3）

9：25～10：05 5月 11日（土）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「抗菌薬の適正使用 2」
司会：小野寺直人 岩手医科大学附属病院医療安全管理部感染症対策室

O3-29 カルバペネム系抗菌薬の初期治療および継続投与の適正性に関する検討
○河合 泰宏1,2）、向井 清孝1,2）、多賀 允俊2,3）、西田 祥啓2,3）、飯沼 由嗣1,2）

金沢医科大学臨床感染症学1）、金沢医科大学抗菌薬適正使用支援チーム2）、金沢医科大学病院薬剤部3）

O3-30 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム注射用製剤投与症例への病棟薬剤師の介入
○篠﨑 陽一1）、北村 好申1,2）、染谷 雅弘1）、明石 岩雄1）、中澤 靖2,3）

東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部1）、東京慈恵会医科大学附属病院感染対策部2）、
東京慈恵会医科大学附属病院感染症科3）



O3-31 グラム陽性菌に対するゲンタマイシン併用治療時の薬剤師による監視介入の成果
○篠田 康孝1,2）、松岡 知子1）、大橋 健吾1）、新井かおり1）、加藤 未紗1）

大垣市民病院薬剤部1）、岐阜薬科大学実践社会薬学研究室2）

O3-32 当院における届出方法の変更によるカルバペネム使用量抑制の試み
○岩神真一郎1）、松浦 亨2）、中島 隆良2）

順天堂大学医学部附属静岡病院呼吸器内科1）、順天堂大学医学部附属静岡病院薬剤科2）

10：05～10：35 5月 11日（土）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「腎障害」
司会：花井 雄貴 東邦大学医療センター大森病院薬剤部

O3-33 ピペラシリン・タゾバクタム投与中の急性腎障害のリスク因子と腎予後の臨床的検討
○安田 和史、武藤 義和、市原 利彦
公立陶生病院

O3-34 TAZ/PIPC と VCMの併用による腎機能への影響について
○横山 和博1）、油井 優1）、佐藤 真澄1）、斎藤 恭一2）、仲村 究2）、金光 敬二2）

福島県立医科大学附属病院薬剤部1）、福島県立医科大学附属病院感染制御部2）

O3-35 Tazobactam/piperacillin は teicoplanin 併用においても急性腎傷害発現リスクが上昇する
○加藤 善章1）、井口 光孝2）、北川佳奈子1）、山本 雅人1）、八木 哲也2）、山田 清文1）

名古屋大学医学部附属病院薬剤部1）、名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部2）

13：20～13：50 5月 11日（土）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「TDM1」
司会：山田 武宏 北海道科学大学

O3-36 乳び胸患者においてバンコマイシン血中濃度が乱高下した 4歳女児の 1例～水液バランスを考慮した投与量設計～
○長谷川浩司、宮崎 祐介、岩本 里味
加古川中央市民病院薬剤部

O3-37 NICU患児におけるVCM初期投与時からの投与設計における新たな試み―適切な投与のための 6項目―
○遠藤 愛樹、花輪 和己
山梨県立中央病院薬剤部

O3-38 当院におけるバンコマイシンの実測トラフ値と TDMガイドライン 2016改訂版に基づいた投与設計に関する検討
○関 雅文1）、上岡 泰弘2）

東北医科薬科大学病院感染症内科・感染制御部1）、東北医科薬科大学病院薬剤部2）

13：50～14：20 5月 11日（土）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「TDM2」
司会：北原 隆志 山口大学大学院医学系研究科臨床薬理学講座

O3-39 テイコプラニンの初回トラフ値に関する現状調査
○岸 孝行、西出 貴義、中村 純子
市立岸和田市民病院

O3-40 テイコプラニンの TDMガイドラインの初期投与設計での初回トラフ値 20µg/mL 以上達成の評価
○植田 貴史1）、竹末 芳生1）、中嶋 一彦1）、一木 薫1）、石川かおり1）、髙井 喜子1）、山田久美子1）、
和田 恭直1）、高橋 佳子2）、石原 美佳2）、辰己 純代2）、田久保慎吾2）

