
第 83回日本感染症学会  

一過性脳梁膨大部病変を認めたインフルエンザ脳症の検討  

 ○山口禎夫 1,2,3）、花木秀明 2）、羽金和彦 3）、森澤雄司 4）、佐藤吉壮 5）、  

岩田敏 6）、秋田博伸 7）、砂川慶介 8）  

1）国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科  

2）北里大学 抗感染症薬研究センター  

3）国立病院機構栃木病院 臨床研究部  

4）自治医科大学 感染制御部・感染症科  

5）富士重工業健康保険組合 総合太田病院  

6）慶應義塾大学 感染制御センター  

7）聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院  

8）北里大学 北里生命科学研究所  

 

第 65回国立病院総合医学会   

インフルエンザ菌 b型の感染防御抗体価測定の確立にむけて 

～ワクチン接種緊急促進事業を受けて～ 

〇山口禎夫１,2,3）、北原望 3）、近藤徹 3） 、石井とも 3） 

 石井徹 3）、福田哲也 4）、佐藤利香 5）、羽金和彦 1） 

1） 国立病院機構栃木病院 臨床研究部  

2）     同院  感染アレルギー科    

3）     同院  小児科 

4）     同院  薬剤科 

5）     同院  看護部  

 

第 60回日本感染症学会東日本地方会 

抗インフルエンザ薬投与 48時間以内に解熱が得られなかった 2010/11シーズン

におけるインフルエンザ小児入院例の検討 

〇 山口禎夫 1,2）,花木秀明 2）, 佐藤吉壮 3） 

  岩田敏 4） , 秋田博伸 5）, 砂川慶介 6） 

1）  国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部  

２） 北里大学 抗感染症薬研究センター 

３） 富士重工業保険組合 総合太田病院 

４） 慶應義塾大学 感染制御センター 

５） 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 

６） 北里大学 北里生命科学研究所 

 

第 43回日本小児感染症学会 

当院における Tebipenem Pivoxil(TBPM-PI)の使用状況及び臨床成績について 

〇 山口禎夫 1,2）,花木秀明 2）, 佐藤吉壮 3） 

  岩田敏 4） , 秋田博伸 5）, 砂川慶介 6） 

1） 国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部  

２） 北里大学 抗感染症薬研究センター 
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３） 富士重工業保険組合 総合太田病院 

４） 慶應義塾大学 感染制御センター 

５） 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 

６） 北里大学 北里生命科学研究所 

 

第 61回日本アレルギー学会  

予防接種後の全身性副反応を契機に診断した慢性 EBウイルス感染症の１例 

～蚊刺過敏症との関連性～ 

〇山口禎夫 １、２）、北原 望 2） 、石井とも ２） 

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  

 

第 15回日本ワクチン学会  

ワクチン接種後に中等度の全身反応を呈した患者に学ぶこと 

～アレルギーの予測、慢性 EB ウイルス感染症を含めて～ 

○山口禎夫 １、２）   

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   

 

第 23回日本臨床微生物学会   

当院 3年間（2008～2010年）の腸球菌による小児尿路感染症の疫学的検討 

○山口 禎夫１、２）、花木 秀明２）   

   矢崎  晴識３）、砂川 慶介４） 

1）国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部  

2）北里大学 抗感染症薬研究センター       

3）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 

 

第 27回日本環境感染学会総会 

百日咳症状を呈した小児病棟職員における回復期以降の血清学的検査の評価に

ついて 

〇山口禎夫 1、2）、花木秀明 2） 、福田哲也 3）、 

 佐藤利香 4）、砂川慶介 5） 

1）国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部 

2）北里大学 抗感染症薬研究センター 

3）国立病院機構栃木病院 薬剤科 

4）国立病院機構栃木病院 看護部 

4）北里大学 北里生命科学研究所 

 

第 27回日本環境感染学会総会 



レボフロキサシンと金属カチオンによる相互作用に対し薬剤師の取り組みに関

する実態調査 

〇福田哲也 1）、山口禎夫 2）、 

1）国立病院機構栃木病院 薬剤科 

2）国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部 

 

