
第 82回日本感染症学会  

小児呼吸器感染症における咽頭及び上咽頭（鼻咽腔）同時培養の比較検討  

○山口禎夫 1,２）、花木秀明 2）、砂川慶介 2、3）  

１） 独立行政法人 国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部   

２） 北里研究所  抗感染症薬研究センター   

３） 北里大学 北里生命科学研究所 大学院感染制御科学府 

 

第 24 回 日本環境感染学会  

オリジナルの DVD 作成及びオリエンテーションによる医療関連感染制御の試

み  

〇山口禎夫１,2）、金隆根 2）、植田恵介 2）、塚本絵美 2）、石井徹 2）、須

藤小百合 3）、土田麻衣子 3）、佐々木謙一 3）、鈴木佐奈江 3）、長山愛 3）、

見目絵美 3）、竹澤千江美 3）、田野井寛子 3）、鈴木浩美 3）、横塚由美子 3）、

相原久子 3）、上武直美 3）、立原利香 3）、菅俣美保 3）、大竹恵子 3）  

１）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部  

２）同院 小児科  

3）同院 看護部   

  

第 24 回 日本環境感染学会  

リンクナースによる感染対策ラウンドを実施して～現状と課題～  

立原利香 1）、山口禎夫 2） 

1）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 看護部 ＩＣＴ 

2）同院 感染アレルギー科 臨床研究部    

   

第 20 回 日本臨床微生物学会   
インフルエンザ菌（BLNAR,BLPAR,BLPACR)に対するメロペネムとセフォタキ

シム及びセフトリアキソンの併用効果について 

○山口禎夫 1,2）、花木秀明 2）、矢崎晴識 3）、柳澤隆司 3）、菅原恵子 3）、

砂川慶介 4）  
1) 独立行政法人 国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部 

2) 北里研究所 抗感染症薬研究センター 

3）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 研究検査科 

4）北里大学 北里生命科学研究所 大学院感染制御科学府 

 

第 20 回 日本臨床微生物学会   
メロペネム及びセフトリアキソンの併用療法が奏効した咽後膿瘍の小児例  

菅原恵子１,2）、矢崎晴識１）、柳澤隆司１）、山口禎夫 3）  

１）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 研究検査科  

２）独立行政法人 国立病院機構東京病院 臨床検査科  

３) 独立行政法人 国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部 

  



第 20 回 日本臨床微生物学会    

小児下痢症におけるロタウイルス及び病原性大腸菌の単独・混合感染の臨床的

検討  

矢崎晴識１）、菅原恵子１）、柳澤隆司１）、山口禎夫２）  

１）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 研究検査科  

２) 独立行政法人 国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部  

  

第 44回緑膿菌感染症研究会発表  

カルバペネム系抗菌薬を曝露した緑膿菌のフルオロキノロン系、アミノグリコ

シド系抗菌薬感受性に対する影響について  

○山口禎夫１,２,３）、花木秀明２）、福田哲也４）、小池麻友美５）、   

   矢崎晴識５）、佐藤志律江５）、河尻公樹５）、柳澤隆司６）、   

   菅原恵子７）、森澤雄司３、８）、砂川慶介９）  

１）独立行政法人 国立病院機構 栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部  

２）北里研究所  抗感染症薬研究センター  

３）栃木県微生物学融合領域研究会（T-MIC）  

４）国立病院機構栃木病院 薬剤科  

５）国立病院機構栃木病院 研究検査科  

６）国立病院機構長野病院 研究検査科  

７）国立病院機構東京病院 臨床検査科  

８）自治医科大学 感染制御部  

９）北里大学 北里生命科学研究所  

  

第 40回日本小児感染症学会  

クラミジア・ニューモニエと百日咳の混合感染を認めた 3 症例の検討 

○山口禎夫 1,2）、花木秀明 2）、佐藤吉壮 3）、砂川慶介 4）  

1）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科・臨床研究部   

2）北里研究所 抗感染症薬研究センター  

3）富士重工業健康保険組合 総合太田病院  

4）北里大学 北里生命科学研究所 大学院感染制御科学府  

 