兵庫医科大学病院感染制御部1）、兵庫医科大学病院薬剤部2）



O3-41 テイコプラニンの薬物動態および有効性の変動を予測するクリニカルファーマコメトリクス解析
○尾上 知佳1）、辻 泰弘1）、村木 優一2）

富山大学大学院医学薬学研究部医療薬学研究室1）、京都薬科大学臨床薬剤疫学分野2）

14：20～14：50 5月 11日（土）第 7会場 B1F シンシア（サウス）

「TDM3」
司会：辻 泰弘 富山大学薬学部

O3-42 リネゾリドの血中濃度モニタリングを行い治療が奏功した 2症例について
○小松 敏彰1）、二本柳 伸1）、和田 達彦1）、高山 陽子1）、厚田幸一郎2,3）

北里大学病院危機管理部感染管理室1）、北里大学病院薬剤部2）、北里大学薬学部3）

O3-43 抗MRSA薬 TDM支援ソフトMr. TDMの開発
○酒巻 一平1）、川村 隆之1）、川筋 仁史1）、宮嶋 友希1）、河合 暦美1）、辻 泰弘2）、山本 善裕1）

富山大学附属病院感染症科1）、富山大学大学院医学薬学研究部（薬学）医学薬学研究室2）

O3-44 カルバペネム耐性緑膿菌を起因菌とした肺炎患者に対して TDMを適用したドリペネムの高用量持続投与の一例
○尾田 一貴1,2）、蒲原 英伸3）、片野田朋美1,2）、橋口 ゆみ1）、野坂 生郷2）

熊本大学病院薬剤部1）、熊本大学病院感染制御部2）、熊本大学病院集中治療部3）

8：45～9：15 5月 11日（土）第 8会場 42F シリウス

「各種感染症 1」
司会：内山 和久 大阪医科大学一般・消化器外科

O3-45 異常行動を呈し、多臓器不全に陥った Lemierre 症候群の一例
○唐牛 春香1）、土肥 大典2）、光武耕太郎3）

埼玉医科大学国際医療センター感染対策室1）、埼玉医科大学国際医療センター薬剤部2）、
埼玉医科大学国際医療センター感染症科・感染制御科3）

O3-46 下顎骨骨折に併発した頸部ガス産生蜂巣炎の 2例
○吉留 良太1）、村上 馨1）、砂川 雄貴1,2）、山村 浩史1,3）、峯村 周1,4）、高山 智宏1）、木村 康1）、
吉川 秀明1）、横江 秀隆1）

防衛医科大学校病院歯科口腔外科1）、自衛隊岐阜病院歯科2）、自衛隊中央病院歯科3）、海上自衛隊横須賀衛生隊4）

O3-47 化膿性脊椎炎の診断と治療効果
○中嶋 一彦、竹末 芳生、植田 貴史、一木 薫、髙井 喜子、石川かおり、山田久美子、和田 恭直、
土田 敏恵

兵庫医科大学感染制御部

9：15～9：45 5月 11日（土）第 8会場 42F シリウス

「各種感染症 2」
司会：山本 和子 長崎大学病院感染制御教育センター

O3-48 Clostridium ramosum 菌血症の 2例
○山入 和志1,2）、井本 和紀1,2）、柴多 渉1,2）、並川 浩己2）、吉井 直子1,2）、山田 康一1,2）、金子 幸弘3）、
掛屋 弘1,2）

大阪市立大学医学部附属病院感染症内科1）、大阪市立大学大学院医学研究科臨床感染制御学2）、
大阪市立大学大学院医学研究科細菌学3）

O3-49 Fusobacterium necrophorum 検出例の亜種別にみた臨床的特徴に関する検討
○山岸 由佳1,2）、塩田 有史2）、渡邊 弘樹1,2）、浅井 信博1,2）、小泉 祐介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）



O3-50 中枢神経感染症に対するリネゾリド使用症例の検討
○小泉 祐介1）、渡邊 弘樹1,2）、浅井 信博1,2）、塩田 有史1,2）、大野 智子2）、加藤 秀雄2）、萩原 真生2）、
山岸 由佳1,2）、末松 寛之2）、三鴨 廣繁1,2）

