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一般演題（ポスター）1 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
Oversea 1 15：00～17：30

座長：猿田 紀子（厚生労働省医薬・生活衛生局総務課国際薬事規制室）
上原 由紀（順天堂大学医学部感染制御科学／総合診療科）

P1�001 Evaluation of anti-urease activity of zerumbone
Hyun Jun Woo
Department of Biomedical Laboratory Science, College of Health Sciences, Yonsei Uni-
versity, Wonju, Korea

P1�002 Kinetin inhibits growth of Helicobacter pylori by down-regulation of replication genes
Min Ho Lee
Department of Biomedical Laboratory Science, College of Health Sciences, Yonsei Uni-
versity, Wonju, Korea

P1�003 Laboratory investigation of trends in bacterial pneumonia in Cheonan, Korea from January
2008 to September 2017
Jae Kyung Kim
Department of Biomedical Laboratory Science, Dankook University, College of Health
Sciences, Cheonan, Korea

P1�004 Non-hemolytic, Mucus and Tube Coagulase Negative MRSA isolated from Urine sample
Jae Soo Kim
Department of Laboratory Medicine, Dankook University Hospital, Cheonan, Korea

P1�005 Anti-inflammatory effects of kaempferol on Helicobacter pylori―induced inflammation
Min Ji Yeon
Department of Biomedical Laboratory Science, College of Health Sciences, Yonsei Uni-
versity, Wonju, Korea

P1�006 Trend of Fungi Isolated from General Hospital in Jeju Island during Recent 9 Years（2009-
2017）
Moo Sang Chong
Department of Clinical Laboratory Science, Cheju Halla University, Jeju, Korea

P1�007 Laboratory experience of identification of tick recovered from suspected SFTS patients in a
tertiary Korean hospital
Taewon Jung
Department of Laboratory Medicine and Genetics, Samsung Medical Center, Seoul, Ko-
rea

P1�008 Identification of Klebsiella pneumoniae Carbapenemase-Producing Klebsiella oxytoca in
Tertiary Hospital by Molecular Methods
Yang Byoung-Seon
Department of Medical Laboratory Science, Jinju Health College, Jinju, Korea

P1�009 Detection of ciprofloxacin-resistant Enterobacteriaceae from rectal cultures of patients un-
dergoing transrectal prostate biopsy in Korea
Yu-mi Lee
Department of Laboratory Medicine, Chonnam National University Hospital, Gwangju,
Korea

P1�010 Case Report/Clinical Microbiology First Korean case of group B streptococcus with reduced
penicillin susceptibility harboring amino acid substitution in PBP2X
Ahram Yi
Department of Laboratory Medicine, Konkuk University School of Medicine, Seoul, Ko-
rea
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P1�011 Prevalence of Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Colonization in Intensive
Care Unit without Outbreak
Young Ah Kim
Department of Laboratory Medicine, National Health Insurance Service Ilsan Hospital,
Goyang

一般演題（ポスター）2 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
Oversea 2 15：00～17：30

座長：髙橋 孝（北里大学大学院感染制御科学府・感染症学研究室）
岸井 こずゑ（埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科検査技術科学専攻）

P1�012 Comparison of two immunochromatographic assays for the detection of rotavirus in stool
specimens.
Suekyeung Kim
Department of Laboratory Medicine, Kyung Hee University Hospital, Kyung Hee Uni-
versity School of Medicine, Seoul, Republic of Korea

P1�013 Rapid Detection and Quantification of cytomegalovirus（CMV）by fully automated cassette-
based Real-Time PCR.
Kwang-Sook Woo
Laboratory Medicine, Dong-A University College of Medicine

P1�014 Controlled Clinical Performance Evaluation of BacT/Alert Virtuo for Blood Cultures
Sunjoo Kim
Department of Laboratory Medicine, Gyeongsang National University School of Medi-
cine, Jinju, Korea

P1�015 Rapid Classification of methicillin resistant Staphylococcus aureus using specific peaks of
MALDI-TOF MS
Jae-Seok Kim
Department of Laboratory Medicine, Hallym University College of Medicine, Seoul, Ko-
rea

P1�016 Comparison of STANDARD F Influenza A/B FIA, Sofia Influenza A+B FIA and SD
BIOLINE Influenza Ag A/B/A（H1N1/pandemic）for Rapid Detection of Influenza A
Jeong Hwan Shin
Department of Laboratory Medicine, Inje University College of Medicine, Busan, Repub-
lic of Korea／Paik Institute for Clinical Research, Inje University College of Medicine,
Busan, Republic of Korea

P1�017 A case of significant cutoff score change in MALDI-TOF MS according to the type of culture
medium for Vagococcus fluvils
Yujin Han
Department of Laboratory Medicine, Kyung Hee University Hospital, Kyung Hee Uni-
versity School of Medicine, Seoul, Republic of Korea

P1�018 Prevalence of Sexually Transmitted Infections Using Multiplex Real-time PCR in a Korean
Nationwide Reference Laboratory
Kyoung Ho Roh
Center of Molecular Diagnostics, Seegene Medical Foundation, Seoul, Korea

P1�019 Study to examine the possibility of changing the culture protocol after changing the micro-
biological identification method to MALDI-TOF MS
Duyeal Song
Department of Laboratory Medicine, Pusan National University School of Medicine,
Pusan National University Yangsan Hospital, Yangsan, Korea
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P1�020 Rapid Detection and Quantification of cytomegalovirus（CMV）by fully automated cassette-
based Real-Time PCR
Woo Kwang Sook
Department of Laboratory Medicine, Dong-A University College of Medicine

P1�021 Use of Whole Genome Sequencing and FT-IR analysis for Detection of Virulence factors in
the Zoonotic Pathogen Arcobacter butzleri
Stefan Zimmermann
Department of Infectious Diseases, Medical Microbiology and Hygiene, Heidelberg Uni-
versity Hospital

P1�022 Pre-validation of the BD MAX™MDR-TB assay for the rapid detection of MTBC DNA and
muta-tions associated with rifampin and isoniazid resistance
Stefan Zimmermann
University Hospital Heidelberg, Dept. of Infectious Diseases, Heidelberg, Germany

一般演題（ポスター）3 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
培養検査法1 15：00～17：30

座長：品川 雅明（札幌医科大学附属病院検査部）
木村 由美子（長崎大学病院検査部）

P1�023 透明な尿の培養検査は必要であるか
播磨 尚寛
国立循環器病研究センター臨床検査部

P1�024 AMR対策アクションプランを踏まえた細菌検査フローの見直しとその効果
伊藤 千慧
国立循環器病研究センター臨床検査部

P1�025 安全な病院食を提供するための微生物検査の構築
木下 まり
JCHO熊本総合病院検査部

P1�026 微生物検体処理システムWASPを用いた最適な尿培養検査プロトコルの確立
川元 康嗣
長崎大学病院検査部

P1�027 Klebsiella variicola の鑑別における糖分解能の有用性検討
中原 剛
株式会社ミロクメディカルラボラトリー

P1�028 直接ラテックス法による血液培養陽性ボトルからの迅速MRSA鑑別法の検討
田中 真輝人
札幌医科大学附属病院検査部

P1�029 グラム陽性球菌菌血症におけるMRSA選択分離培地の有用性について
永原 千絵
公益財団法人健和会大手町病院

P1�030 ブドウ球菌およびMRSA選択培地の比較検討
藤 洋美
福岡大学病院臨床検査部

P1�031 Staphylococcus aureus Small Colony Variants の耐性菌判定における菌液調整法と培地の検
討
堀内 一樹
信州大学医学部附属病院臨床検査部

P1�032 GBS スクリーニング検査における増菌培養の有用性に関する多施設合同検討
近藤 さゆ里
JA北海道厚生連旭川厚生病院臨床検査技術科
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P1�033 妊婦健康診査B群溶血性連鎖球菌（GBS）検出における増菌培地の有用性の検討
佐藤 慶子
秋田赤十字病院検査部

一般演題（ポスター）4 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
培養検査法2 15：00～17：30

座長：馬場 勝（国家公務員共済組合連合会虎の門病院臨床感染症部）
結城 万紀子（福岡大学病院臨床検査部）

P1�034 出産前 B群連鎖球菌培養検査における検査精度向上のためのファージ利用の可能性
内山 淳平
麻布大学獣医学部微生物学第一研究室

P1�035 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）検出培地の検討
森戸 文香
順天堂大学医学部微生物学講座

P1�036 Haemophilus influenzae 選択分離用ポアメディアVi ヘモフィルス寒天培地の基礎的検討
遠藤 勇祐
国家公務員共済組合連合会虎の門病院臨床感染症部

P1�037 環境検査におけるレジオネラ属菌検出方法の検討
高田 純子
JA静岡厚生連清水厚生病院臨床検査科

P1�038 Lancefield D 抗原性を示すC多糖体発現に対する培地組成がおよぼす影響
藤田 朋浩
北里大学メディカルセンター検査部細菌検査室／北里大学大学院感染制御科学府感染症
学研究室

P1�039 脂質好性グラム陽性桿菌の培養法と薬剤感受性試験の取り組み
大野 智子
愛知医科大学病院感染制御部

P1�040 Campylobacter jejuni と C. coli との鑑別試験のための馬尿酸ディスクの性能評価
中野 瑛介
株式会社ミロクメディカルラボラトリー

P1�041 Dysgonomonas mossii と Dysgonomonas oryzarvi の鑑別に関する検討
松本 竹久
群馬大学大学院保健学研究科

P1�042 好気条件下で培養可能な新規開発『C. Diff 選択増菌半流動培地』の性能評価
名取 達矢
信州大学医学部附属病院臨床検査部

P1�043 Clostridioides difficile（C. difficile）選択分離培地の比較評価
浜島 智央
熊本労災病院中央検査部
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一般演題（ポスター）5 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
血液培養1 15：00～17：30

座長：前田 真之（昭和大学薬学部臨床薬学講座感染制御薬学部門）
新川 晶子（石川県立中央病院医療技術部検査室）

P1�044 九州・沖縄地区における血液培養検査実施状況調査結果報告
大城 健哉
那覇市立病院医療技術部検査室／第 30 回日本臨床微生物学会総会・学術集会地域対抗
一般演題賞争奪戦九州・沖縄地区ワーキング委員

P1�045 福岡県における血液培養検査実施状況調査結果報告
清祐 麻紀子
九州大学病院検査部

P1�046 佐賀県における血液培養検査実施状況調査結果報告
於保 恵
佐賀大学医学部附属病院検査部

P1�047 長崎県における血液培養検査実施状況調査結果報告
赤松 紀彦
長崎大学病院検査部／長崎県耐性菌調査ネットワーク

P1�048 熊本県における血液培養検査実施状況調査結果報告
磯崎 将博
天草地域医療センター

P1�049 大分県における血液培養検査実施状況調査結果報告
上野 民生
大分大学医学部附属病院検査部

P1�050 宮崎県における血液培養実施状況調査報告
佐多 章
県立宮崎病院

P1�051 鹿児島県における血液培養検査実施状況調査結果報告
山崎 芳人
鹿児島市医師会臨床検査センター微生物検査室

P1�052 沖縄県における血液培養検査実施状況調査結果報告
照屋 真利子
沖縄県立中部病院検査科

P1�053 当院における血液培養検査の適正さの評価
加藤 純
JA秋田厚生連由利組合総合病院臨床検査科

P1�054 当直技師による血液培養ボトル陽性時のグラム染色判定の妥当性評価
大藏 照子
名古屋大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門

P1�055 当院における血液培養分離菌頻度の推移―血液培養自動分析装置導入前後の比較―
津田 美佐代
福井循環器病院臨床検査科
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一般演題（ポスター）6 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
血液培養2 15：00～17：30

座長：萩谷 英大（大阪大学医学部附属病院総合診療部／感染制御部）
手島 裕治（飯塚病院中央検査部）

P1�056 当院における過去 6年間の血液培養検査―Signal から BACTEC FXに変更して―
飛知和 澄子
日産厚生会玉川病院臨床検査科

P1�057 血液培養検出菌種別原因感染巣の内訳について
宇賀神 和久
昭和大学病院細菌検査室／昭和大学病院クオリティマネジメント室感染管理部門

P1�058 当院における 5年間の血液培養検査状況
大菅 淳
東海大学医学部付属大磯病院

P1�059 血液培養陽性検体における，分離培養初期での測定と通常測定の感受性結果の比較検討
田仲 由佳
大阪急性期・総合医療センター

P1�060 当院救急外来における血液培養検査の実施状況と分離菌について
中野 晃子
加賀市医療センター臨床検査室

P1�061 当院における血液培養検査と分離菌の推移
塩練 秀一
医療法人社団康心会湘南東部総合病院臨床検査課

P1�062 当院における血液培養検査の状況
片山 雪絵
医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院検査部細菌検査室