第 46回緑膿菌感染症研究会 

抗緑膿菌活性を有する抗菌薬の継代培養を用いて評価した他系統薬に対する 

薬剤感受性に及ぼす影響について 

○山口禎夫１,2）、岩田 敏２）、砂川慶介４） 

 １）国立病院機構 栃木病院 感染アレルギー科 臨床研究部 

 ２）北里大学  抗感染症薬研究センター 

 ３）慶應義塾大学 感染制御センター 

 ４）北里大学 北里生命科学研究所 

 

第 125回 日本小児科学会栃木県地方会 

完全母乳栄養で発症したミルクアレギー4例の臨床的比較検討 

～ミルク特異的リンパ球刺激試験（ALST）とミルク特異的 IgE 抗体（IgE-RAST）

を実施して～ 

〇山口 禎夫 １,２）、北原 望 2） 、近藤 徹 1）、 

 石井 とも１）、杉森 光子 1）、石井 徹 1） 

1） 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 

 

第 124回 日本小児科学会栃木県地方会 

急性呼吸窮迫症候群に続発した乳児特発性僧帽弁腱索断裂の 1例 

〇 山口 禎夫 1,2）,福田 哲夫 3）, 北原 望 1） 

   近藤 徹 1） , 石井 とも 1）, 杉森 光子 1） , 石井 徹 1） 

１） 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）  福田こどもクリニック 

 

第 123回 日本小児科学会栃木県地方会 

高度後遺症を残したけいれん重積型急性脳症の 1症例について  

北原望 1）、山口禎夫 1,2,3） 近藤徹 1）、石井とも 1）、杉森光子 1）、石井徹 1）  

１）国立栃木病院 小児科、 

２）同院 感染アレルギー科 臨床研究部 

３）北里大学 抗感染症薬研究センター 

 

第 123回 日本小児科学会栃木県地方会  

塩酸バラシクロビルによる水痘発症予防に関する検討  

○山口禎夫 1,2）、北原望 2）、近藤徹 2）、石井とも 2）、杉森光子 2）、 



石井徹 2）  

1）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  

  

第 114回 日本小児科学会学術集会  

Hibワクチン導入後の抗 polyribosylribitol phosphate(PRP)抗体価の疫学的検

討  

○山口禎夫 1,2）、北原望 2）、山田悠司 2）、近藤徹 2）、石井徹 2）  

1）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  

  

第 59回 日本化学療法学会総会 

小児の非定型肺炎例における tosufloxacin（TFLX）の使用経験   

〇山口禎夫１,2）、花木秀明 2）、福田哲也 3）、佐藤吉壮 4）、岩田敏 5）、

秋田博伸 6）、砂川慶介 7）  

1) 国 立 病 院 機 構 栃 木 病 院  感 染 ア レ ル ギ ー 科  臨 床 研 究 部                       

2)北里大学 抗感染症薬研究センター                                      

3）国立病院機構栃木病院 薬剤科                                       

4)富士重工業健康保険組合 総合太田病院                                  

5)慶應義塾大学 感染制御センター                                       

6)聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院                                    

7)北里大学 北里生命科学研究所   

  

第 23回日本アレルギー学会春季大会 

カルバマゼピンによる紫斑型薬疹の乳児例   

○山口禎夫 1,2）、北原望 2）  

1）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  

 

国立病院機構ネットワーク共同研究「感染症」分野合同会議 

NHO「感染症」ネットワーク病院における多剤耐性菌の動向 

○山口 禎夫 1,2） 

１）国立病院機構栃木病院感染アレルギー科 臨床研究部 小児科 

２）北里大学 抗感染症薬研究センター 

 

国立病院機構ネットワーク共同研究「感染症」分野合同会議 

MRSA 感染症に対するバンコマイシンとその併用薬の使用調査及び臨床効果につい

て 

○山口 禎夫 1,2） 

１）国立病院機構栃木病院感染アレルギー科 臨床研究部 小児科 



２）北里大学 抗感染症薬研究センター 

 

   