愛知医科大学病院感染症科1）、感染制御部2）

9：45～10：25 5月 11日（土）第 8会場 42F シリウス

「各種感染症 3」
司会：渡邉 秀裕 東京医科大学病院感染制御部・感染症科

O3-51 ノカルジア症の予後因子：当院で過去 12年間に診断された 42症例の後方視的検討
○髙橋 秀徳1,2）、一ノ瀬直樹1）、小田 智三1）、菊池 賢3）

公立昭和病院感染症科1）、公立昭和病院呼吸器内科2）、東京女子医科大学感染症科3）

O3-52 重症虚血肢に Serratia marcescens 感染を合併した維持血液透析患者の 2例
○速見 浩士1）、山根 隆史2）

鹿児島大学病院血液浄化療法部1）、生駒泌尿器科2）

O3-53 粘膜病変を伴う重症薬疹を合併した日本紅斑熱の 1例
○高橋 芳徳、黒田 浩一、細川 直登
亀田総合病院

O3-54 当院における日本紅斑熱の現状
○黒田真里奈、伊藤 圭一
県立志摩病院

13：20～13：50 5月 11日（土）第 8会場 42F シリウス

「One Health1」
司会：中野 竜一 奈良県立医科大学微生物感染症学講座

O3-55 プラスミド性コリスチン耐性遺伝子mcr-1 の新たなリザーバーとしての水系環境の危険性
○林 航1）、田中 隼斗1）、飯村 将樹1）、前山 佳彦1）、長野由紀子2）、荒川 宜親2）、長野 則之1）

信州大学大学院医学系研究科1）、名古屋大学大学院医学系研究科2）

O3-56 水系環境からのコリスチン耐性 Klebsiella spp.の検出と耐性機序の多様性
○林 航1）、田中 隼斗1）、飯村 将樹1）、前山 佳彦1）、長野由紀子2）、荒川 宜親2）、長野 則之1）

信州大学大学院医学系研究科1）、名古屋大学大学院医学系研究科2）

O3-57 河川・沿岸流域由来 Stenotrophomonas maltophilia に対するキノロン系抗菌薬の感受性について
○岸井こずゑ1）、村井 美代1）、森屋 恭爾3）、岡崎 充宏2）

埼玉県立大学保健医療福祉学部1）、東京工科大学医療保健学部2）、東京大学医学部附属病院感染制御部3）

13：50～14：20 5月 11日（土）第 8会場 42F シリウス

「One Health2」
司会：金子 幸弘 大阪市立大学大学院医学研究科細菌学

O3-58 下水流入水が ESBL 産生菌のリザーバーとなり得る危険性
○田中 隼斗1）、林 航1）、前山 佳彦1）、飯村 将樹1）、長野由紀子2）、荒川 宜親2）、長野 則之1）

信州大学大学院医学系研究科1）、名古屋大学大学院医学系研究科2）

O3-59 ESBL 遺伝子の進化における水系環境の重要性
○田中 隼斗1）、林 航1）、前山 佳彦1）、飯村 将樹1）、長野由紀子2）、荒川 宜親2）、長野 則之1）

信州大学大学院医学系研究科1）、名古屋大学大学院医学系研究科2）



O3-60 フィリピンの環境より分離されたカルバペネマーゼ産生グラム陰性桿菌の分布状況
○鈴木 由希、中野 竜一、中野 章代、矢野 寿一
奈良県立医科大学微生物感染症学講座

一般演題（ポスター）

14：20～14：45 5月 10日（金）ポスター会場 42F オリオン

「真菌感染症」
司会：吉田 稔 帝京大学医学部附属溝口病院第 4内科

P-01 真菌症リファレンスセンスセンターの活動を通して見た我が国の真菌症の実情
○亀井 克彦1）、渡辺 哲1,2）、石和田稔彦1）、宮﨑 義継2）

千葉大学真菌医学研究センター1）、国立感染症研究所真菌部2）

P-02 当院における肺移植後アスペルギルス症の発症に関する因子の検討
○串間 尚子、温 麟太郎、松本 武格、藤田 昌樹
福岡大学医学部呼吸器内科

P-03 フォーミュラリー運用前後における口腔咽頭カンジダ及び食道カンジダにおける経口抗真菌薬適正使用調査
○竹内 萌1）、小野寺夕貴2）、山崎 行敬1）、國島 広之1）

聖マリアンナ医科大学病院感染症センター1）、聖マリアンナ医科大学病院薬剤部2）

P-04 当院におけるカンジダ血症の検討
○濵田 洋平1）、沖中 友秀1）、岡 祐介1）、浦上 宗治1）、於保 恵2）、草場 耕二2）、青木 洋介3）

佐賀大学医学部附属病院感染制御部1）、佐賀大学医学部附属病院検査部2）、
佐賀大学医学部国際医療学講座臨床感染症学分野3）

P-05 化合物ライブラリーを用いた抗真菌化合物のハイスループットスクリーニング
○中田 奈々1）、宮崎 泰可1）、髙園 貴弘1）、島村真太郎1）、西條 知見1）、山本 和子1）、今村 圭文1）、
泉川 公一2）、栁原 克紀3）、槇村 浩一4）、河野 茂5）、迎 寛1）