P1�063 当センターにおける過去 5年間の血液培養実施状況と主要分離菌について
小山 那奈
市立東大阪医療センター臨床検査技術科

P1�064 当院における過去 10 年間の酵母様真菌血症の検討
隈元 亜依
川崎市立多摩病院臨床検査部（指定管理者学校法人聖マリアンナ医科大学）

P1�065 長期血液培養が臨床に与えるインパクトの検討
米田 菜乃香
大阪大学医学部附属病院臨床検査部感染微生物検査室

P1�066 当院における血液培養検査複数セット率と陽性時間の検討
大崎 さゆり
帝京大学医学部附属溝口病院中央検査部

P1�067 血液ボトル当直時間装填運用開始による陽転時間の解析
福元 達也
北海道大学病院検査・輸血部
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一般演題（ポスター）7 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
迅速検査1 15：00～17：30

座長：松田 淳一（長崎大学医学部・歯学部附属病院検査部）
上地 幸平（琉球大学医学部附属病院検査・輸血部）

P1�068 Klebsiella pneumoniae 莢膜多糖体血清型K1，K2 検出カセット Klebsiella pneumoniae Sero-
type K1/K2 Rapid Testing Cassette の有用性
徳重 智絵美
福岡大学病院臨床検査部

P1�069 培養後集落における Enterococcus faecalis の迅速鑑別法の検討
大友 志伸
パナソニック健康保険組合松下記念病院臨床検査科

P1�070 Moraxella catarrhalis 同定法の評価
武藤 沙起里
公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院検査科

P1�071 新たな簡易調整法により作製した PYR試験用試薬の性能評価
高橋 晃史
関西医療大学大学院保健医療学研究科

P1�072 ESBL 産生菌の迅速検出法の検討
前田 和樹
松下記念病院臨床検査科

P1�073 mCIM法の応用によるFlomoxef を用いたAmpC産生腸内細菌科細菌検出法の検討
山口 高広
塩野義製薬株式会社メディカルアフェアーズ部

P1�074 複数菌種が存在する血液培養液を用いた Inactivated β-lactams Matching Test の検討
八幡 照幸
沖縄県立中部病院検査科

P1�075 ESBL 検出における確認試験使用薬剤の検討
宮本 直樹
独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院中央検査部

P1�076 クラスA，B，C，3種のβ－lactamase を同時に検出する簡易迅速法
松本 佳巳
大阪大学産業科学研究所／株式会社フコク

一般演題（ポスター）8 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
迅速検査2 15：00～17：30

座長：八幡 照幸（沖縄県立中部病院臨床検査科細菌検査室）
大瀧 博文（関西医療大学保健医療学部臨床検査学科）

P1�077 新規カルバペネマーゼ検出試薬NG-Test CARBA5 の有用性の検討
安藤 冴佳
奈良県立医科大学微生物感染症学講座

P1�078 迅速マイクロコロニー検出法（RMCD）を用いた血液培養陽性検体での腸内細菌科細菌におけ
る第 3世代セファロスポリン耐性およびカルバペネム耐性の迅速検出法の開発と有用性の検
討
口広 智一
公立那賀病院臨床検査科
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P1�079 迅速マイクロコロニー検出法（RMCD）を用いた血液培養陽性検体でのブドウ球菌群における
メチシリン耐性の迅速検出法の開発と有用性の検討
口広 智一
公立那賀病院臨床検査科

P1�080 ライサス S4 による Staphylococcus aureus の迅速薬剤感受性試験に関する検討
加地 大樹
国保君津中央病院臨床検査科

P1�081 ライサス S4 を使用した薬剤感受性試験の比較検討
川上 洋子
国立病院機構熊本再春荘病院臨床検査科／ひびきAMR研究会

P1�082 ライサス S4 を用いた腸内細菌科細菌における耐性菌の迅速検出に関する検討
原 祐樹
名古屋第二赤十字病院医療技術部微生物検査室

P1�083 ライサス S4 によるグラム陰性桿菌の迅速薬剤感受性試験に関する検討
加地 大樹
国保君津中央病院臨床検査科

P1�084 薬剤感受性測定自動機器RAISUS S4 によるカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）の
スクリーニング方法の検討―IMP型 CPEを中心に―
濱部 凜
日水製薬株式会社

P1�085 マイクロスキャンオーバーナイトパネルとRapid ID パネルの同定性能の検証
北川 順湖
済生会熊本病院中央検査部

一般演題（ポスター）9 2 月 2日（土） ………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
質量分析1 15：00～17：30

座長：島川 宏一（国立感染症研究所薬剤耐性研究センター第 2室）
渡 智久（旭川医科大学微生物学講座）

P1�086 質量分析機器導入および ISO15189 認定による微生物検査への影響
和久田 光毅
藤田医科大学病院臨床検査部微生物遺伝子検査室

P1�087 大腸菌O127a に凝集を認めた Esherichia albertii 菌株の細菌学的な特徴
百瀬 友昭
株式会社ミロクメディカルラボラトリー

P1�088 全ゲノム解析に基づく Enterobacter cloacae 菌名同定に関する質量分析法との比較
松井 理乃
藤田医科大学病院臨床検査部微生物遺伝子検査室

P1�089 MALDI-TOF MSによる 5種のβラクタム系抗菌薬を対象としたESBLs 産生菌検出の検討
加地 大樹
東京医療保健大学大学院医療保健学研究科／国保君津中央病院臨床検査科

P1�090 MALDI Biotyper を用いたカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）の迅速検出法の検討
加藤 匡平
医療法人社団高邦会高木病院検査技術部

P1�091 当院で分離されたメタロ‐β‐ラクタマーゼ産生 E. cloacae のMALDI-TOF MSによる分析
の試み
岡本 満希
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院
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P1�092 質量分析法で Haemophilus influenzae および H. haemolyticus と同定された菌株におけるヘ
モフィルス鑑別培地での同定成績
深川 富法
岐阜市民病院中央検査部

P1�093 無菌検体から分離された非発酵グラム陰性桿菌の同定，感受性報告にあたえる質量分析計の
効果
柏谷 淳
がん感染症センター都立駒込病院臨床検査科

P1�094 Shewanella 属菌における質量分析および分子生物学的手法による菌種同定結果の比較検討
大濱 侑季
東京大学医学部附属病院感染制御部／東邦大学医学部微生物・感染症学講座

一般演題（ポスター）10 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
質量分析2 15：00～17：30

座長：樫山 誠也（広島大学病院診療支援部感染症検査部門）
於保 恵（佐賀大学医学部附属病院検査部）

P1�095 MALDI-TOF MSによる Nocardia 属菌の同定精度に関する検討
本田 睦子
福島県立医科大学附属病院検査部

P1�096 非定型抗酸菌におけるDDH法と質量分析法による同定結果の比較
川本 柚香
愛知医科大学病院感染制御部

P1�097 MALDI TOF MSを用いた統計学的アプローチによる Clostridium difficile の毒素遺伝子識
別の試み
福田 砂織
天理よろづ相談所病院臨床検査部

P1�098 MALDI Biotyper と従来法における嫌気性菌同定性能の比較検討
末永 詩織
地方独立行政法人山口県立病院機構山口県立総合医療センター

P1�099 広島県下施設から依頼があった同定困難な株のMALDI Biotyping
桑原 隆一
JR広島病院診療部臨床検査科

P1�100 質量分析法による血液培養液直接同定プロトコル短縮への試み
針生 真弥
東北医科薬科大学病院検査部細菌検査室

P1�101 rapid BAC proII と Sepsityper kit を用いた血液培養迅速同定の検討
大倉 真実
岡山大学病院医療技術部検査部門

P1�102 塩化アンモニウム溶血剤とメンブレンフィルターを用いたMALDI-TOF MSによる血液培養
ボトルからの迅速細菌同定の検討
宮部 安規子
千葉大学医学部附属病院検査部

P1�103 血液培養陽性検体の質量分析前処理液を用いたブドウ球菌血流感染症原因菌・薬剤耐性遺伝
子の迅速診断
上村 桂一
掛川市袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター診療技術部臨床検査室
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一般演題（ポスター）11 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
遺伝子検査1 15：00～17：30

座長：村上 正巳（群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学）
口広 智一（公立那賀病院臨床検査科）

P1�104 血液培養陽性検体における自動多項目同時遺伝子関連検査Verigene システムの有用性に関
する検討
今村 誠志
株式会社福山臨床検査センター

P1�105 自動多項目遺伝子検出Verigene システム Enteric Pathogens Nucleic Acid Test（EP パネル）
の有用性
岡田 侑也
長崎大学病院検査部

P1�106 尿検体におけるVerigene システムの有用性に関する検討
須田 いつみ
群馬大学医学部附属病院検査部

P1�107 全自動遺伝子解析装置FilmArray システムの導入に際して
敷地 恭子
山口大学医学部附属病院検査部

P1�108 新たな全自動遺伝子解析装置FilmArray 血液培養パネルの有用性
佐野 孝輔
帝京大学医療技術学部臨床検査学科

P1�109 当院における血液培養報告の現状と，FilmArray-血液培養パネルを使用した場合のシミュ
レーション報告
入村 健児
公立学校共済組合九州中央病院

P1�110 全自動遺伝子検査装置GENECUBEおよびmecA/nuc 遺伝子検出試薬を用いた血流感染症
原因菌・薬剤耐性遺伝子の迅速診断
坂口 翔平
福井大学医学部附属病院検査部

P1�111 外来患者由来MRSAにおける POT法を用いた遺伝子型の解析
武田 展幸
宮崎大学医学部附属病院検査部

P1�112 POT法が有用であったESBL 産生 Eschrichia coli のアウトブレイク事例
佐藤 雅美
徳島大学病院診療支援部臨床検査技術部門

P1�113 臨床分離株におけるAmpC遺伝子型検出キットの有用性に関する検討
太田 浩敏
岐阜大学医学部附属病院

P1�114 核酸クロマト法を用いた，5種類のカルバペネマーゼ遺伝子検出キットの検討
田寺 加代子
広島大学院内感染症プロジェクト研究センター／広島大学病院診療支援部感染症検査部
門／広島大学大学院医歯薬保健学研究科薬剤耐性学講座
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一般演題（ポスター）12 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
遺伝子検査2 15：00～17：30

座長：幸福 知己（一般財団法人住友病院臨床検査技術科）
藤原 美樹（社会医療法人三栄会ツカザキ病院臨床検査科）

P1�115 分離株を用いた LAMP法 Carbapenemase bla IMP gene 検出法の評価
船島 由美子
国際医療福祉大学福岡保健医療学部医学検査学科／国際医療福祉大学大学院保健医療学
専攻臨床検査学分野

P1�116 カルバペネマーゼNMC-A産生株検出のためのディスク法ならびに LAMP法の検討
中野 竜一
奈良県立医科大学微生物感染症学講座

P1�117 大腸菌のO：H血清型を網羅的に判定できる PCR法の開発とその利用
井口 純
宮崎大学農学部畜産草地科学科

P1�118 Xpert MTB/RIF を用いた結核菌遺伝子検査の検討
濱野 京子
京都大学医学部附属病院検査部

P1�119 全自動遺伝子解析機器BDMAXを用いた blaCTX-M，blaTEM，blaSHV遺伝子の検出
仲村 究
福島県立医科大学感染制御学講座

P1�120 BD MAXを用いた市中急性期病院における耐性遺伝子検査体制の構築
藏前 仁
刈谷豊田総合病院臨床検査・病理技術科

P1�121 BDマックスを用いた毒素産生 Clostridium difficile 検出法の比較検討
筧 彩佳
岡山大学病院医療技術部検査部門

P1�122 Clostridioides difficile 感染症診断におけるXpert C. difficile の有用性の評価
大野 真依
九州大学病院検査部

P1�123 Xpert C. difficile「セフィエド」の基礎検討
玉川 由香
株式会社 LSI メディエンス感染症検査部

P1�124 GeneXpert を用いた Clostoridioides difficile 毒素検出能の評価
仲田 佑未
鳥取大学医学部附属病院検査部

一般演題（ポスター）13 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
遺伝子検査3 15：00～17：30

座長：原 祐樹（名古屋第二赤十字病院微生物検査室）
赤松 紀彦（長崎大学病院検査部）

P1�125 抗菌薬適正使用支援活動を念頭においたXpert C. difficile「セフィエド」の検討
本橋 亜耶乃
国立国際医療研究センター病院中央検査部門

