
第 84 回日本感染症学会  

血清型特異的 IgG 濃度とオプソニン活性の乖離を認めた侵襲性肺炎球菌感染症

の１例について  

 ○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 2,6）  

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）富士重工業健康保険組合 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 回日本感染症学会東日本地方会 

7 価肺炎球菌ワクチン導入後の血清型 19Ａによる中耳炎、侵襲性肺炎球菌感染

症の小児例  

〇山口禎夫 1,2,3）、花木秀明 2）、駒ヶ嶺順平 4） 、矢吹拓 4） 、羽金和彦 3） 、

和田昭仁 5,6） 、 佐藤吉壮 7） 、岩田敏 8）、秋田博伸 9）、砂川慶介 2,10） 

１） 国立栃木病院 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）  国立病院機構栃木病院 内科  

５） 国立感染研究所 細菌第一部        

６）  与那国診療所  

７） 富士重工業保険組合 太田記念病院    

８）  慶應義塾大学 感染制御センター 

９） 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 

10）  北里大学 感染制御研究機構 

  

第 61 回日本感染症学会東日本地方会 

内視鏡下膵液吸引細胞診からランブル鞭毛虫が検出された膵多発性嚢胞腫瘍の

一例 

矢吹 拓 1）、駒ヶ嶺 順平 1）山口 禎夫 2,3）、 羽金 和彦 3） 

１）  国立病院機構栃木病院 内科   

２） 同院 感染アレルギー科 

３） 同院 臨床研究部 

 

第 49 回日本小児アレルギー学会  

胸痛発作を呈し chest pain variant Asthma と考えられた小児の１例 ～胸痛喘

息の理解と啓蒙～  

○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 44 回日本小児感染症学会  

抗 EA-DR-IgG 抗体が陰性であった 慢性活動性 EB ウイルス感染症の小児例 

 ○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 2,6）  

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）富士重工業健康保険組合 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 62 回日本アレルギー学会秋季学術大会  

トシル酸スプラタストが寛解維持に有用であった木村氏病（軟部好酸球性肉芽

腫）の小児例  

○山口 禎夫 １,２） 、北原 望 ２） 、石井 とも 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 66 回国立病院総合医学会 

当院における侵襲性肺炎球菌感染症の患者背景および肺炎球菌莢膜血清型につ

いて 

○山口 禎夫１,２,３）、金光 将史３）、北原 望３）、石井 徹３）、 

福田 哲也 4）、矢崎 晴識 5）、河尻 公樹 5）、佐藤 利香 6）、 

藤野 はるみ 6）、菅俣 美保 6）、大橋 純子 6）、羽金 和彦 2） 

１）国立病院機構栃木病院 感染アレルギー科  

２）同院 臨床研究部 

３）同院 小児科 

４）同院 薬剤科 

５）同院 研究検査科 

６）同院 看護部 

 

第 60 回日本ウイルス学会  

2010/11 シーズン小児臨床検体中の薬剤耐性インフルエンザウイルスの探索 

坂井（田川）優子１）、木曽真紀１）、番場正博２）、三田村敬子３）、 

山口禎夫４）、菅谷憲夫５）、河岡義裕１） 

１） 東京大学 医科学研究所 ウイルス感染分野 

２） 横須賀共済病院 小児科 



３） 永寿総合病院 小児科 

４） 国立病院機構栃木病院 臨床研究部 

５） けいゆう病院 小児科 

第 28 回日本環境感染学会総会 

エコーウイルス 6 型髄膜炎による アウトブレイクの報告  

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 

5）北里大学 感染制御研究機構 

 

第 126 回日本小児科学会栃木県地方会    

小児尿路感染症の疫学及び 治療方針の検討～近年における腸球菌の台頭～  

〇山口 禎夫 1,2,3）、金光 将史 1）、北原 望 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） 北里大学 抗感染症薬研究センター  

 

第 127 回日本小児科学会栃木県地方会 

一幼稚園を中心にアウトブレイクを認めたエコーウイルス 6 型髄膜炎症例の概

要について  

○山口 禎夫 1,2,3）、黒崎 元之 4） 、寺本 チエ 5） 、金光 将 1） 、  

北原 望 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）北里大学 抗感染症薬研究センター  

4）くろさきこどもクリニック     

5）てらもと小児科                         

 

第 128 回日本小児科学会栃木県地方会 

肺炎球菌血清型特異的 IgG 濃度とオプソニン活性を評価した侵襲性肺炎球菌感染

症（IPD）の小児例について 

〇 山口禎夫 1,2,3,4）、金光将史 1）、 千嶋 巌 5） 、北原 望 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）  北里大学 抗感染症薬研究センター 



 ４） The Japanese IPD Group  

 ５） 同院 内科 

 

平成 24 年度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 

麻疹・風疹の抗体価の 経年的減衰に対する検討 

○山口 禎夫 

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 

 

第 24 回日本臨床微生物学会   

小児尿路感染症における 大腸菌と腸球菌の疫学的背景 に関する比較検討 

○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 感染制御研究機構 

 

第 28 回日本環境感染学会総会 

エコーウイルス 6 型髄膜炎による アウトブレイクの報告  

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 

5）北里大学 感染制御研究機構 

 

座長 

第 44 回日本小児感染症学会耐性菌部門座長 5 演題 

 

栃木県微生物学融合領域研究会（T-MIC）講演会座長 

「院内感染対策の視点からみた呼吸器感染症」 

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 

藤田 次郎教授 

 