長崎大学病院呼吸器内科1）、長崎大学病院感染制御センター2）、長崎大学病院検査部3）、
帝京大学大学院医学研究科医真菌学・宇宙環境医学4）、長崎大学5）

14：45～15：05 5月 10日（金）ポスター会場 42F オリオン

「C. difficile 感染症」
司会：松原 啓太 広島市立舟入市民病院小児科・感染症科

P-06 再発性 Clostridium difficile 感染症に対しチームとしてバンコマイシン漸減療法に取り組んだ 1例
○五十川達哉1）、山村 亮太2）

新別府病院薬剤科1）、大分大学医学部附属病院薬剤部2）

P-07 がん患者における Clostridioides difficile 関連下痢症の誘因と治療に関する検討
○木間なお子
埼玉県立がんセンター薬剤部

P-08 施設入所中の再発性 Clostridioides difficile 感染症に対しベズロトクスマブとフィダキソマイシンを使用した一例
○石井 淳一1）、佐村 優1）、南雲 史雄1）、髙田 啓介1）、井上 純樹1）、廣瀬 直樹1）、倉田 武徳1）、
國島 広之2）

横浜総合病院薬剤科1）、聖マリアンナ医科大学感染症学講座2）

P-09 当院における Clostridioides difficile 感染症に対する治療の現状と課題
○岡田 健作1,2）、北浦 剛1,2）、中本 成紀3）、森下 奨太2,4）、高根 浩2,5）、千酌 浩樹1,2）

鳥取大学医学部附属病院感染症内科1）、鳥取大学医学部附属病院感染制御部2）、鳥取大学医学部附属病院高次感染
症センター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）



15：05～15：20 5月 10日（金）ポスター会場 42F オリオン

「PK/PD」
司会：森田 邦彦 同志社女子大学薬学部臨床薬剤学

P-10 eGFR60 mL/min/1.73 m2以上の患者における日常生活自立度がバンコマイシンの血中濃度に及ぼす影響
○今西嘉生里、中蔵伊知郎
大阪医療センター薬剤部

P-11 高用量カルバペネム系薬併用下におけるボリコナゾール血中濃度変動に関する臨床安全性の評価
○岩男 元志1）、田中 遼大1）、佐藤 雄己1）、橋永 一彦2）、平松 和史2）、門田 淳一2）、伊東 弘樹1）

大分大学医学部附属病院薬剤部1）、大分大学医学部呼吸器・感染症内科学講座2）

P-12 体表面積未補正 eGFRを用いた腎移植患者に対するガンシクロビル投与量計算式の検討
○杉本 崇、高橋 正也
大阪市立大学医学部附属病院

14：20～14：35 5月 10日（金）ポスター会場 42F オリオン

「ESBL 産生菌感染症 1」
司会：樽本 憲人 埼玉医科大学感染症科・感染制御科

P-13 当院における ESBL 産生大腸菌とキノロン耐性率の関係性
○佐藤 智功
長岡西病院

P-14 市中病院の臨床分離 ESBL 産生大腸菌における ST131-fimH30 の検出
○谷岡（佐賀）友則1）、加藤 純2）、嵯峨 知生3,4）

秋田大学医学部医学科1）、JA秋田厚生連由利組合総合病院2）、秋田大学大学院医学系研究科総合診療・検査診断
学3）、秋田大学医学部付属病院中央検査部4）

P-15 当院における ESBL 産生大腸菌による血流感染症の抗菌化学療法に関する検討
○久斗 章広1）、吉長 尚美1）、戸田 宏文1,2）、宇都宮孝治2）、吉田耕一郎1）

