
第 89 回日本感染症学会 口演（ポスター発表と併用） 

平成 27年 4月 16-17日  

於：国立京都国際会館 

麻疹罹患者とワクチン接種者の抗体価推移からみるブースターおよび減衰に 

関する検討＜2008年と 2013 年の比較＞ 

○山口禎夫１、3）,駒ヶ嶺順平 2、3）,矢吹 拓 2、3）  

１）国立病院機構栃木医療センター  

  臨床研究部 感染アレルギー科  

２）同センター 内科 

３）同センター ＩＣＴ 

 

第 63 回日本化学療法学会 口演＜学会優秀演題賞を受賞しました＞ 

平成 27年 6月 4-6日  

於：京王プラザホテル 

症例・対照研究（test-negative case-control study の手法で解析した小児 

インフルエンザワクチンの各種発症予防効果について 

○山口禎夫 

国立病院機構栃木医療センター臨床研究部 感染アレルギー科 

 

第 135回日本小児科学会栃木県地方会 口演 

平成 26年 7月 19 日  

於：足利赤十字病院 

医師専用の医療サイトで展開している小児呼吸器感染症の症例相談内容につい

て 

〇 山口 禎夫 1,2）、金光 将史 2）、北原 望 2） 、石井 とも 2）、石井 徹 2） 

１）国立病院機構栃木医療センター臨床研究部 感染アレルギー科        

２）同センター小児科          

 

第 69 回国立病院総合医学会 口演 

平成 27年 10 月 2-3日  

於：ロイトン札幌 

職員検診残血清を用いて評価した２０１４/１５シーズンのインフルエンザ罹

患者と非罹患者における抗体価の比較検討 

○山口禎夫１、2、3）、金光将史 3）、北原望 3） 、石井とも 3） 、石井徹 3） 、 

丸山沙緒里 4） 、中村見幸 4） 、佐藤利香 4）、平野郁子 4） 、石澤崇子 4） 、 

大橋純子 4） 

１）国立病院機構栃木医療センター  臨床研究部 

２）同センター 感染アレルギー科 

３）同センター 小児科 

４）同センター 看護部 

 

第 62 回日本化学療法学会東日本支部総会（下記との合同学会） 口演 



平成 27年 10 月 21-23 日  

於：ロイトン札幌 

小児領域の新規経口抗菌薬（カルバペネム系薬及びキノロン系薬）上市後の 

耐性動向に関する検討 

〇 山口禎夫 1,2）、花木秀明 2,3）  

1）国立病院機構栃木医療センター臨床研究部 感染アレルギー科       

2）北里大学 感染制御研究センター 

3）北里大学 感染防御学 

 

第 64 回日本感染症学会東日本地方会（上記との合同学会） 口演 

平成 27年 10 月 21-23 日 

於：ロイトン札幌 

迅速診断を用いた小児インフルエンザワクチンの効果 test-negative case-

control study 

新庄 正宜１、２）, 菅谷 憲夫２）, 関口 進一郎 1、２）, 岩田 敏２）, 高橋 

孝雄 1、２）, 佐藤 清二２）, 上牧 務２）, 佐藤 公則２）, 常松 健一郎２）, 

馬場 啓聡２）, 藤野 元子２）, 古市 宗弘２）, 豊間 博２）, 宮入 烈２）, 

明貝 路子２）, 山口 禎夫２）, 吉田 菜穂子２）  
１）慶応義塾大学 医学部小児科学教室 

２）慶應小児インフルエンザ研究グループ 
 

第 47 回日本小児感染症学会 口演 

平成 27年 10 月 31日-11 月 1日  

於：ホテル福島グリーンパレス他 

非小児専門医に対する小児呼吸器感染症の症例相談事業を経験して 

～小児呼吸器感染症エキスパートの役割～ 

〇 山口禎夫           

国立病院機構栃木医療センター臨床研究部 感染アレルギー科 

 