P1�126 Clostridioides difficile 毒素検査における従来法と遺伝子検査についての比較検討
有村 泰晃
大阪警察病院臨床検査科／大阪警察病院感染管理センター
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P1�127 NAAT導入が Clostridioides difficile 感染症の早期治療に与える効果
奥 友梨
静岡市立清水病院医療医術部検査技術科

P1�128 全自動遺伝子検査装置ELITe InGenius による便検体からの Clostridioides difficile トキシン
遺伝子検出性能評価
香坂 亜沙美
慶應義塾大学医学部感染制御センター

P1�129 Clostridioides（Clostridium）difficile における POT法の有用性の検証
岩崎 澄央
北海道大学病院検査・輸血部／北海道大学病院感染制御部

P1�130 Clostridioides difficile の POT型の検討
中井 依砂子
一般財団法人住友病院診療技術部臨床検査技術科

P1�131 シカジーニアス分子疫学解析 POTキット C. difficile の有用性についての検討
山下 愛
神戸大学医学部付属病院

P1�132 PCR-核酸クロマトグラフィーを用いた結核菌群及びMycobacterium avium complex の検出
法の開発
坂本 奈々
扶桑薬品工業株式会社研究開発センター

P1�133 新しいマイコプラズマ迅速遺伝子検出試薬の基礎的検討
真藤 和弘
高邦会高木病院検査技術部

P1�134 Quenching Probe PCR 法を用いた喀痰からのMycoplasma pneumoniae 検出について
笹野 正明
岡崎市民病院微生物検査室

P1�135 TRC法を用いた新規インフルエンザ迅速診断法についての検討
賀来 敬仁
長崎大学病院検査部／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・診断学

一般演題（ポスター）14 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
遺伝子検査4 15：00～17：30

座長：千酌 浩樹（鳥取大学医学部附属病院感染制御部）
馬場 尚志（岐阜大学医学部附属病院生体支援センター）

P1�136 肉芽腫性乳腺炎における遺伝子検査による原因菌同定の試み
前島 誠
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院検査部

P1�137 LAMP法を用いたAspergillus fumigatus 遺伝子検出に関する検討
齋藤 史奈
愛媛大学医学部附属病院検査部

P1�138 広島県で分離された腸管出血性大腸菌のMLVAによる比較解析
平塚 貴大
広島県立総合技術研究所保健環境センター

P1�139 String test 陽性 K. pneumoniae 2 株のドラフト全ゲノム解析と病原遺伝子の検討
面川 歩
秋田大学大学院医学系研究科総合診療・検査診断学講座

P1�140 bla IMP-1および bla GES-24同時保有 Enterobacter cloacae のプラスミド構造解析
大野 裕貴
天理よろづ相談所病院臨床検査部／天理医療大学医療学部臨床検査学科
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P1�141 本邦医療機関で分離されたAeromonas 属の分子遺伝学的解析
北川 大輔
奈良県総合医療センター臨床検査部

P1�142 Capnocytophaga canimorsus 国内臨床分離株の莢膜型遺伝子タイピング
鈴木 道雄
国立感染症研究所獣医科学部

P1�143 臨床性能試験：POCT用遺伝子検査機器コバス Liat および専用試薬 cobas Influenza A/B
上田 淳夫
筑波メディカルセンター病院臨床検査科

P1�144 腸管感染症の原因病原微生物を対象とした迅速多項目 PCR検査が有用であった 2例
山岸 由佳
愛知医科大学病院感染症科／愛知医科大学病院感染制御部

P1�145 超高速リアルタイム PCRシステムを用いた結核菌遺伝子の迅速検出
古谷 俊介
産業技術総合研究所バイオメディカル研究部門／産総研・阪大先端フォトニクス・バイ
オセンシングオープンイノベーションラボラトリ

一般演題（ポスター）15 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
薬剤耐性菌・耐性機序の解析1 15：00～17：30

座長：谷本 弘一（群馬大学大学院医学系研究科附属薬剤耐性菌実験施設）
笹原 鉄平（自治医科大学感染・免疫学講座臨床感染症学部門）

P1�146 Oxacillin 感性 mecA 陽性黄色ブドウ球菌のβラクタム薬感性機構の解析
渡邊 真弥
自治医科大学医学部感染・免疫学講座細菌学部門

P1�147 化膿性股関節炎患者より分離された新規アミノ酸変異を有するダプトマイシン低感受性
MRSAの解析
堀 翼
北里大学大学院医療系研究科環境微生物学研究室

P1�148 同一医療施設におけるペニシリン低感受性B群レンサ球菌 sequence type 1 の集団ベースで
の血清型変遷事象の解明
小出 将太
信州大学大学院医学系研究科

P1�149 国内で分離されたVanD型バンコマイシン耐性 E. faecium に関する分子遺伝学的解析
橋本 佑輔
群馬大学大学院医学系研究科細菌学

P1�150 DHA型AmpC産生腸内細菌科菌による感染症と耐性遺伝子解析結果
齋藤 翔平
公益財団法人鹿島病院診療部臨床検査科

P1�151 市販鶏肉由来セフォタキシム耐性 Escherichia coli の分子疫学的解析
日吉 望美
桐蔭横浜大学大学院工学研究科医用工学専攻

P1�152 水系環境から検出されたコリスチン耐性 Klebsiella spp. の耐性機序の多様性と長期定着の危
険性
林 航
信州大学大学院医学系研究科

P1�153 プラスミド性コリスチン耐性遺伝子mcr の reservoir としての水系環境の重要性
林 航
信州大学大学院医学系研究科
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P1�154 ベトナム農村地域の健常人および家畜・家禽におけるコリスチン耐性大腸菌の保菌状況につ
いて
河原 隆二
大阪健康安全基盤研究所微生物部

P1�155 プラスミド性キノロン耐性タンパク qnrS 保有 ESBL 産生 Escherichia coli の分子生物学的
特徴
蓮沼 裕也
桐蔭横浜大学医用工学部生命医工学科／桐蔭横浜大学大学院工学研究科医用工学専攻

一般演題（ポスター）16 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
薬剤耐性菌・耐性機序の解析2 15：00～17：30

座長：川村 英樹（鹿児島大学病院医療環境安全部）
花木 秀明（北里大学感染制御研究センター）

P1�156 ベルベリン誘導体 13-o-MBBは薬剤耐性緑膿菌のアミノグリコシド系薬耐性を軽減する
小谷 謙太
愛知学院大学大学院薬学研究科微生物学研究室

P1�157 Moraxella catarrhalis のβ‐ラクタマーゼ阻害剤配合薬耐性に関わる分子機構
太田 彩花
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

P1�158 Acinetobacter baumannii ICII 臨床由来株のバイオフィルム形成能の解析
岸井 こずゑ
埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科／東邦大学医学部微生物・感染症学講座

P1�159 群馬県内で分離されたAcinetobacter 属菌について
野村 隆浩
群馬大学大学院医学系研究科細菌学／群馬県病原微生物情報研究会

P1�160 耐性菌表現型検査としてのMultiple Disk Synergy Test の性能評価
原 祐樹
名古屋第二赤十字病院医療技術部微生物検査室／名古屋大学大学院医学系研究科臨床感
染統御学／愛知県感染対策防止加算 1ネットワーク会議

P1�161 Carbapenem Inactivation Method-Tris と modified Carbapenem Inactivation Method の検査
性能調査
北田 浩基
（株）ファルコバイオシステムズ岡山研究所検査グループ微生物

P1�162 耐性 Acinetobacter 属を目的とした環境培養時におけるCROMagar mSuperCarba 培地の性
能評価
郡山 豊泰
鹿児島大学病院検査部／鹿児島大学大学院医歯学総合研究科血管代謝病態解析学分野

P1�163 Acinetobacter 属菌におけるCarbapenemase 検出法の比較検討―CIMTrisII―
上地 幸平
琉球大学医学部附属病院検査・輸血部

P1�164 クロモアガーmSuperCARBA生培地に発育したカルバペネマーゼ非産生腸内細菌科細菌の
検討
服部 佳奈子
九州大学病院検査部

P1�165 カルバペネマーゼ産生菌（CPE）およびメタロβラクタマーゼ（MBL）検出法の検討
近松 あかね
国際医療福祉大学市川病院検査室
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一般演題（ポスター）17 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
ESBL＋AmpC 1 15：00～17：30

座長：山田 友紀（岩手医科大学附属病院中央臨床検査部）
新里 敬（中頭病院感染症・総合内科）

P1�166 当院の外来受診患者からの過去 4年間に血液培養から分離されたESBLs 産生菌について
金城 正樹
社会医療法人敬愛会中頭病院臨床検査部

P1�167 当院における過去 5年間の ESBL 産生 Escherichia coli の検出状況
郡司 隆徳
総合病院土浦協同病院臨床検査部

P1�168 小児臨床材料由来基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生腸内細菌科細菌の解析；CTX-M-27
産生 Escherichia coli の高頻度分布
大塚 彩香
信州大学大学院医学系研究科／長野県立こども病院臨床検査科

P1�169 当院における POT解析によるESBL 産生大腸菌の疫学的調査
足達 由佳里
国保直営総合病院君津中央病院医療技術局臨床検査科

P1�170 健常人が保有する大腸菌におけるCTX-M産生株の遺伝学的背景の解明
中野 章代
奈良県立医科大学医学部微生物感染症学講座

P1�171 動物におけるβ-ラクタマーゼ産生大腸菌の分布状況調査
増田 加奈子
広島県立総合技術研究所保健環境センター

P1�172 家畜由来基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生大腸菌の保有状況
林原 由美子
富山県食肉検査所

P1�173 下水処理場流入水におけるESBL 産生 Escherichia coli，Klebsiella pneumoniae の検出と分
子生物学的解析
前山 佳彦
信州大学大学院医学系研究科／ミロクメディカルラボラトリー

P1�174 新奇キメラ型酵素CTX-M-64，CTX-M-123 産生 Escherichia coli の下水環境中からの出現
田中 隼斗
信州大学大学院医学系研究科

P1�175 ポーリン変異を伴う新規CTX-M-207 β-ラクタマーゼ産生 Escherichia coli が分離された 1
例
山田 友紀
岩手医科大学附属病院中央臨床検査部

一般演題（ポスター）18 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
ESBL＋AmpC 2 15：00～17：30

座長：大路 剛（神戸大学大学院医学研究科微生物感染症学講座感染治療学分野）
中野 竜一（奈良県立医科大学医学部微生物感染症学講座）

P1�176 クラスA型β-ラクタマーゼ Sed-1 産生 Citrobacter sedlakii が分離された一例
八木 理子
岩手医科大学附属病院中央臨床検査部
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P1�177 基質拡張型β-ラクタマーゼ（ESBL）産生 Salmonella が分離された旅行者下痢症と考えられ
た 1例
野原 麻香
公立南砺中央病院検査室

P1�178 AmpCβ-lactamase 産生 Salmonella が検出された市中発症急性腸炎の 1例
原 和也
名古屋記念病院臨床検査部

P1�179 ESBL 産生菌が分離されているのは感染者か保菌者か―不要な細菌検査がESBL 産生菌検出
率を見かけ上増加させる
日馬 由貴
富士市立中央病院小児科／国立国際医療研究センター国際感染症センターAMR臨床リ
ファレンスセンター

P1�180 感受性の担保されていない抗菌薬で経験的治療が行われたESBL 産生菌による尿路感染症の
治療効果判定におけるグラム染色のポジションとは？
西村 翔
神戸大学医学部附属病院感染症内科

P1�181 在宅医療患者および高齢者施設入所者から分離された基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ
（CTX-M-27）産生大腸菌が保有するプラスミドの解析
松尾 奈緒
名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻

P1�182 Escherichia coli ST131 Clade C1-M27 の全ゲノム解析からみた特有タンパク質の探索
野口 延由
天理医療大学医療学部臨床検査学科／天理よろづ相談所病院臨床検査部

P1�183 Escherichia coli のキノロン耐性化に関与する ST131-fimH30 とその特徴
寺前 正純
神戸大学大学院保健学研究科／兵庫県立こども病院検査部

P1�184 ESBL 産生 Escherichia coli ST131 における特異的タンパク質同定とそのタンパク質間相互
作用予測～ST131 クレード別解析を含む～
中村 彰宏
天理医療大学医療学部臨床検査学科

P1�185 臨床検体より分離された基質拡張型β-ラクタマーゼ産生性 Escherichia coli のチミジン要求
性 small-colony variants の特徴
根岸 達哉
信州大学医学部附属病院臨床検査部