近畿大学病院安全管理部感染対策室1）、近畿大学病院中央臨床検査部2）

14：35～14：50 5月 10日（金）ポスター会場 42F オリオン

「ESBL 産生菌感染症 2」
司会：田邊 嘉也 新潟県立新発田病院内科

P-16 血液培養検出大腸菌の ESBL 産生および非産生菌による患者背景および予後の比較
○大石 泰也1,2）、佐伯めぐみ2）、宮川 雅行2）、山下世知子2）

福岡赤十字病院感染防止対策室1）、福岡赤十字病薬剤部2）

P-17 Days of therapy（DOT）法を用いた抗菌薬使用量の変化と基質特異性拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生菌
の減少に関する検討
○大久保利成1）、横尾 彰文2）

イムス札幌内科リハビリテーション病院薬剤部1）、イムス札幌内科リハビリテーション病院泌尿器科2）

P-18 基質拡張型β-ラクタマーゼ（ESBL）産生グラム陰性菌菌血症に対する抗菌薬療法の治療期間とアウトカムの関連
○中蔵伊知郎1,2）、今西嘉生里1,2）

大阪医療センター薬剤部1）、大阪医療センター感染制御部2）



14：50～15：05 5月 10日（金）ポスター会場 42F オリオン

「菌血症 1」
司会： 康雄 帝京大学医学部微生物学

P-19 Acinetobacter 属による菌血症の臨床像
○戸川 温、髙田 徹
福岡大学病院感染制御部

P-20 当院における Listeria monocytogenes 菌血症 4症例の臨床的検討
○橋永 一彦、山末 まり、吉川 裕喜、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

P-21 当院小児科における、2009年から 2014年までの市中発症型および医療関連型菌血症症例の検討
○米田 哲1）、芳賀 由美2）

JCHO九州病院小児科1）、JCHO九州病院中央検査室2）

15：05～15：20 5月 10日（金）ポスター会場 42F オリオン

「菌血症 2」
司会：永沢 善三 国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査科

P-22 当院におけるグラム陰性桿菌菌血症の原因菌の推定
○岡 祐介1）、沖中 友秀1）、濵田 洋平1）、浦上 宗治1）、於保 恵2）、草場 耕二2）、青木 洋介1）

佐賀大学医学部附属病院感染制御部1）、佐賀大学医学部附属病院検査部2）

P-23 当院における Enterococcus faecalis による菌血症の検討
○松原 大祐1,2）、片桐 崇志1,2）、田代 将貴1,2）、右藤 智啓1）、妹川 史朗1）

磐田市立総合病院抗菌薬適正使用支援チーム1）、同薬剤部2）

P-24 ER における菌血症の診断と治療選択に対しての Procalcitonin の有効性
○井上 弘貴、武藤 義和、市原 利彦
公立陶生病院

14：20～14：40 5月 10日（金）ポスター会場 42F ペガサス

「薬剤感受性・耐性機序」
司会：仲村 究 福島県立医科大学感染制御部

P-25 肺炎患者より検出された多剤耐性 Streptococcus pneumoniae の細菌学的性状
○伊藤 隆光1,2）、金坂伊須萌2）、勝瀬 明子2）、小山 英明3）、松本 哲3）、小林 寅喆2）

市立東大阪医療センター1）、東邦大学看護学部感染制御学2）、LSIメディエンス3）

P-26 Staphylococcus lugdunensis 薬剤感受性の検討
○小林宇太郎
別府医療センター

P-27 当院におけるインフルエンザ菌の 2012年～2017年株における薬剤感受性の経年変化
○長友 安弘、詫間 隆博、時松 一成、二木 芳人
昭和大学病院感染症内科

P-28 IMP-1 産生多剤耐性 Acinetobacter 属菌の遺伝子タイピングとプラスミド・レプリコンタイピング
○藺牟田直子1）、川村 英樹2）、児玉 祐一2）、茂見 茜里3）、荒川 宜親4）、菅井 基行5）、西 順一郎1,2）

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科微生物学分野1）、鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門2）、鹿児島大学
病院薬剤部3）、名古屋大学大学院医学系研究科分子病原細菌学分野4）、国立感染症研究所薬剤耐性研究センター5）



14：40～15：00 5月 10日（金）ポスター会場 42F ペガサス

「抗菌薬の適正使用」
司会：日馬 由貴 国際感染症センターAMR臨床リファレンスセンター

P-29 薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの薬剤耐性率における数値目標と当院での現状
○後藤 俊元
大分赤十字病院ICT