第 47 回日本小児感染症学会 口演 

平成 27年 10 月 31日-11 月 1日 於：ホテル福島グリーンパレス他 

迅速診断を用いた小児インフルエンザワクチンの効果 2014-2015 年シーズン 

菅谷憲夫 1,2）、新庄 正宜 2,3）、関口 進一郎 2,3）、三田村敬子２）、 

岩田 敏 2,4）、川上千春２）、山口 禎夫 2）、藤野元子 2）、 

明貝 路子 2）、佐藤明弘 2）、常松健一郎 2）、豊間博 2）、上牧務 2）、 

佐藤清二 2）、高橋 孝雄 2,3）、 

1.神奈川県警友会 けいゆう病院 小児科 

2.慶應小児インフルエンザ研究グループ 

3.慶應義塾大学 医学部 小児科学教室 

4.慶應義塾大学 医学部 感染症学教室 

第 47 回日本小児感染症学会 口演 

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%90V%8F%AF%90%B3%8BX%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%90%9B%92J%8C%9B%95v%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8A%D6%8C%FB%90i%88%EA%98Y%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8A%E2%93c%95q%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8D%82%8B%B4%8DF%97Y%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8D%82%8B%B4%8DF%97Y%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8D%B2%93%A1%90%B4%93%F1%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8F%E3%96q%96%B1%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8D%B2%93%A1%8C%F6%91%A5%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8F%ED%8F%BC%8C%92%88%EA%98Y%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%94n%8F%EA%8C%5B%91%8F%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%93%A1%96%EC%8C%B3%8Eq%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8C%C3%8Es%8F%40%8DO%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%96L%8A%D4%94%8E%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8B%7B%93%FC%97%F3%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%96%BE%8AL%98H%8Eq%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8ER%8C%FB%92%F5%95v%5d/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5b%8Bg%93c%8D%D8%95%E4%8Eq%5d/AU


平成 27年 10 月 31日-11 月 1日  

於：ホテル福島グリーンパレス他 

国内 7 地域での１歳半健診時における保護者の予防接種に関する意識調査 

菅井和子、菅秀、柳田紀之、小林慈典、山口禎夫、上牧勇、長尾みづほ、 

宮河真一郎、大黒一成、岡田隆文、松崎寛司、内田靖、貴田岡節子、佐藤忠司、

五十嵐恒夫、長尾雅悦、宮野前健、谷口清州、藤澤隆夫 

 

 

第 19 回日本ワクチン会 口演 

平成 27年 11 月 14-15 日  

於：名鉄犬山ホテル 

2013-14及び 2014-15シーズンの小児インフルエンザワクチン効果の 

リアルタイム解析（Test-negative case-control design） 

〇 山口禎夫           

国立病院機構栃木医療センター臨床研究部 感染アレルギー科 

       

 

第 136回日本小児科学会栃木県地方会 口演 

平成 27年 11 月 29日  

於：自治医科大学 

麻疹・風疹混合弱毒生ワクチン接種後の免疫応答により推測した感染防御 

レベルに関する検討 

○山口 禎夫１、2）、金光 将史 1）、北原 望 1）、石井 とも 1）、石井 徹 1） 

１）国立病院機構栃木医療センター 小児科     

２）同センター 感染アレルギー科 臨床研究部 

 

 

第 52 回日本小児アレルギー学会 口演 

平成 27年 11 月 21-22 日  

於：ホテル日航奈良 

喘息長期管理薬として導入したＩＣＳ/ＬＡＢＡ配合ドライパウダー式吸入薬

が慢性咳嗽の原因と考えられた小児例 

〇山口 禎夫 1,2)、金光 将史 2）、北原 望 2）、石井 とも 2） 

1）国立病院機構栃木医療センター臨床研究部 感染アレルギー科 

2）同センター 小児科  

 

第 27 回日本臨床微生物学会 口演 



平成 28年 1月 29-31日  

於：仙台国際センター 

症例・対照研究デザイン（Test-negative case-control design）を用いて解析

した 2014-15シーズンの小児インフルエンザワクチンの発症予防効果について 

○山口禎夫１，２）、花木秀明２，３） 

１）国立病院機構栃木医療センター臨床研究部 感染アレルギー科   

２）北里大学感染制御研究センター 

３）北里大学感染防御学 

 

第 31 回日本環境感染学会 口演 

平成 28年 2月 19-20日  

於：国立京都国際会館 

風疹罹患者とワクチン接種者の抗体価推移からみるブースターおよび減衰に 

関する検討＜2008年と 2013 年の比較＞ 

○山口禎夫 1,2）,丸山沙織里 2,3）,中村見幸 2,3） ,佐藤利香 2,3）  

１）国立病院機構栃木医療センター臨床研究部 感染アレルギー科  

２）同センター ＩＣＴ  

３）同センター 感染防止対策室 

 

第 137回日本小児科学会栃木県地方会 

平成 28年 3月 13 日  

於：獨協医科大学 

食物アレルギーにおける除去食解除がすすまない児への取り組みについて 

～モスラ（more slightly& more slowly）がトラウマを救う～ 

〇 山口禎夫 1,2）、金光将史 1）、北原望 1） 、石井とも 1）、石井徹 1） 

１）国立病院機構栃木医療センター  小児科 

２）同センター 臨床研究部 感染アレルギー科  

 

＜座長＞ 

第 31 回日本環境感染学会  

平成 28年 2月 19-20日  

於：国立京都国際会館 

 

 