一般演題（ポスター）19 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
カルバペネム耐性菌1 15：00～17：30

座長：鹿山 鎭男（国立感染症研究所薬剤耐性研究センター）
富樫 真弓（昭和大学藤が丘病院臨床病理検査室）

P1�186 アジアの発展途上国で分離されたカルバペネマーゼ産生菌に対するmCIMの試験成績に関
する検討
大神田 敬
東京医科大学微生物学分野

P1�187 当院で分離されたカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の検討
岩田 香恵
昭和大学藤が丘病院臨床病理検査室

P1�188 関東近郊エリアにおけるCREの疫学解析
荻原 真二
臨床微生物チュートリアル
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P1�189 京滋地域におけるメタロβラクタマーゼ産生グラム陰性桿菌検出状況の推移（2001～2017
年）
山本 正樹
京都大学医学部附属病院検査部・感染制御部／京滋薬剤耐性菌サーベイランス研究会

P1�190 カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）の検出と感受性
小嶋 大輔
株式会社 LSI メディエンス感染症検査部

P1�191 横浜市で分離されたカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の感染症届出対象株と届出非対
象株の比較
松本 裕子
横浜市衛生研究所

P1�192 同一患児から経時的に検出された菌種の異なるカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 4株の
解析
藺牟田 直子
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科微生物学分野

P1�193 NDM-5 メタロ-β-ラクタマーゼ産生 Enterobacter aerogenes が分離された 1例について
木村 恵梨子
石川県保健環境センター健康・食品安全科学部細菌・飲料水グループ

P1�194 病棟汚水槽から検出されたGES-24 カルバペネマーゼ産生 Citrobacter freundii の解析
磯田 達也
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター臨床検査技術科

P1�195 NDM-5 メタロ-β-ラクタマーゼ産生腸内細菌科細菌の菌型およびプラスミドの解析
有吉 司
東京都健康安全研究センター微生物部

P1�196 薬剤感受性の異なるNDM-5 産生 Escherichia coli の分子生物学的検討
伊藤 志昂
東邦大学医療センター大橋病院臨床検査部

一般演題（ポスター）20 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
カルバペネム耐性菌2 15：00～17：30

座長：矢原 耕史（国立感染症研究所薬剤耐性研究センター）
長野 則之（信州大学大学院総合医理工学研究科医学系専攻保健学分野）

P1�197 Emergence of an NDM-1-producing Escherichia coli from Ghana
Ayibieke Alafate
Department of Molecular Microbiology, Tokyo Medical and Dental University Graduate
School of Medical and Dental Sciences

P1�198 海外渡航歴のない患者より初めて確認された bla NDM-7保有 Escherichia coli ST1585 及び
Citrobacter freundii の解析
白石 淑子
長野赤十字病院検査部

P1�199 広島県内の医療施設において分離された中国由来 string test 陽性 bla KPC-2保有 K. pneumo-
niae の解析
鹿山 鎭男
広島大学院内感染症プロジェクト研究センター／広島大学大学院医歯薬保健学研究科細
菌学

P1�200 本邦で分離されたカルバペネマーゼ産生肺炎桿菌に関する分子遺伝学的解析
水野 友貴
奈良県立医科大学微生物感染症学講座
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P1�201 抗菌薬投与中の 3症例から検出されたカルバペネマーゼ非産生 Klebsiella pneumoniae にお
ける薬剤感受性と外膜タンパク質の解析
相原 正宗
九州大学病院検査部

P1�202 海外治療歴のある患者から同時検出されたカルバペネム耐性グラム陰性桿菌 3株について
飯草 正実
獨協医科大学埼玉医療センター感染制御部／獨協医科大学埼玉医療センター臨床検査部

P1�203 海外渡航歴のない患者から分離されたNDM型メタロ-β-ラクタマーゼ産生菌の解析
安澤 洋子
川崎市健康安全研究所

P1�204 NDM型MBL産生 Acinetobacter junii が検出された 1症例
泊 沙希
京都第一赤十字病院検査部

P1�205 洗浄用シンクより検出されたNDM-1 産生 Acinetobacter pittii の解析：bla NDMの reservoir
としての病棟内環境の危険性
春日 恵理子
信州大学医学部附属病院臨床検査部

P1�206 Aeromonas hydorophila/caviae の遺伝子型および表現型の解析
川島 史祥
島根大学医学部附属病院検査部

一般演題（ポスター）21 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
レンサ球菌 15：00～17：30

座長：佐藤 豊孝（札幌医科大学医学部微生物学講座）
荘司 路（国立国際医療研究センター病院中央検査部門）

P1�207 臨床検体から分離・同定したA群β溶血連鎖球菌（GAS）の非溶血性 6菌株の性状
西谷 匡美
株式会社江東微生物研究所微研中央研究所つくば

P1�208 III 期にわたる小児の咽頭・扁桃炎例由来A群溶血性レンサ球菌（GAS）の分子疫学的解析
（1）emm型，抗菌薬感受性，耐性遺伝子保持株の変化
佐久間 恵
慶應義塾大学医学部感染症学教室

P1�209 III 期にわたる小児の咽頭・扁桃炎例由来A群溶血性レンサ球菌（GAS）の分子疫学的解析
（2）MLST解析による ST型と emm型，薬剤耐性との関係
荘司 路
国立国際医療研究センター病院中央検査部門

P1�210 A 群β溶血連鎖球菌（GAS）の非溶血機序の解明：臨床分離 6菌株の遺伝子解析
大楠 美佐子
千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野

P1�211 当院におけるG群溶血性レンサ球菌菌血症の検討
河合 泰宏
金沢医科大学臨床感染症学

P1�212 高粘稠性 Streptococcus agalactiae 2 株について
麻生 さくら
新潟市民病院臨床検査科

P1�213 本校一般女性における Streptococcus agalactiae の保有状況と薬剤感受性
木戸 直徳
美萩野臨床医学専門学校
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P1�214 当院における Streptococcus agalactiae の薬剤感受性率の動向調査
平井 英誉
福井赤十字病院

P1�215 当院において血液培養から分離された Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis に関す
る臨床的検討
吉田 知子
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院臨床検査部

P1�216 劇症型溶血性レンサ球菌感染症として届出を行った 26 症例の患者背景と菌株解析
羽田 牧子
公立昭和病院臨床検査科

P1�217 Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus 感染症の臨床像および細菌学的検討
松下 久美子
一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター

P1�218 当院の侵襲性肺炎球菌感染症（IPD），劇症型溶血性連鎖球菌感染症（STSS）における分離状
況の検討
江島 遥
国立病院機構長崎医療センター臨床検査科

一般演題（ポスター）22 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
肺炎球菌 15：00～17：30

座長：小森 敏明（京都府立医科大学附属病院医療技術部臨床検査技術課）
山本 正樹（京都大学医学部附属病院感染制御部）

P1�219 2003 年～2016 年の熊本県内における肺炎球菌分離状況
林 秀幸
国立病院機構熊本医療センター／熊本臨床微生物ネットワーク研究会

P1�220 当院における S. pneumoniae のペニシリン感受性結果と耐性遺伝子の動向調査
宮原 悠太
山口大学医学部附属病院検査部

P1�221 小児急性中耳炎症例より分離された肺炎球菌の莢膜血清型について
高島 且統
労働者健康安全機構東北労災病院中央検査部

P1�222 血清型 12F による侵襲性肺炎球菌感染症の 9症例
池町 真実
神戸市立西神戸医療センター臨床検査技術部

P1�223 SPRi（Surface Plasmon Resonance imaging）を用いた肺炎球菌 serogroup の決定
松村 拓朗
京都大学医学部附属病院感染制御部

P1�224 肺炎球菌莢膜膨化試験と凝集法の比較検討
本間 康夫
信楽園病院臨床検査科

P1�225 侵襲性肺炎球菌感染症患者から分離された血清型 24B 肺炎球菌の分子疫学解析
内谷 友美
東京都健康安全研究センター微生物部病原細菌研究科

P1�226 多剤耐性莢膜型 15A肺炎球菌の全ゲノム解析
中野 哲志
京都大学医学部附属病院検査部感染制御部

P1�227 侵襲性肺炎球菌感染症患者から分離された多剤耐性肺炎球菌の全ゲノム解析
大越 康雄
札幌医科大学医学部微生物学講座／NTT東日本札幌病院臨床検査科
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一般演題（ポスター）23 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
抗酸菌1 15：00～17：30

座長：齋藤 武文（国立病院機構茨城東病院内科診療部呼吸器内科）
樋口 武史（彦根市立病院臨床検査科）

P1�228 抗酸菌染色性に関する用手法と自動染色法の比較検討
小池 勝人
国立病院機構茨城東病院臨床検査科

P1�229 抗酸菌均等化集菌塗抹作成のタイミングについての検討
小林 昌弘
国立病院機構茨城東病院臨床検査科

P1�230 NaLC-NaOH処理の喀痰検体を用いた Loopamp 結核菌群検出キット（TB-LAMP）の報告
吉多 仁子
大阪はびきの医療センター

P1�231 バイオハザード対策として追加された「NALC-NaOH法のスピンダウン」の安全性について
矢越 美智子
日本大学医学部附属板橋病院感染予防対策室

P1�232 DDHマイコバクテリア同定不能菌 200 株を基にした国内稀少抗酸菌分離頻度及びバイテッ
クMSによる同定精度評価
高木 明子
結核予防会結核研究所抗酸菌部

P1�233 Q ジーン マイコバクテリア（核酸クロマト法）を用いた抗酸菌 5菌種の同定精度評価
江原 淳子
株式会社ミロクメディカルラボラトリー

P1�234 質量分析と遺伝子学的検査により同定されたMycobacterium marseillense
野村 勇介
東京大学医学部附属病院感染制御部

P1�235 死滅した結核菌に対する遺伝子増幅を用いたDNAと RNAの検出日数比較
上野 民生
大分大学医学部附属病院検査部

P1�236 TRCReady-80 MACとコバスTaqMan MAI の不一致から同定できたMycobacterium lenti-
flavum の 1例
河原 菜摘
公立学校共済組合九州中央病院

P1�237 MGIT培養陽性検体から全自動遺伝子解析装置GeneXpert システム専用試薬Xpert MTB/
RIF を使用する事で得られた効果と有用性について
百田 尭史
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院中央検査部門微生物検査室

P1�238 EXTRAGEN ZRを用いたTRCReady MTB/MACの検出性能に関する検討
渡辺 直樹
旭川医科大学病院臨床検査・輸血部
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一般演題（ポスター）24 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
抗酸菌2 15：00～17：30

座長：矢越 美智子（日水製薬株式会社）
切替 照雄（順天堂大学大学院医学研究科微生物学）

P1�239 結核菌群核酸増幅検査（LAMP法）の院内導入による効果と導入前後の抗酸菌検査件数の推
移
本橋 涼
上尾中央総合病院検査技術科

P1�240 当院における過去 3年間の抗酸菌検査依頼状況および菌検出状況について
京極 美帆
国際医療福祉大学市川病院検査室

P1�241 当院における抗酸菌の検出状況調査
鈴木 崇真
地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター臨床検査部

P1�242 当院における抗酸菌の検査状況と分離菌
米倉 久剛
福井赤十字病院検査部

P1�243 当院における抗酸菌の分離状況
酒井 俊希
長岡赤十字病院医療技術部検体検査技術課

P1�244 当院における抗酸菌検出状況と薬剤感受性
丸岡 尚美
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院臨床検査部

P1�245 迅速発育性抗酸菌臨床分離株の薬剤感受性サーベイランス
田中 美智男
京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学講座／京滋薬剤耐性菌サーベイランス研究会

P1�246 膀胱癌に対するBCG膀胱内注入療法後に喀痰よりMycobacterium bovis BCG が検出された
一例
斎藤 志保
公立陶生病院臨床検査部検査情報室

P1�247 全ゲノム解析による結核菌遺伝子多型と粟粒結核についての検討
森野 英里子
国立国際医療研究センター呼吸器内科

P1�248 難治性肺Mycobacterides abscessus complex 症における菌性状とマクロライドを含む化学
療法の奏功性との関係について
𠮷田 志緒美
NHO近畿中央呼吸器センター臨床研究センター感染症研究部

一般演題（ポスター）25 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
嫌気性菌1 15：00～17：30

座長：黒川 正美（東京新宿メディカルセンター臨床検査科）
山田 景土（東邦大学医療センター大森病院臨床検査部）

P1�249 中国地区における嫌気性菌検査に関するアンケート調査報告
野口 悦伸
山口県立総合医療センター中央検査部
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P1�250 口腔細菌と肺炎発症との関連―歯周病原菌 P. gingivalis による PAFR発現と肺炎レンサ球
菌の肺細胞への付着促進―
今井 健一
日本大学歯学部細菌学