P-30 寸劇を用いたAMR対策をテーマとした市民公開講座の効果
○大嶋 智子1）、村木 優一1）、三浦 誠2）、藤友結実子3）

京都薬科大学臨床薬剤疫学分野1）、音羽病院薬剤部2）、
国立国際医療研究センター病院AMR臨床リファレンスセンター3）

P-31 小児抗菌薬適正使用支援加算の適正調査
○大石 将義、渡辺 智之、小林 求、梅田 真之
総合相模更生病院

P-32 新築病棟稼働前後における抗菌薬使用量の検討
○坂内 英樹
岩手病院

15：00～15：15 5月 10日（金）ポスター会場 42F ペガサス

「予防投与」
司会：三浦 剛 城西国際大学薬学部

P-33 内視鏡的逆行性膵胆管造影（ERCP）クリニカルパスの見直しについて
○小島 慎二1,2）、中川 英則1,2）、牧石 徹也2）

滋賀県病院薬剤部1）、滋賀県病院感染制御室2）

P-34 クリニカルパスにおける術後感染予防抗菌薬の投与間隔変更が SSI 発症に及ぼす影響
○伊藤悠里子
北海道大野記念病院薬剤部

P-35 当院における髄膜炎菌濃厚接触者の予防投与について
○足立 匠1,2）、松永 直久2）、竹澤 智湖2）

帝京大学医学部附属病院薬剤部1）、帝京大学医学部附属病院感染制御部2）

14：20～14：40 5月 10日（金）ポスター会場 42F ペガサス

「MRSAの疫学」
司会：中南 秀将 東京薬科大学薬学部病原微生物学教室

P-36 皮膚感染症由来オキサシリン感受性mecA 陽性黄色ブドウ球菌の解析
○増田加奈子1,2）、久恒 順三1,3,5）、大毛 宏喜1,4）、菅井 基行1,3,5）

広島大学院内感染症プロジェクト研究センター1）、広島大学大学院医歯薬保健学研究科・細菌学2）、広島大学大学
院医歯薬保健学研究科・薬剤耐性学3）、広島大学病院感染症科4）、国立感染症研究所薬剤耐性研究センター5）

P-37 血流感染由来MRSAの SCCmec 型別にみる薬剤感受性の経年変化
○舘野 円花1）、前田 真之1）、詫間 隆博2）、長友 安弘2）、時松 一成2）、宇賀神和久3）、福地 邦彦3）、
二木 芳人2）、石野 敬子1）

昭和大学薬学部臨床薬学講座感染制御薬学部門1）、昭和大学医学部内科学講座臨床感染症学部門2）、
昭和大学病院細菌検査室3）

P-38 血液透析患者の重症虚血肢におけるMRSA感染の臨床検討
○速見 浩士1）、山根 隆史2）

鹿児島大学病院血液浄化療法部1）、生駒泌尿器科2）



P-39 ケアミックス病院におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感受性の変化に関する検討
○加勢田富士子1,2）、坂本 篤彦1）、村田 昌之2）、林 純1）

原土井病院総合診療科1）、九州大学病院総合診療科2）

14：40～15：00 5月 10日（金）ポスター会場 42F ペガサス

「呼吸器感染症」
司会：中森 祥隆 三宿病院呼吸器科

P-40 次世代シーケンサー（NGS）を用いたメタゲノム解析による小児呼吸器感染症の病原体検索
○大場 邦弘1）、黒田 誠2）

公立昭和病院小児科1）、国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究センター2）

P-41 成人パラインフルエンザウイルス 3型による下気道感染症の院内発症例に関する検討
○高橋 洋、生方 智、庄司 淳
坂総合病院呼吸器科

P-42 アトバコンの使用状況に関する後方視的検討
○久保 有子1）、冨田 隆志1）、佐伯 康之1）、北野 弘之2）、梶原 俊毅2）、繁本 憲文2）、大毛 宏喜2）

広島大学病院薬剤部1）、広島大学病院感染症科2）

P-43 当院における気管支拡張症の実態調査
○藤田 昌樹、温 麟太郎、串間 尚子、松本 武格
福岡大学病院呼吸器内科

15：00～15：15 5月 10日（金）ポスター会場 42F ペガサス

「尿路感染症」
司会：速見 浩士 鹿児島大学病院血液浄化療法部

P-44 当科における急性単純性膀胱炎の臨床的検討
○國島 康晴
砂川市立病院泌尿器科

P-45 当院における常染色体優性多発性嚢胞腎の腎嚢胞感染の治療の現状について
○瀬田 公一
京都医療センター

P-46 尿路感染症における難培養菌の意義と全自動尿中有形成分分析装置UFシリーズでの臨床的有用性についての検討
○海道 雅子1）、安田 満2,8）、米田 尚生3）、岡野 学4）、伊藤 康久5）、大橋葉津希6）、田中香お里7,8）

