
2017年 

平成 29年母子保健関係者対象セミナー 

子どもの感染症と予防接種の理解                      

平成 29年 3月 1日  於：栃木県総合文化センター  

『感染症の知識 集団生活への影響と対応』  

 

平成 29年度日光市学校保健会研修会 学術講演                        

平成 29年 5月 22日 於：日光総合会館 

児童・生徒における感染症とその対応について 

 

2016年 

韓国の 2学会で招請講演 

11月 

Korean Pediatric Society conference 
2016 November 10th 
Current multiple antimicrobial resistance in Japan 
~Why nosocomial MRSA infection gradually decreases?~ 
○Yoshio Yamaguchi 
 
Korean Society of Pediatric infectious disease conference  
Treatment of MRSA infection 
～Knowledge to learn from resistance mechanisms～ 
○Yoshio Yamaguchi 
 
日光市食物アレルギー研修会 

平成 28年 7月 6日 於日光市立大室小学校 

小児における食物アレルギーとアナフィラキシー児の対応について 

 

研究検査科講習（院内研究検査科）                        

平成 28年 7月 26日   

アレルギーと咳嗽～夏型過敏性肺炎の原因診断トリコスポリン・ 
アサヒ抗体とは～ 
 

平成 28年度第２回感染対策研修会（院内講堂）                        

平成 28年 11月 22・25日   

『“栃木”医療センターにおける胃腸炎の病原微生物の現状と 
その対応について』 



＜院外講義＞ 

北里大学感染管理認定看護師教育課程  

平成 28年 11月 18日 於：北里大学 

感染症学 母子感染 免疫機構と感染の成立（新生児） 

主な感染症の診断・治療・予防 

 

2015年 

平成 26年度第 2回感染研修 

平成 27年 3月 2日 於：院内講堂 

『楽しく学ぼう♪インフルエンザとノロウイルス感染対策』 

～インフルエンザワクチンの効果、次亜塩素類縁製剤の使い方も含めて～ 

 
第６８回練馬区医師会小児科医会学術講演会 

平成 27年 3月 28日  於：池袋メトロポリタンホテル 

『小児感染症における臨床に役立つ最近の話題』 

～新規抗菌薬、ワクチンからみる治療戦略～ 

 

救急の日・救急医療週間イベント 2015 

9月 於：ベルモール 1階カリヨンプラザ 

大事な救急 ダイジと学ぼう！ 

主催：宇都宮市、宇都宮医師会、宇都宮市医療保健事業団 

雷様剣士ダイジと共演 

 

第 16回栃木県小児アレルギー研究会学術講演会 

平成 27年 10月 29日 

於：宇都宮グランドホテル   

『感染症にまつわる免疫・アレルギーの話題』  

 

平成 27年度第 2回感染対策研修会 

平成 27年 12月 4、9日 

於：院内講堂 

近未来と将来の健康被害について 

～インフルエンザワクチンは効いているのか～ 

～流行性ウイルス性疾患（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）には将来かからないの

か～ 

～胃がんの 97％に関連する感染症の実態は～ 

～Ｂ型肝炎ウイルスが潜伏しているかもしれない～ 

 

＜研究会座長＞ 



第 19 回栃木県インフェクションコントロール研究会 
平成 27 年 1 月 
１ 手指衛生はじめの一歩～サーベイランスデータの活用方法～ 
  国立病院機構宇都宮病院 齋藤 恵子 
2 感染制御とオーラルマネジメントの位置づけ 
  足利赤十字病院 山根 伸夫 
 

＜院外講義＞ 

北里大学感染管理認定看護師教育課程  

平成 27年 11月 14日 於：北里大学 

感染症学 母子感染 免疫機構と感染の成立（新生児） 

主な感染症の診断・治療・予防 

 

2014年 

国立病院機構栃木医療センター市民公開講座  

平成 26年 1月 18日 於：当院 

冬の感染症“ノロ・インフルエンザ” 

『正しく知ろう～インフルエンザの脅威と驚異～』 

 

インフルエンザ診療学術講演会              

平成 26年 1月 23日 於：ホテルメトロポリタン NEW WING（岩手県盛岡市） 

『臨床に役立つインフルエンザ予防と治療の最近の話題』 

 

栃木小児アレルギー研究会 共同発表 

平成 26年 6月 26日 於：宇都宮グランドホテル 

当科で実施している経口食物負荷試験の概要 

国立病院機構栃木医療センター 小児科  

石井とも、亀井悠一郎、金光将史、北原望、石井徹 

同センター 感染アレルギー科 臨床研究部 山口禎夫 

 

塩谷町における食物アレルギー校内体制整備事業にかかる研修会 

平成 26年 6月 30日 於：塩谷町立玉生小学校 

食物アレルギーとアナフィラキシー対応の実際 

 

栃木県小児科医会学術講演会  

平成 26年 8月 2日 於：ホテル東日本宇都宮 

VPD（Vaccine Preventable Diseases）にまつわる今後の展望と期待について 

 

＜院外講義＞ 



北里大学感染管理認定看護師教育課程  

平成 26年 12月 5日 於：北里大学 

感染症学 母子感染 免疫機構と感染の成立（新生児） 

主な感染症の診断・治療・予防 

 

 

2013年  

第 30回栃木県小児科医会総会学術講演 

平成 25年 6月 15日 於：コンセーレ（宇都宮） 

さらなる小児気管支喘息における病態の理解 

～ヒトメタニューモウイルス・胸痛喘息について～ 

      