P1�251 Fusobacterium necrophorum の 2亜種の検出割合
中村 明子
愛知医科大学病院感染制御部

P1�252 肺組織から遺伝子検査で同定しえた Fusobacterium nucleatum によるTolosa-Hunt 症候群
の一例
木場 由美子
広島大学病院診療支援部感染症検査部門／広島大学病院検査部

P1�253 レミエール症候群の血液培養よりVerigene システムと培養法で異なる菌種が検出された 1
例
金平 紗季
東京医科歯科大学医学部附属病院検査部

P1�254 メタロβラクタマーゼ産生 Bacteroides fragilis の検出にmCIMが有用であった一例
飯島 紅祐
兵庫医科大学病院臨床検査技術部

P1�255 遊走能を持つ Clostridium 属の混在により，Clostridium tetani の単独分離に苦慮した 1症例
瀬川 俊介
千葉大学医学部附属病院検査部

P1�256 下腿の挫滅創より Clostridium cavendishii が検出された 1例
須々井 尚子
市立三次中央病院検査科

P1�257 血液培養から Clostridium paraputrificum を分離した一例
鈴木 まりな
株式会社保健科学西日本

P1�258 当院における Clostridioides difficile 検査法
尾野 恵
社会医療法人敬和会大分岡病院検査課

一般演題（ポスター）26 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
嫌気性菌2 15：00～17：30

座長：大塚 昌信（東邦大学医療センター大橋病院臨床検査部）
中村 明子（愛知医科大学病院感染制御部）

P1�259 ブリストルスコア 7の便検体における C. difficilie の検出状況
渡邉 成美
仙台厚生病院臨床検査センター病理診断・臨床検査科

P1�260 当院における外来糞便検体による Clostridioides difficile の検出状況
大畑 尚貴
筑波学園病院検査部

P1�261 当院の Clostridioides difficile の各種毒素産生性と薬剤感受性の検討
佐藤 勇樹
札幌医科大学附属病院検査部

P1�262 デオキシコール酸が Clostridioides difficile の増殖能，毒素産生能および芽胞形成能に与える
影響
臼井 雪乃
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
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P1�263 当院の入院患者から分離された Clostridioides difficile の分子疫学的解析
伊藤 志昂
東邦大学医療センター大橋病院臨床検査部／群馬大学大学院医学系研究科細菌学

P1�264 Binary toxin 産生遺伝子陽性株における POTキットによる分子疫学解析
村上 忍
愛媛大学医学部附属病院検査部

P1�265 同一患者の便からBinary toxin 産生 C. difficile と toxin 非産生 C. difficile が同時に検出され
た症例
大柳 忠智
聖マリアンナ医科大学病院臨床検査部

P1�266 Binary toxin 産生，tcdC 変異の Clostridioides difficile を検出した 1症例
吉村 公利
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院臨床検査科

P1�267 市中 Clostridioides difficile 感染症における感染源としての伴侶動物の役割
大島 利夫
千葉科学大学危機管理学部医療危機管理学科／東海大学医学部基盤診療学系臨床検査学

一般演題（ポスター）27 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
真菌 15：00～17：30

座長：金子 幸弘（大阪市立大学大学院医学研究科）
木場 由美子（広島大学病院診療支援部）

P1�268 中国地区における真菌検査に関するアンケート調査報告
森下 奨太
鳥取大学医学部附属病院検査部

P1�269 β-D-グルカンの臨床的評価
久保田 明
JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院臨床検査科

P1�270 Broad-range PCR で増幅出来なかった真菌感染症の 1症例
於保 恵
佐賀大学医学部附属病院検査部

P1�271 GENECUBE（東洋紡）の Pnemocystis iverotii 遺伝子検出試薬 PCRを用い，P. iverotii 脾膿
瘍の診断に繋がった 1例
上村 桂一
掛川市袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター診療技術部臨床検査室

P1�272 Candida dubliniensis の薬剤感受性と臨床的背景の調査
井田 陽子
杏林大学医学部付属病院臨床検査部

P1�273 Cryptococcus gattii に対する，アンビゾームの凍結融解におけるMICへの影響
田村 俊
帝京大学医療共通教育研究センター／帝京大学医真菌研究センター／帝京大学大学院医
真菌研究室

P1�274 Cryptococcus neoformans/gattii complex に対する莢膜血清型特異的 PCRプライマーセッ
トの設計と検討
萩原 繁広
栃木県済生会宇都宮病院医療技術部臨床検査技術科検体検査課細菌検査室／帝京大学大
学院医療技術学研究科臨床検査学専攻

P1�275 VITEKMSにて Cryptococcus laurentii と誤同定された Candida metapsilosis の一例
金子 奈緒実
東邦大学医療センター大橋病院臨床検査部
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P1�276 ポテトデキストロース寒天培地における糸状菌のジャイアントコロニーの比較
小林 亜由香
東京医科歯科大学医学部附属病院検査部

P1�277 糸状菌のMALDI-TOF MS解析における液体窒素を用いた前処理法の検討
阿部 教行
公益財団法人天理よろづ相談所病院臨床検査部

P1�278 当院における糸状菌同定検査の現状と推移
石戸谷 真帆
東北大学病院診療技術部検査部門

P1�279 真菌検査における最近 3年間の糸状菌の菌種同定状況
壇辻 百合香
国立感染症研究所真菌部

P1�280 当院の Aspergillus 属の分離状況および薬剤感受性成績について
小林 由佳
大阪市立大学医学部附属病院感染制御部

P1�281 培養法と LAMP法による気管支肺胞洗浄液中Asperugillus fumigatus 検出の比較
木村 正彦
弘前大学医学部附属病院検査部

一般演題（ポスター）28 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
疫学調査・統計1 15：00～17：30

座長：松岡 喜美子（大阪急性期・総合医療センター小児科）
辻 泰弘（富山大学大学院医学薬学研究部（薬学）医療薬学研究室）

P1�282 厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）検査部門報告 1 2008～2017 年年報公開情
報を中心に
川上 小夜子
国立感染症研究所薬剤耐性研究センター

P1�283 厚生労働省院内感染対策サーベイランス（JANIS）検査部門報告 2 2017 年都道府県別薬剤耐
性菌の分布状況
川上 小夜子
国立感染症研究所薬剤耐性研究センター

P1�284 JANIS 検査部門における検査材料別薬剤感受性集計の検討
島川 宏一
国立感染症研究所薬剤耐性研究センター

P1�285 富山県におけるグラム染色実施状況について
中河 竜也
厚生連高岡病院臨床検査部

P1�286 愛知県三河地区における耐性菌サーベイランス
中村 友紀
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院臨床検査・病理技術科

P1�287 岡崎市の市中における薬剤耐性化状況
冨岡 政江
岡崎市医師会公衆衛生センター

P1�288 呉地区における尿由来菌の経口抗菌薬感受性率
小濱 邦彦
中国労災病院中央検査部

P1�289 福山地区のアンチバイオグラムについての検討
志田原 郁子
福山市医師会健康支援センター検査課
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P1�290 広島県におけるESBL 産生菌と CPEの検出状況（第 9期調査）
池田 光泰
広島大学院内感染症プロジェクト研究センター／JA広島総合病院臨床研究検査科／広
島大学大学院医歯薬保健学研究科薬剤耐性学講座

P1�291 京都府・滋賀県におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌・多剤耐性緑膿菌の地域サーベイ
ランス（2017 年）
松村 康史
京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学／京都大学医学部附属病院検査部／京滋薬剤
耐性菌サーベイランス研究会

一般演題（ポスター）29 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
疫学調査・統計2 15：00～17：30

座長：川村 久美子（名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻病態解析学講座）
水谷 哲（大阪警察病院感染管理センター）

P1�292 当社におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）の分離状況について
廣田 千代子
株式会社岡山医学検査センター

P1�293 京滋地域におけるESBL 産生グラム陰性桿菌検出状況の推移（2002～2017 年）
木下 愛
滋賀医科大学医学部附属病院検査部／京滋薬剤耐性菌サーベイランス研究会

P1�294 岡山県を中心とした基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生菌の検出状況
岸上 知由
株式会社岡山医学検査センター

P1�295 ガーナ共和国の臨床分離株における腸内細菌科細菌の薬剤感受性成績
佐藤 和佳菜
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

P1�296 当医師会健診センターにおける下痢原性大腸菌の検出状況について
月足 正辰
弘前市医師会健診センター検査課微生物検査室

P1�297 京滋地区で分離されたレンサ球菌の薬剤耐性菌検出状況の 17 年間の推移
仁井本 優里
京都府立医科大学附属病院臨床検査部感染症検査室／京滋薬剤耐性菌サーベイランス研
究会

P1�298 京滋地域における Staphylococcus 属の 2017 年の検出状況について
岩本 久美
京都第一赤十字病院検査部／京滋薬剤耐性菌サーベイランス研究会

P1�299 近畿地区で分離された偏性嫌気性菌薬剤感受性サーベイランス報告
志村 敏史
大手前病院中央検査部

P1�300 本邦で過去 35 年間に分離された淋菌に関する分子疫学的検討
香川 成人
東邦大学医学部微生物・感染症学講座／独立行政法人国立病院機構東京医療センター臨
床検査科

P1�301 同一施設から分離された Helicobacter cinaedi の CRISPR 領域を用いた分子疫学解析
富田 純子
愛知学院大学薬学部微生物学講座
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一般演題（ポスター）30 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
疫学調査・統計3 15：00～17：30

座長：犬塚 和久（愛知県厚生連医療事業部医務課）
大花 昇（福島県立医科大学臨床検査医学講座）

P1�302 国内分離 Nocardia 属菌の薬剤感受性および ST合剤耐性遺伝子の保有状況に関する検討
大花 昇
福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座／福島県立医科大学附属病院検査部

P1�303 外部委託検査によりCREが検出された小規模長期療養型医療施設の耐性菌サーベイラン
ス～NGSを用いた分子疫学解析～
池田 光泰
広島大学院内感染症プロジェクト研究センター／JA広島総合病院臨床研究検査科／広
島大学大学院医歯薬保健学研究科薬剤耐性学講座

P1�304 外部委託検査によりCREが検出された小規模長期療養型医療施設の耐性菌サーベイラン
ス～耐性菌株の検出～
田寺 加代子
広島大学院内感染症プロジェクト研究センター／広島大学病院診療支援部感染症検査部
門／広島大学大学院医歯薬保健学研究科薬剤耐性学講座

P1�305 2 剤耐性緑膿菌の年次推移と遺伝子学的解析
岸 悦子
埼玉医科大学病院院内感染対策室

P1�306 当院における過去 5年間の血液培養検査の状況
関谷 怜子
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院臨床検査科

P1�307 病院移転前後における耐性菌検出率の変化について
石井 里子
下越病院検査課

P1�308 当院における検体種類別アンチバイオグラム
井上 由美
高知県高知市病院企業団立高知医療センターエスアールエル検査室

P1�309 薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの指標からみた当院における耐性菌検出状況
沼田 修司
町田市民病院臨床検査科

P1�310 外部委託先変更による腸内細菌耐性菌検出状況の比較
阿南 晃子
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院臨床病理検査室

P1�311 当院血液内科におけるESBL 産生菌の分離状況と血流感染症の薬剤耐性に関する検討
西田 留梨子
九州大学病院検査部／九州大学病院免疫・膠原病・感染症内科

一般演題（ポスター）31 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
疫学調査・統計4 15：00～17：30

座長：萱場 広之（弘前大学大学院医学研究科臨床検査医学講座）
中村 茂樹（国立感染症研究所真菌部第 1室）

P1�312 当院で分離された第三世代セファロスポリン耐性 Escherichia coli の動向
別所 裕二
三重県厚生連鈴鹿中央総合病院中央検査科
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P1�313 当院におけるESBL 産生大腸菌の遺伝子解析とキノロン感受性の変化
馬庭 恭平
島根大学医学部附属病院検査部

P1�314 PCR 法の導入により検出された新興下痢症原因菌 Escherichia albertii による感染事例
月足 正辰
弘前市医師会健診センター検査課微生物検査室

P1�315 次世代シーケンス解析による Klebsiella pneumoniae の遺伝学的解析
飯島 杏奈
名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻

P1�316 血液培養由来のMRSAにおける抗MRSA薬の薬剤感受性の動向について
永田 めぐみ
関西医科大学総合医療センター臨床検査部

P1�317 当院MRSAの薬剤感受性MIC値推移
富永 啓生
日本赤十字社長崎原爆病院医療技術部第一検査課

P1�318 血液培養より検出されたMSSAの検討
澤 佳奈
大阪警察病院付属臨床検査センター微生物検査室

P1�319 当院における病原細菌微生物の薬剤感受性に対する特徴について
坂元 健一
医療法人健康会霧島記念病院

P1�320 当センターにおける Clostridioides difficile 検査の現状
野口 穣
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター臨床検査科

P1�321 当院におけるCDI サーベイランスの現状と今後の課題
清祐 麻紀子
九州大学病院検査部

一般演題（ポスター）32 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
感染制御・治療法1 15：00～17：30

座長：山田 康一（大阪市立大学大学院医学研究科臨床感染制御学）
古谷 信彦（文京学院大学保健医療技術学部）

P1�323 当院ASTの専従として ICMTの取り組み
青山 美恵子
茨城西南医療センター病院臨床検査部

P1�324 血液培養陽性患者を中心とした当院におけるAST活動
磯﨑 綱次
福山市民病院医療技術部臨床検査科／福山市民病院感染対策室

P1�325 抗菌薬適正使用支援チームがもたらすカルバペネム系抗菌薬使用への影響に関する検討
菊地 瑞香
みやぎ県南中核病院細菌検査室

P1�326 当院（院内感染対策加算 2取得施設）におけるグラム染色を活用したカルバペネム適正使用の
取り組みと成果
後藤 裕一
西福岡病院検査科

P1�327 細菌検査技師のベッドサイドティーチングラウンド
藤田 浩二
津山中央病院総合内科・感染症内科
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P1�328 喀痰の品質向上へ向けた臨床への介入とその効果
園屋 陽平
国立循環器病研究センター臨床検査部

P1�329 再生医療における認定臨床微生物検査技師の新たな役割
青木 寿成
新潟大学医歯学総合病院生命科学医療センター輸血・再生医療部門

P1�330 検査室発信にAI（データマイニング）疫学解析を用いた感染対策
中谷 光良
医療法人弘仁会南和病院臨床検査科

P1�331 3 年間に渡り持続した同一クローンのMRSAによるNICU・GCUアウトブレイク報告
大館 尚子
東京医科大学病院中央検査部

一般演題（ポスター）33 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
感染制御・治療法2 15：00～17：30

座長：大石 貴幸（済生会横浜市東部病院TQMセンター感染管理対策室）
八木 哲也（名古屋大学大学院医学系研究科臨床感染統御学分野）

P1�332 環境培養が有用であったESBL 産生 Klebsiella pneumoniae の院内伝播事例
持丸 朋美
九州大学病院検査部

P1�333 KPC 型 CREによるアウトブレイクを経験して
松本 江里子
一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

P1�334 当院 ICUで発生した薬剤耐性Acinetobacter baumannii 多発事例における検出菌株の解析
川村 英樹
鹿児島大学病院医療環境安全部感染制御部門

P1�335 当院におけるBinary toxin 産生株を含むCDI アウトブレイクについて
仁木 誠
大阪市立大学医学部附属病院感染制御部

P1�336 当院で経験した Helicobacter cinaedi によるアウトブレイクについて
仁木 誠
大阪市立大学医学部附属病院感染制御部

P1�337 市販洗眼薬の長期使用による眼内細菌叢への影響
佐伯 貴史
小林製薬株式会社

P1�338 カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌（CPE）に対するBCプレートを用いた抗菌薬併用効果
の検討
石松 昌己
川崎医科大学附属病院中央検査部

P1�339 他系統抗菌薬の多剤耐性緑膿菌に対する in vitro 併用効果
長岡 里枝
広島大学病院診療支援部感染症検査部門／広島大学病院検査部

P1�340 多剤耐性緑膿菌（MDRP）検出患者の患者背景および臨床経過の疫学調査
水谷 哲
大阪警察病院感染管理センター／近畿耐性菌研究会

P1�341 尿路病原性大腸菌における病原因子と尿路上皮細胞傷害に対するプロアントシアニジンA2
の影響
野口 圭太
文京学院大学大学院保健医療科学研究科
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一般演題（ポスター）34 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例1（16SrRNAseq） 15：00～17：30

座長：青柳 哲史（東北大学大学院医学系研究科総合感染症学分野）
本田 なつ絵（獨協医科大学埼玉医療センター感染制御部）

P1�342 質量分析が有用であった涙石からActinomyces israelii が検出された 1症例
山本 望
呉市医師会臨床検査センター

P1�343 血液培養から Desulfovibrio desulfuricans が分離された一例
辻 隆弘
庄原赤十字病院／広島大学院内感染症プロジェクト研究センター

P1�344 Desulfovibrio desulfuricans による細菌性胸膜炎および敗血症の一例
勝見 真琴
東北大学病院診療技術部検査部門

P1�345 急性化膿性胆管炎患者の血液培養から Slackia exigua が検出された 1例
石戸谷 真帆
東北大学病院診療技術部検査部門

P1�346 16SrRNAの遺伝解析で診断に至った Brachyspira の 1 症例
大谷 幸代
兵庫県立加古川医療センター検査・放射線部

P1�347 腸管洗浄液のグラム染色が診断に有用であった Brachyspira pilosicoli による腸管スピロヘー
タ症の 2例
水阪 隆
加古川中央市民病院臨床検査室

P1�348 婦人科領域から検出されたMycoplasma hominis の一例
堀口 祐希
獨協医科大学埼玉医療センター臨床検査部

P1�349 Exophiala dermatitidis による涙嚢炎の 1例
西潟 唯
東京女子医科大学病院中央検査部微生物検査室

P1�350 上顎洞培養より分離された Rhizopus oryzae の一例
矢澤 淳子
獨協医科大学埼玉医療センター臨床検査部

一般演題（ポスター）35 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例2（TOF-MS） 15：00～17：30

座長：平松 和史（大分大学医学部医療安全管理医学講座）
長尾 美紀（京都大学医学部附属病院検査部・感染制御部）

P1�351 頸部膿瘍患者から検出したActinomyces oris の 1 例
安達 譲
北里大学病院臨床検査部

P1�352 Arcanobacterium haemolyticum を検出した壊疽性潰瘍の一例
新川 晶子
石川県立中央病院医療技術部検査室

P1�353 虚血性腸炎を契機に発症した Flavonifractor plautii 敗血症の 1例
渡邊 弘樹
愛知医科大学病院感染症科／愛知医科大学病院感染制御部
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P1�354 Kytococcus schroeteri による人工血管感染の一症例
松尾 明彦
京都大学医学部附属病院検査部

P1�355 血液培養からMoraxella nonliquefaciens が分離された 1例
近江 孝仁
社会医療法人将道会総合南東北病院臨床検査科

P1�356 血液培養よりMoraxella nonliquefaciens を検出した 1症例
伊藤 有紀
独立行政法人国立病院機構九州医療センター

P1�357 Photobacterium damselae による蜂窩織炎の 1症例
黒田 亜里沙
一般財団法人住友病院診療技術部臨床検査技術科

P1�358 Roseomonas mucosa による菌血症の 1例
森 絵莉子
大分大学医学部附属病院検査部

P1�359 Roseomonas mucosa による難治性腹膜炎の 1例
高岡 美也子
東京女子医科大学病院中央検査部微生物検査室

P1�360 Roseomonas mucosa による菌血症の一例
森本 瞳
社会医療法人近森会近森病院臨床検査部

P1�361 同定に苦慮した Salmonella 属の 2症例
田中 悠一
済生会宇都宮病院医療技術部臨床検査技術科検体検査課細菌室

P1�362 Trueperella bernardiae による，尿路感染から敗血症に至った 1例
稲葉 正斗
市立島田市民病院臨床検査室

P1�363 涙管内培養より Corynebacterium kroppenstedtii が検出された一例
大野 智子
愛知医科大学病院感染制御部

P1�364 耳漏から分離された Turicella otitidis と Brevibacterium otitidis の解析
古垣内 美智子
近畿大学医学部附属病院中央臨床検査部／東京女子医科大学感染症科

一般演題（ポスター）36 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例3（侵襲性） 15：00～17：30

座長：竹内 典子（千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野）
濵田 洋平（佐賀大学医学部附属病院感染制御部）

P1�365 non typable Haemophilus influenzae による成人侵襲性感染症の 1例
古谷 明子
佐世保共済病院臨床検査科

P1�366 気脳症を伴った無莢膜型 Haemophilus influenzae による細菌性髄膜炎の 1例
市川 佳保里
名古屋掖済会病院中央検査部

P1�367 髄液検体から Neisseria perflava を分離した 1症例
平本 卓
群馬大学医学部附属病院検査部／群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学
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P1�368 喀痰から分離された無莢膜型髄膜炎菌の解析
中村 恵海
千葉大学医学部附属病院検査部

P1�369 Neiserria meningitidis による急性上気道炎を発症し更に家族内感染をきたした一例
山田 奈月
佐世保市総合医療センター医療技術部臨床検査室

P1�370 喀痰より Neisseria meningitidis が検出された急性気管支炎の 1例
鶴谷 直子
弘前市医師会健診センター検査課微生物検査室

P1�371 13 価肺炎球菌ワクチン接種後に侵襲性肺炎球菌感染症を発症した 1幼児例
金谷 和美
金沢医科大学病院中央臨床検査部

P1�372 脾臓低形成による劇症型肺炎球菌感染症に合併した電撃性紫斑病の一例
梅田 由佳
金沢市立病院中央診療部臨床検査室

P1�373 遺伝子分析により判明した非ワクチン型肺炎球菌による小児侵襲性肺炎球菌感染症の 1例
角田 玲奈
日野市立病院臨床検査科細菌検査室

P1�374 腹水からペニシリン低感受性B群レンサ球菌（PRGBS）が分離された 1症例
小野田 朋広
埼玉医療生活協同組合羽生総合病院検査科

P1�375 膣培養から検出されたGASが新生児産道感染の起因菌となった 1例
村瀬 斉
半田市立半田病院中央臨床検査科

P1�376 Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus による遅発型髄膜炎の一例
中村 康人
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院臨床検査部

P1�377 Streptococcus gallolyticus subsp. pasteurianus による乳児細菌性髄膜炎の 1症例
佐藤 友美
堺市立総合医療センター臨床検査技術科

P1�378 血液培養から検出された多剤耐性の Streptococcus oralis の 1 症例
渡辺 典之
埼玉医科大学国際医療センター中央検査部

P1�379 糖尿病患者における多剤耐性 Streptococcus mitis group による骨髄炎の 1例
森 弥佳
一般財団法人住友病院診療技術部臨床検査技術科

P1�380 鏡検および培養で陰性であった髄液で遺伝子解析が菌種同定に有用であった 2症例
草場 耕二
佐賀大学医学部附属病院検査部

一般演題（ポスター）37 2 月 2日（土）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例4（Mycobacterium） 15：00～17：30

座長：河合 泰宏（金沢医科大学臨床感染症学）
鈴木 弘倫（獨協医科大学病院臨床検査センター）

P1�381 菌血症により化膿性関節炎を来たした肺Mycobacterium abscessus 症の 1例
浅見 諒子
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター臨床検査科
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P1�382 Mycobacterium avium と Mycobacterium tuberculosis による複合感染を経験した 1症例
林 里佳
浜松医療センター臨床検査技術科

P1�383 Mycobacterium 属による腹膜透析関連感染症を経験して
藤川 栄吏
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院中央検査部

P1�384 Mycobacterium kyorinense による非結核性抗酸菌症の一例
海住 博之
三重県立総合医療センター中央検査部

P1�385 血液培養から検出したMycobacterium mucogenicum を迅速に報告した 1例
戸田 聡子
熊本大学医学部附属病院中央検査部

P1�386 血液培養からMycobacterium chelonae を検出した 1例
森田 恵美
金沢医科大学病院中央臨床検査部

一般演題（ポスター）38 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
シスチム・精度管理 13：00～14：30

座長：藤本 修平（東海大学医学部医学科基礎医学系生体防御学）
川上 小夜子（国立感染症研究所薬剤耐性（AMR）研究センター）

P2�387 感染症微生物グラム染色画像のAI 解析システム開発
平田 耕一
九州工業大学大学院情報工学研究院

P2�388 当院における層別アンチバイオグラム作成に関する検討（2016 年～2017 年）
木下 愛
滋賀医科大学医学部付属病院検査部

P2�389 透明尿の培養検査キャンセル提案とその効果
平良 ひかり
地方独立行政法人那覇市立病院

P2�390 「耐性菌条件/警告・案内定義メッセージ」の標準化と編集ツールの公開
藤本 修平
東海大学

P1�322 JANIS データを利用して薬剤耐性菌の地域拡散を調べよう：複数施設解析版 2DCM-web と
関連ツールの開発と公開
藤本 修平
東海大学

P2�391 Selective reporting 及び，Cascade reporting を導入した薬剤感受性結果報告システムの構築
山田 幸司
京都府立医科大学附属病院臨床検査部