シスメックス株式会社学術本部学術推進部1）、岐阜大学医学部附属病院生体支援センター2）、岐阜市民病院泌尿器
科3）、JA岐阜厚生連西美濃厚生病院泌尿器科4）、JA岐阜厚生連揖斐厚生病院泌尿器科5）、岐阜大学医学部附属病院
検査部6）、岐阜大学科学研究基盤センター嫌気性菌研究分野7）、岐阜大学研究推進・社会連携機構微生物遺伝資源
保存センター8）

14：20～14：35 5月 10日（金）ポスター会場 42F アリエス

「AST活動 1」
司会：川村 英樹 鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門

P-47 腎機能別、小児体重別抗菌薬セット処方作成における薬剤師の関わり
○伊藤 隆哉、上條 泰弘
相澤病院薬剤センター



P-48 兵庫県立リハビリテーション中央病院の衛生・診療材料費と耐性菌アウトブレイク時のコスト比較を通じた
ICT活動の費用対効果分析
○山田 尚輝1）、重村 克巳1,2,3）、北川 孝一4）、山道 深2）、中野 雄造2）、荒川 創一5）、宮良 高維3）、
藤澤 正人2）

神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域国際感染症対策分野1）、神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器
科学分野2）、神戸大学医学部附属病院感染制御部3）、
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科先端医療学分野4）、三田市民病院泌尿器科5）

P-49 感染管理システム導入による抗菌薬適正使用支援業務の確立
○早瀬 友和1）、井口 光孝2）、二神 諒子1）、佐藤 琢磨1）、今井 唯1）

名古屋掖済会病院薬剤部1）、名古屋大学医学部附属病院中央感染制御部2）

14：35～14：50 5月 10日（金）ポスター会場 42F アリエス

「AST活動 2」
司会：向野 賢治 福岡記念病院感染制御部

P-50 琉球大学医学部附属病院における過去 6年間の感染症診療・抗菌薬適正使用支援の取組による評価と今後の課題
○仲松 正司1,3）、潮平 英郎1,2）、座間味丈人1,2）、西山 直哉3）、健山 正男3）、藤田 次郎3）

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薬剤部2）、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）3）

P-51 石川県立中央病院における抗菌薬適正使用支援についての検討
○山田留美子1）、虎瀬 和子1）、渡邉 珠代2）

石川県立中央病院薬剤部1）、石川県立中央病院免疫感染症科2）

P-52 医師、薬剤師が共同して行う処方見直しの取り組み～抗菌薬使用評価を導入して～
○上條 泰弘1,2）、伊藤 隆哉1,2）

相澤病院薬剤センター1）、抗菌薬適正使用支援チーム2）

14：50～15：05 5月 10日（金）ポスター会場 42F アリエス

「AST活動 3」
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

P-53 感染症専門医不在の急性期病院におけるASTへの取り組みと問題点の抽出
○仲村 亮太
中部徳洲会病院薬剤部

P-54 薬剤師専任化による全症例即時介入を目指したAST結果報告
○尾花 祥世1,2）、吉田 朱里1,2）、山本 光成1,3）

近畿中央病院AST1）、近畿中央病院薬剤部2）、公立学校共済組合近畿中央病院消化器内科3）

P-55 日立総合病院における病棟薬剤業務とASTの連携～抗菌薬腎機能別投与量一覧の作成と実践～
○遠藤沙希子1）、齋藤 祥子1）、渋田 成二1）、樫村 拓也1）、松崎 宣裕1）、鈴木 貴弘3）、赤津 義文3）、
橋本 英樹2）、青山 芳文1）

株式会社日立製作所日立総合病院薬務局1）、株式会社日立製作所日立総合病院医務局2）、株式会社日立製作所日立
総合病院検査技術科3）



15：05～15：20 5月 10日（金）ポスター会場 42F アリエス

「AST活動 4」
司会：健山 正男 琉球大学医学部附属病院

P-56 カルバペネム系抗菌薬長期使用例に対する抗菌薬適正使用支援の効果
○山田 智之1,2）、松本 裕喜1,2）、大井 幸昌2）、鈴木 薫1）、中野 隆史2,3）、浮村 聡2）