平成 25年度第 2回感染研修 

平成 25年 10月 15日 於：当院 

あなたは流行性ウイルス性疾患<麻疹・風疹・水痘・ムンプス(おたふくかぜ)>に

かからない自身がありますか？～職員抗体価・アンケート結果を踏まえて～ 

 

＜会議録＞ 

国立病院機構ネットワーク共同研究「感染症」分野合同会議プレゼンテーション 

平成 25年 7月 14日 於：東京  

麻疹・風疹の抗体価の経年的減衰に対する検討 

       

＜小児感染症専門医フォーラム＞ 

平成 25年 7月 27～28日 於：東京 

4種混合不活化ポリオワクチンの概要 

 

 

2012年  

栃木医師会学術講演  

平成24年10月23日 於：下都賀医師会館  

近年の新規ワクチンの 話題と将来について  

～4種混合不活化ポリオワクチン 開発のインパクト～  

 

第8回栃木県Infection Control Conference  

平成24年7月20日 於：宇都宮市文化会館  

MRSAに学ぶ耐性菌制御と抗菌薬投与の科学～理論と実際～  

 



栃木県小児科医会学術講演  

平成24年6月29日 於:宇都宮グランドホテル  

2011～2012シーズンの感染症の話題  

～静注用抗インフルエンザ薬 ペラミビルの使用経験を含めて～  

 

 

2011年  

宇都宮小児科医会学術講演  

平成23年10月19日 於：ホテル東日本宇都宮  

当院で経験したロタウイルス感染症と感染防御について  

 

栃木小児耳鼻咽喉科感染症研究会学術講演  

平成23年10月20日 於：ホテル東日本宇都宮  

小児領域の耐性菌の現状とその対策について  

 

下都賀医師会学術講演  

平成23年6月28日 於:下都賀医師会館  

ワクチン接種緊急促進事業を受けて 日本のワクチン事情と新興・再興感染症  

～新規ワクチンの最近の話題を中心に～  

 

宇都宮市小児科医会学術講演  

平成23年2月10日 於:宇都宮グランドホテル  

新規ワクチンと多剤耐性菌の現在と未来  

 

平成22年度第2回院内感染対策研修会講演  

平成23年1月12日 於：当院  

多剤耐性菌と医療関連感染について  

 

 

2010年  

第11回内科耳鼻科合同勉強会学術講演  

平成22年11月15日 於:ホテル東日本  

感染からみた慢性咳嗽のアプローチ  

 



栃木県保険医協会院内感染対策研修会講演  

平成22年10月13日 於:栃木県総合文化センター  

医療環境と院内感染について  

 

第2回 栃木県微生物学融合領域研究会学術講演  

平成22年9月３日 於:宇都宮グランドホテル  

病院細菌検査室で評価可能な継代培養法を用いた緑膿菌の感染制御について  

 

第13回感染制御認定薬剤師講習会学術講演  

2月18日 於:済生会宇都宮病院  

ICPに必要なワクチンの知識とその原疾患の感染制御について  

 

栃木県小児科医会勉強会学術講演  

2月6日 於:宇都宮グランドホテル  

現場で役立つワクチンの知識とプライマリーケア  

～インフルエンザウイルス、インフルエンザ菌、肺炎球菌について～ 

 

 

2009年  

栃木県呼吸器疾患研究会  

11月12日 於：宇都宮医師会館  

新型インフルエンザ（H1N1）第二波流行の脅威について  

 

第33回ICP（感染制御専門薬剤師）研究会  

11月11日 於：東京＜アステラス製薬 本社２Fホール＞  

薬からみた新型インフルエンザに必要な知識と実際の症例について 現場から

の報告  

 

第2回 国立病院機構栃木病院 市民公開講座講演  

11月８日 於：当院  

知って得する新型インフルエンザの現状と対策について  

 

第8回栃木県院内感染防止懇話会  

10月13日 於：宇都宮グランドホテル  

新型インフルエンザ 各病院の現状と対策  



パネルディスカッション パネリスト  

 

第8回栃木インフェクションコントロール研究会学術講演  

7月31日 於：宇都宮グランドホテル  

身近な感染症 栃木県で流行している百日咳の解析と対策について  

 

第1回国立病院機構栃木病院 市民公開講座講演  

1月25日 於：当院  

まだ間に合う今年の花粉症対策  

花粉症と上手に付き合うために～病は木から～  

 

 

2003～2008年  

栃木県小児科医会講演 於：宇都宮グランドホテル  

RSウイルス感染症に学ぶプライマリーケアについて  

 

栃木県開業医勉強会（Wednesday club） 於：福田屋ショッピングプラザ  

感染症関連（耐性菌と抗菌薬、インフルエンザ）についてExperience based 

medicine(経験に基づく医療)と Evidence based medicine(根拠に基づく医療)

の融合  

 

感染症対策研修会 セミナー 於：当院  

麻疹、セレウス菌、MRSAについて（医療関連感染対策を中心に）  

 

感染症対策研修会 セミナー 於：当院  

抗菌薬投与に関するアナフィラキシー対策～日常診療への対策はどうすればよ

いか？～ 

 

宇都宮市医師会主催 於：当院  

臨床研究部 抗感染症薬研究室 研究室長就任講演  

耐性菌、抗菌薬、小児感染症、BIVRについて 

 

 

 

 