P2�392 CPE で ESBL を同時に産生する株を使用した精度管理サーベイ報告 1～サーベイの概要～
宮部 安規子
千葉大学医学部附属病院検査部

P2�393 CPE で ESBL を同時に産生する株を使用した精度管理サーベイ報告 2～菌液調整方法・判定
時間がMIC値へ及ぼす影響 自施設検討内容も併せて～
静野 健一
千葉市立海浜病院臨床検査科
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P2�394 CPE で ESBL を同時に産生する株を使用した精度管理サーベイ報告 3～CPE鑑別試験結果
とフォローアップ～
静野 健一
千葉市立海浜病院臨床検査科

一般演題（ポスター）39 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
血液培養3 13：00～14：30

座長：山本 景一（熊本大学医学部附属病院中央検査部）
中山 麻美（山形大学医学部附属病院検査部）

P2�395 溶血タイプ嫌気用血液培養ボトル導入における陽性検出時間の検討
大野 達也
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院臨床検査部

P2�396 血液培養由来 coagulase-negative staphylococci における陽性検出時間を用いた臨床的有意性
の検討
大野 達也
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院臨床検査部

P2�397 当院における血液培養検査状況と汚染率低下への取り組み
助川 悠紀子
社会医療法人財団白十字会白十字病院臨床検査技術部

P2�398 当院における血液培養検査の評価と汚染率改善の取り組み
伊藤 司
公立学校共済組合東海中央病院臨床検査科

P2�399 県立広島病院における血液培養検査の現状と採血部位別の汚染菌検出状況
蛎屋 俊
県立広島病院

P2�400 血液培養採取量の把握と向上にむけての取り組み
大城 春奈
社会医療法人仁愛会浦添総合病院臨床検査部

P2�401 小児血液培養ボトルへの血液接種量「0.5mL」の有効性の検討
亀山 和明
兵庫県立こども病院検査・放射線部

P2�402 当院における血液培養ラウンドの実施状況について
幸福 知己
一般財団法人住友病院臨床検査技術科

P2�403 血液培養陽性時報告体制における ICT/AST薬剤師と検査技師の連携について
宮本 豊一
川崎市立多摩病院（指定管理者学校法人聖マリアンナ医科大学）臨床検査部

P2�404 血液培養ボトルからの直接同定法は抗菌薬適正使用に有用か？
久田 恭子
福井大学医学部附属病院検査部

P2�405 当センターで実施している血液培養陽性検体に対する薬剤感受性検査の有効性と課題
藤原 守
大阪急性期・総合医療センター臨床検査科

P2�406 当院における血液培養検査の現状と抗菌薬適正使用について
新川 晶子
石川県立中央病院医療技術部検査室
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P2�407 血液培養結果報告方法の変更によるAS指標の変化
山田 康一
大阪市立大学大学院医学研究科臨床感染制御学講座／大阪市立大学医学部附属病院感染
制御部／大阪市立大学医学部附属病院感染症内科

一般演題（ポスター）40 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
薬剤検査 13：00～14：30

座長：菱沼 昭（獨協医科大学感染制御・臨床検査医学）
仲村 究（福島県立医科大学感染制御学講座）

P2�408 BD Phoenix™M50 システムにおける臨床分離株の評価
樽川 友美
獨協医科大学病院臨床検査センター

P2�409 千葉県のサーベイランスにおいて経験した薬剤感受性試験の機種間差
佐藤 万里
千葉県がんセンター

P2�410 当院におけるMRSAに対する Linezolid のMIC 値の推移と薬剤感受性測定法の違いによる
MIC値への影響に関する検討
佐々木 潤平
帝京大学医学部附属病院中央検査部

P2�411 薬剤耐性 Haemophilus influenzae の薬剤感受性測定におけるドライプレート‘栄研’192（DP
192）有用性の検討
雑賀 威
株式会社 LSI メディエンス感染症検査部

P2�412 マイクロスキャン Pos Combo 2Tパネルの基礎性能に関する検討
中塚 由香利
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

P2�413 自動分析機種間のCREのMIC 値比較に関する検討
松井 理乃
藤田医科大学病院臨床検査部微生物遺伝子検査室

P2�414 AmpCβ-lactamase（ABL）産生菌のスクリーニングMIC値の検討
原 稔典
広島大学院内感染症プロジェクト研究センター／広島大学大学院医歯薬保健学研究科薬
剤耐性学講座／広島大学病院診療支援部感染症検査部門／広島大学病院検査部

P2�415 カルバペネマーゼ鑑別ディスク Plus を用いた CPEの検出および鑑別の迅速判定
中村 竜也
京都橘大学健康科学部臨床検査学科

P2�416 薬剤感受性によるカルバペネマーゼ産生腸内細菌科のスクリーニング基準
原田 莉衣
福島県立医科大学感染制御医学講座

P2�417 腸内細菌科細菌におけるコリスチン薬剤感受性試験の検討
高橋 安実
琉球大学医学部附属病院検査輸血部細菌検査室
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一般演題（ポスター）41 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
ブドウ球菌 13：00～14：30

座長：西村 翔（神戸大学医学部附属病院感染症内科）
中西 雅樹（京都府立医科大学感染制御検査医学教室）

P2�418 黄色ブドウ球菌による有熱性尿路感染症の検討
北野 弘之
広島大学病院感染症科／広島大学病院感染制御部／広島大学病院泌尿器科

P2�419 USA300 MRSA感染症の臨床的特徴の解析
荻原 真二
山梨大学医学部附属病院検査部／山梨大学医学部附属病院感染制御部／山梨大学大学院
総合研究部医学域臨床検査医学講座

P2�420 Panton-Valentine leukocidin 陽性メチシリン感性黄色ブドウ球菌の分離頻度と分離例の臨床
的背景
有馬 聖志朗
琉球大学大学院医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学

P2�421 愛玩動物臨床材料由来MRSAの特性解析；高病原性USA300 クローンの検出
谷口 唯
信州大学大学院医学系研究科

P2�422 当院の血液培養から検出されたMRSAに関する遺伝子型の推移および臨床的背景
三浦 悠里
東京医科大学病院中央検査部

P2�423 西日本における皮膚感染症由来 ST8 CA-MRSA/J の分子疫学調査
増田 加奈子
広島大学院内感染症プロジェクト研究センター／広島大学大学院医歯薬保健学研究科細
菌学

P2�424 Staphylococcus aureus による手術部位感染における POT法を用いた分子疫学的解析
尾方 一仁
長崎労災病院中央検査部

P2�425 当院で分離されたMRSAの POT法による分子疫学解析
山本 景一
熊本大学医学部附属病院中央検査部／熊本大学大学院生命科学研究部臨床病態解析学分
野

P2�426 MRSAアウトブレイク発生時の院内感染対策に POT法が有効であった事例
杉江 和茂
富山大学附属病院検査・輸血細胞治療部

P2�427 四国地区で分離されたMRSAにおける POT型と Exfoliative toxin および Panton-Valentine
Leukocidin 産生株の関連性についての検討
宮本 仁志
愛媛大学医学部附属病院検査部

P2�428 フェイシャルスキンケアの皮膚に対する影響実験
吉住 あゆみ
東邦大学医学部微生物・感染症学講座

P2�429 Staphylococcus lugdunensis 分離例 36 症例の臨床的検討
廣瀬 彩夏
東京医科大学茨城医療センター中央検査部／東京医科大学茨城医療センター感染制御部

P2�430 当院における Staphylococcus lugdunensis の Oxacillin 耐性検出方法に関する検証
田口 裕大
市立札幌病院
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一般演題（ポスター）42 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
ウイルス，原虫・寄生虫，マイコプラズマ・クラミジア・リケッチア 13：00～14：30

座長：山口 禎夫（国立病院機構栃木病院臨床研究部感染アレルギー科）
上村 桂一（掛川市袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター臨床検査室）

P2�431 妊婦における細菌性腟症（BV），性器クラミジア感染症，頸管炎の頻度と risk factor の検討
島野 敏司
町立中標津病院産婦人科／札幌医科大学産婦人科

P2�432 Chlamydia trachomatis による感染症診断および妊婦健診における遺伝子検査の有用性
原 稔典
広島大学病院診療支援部感染症検査部門

P2�433 Mycoplasma pneumoniae PCR 検体保存の検討
後藤 宏次
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター

P2�434 左胸水より口腔トリコモナス Trichomonas tenax を検出した膿胸の一例
福澤 京介
西宮市立中央病院医療技術部臨床検査科

P2�435 抗酸菌喀痰塗抹標本から糞線虫が検出された 1症例
小川 哲生
東京警察病院臨床検査科

P2�436 末梢血液生塗抹標本でスポロゾイトの動きが確認された三日熱マラリアの 1例
鴨川 瑞樹
広島大学病院診療支援部感染症検査部門／広島大学病院検査部

P2�437 RS ウイルスにおける近年の早期流行開始についての検討
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

一般演題（ポスター）43 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
疫学調査・統計5 13：00～14：30

座長：岡崎 充宏（東京工科大学医療保健学部臨床検査学科）
堀野 哲也（東京慈恵会医科大学附属柏病院感染制御部）

P2�438 当院における Corynebacterium striatum の検出状況
上岡 奈未
（株）LSI メディエンス橋本市民病院ラボ

P2�439 当院使用源泉における L. pneumophila 血清型別検出状況
高野 翔太
JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院臨床検査科

P2�440 当院における過去 3年間のカンジダ血症の解析
永野 裕子
東京慈恵会医科大学附属柏病院

P2�441 当院における感染性心内膜炎患者の血液培養分離菌について
三坂 香織
榊原記念病院 LSI メディエンス検査室

P2�442 小児再発性上部尿路感染症の起因菌に関する検討
渡辺 雄大
国保旭中央病院中央検査科
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P2�443 西日本豪雨災害に関連した創部感染症検出菌について
奥田 立子
済生会広島病院臨床検査室

P2�444 細菌性関節炎における当院の分離菌状況と発症危険因子の検証
富樫 瑞輝
国立病院機構下志津病院臨床検査科

P2�445 河川における自然環境中の抗菌薬耐性菌の分布調査
藤原 麻有
京都橘大学健康科学部臨床検査学科

P2�446 都市河川流域において医療関連感染で問題となっている薬剤耐性菌の汚染状況
花尾 麻美
東京工科大学医療保健学部臨床検査学科

P2�447 熊本県下の農場で育成されたブロイラーの盲腸便より分離された薬剤耐性菌
正木 孝幸
熊本保健科学大学保健科学部医学検査学科

P2�448 伴侶動物由来 Escherichia coli における薬剤耐性率およびESBL 保有率
高野 慎也
極東製薬工業株式会社研究開発部

一般演題（ポスター）44 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例5（MRSA＋Enterococci） 13：00～14：30

座長：富田 治芳（群馬大学大学院医学系研究科細菌学・薬剤耐性菌実験施設）
野口 雅久（東京薬科大学薬学部病原微生物学教室）

P2�449 当院で分離された PVL陽性ACME陽性MRSAについて
深澤 裕美
公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院臨床検査室

P2�450 Daptomycin 治療中に低感受性となったMRSA持続的菌血症の 1例
福澤 翔太
北海道がんセンター臨床検査科

P2�451 菌種間でのプラスミド伝播が推測されたVREの検出事例
喜多 いずみ
大阪府済生会富田林病院臨床検査科

P2�452 当院で分離されたVanD型 Enterococcus faecium に関する臨床的・分子生物学的検討
松村 愛加
羽生総合病院検査科

P2�453 血液培養より Enterococcus faecalis の Small-colony variant が検出された 1症例
滝川 弘一
山梨大学医学部附属病院検査部

P2�454 血液培養から Granulicatella adiacens を検出した感染性心内膜炎の 1例
根岸 健太
日野市立病院臨床検査科細菌検査室

P2�455 同定に難渋した Listeria monocytogenes の 1 症例
今井 和花
東邦大学医療センター大森病院臨床検査部

P2�456 Corynebacterium striatum による化膿性関節炎から敗血症を呈した 1例
角田 玲奈
日野市立病院臨床検査科細菌検査室
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P2�457 本邦初となる Trueperella bernardiae による敗血症の 1例
平野 亜紗見
公立那賀病院