大阪医科大学附属病院1）、大阪医科大学附属病院感染対策室2）、大阪医科大学微生物学研究室3）

P-57 当院での抗菌薬適正使用支援への取り組みによる広域抗菌薬使用状況の変化
○波夛孝次朗、内藤 潤、佐久間隆幸
松阪総合病院

P-58 当院における広域抗菌薬の長期投与例への取り組みについて
○出雲 正治1）、鮎川 英明1）、坂本 和美2）、松澤真由子3）、吉川 晃司4）、清田 浩5）

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター薬剤部1）、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター中央検査部2）、
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター感染対策室3）、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター感染制御部4）、
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター泌尿器科5）

15：20～15：35 5月 10日（金）ポスター会場 42F アリエス

「AST活動 5」
司会：青柳 哲史 東北大学大学院医学系研究科総合感染症学分野

P-59 抗菌薬適正使用におけるAST介入の評価
田中 昌代、櫻井 隆之、田沼 道也、入口 慎史、縣 智香子、○加藤 敏明
NTT東日本関東病院

P-60 血液培養陽性例への介入によるAntimicrobial stewardship 指標の変化
○畑中由香子
日本赤十字社姫路赤十字病院薬剤部

P-61 抗菌薬適正使用チーム（AST）の血液培養陽性患者に対する活動報告
○福島 将友1,2）、町田 聖治1,2）、入江 利行1,2）、宮﨑 博章2）

小倉記念病院薬剤部1）、小倉記念病院感染管理部2）

14：20～14：40 5月 10日（金）ポスター会場 42F アリエス

「各種感染症」
司会：植田 貴史 兵庫医科大学病院感染制御部

P-62 シャント感染による持続菌血症を契機として発症した化膿性心膜炎の一例
○中野 祐樹、大竹野久雄
二日市病院薬剤部

P-63 壊死性軟部組織感染症の原因菌と初期抗菌薬についての検討
○沖中 友秀1）、岡 祐介1）、濵田 洋平1）、浦上 宗治1）、青木 洋介1）、於保 恵2）、草場 耕二2）

佐賀大学医学部附属病院感染制御部1）、佐賀大学医学部附属病院検査部微生物学検査室2）

P-64 非チフス性サルモネラによる感染性大動脈瘤の一例に対するAST薬剤師の介入
○小本 晴香、藤原 央樹
神戸掖済会病院薬剤部

P-65 ミノサイクリンが診断・治療に影響したと思われる粟粒結核の一例
○門脇 雅子
福岡病院内科



14：40～15：05 5月 10日（金）ポスター会場 42F アリエス

「副作用」
司会：小林 昌宏 北里大学薬学部

P-66 ダプトマイシンによりクレアチニンキナーゼが上昇した肥満患者
○榎木 裕紀1）、山本理紗子1）、佐村 優1,2）、田口 和明1）、松元 一明1）

慶應義塾大学薬学部薬効解析学講座1）、横浜総合病院薬剤科2）

P-67 VCM投与中に血小板減少を来した 1例
○原 竜也1）、長山 直実1）、大澤雄一郎1）、近藤 正巳1）、酒井 純2）、大野 秀明2）

埼玉医科大学総合医療センター薬剤部1）、埼玉医科大学総合医療センター感染症科・感染制御科2）

P-68 リネゾリド血中濃度上昇に伴い低ナトリウム血症が発現した症例
○田口 和明1）、榎木 裕紀1）、松元 一明1）、池谷 修2）、宇野 俊介2）、上蓑 義典2）、長谷川直樹2）

慶應義塾大学薬学部1）、慶應義塾大学病院感染制御部2）

P-69 リネゾリド誘発性血小板減少症の発現予測因子～血中トラフ濃度を指標とした安全性指標達成確率の有用性～
○大仁田哲修1,2）、石原 慎之1）、西村 信弘3）、猪川 和朗2）、森川 則文2）、直良 浩司1）

島根大学医学部附属病院薬剤部1）、広島大学大学院臨床薬物治療学2）、国際医療福祉大学薬学部3）

P-70 当院における肥満患者におけるダプトマイシンの使用調査
○湯淺有香子
宇治徳洲会病院