第 115回日本小児科学会栃木県地方会 感染症部門座長を務めました 

第 115回日本小児科学会栃木県地方会  

2007/2008年シーズンに栃木県内で流行した百日咳の臨床的解析ついて  

○ 山口禎夫１,２,３）、金隆根１）、植田恵介１）塚本絵美１）、杉森光子１）、 

石井徹１）、金井尚之 4）、金井久尚 4）  

１）独立行政法人 国立病院機構 栃木病院 小児科  

２）同院 感染アレルギー科 臨床研究部  

３）北里研究所 抗感染症薬研究センター  



４）金井医院  

 

第 115回日本小児科学会栃木県地方会  

Yersinia enterocolitica group の鑑別に苦慮し、治療が遷延したエルシニア

腸炎の小児例  

○ 山口禎夫１,２,３）、金隆根１）、植田恵介１）塚本絵美１）、杉森光子１） 

石井徹１）、谷口洋子 4）  

１）独立行政法人 国立病院機構 栃木病院 小児科  

２）同院 感染アレルギー科 臨床研究部  

３）北里研究所 抗感染症薬研究センター  

４）谷口医院 

 

第 115回日本小児科学会栃木県地方会  

頚部リンパ節腫脹を主訴に入院した副咽頭間隙膿瘍の小児例  

金隆根１）、山口禎夫 1,2,3）、塚本絵美１）、植田恵介１）、杉森光子１）、 

石井徹１）  

１）独立行政法人国立病院機構栃木病院 小児科   

2）同院  感染アレルギー科  

3）同院 臨床研究部  抗感染症薬研究室   

4）北里研究所 抗感染症薬研究センター  

 

第 57回日本感染症学会東日本地方会、 

第 55回日本化学療法学会東日本支部総会合同学会  

VCM投与中にnon-BIVRから遺伝子変異を伴う耐性度の強い BIVRへ変化した敗血 

症の１例 

○山口禎夫 1,２）、花木秀明 2）、砂川慶介 2,3）  

１）独立行政法人国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部   

２）北里研究所 抗感染症薬研究センター   

3）富士重工業健康保険組合 総合太田病院  

4）北里大学 北里生命科学研究所 大学院感染制御科学府 

      

第 114回日本小児科学会栃木県地方会 感染症部門座長を務めました 

第 114回日本小児科学会栃木県地方会  

小児下痢症におけるロタウイルスおよび病原性大腸菌の関与及び病態について 

金隆根１）、山口禎夫 1、2、3）、塚本絵美１）、中田千香子１）、杉森光子１）、 

石井徹１）  



１）独立行政法人国立病院機構栃木病院 小児科   

2） 同院  感染アレルギー科  

3） 同院  臨床研究部  抗感染症薬研究室   

4）北里研究所  抗感染症薬研究センター  

5）中田ウィメンズ＆キッズクリニック  

 

第 114回日本小児科学会栃木県地方会  

身近に迫る耐性菌 BIVR（β-lactam antibiotic-induced vancomycin-resistant  

MRSA）について 

○山口禎夫 1,2,3）、金隆根１）、塚本絵美１）、中田千香子１）、杉森光子１）、 

石井徹１）  

１）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 小児科  2 

２）同院  感染アレルギー科  

３）同院  臨床研究部  抗感染症薬研究室   

４）北里研究所 抗感染症薬研究センター  

５）中田ウィメンズ＆キッズクリニック  

 

第 114回日本小児科学会栃木県地方会  

アデノウイルスとエンテロウイルスの重複感染により急性脳炎症状を呈した一 

例 

○山口禎夫 1,2,3）、金隆根１）、塚本絵美１）、中田千香子１）、杉森光子１）、 

石井徹１）  

１）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 小児科   

２） 同院  感染アレルギー科  

３） 同院  臨床研究部  抗感染症薬研究室   

４）北里研究所  抗感染症薬研究センター  

５）中田ウィメンズ＆キッズクリニック  

          

第 113回日本小児科学会栃木県地方会 感染症部門座長を務めました 

第 113回日本小児科学会栃木県地方会  

インフルエンザ菌（BLNAR）による子宮内感染を認め、出生後に鼻腔の除菌が困 

難であった早産児の 1 例  

○山口禎夫 1,2,3）、中田千香子１）、小林明雪子、１）杉森光子１）、 

石井徹１）  

１）独立行政法人 国立病院機構栃木病院 小児科   

２） 同院  臨床研究部  抗感染症薬研究室   



3）北里研究所 抗感染症薬研究センター  
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