P2�458 血液培養より繰り返し検出された Rhodococcus 属において質量分析装置と 16SrDNA配列
解析で異なる解析結果をみとめた 1症例
早川 貴範
（株）LSI メディエンス徳島県立中央病院ラボ

一般演題（ポスター）45 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例6（Helico + Campylo） 13：00～14：30

座長：大塚 喜人（医療法人鉄蕉会亀田総合病院臨床検査部）
村上 日奈子（東邦大学医療センター大森病院臨床検査部）

P2�459 Helicobacter cinaedi 菌血症の治療中に Brachyspira pilosicoli 菌血症を発症した 1例
渡邉 真子
国家公務員共済組合連合会立川病院

P2�460 Helicobacter cinaedi による新生児髄膜炎の 1例
小山 智之
長野赤十字病院検査部

P2�461 Helicobacter cinaedi による感染性腸炎が疑われた一例
大村 正恵
川崎医科大学総合医療センター中央検査部

P2�462 演題取り下げ
P2�463 好気培養下で発育したらせん状グラム陰性桿菌の 1症例

宇木 望
佐賀大学医学部附属病院検査部

P2�464 尿培養より Campylobacter jejuni を分離した 1症例
前原 千佳子
東邦大学医療センター大森病院臨床検査部

P2�465 軟部組織の膿より Campylobacter ureolyticus が検出された一例
馬場 美里
山梨大学医学部附属病院検査部

一般演題（ポスター）46 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例7（動物） 13：00～14：30

座長：福地 可奈（東邦大学医学部微生物・感染症学講座）
江口 香織（近畿大学医学部附属病院中央臨床検査部）

P2�466 豚舌調理喫食にて発症した Streptococcus suis による髄膜炎の一例
石原 美弥子
焼津市立総合病院

P2�467 ネコ 傷を契機に発症した Erysipelothrix rhusiopathiae による菌血症の一例
川野 友彰
日本赤十字社和歌山医療センター検査部

P2�468 手術後の創部からジフテリア毒素産生 Corynebacterium ulcerans が分離され室内飼育のネ
コからの水平伝播と考えられた一例
古垣内 美智子
近畿大学医学部附属病院中央臨床検査部
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P2�469 鼠 傷患者の Streptobacillus moniliformis による敗血症の 1例
永倉 良美
昭和大学病院細菌検査室

P2�470 血液培養から Streptobacillus notomytis を検出した鼠 症の 1症例
井村 留美子
東京医科大学病院中央検査部

P2�471 犬 傷がきっかけで髄膜炎・感染性心内膜炎を併発した Pasteurella 感染症の一例
久場 謙也
社会医療法人敬愛会中頭病院検査科

P2�472 Pasteurella multocida による腎盂腎炎の一例
荻原 真二
山梨大学医学部附属病院検査部／山梨大学医学部附属病院感染制御部／山梨大学大学院
総合研究部医学域臨床検査医学講座

P2�473 肝エキノコックス症の一症例
小池 祐史
北海道旅客鉄道株式会社 JR札幌病院臨床検査室

一般演題（ポスター）47 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例8 13：00～14：30

座長：吉田 弘之（兵庫県臨床検査研究所検査部）
吉田 敦（東京女子医科大学感染症科）

P2�474 ST合剤アレルギー患者における播種性ノカルジア症の 1例
武元 優允
神戸市立医療センター中央市民病院

P2�475 Nocardia 属が分離された 17 症例の臨床細菌学的検討
西村 恵子
NHO岡山医療センター臨床検査科

P2�476 臨床との情報共有を契機に検出することができた Nocardia pseudobrasiliensis による化膿性
関節炎の 1症例
采原 隆志
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター臨床検査科

P2�477 創部膿瘍から検出された Nocardia cyriacigeorgica の 1 例
大石 博一
姫路赤十字病院検査技術部

P2�478 胃液から Rasamsonia argillacae を検出した慢性肉芽腫症患者の一症例
永井 美香子
国保直営総合病院君津中央病院医療技術局臨床検査科

P2�479 爪真菌症より Scopulariopsis brevicaulis が検出された一例
白澤 侑莉子
伊那中央病院臨床検査科

P2�480 耕運機外傷による化膿性膝関節炎の関節液から Scedosporium apiospermum が検出された
症例
保坂 和宏
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院検査部

P2�481 当院におけるスケドスポリウム属による深在性皮膚真菌症の 1例
森 三郎
尾道市立市民病院中央検査室
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P2�482 分生子形態がGraphium型を示した Scedosporium apiospermum 肺感染の 1例
伊藤 葵
東京女子医科大学病院中央検査部微生物検査室

一般演題（ポスター）48 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例9 13：00～14：30

座長：細川 直登（亀田総合病院感染症科）
石垣 しのぶ（帝京大学医学部附属病院中央検査部）

P2�483 Sporotothrix glbosa によるスポロトリコーシスの 1症例
為 智之
都立広尾病院検査科細菌検査室

P2�484 肺結節より検出された Cladophialophora bantiana による肺真菌症の 1症例
石垣 しのぶ
帝京大学医学部附属病院中央検査部

P2�485 VITEKMSが同定に有用であった Exophiala dermatitidis 菌血症の 1例
木部 泰志
九州大学病院検査部

P2�486 Exophiala dermatitidis が分離されたCARD9 欠損症の 1例
長岡 里枝
広島大学病院診療支援部感染症検査部門／広島大学病院検査部

P2�487 Exophiala jeanselmei による皮下膿瘍の 1症例
長崎 雅春
頴田病院臨床検査部／ひびき臨床微生物研究会

P2�488 スエヒロタケ簡易スクリーニング法を利用して同定にいたった症例について
遠藤 康伸
成田赤十字病院検査部

P2�489 治療後に耐性化して感染性心内膜炎を発症した Candida glabrata の 1 症例
日置 達也
公立陶生病院臨床検査部検査情報室

P2�490 MALDI-TOF MSで同定できず遺伝子学検査で同定した Candida fermentati による真菌血症
の 2例
矢野 勇大
亀田総合病院感染症科

P2�491 筋ジストロフィー患者から分離したMalassezia 属真菌の検討
佐子 肇
独立行政法人国立病院機構刀根山病院臨床検査科

一般演題（ポスター）49 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例10 13：00～14：30

座長：仲宗根 勇（琉球大学医学部附属病院検査部細菌室）
吉澤 定子（東邦大学医学部微生物・感染症学講座／臨床研究支援センター）

P2�492 パートナーとの性行為を機に発症した Staphylococcus saprophyticus による男子急性尿道炎
の一例
石井 孟
川口市立医療センター検査科
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P2�493 炎症反応異常高値から淋菌による菌血症が疑われた 1例
松永 悠里
新潟市民病院医療技術部臨床検査科

P2�494 当院で検出された Globicatella sanguinis 2 株の細菌学的考察
渡久地 陽架
北部地区医師会病院

P2�495 グラム染色所見で早期診断に至ったレジオネラ肺炎の 1例
村上 日奈子
東邦大学医療センター大森病院臨床検査部／東邦大学医療センター大森病院感染管理部

P2�496 帝王切開術後に発症したMycoplasma hominis 敗血症から脳膿瘍に至ったと思われる 1例
征矢 佳輔
伊那中央病院臨床検査科

P2�497 当院で経験したマラセチアによるCVポート感染の 2症例
山崎 由布子
聖フランシスコ病院検査科

P2�498 AIDS 患者より Talaromyces marneffei を検出した一例
牧田 実央
神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部

P2�499 「Pythium insidiosum」見えているのに検出が難しく，発育しても同定・薬剤感受性測定実施
に手間取る生物による難治性角膜炎の一例
砂田 淳子
大阪大学医学部附属病院医療技術部

P2�500 当院で経験したデング熱の一症例
原田 薫
社会医療法人三栄会ツカザキ病院臨床検査科微生物検査室

P2�501 日本帰国後に診断された蚊媒介感染症（デング熱，チクングニア熱）の 3例
近藤 誠
三重大学医学部附属病院皮膚科

P2�502 渡航歴のない日本人男性の血液培養から新規 Brucella 属菌を検出した一症例
加藤 亮介
佐久医療センター臨床検査科

P2�503 人工膝関節置換 2年後に緩徐に発症した Cardiobacterium valvarum 膝関節炎の一例
小泉 祐介
愛知医科大学病院感染症科

P2�504 経皮的椎弓根スクリューから Propionibacterium acnes を検出した 1症例
小浦 範明
高砂市民病院中央検査科

一般演題（ポスター）50 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例11 13：00～14：30

座長：髙橋 洋（宮城厚生協会坂総合病院呼吸器科・感染症科）
福井 悠人（東邦大学医学部微生物・感染症学講座）

P2�505 末梢挿入中心静脈カテーテルから採血された末梢血液像検査で菌体の貪食像を認めたため早
期診断と治療が可能であった Bacillus cereus によるカテーテル関連血流感染症の一例
藤田 崇宏
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター感染症内科

P2�506 喀痰より毒素非産生 Corynebacterium diphtheriae を検出した一例
松永 朋子
済生会福岡総合病院検査部
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P2�507 喀痰からジフテリア毒素非産生 Corynebacterium diphtheriae が分離された 1症例
厚川 喜子
帝京大学医学部附属病院中央検査部

P2�508 O4 群 Salmonella による敗血症および化膿性肩関節炎を発症した一例
柴山 佳奈絵
総合病院土浦協同病院臨床検査部

P2�509 Salmonella O7 群による菌血症から感染性腹部大動脈瘤切迫破裂と診断された 1例
玉木 由香里
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院検査部

P2�510 当院における非チフス性サルモネラによる腸管外感染例
中村 和幸
寺岡記念病院臨床検査室

P2�511 Yersinia enterocolitica による気管支肺炎・菌血症の一例
今野 牧子
宮城厚生協会坂総合病院検査室

P2�512 糖尿病患者に発症した Yersinia pseudotuberculosis による菌血症の一症例
杉野 翔太
紀南病院中央臨床検査部

P2�513 悪性リンパ腫患者の便から分離された硫化水素産生 Escherichia coli
赤松 紀彦
長崎大学病院検査部

P2�514 全自動細菌検査装置で Shigella sonnei と誤同定された inactive Escherichia coli の分離経験
寺口 皓
近畿大学医学部奈良病院臨床検査部

P2�515 尿検体よりTSI 寒天培地に発育しない Escherichia coli を分離した 1症例
星 紫織
福岡市医師会臨床検査センター

P2�516 腹膜透析排液から Raoultella planicola が検出された 1例
山田 将太
静岡徳洲会病院検査科

P2�517 海外渡航歴のない患者から Vibrio choleraeO1 を検出した一例
奈須 聖子
神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部

P2�518 血液培養より分離した Vibrio cholerae non-O1 non-O139 の一例
山本 絢子
新潟県立中央病院臨床検査科

一般演題（ポスター）51 2 月 3日（日）………………………………………………………………………
ポスター会場（グランドニッコー東京台場 B1F パレロワイヤル）
症例12 13：00～14：30

座長：浅井 さとみ（東海大学医学部臨床検査学）
松本 竹久（群馬大学大学院保健学研究科）

P2�519 Pasteurella spp. と誤同定された Aggregatibacter aphrophilus による感染性心内膜炎の 1例
香月 万葉
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館検査部

P2�520 Bordetella bronchiseptica が検出された下気道感染の 2症例
宮澤 美紀
東海大学医学部付属病院診療技術部臨床検査技術科
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P2�521 血液培養より Bordetella holmesii が分離された 1症例
津田 真莉子
中国労災病院中央検査部

P2�522 血液培養と胆汁培養から検出された Dysgonomonas mossii の一例
武谷 洋子
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院臨床検査部

P2�523 血液培養より分離されたAsaia lannensis による敗血症の症例
鬼束 美紗絵
医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院

P2�524 Phytobacter ursingii による末梢カテーテル感染の 1症例
仲松 正司
琉球大学医学部附属病院感染対策室

P2�525 胆汁より Ochrobactrum intermedium を検出した 1例
菅谷 彰
大曲厚生医療センター臨床検査科

P2�526 血液培養で複数回 Citrobacter freundii complex が検出された過程で一過性に Shigella spp.
様の性状を示す株が分離された 1症例
田口 舜
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館検査部

P2�527 Pantoea dispersa による胆管炎・菌血症の一例
浅井 信博
愛知医科大学感染症科

P2�528 同定に苦慮した Vibrio vulnificus の一例
石黒 千晶
伊勢赤十字病院医療技術部臨床検査課


