
＜学会発表＞ 

第 90 回日本感染症学会 口演 

平成 28年 4月 15-16日  

於：仙台国際センター 

２０１４/１５シーズン前に施行したインフルエンザＨＩ抗体レベルの評価 

について～インフルエンザ罹患者と非罹患者の比較検討を含めて～ 

○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 64 回日本化学療法学会 口演 

平成 28年 6月 9-11日 

於：神戸国際会議場 

小児より分離されたインフルエンザ菌の同系統及び他系統抗菌薬間における 

薬剤耐性の変動幅に関する検討 

○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  

 

第 65 回日本アレルギー学会学術大会 口演 

平成 28年 6月 17-19日 於：東京国際フォーラム 

診断と治療に難渋し牛乳が原因と特定された慢性蕁麻疹の小児例 

○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  

 

ＭＲＳＡフォーラム 2016 ポスター 

平成 28年 7月 23 日  

於：じゅうろくプラザ（岐阜）  

CEZ 感受性 MRSA における各種抗菌薬感受性の経年推移について 

〇 山口 禎夫 1）、中島 隆 2）、小鮒 里美 2） 、河尻 公樹 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 研究検査科        

  

第 53 回日本小児アレルギー学会 

平成 28年 10 月 8-9日 

於：ベイシア文化ホール（前橋） 

Test negative control design を用いて解析したアレルギー児のインフル 

エンザワクチン発症予防効果と副反応について 

○山口 禎夫１、2）、金光将史１）、北原望１）、石井とも１） 

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 63 回日本化学療法学会東日本支部総会 

第 65 回日本感染症学会東日本地方会 合同学会  口演 

平成 28年 10 月 26-28 日 

於：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 

近年減少傾向にある MRSA の各種抗菌薬感受性の推移の比較検討 

～2011年と 2015年～ 

○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 

 

同上学会 口演 

小児インフルエンザワクチンの効果 2015-2016 年シーズン 

○新庄正宜、菅谷憲夫、関口進一郎、三田村敬子、岩田敏、川上千春、 

中尾歩、山口 禎夫、吉田菜穂子、楢林敦、木実谷貴久、込山修、 

上牧勇、山田健一朗、高橋孝雄 

慶應小児インフルエンザ研究グループ 

 

第 20 回日本ワクチン学会 口演 

平成 28年 10 月 22-23 日  

於：京王プラザホテル 

麻疹及び風疹における罹患者とワクチン接種者のブースターおよび抗体価減衰

に関する検討 

○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 

 

第 48 回日本小児感染症学会 

平成 28年 11/19-20 

於：岡山コンベンションセンター 

ノロウイルスの混合感染例に関する臨床的特徴の検討 

〇 山口 禎夫 1）、菅 秀 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） 国立病院機構三重病院 臨床研究部 小児科 
 
 

同上学会 口演 

迅速診断を用いた test-negative case-control design によるインフルエンザ

ワクチンの効果 

○菅谷憲夫１）、新庄正宜２）、関口進一郎２）、山口 禎夫３）、 

佐藤清二４）、明貝路子５）、川上千春６）、中田勇二７）、佐藤明弘８） 

藤野元子９）、城裕之 10）、三田村敬子 11）、佐藤吉壮 12）、 

番場正博 13）、岩田敏 14）、高橋孝雄２） 

 



1.所属機関名: 神奈川県警友会けいゆう病院 
2.所属機関名: 慶應義塾大学医学部小児科学教室 

3.所属機関名: 国立病院機構栃木病院感染アレルギー科 

4.所属機関名: さいたま市立病院 

5.所属機関名: 清水市立病院 

6.所属機関名: 横浜市衛生研究所 

7.所属機関名: 日本鋼管病院 

8.所属機関名: 横浜市立市民病院 

9.所属機関名: 東京都済生会中央病院 

10.所属機関名: 横浜労災病院 

11.所属機関名: 永寿総合病院 

12.所属機関名: 太田記念病院 

13.所属機関名: 川崎市立病院 
14.所属機関名: 慶應義塾大学医学部感染症学教室 
 

第 139回日本小児科学会栃木県地方会 

平成 28年 11 月 27日  於：自治医科大学 

学童期で発症した卵アレルギーで何を考えるか？ 

～Bird-egg症候群の病態理解～ 

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  

 

平成 29年 1月 20-22日  

第 28 回日本臨床微生物学会 口演 

於：長崎ブリックホール・長崎新聞文化ホール・長崎県医師会館 

ＣＥＺ感受性 MRSA の薬剤感受性の経年推移について 

○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 

 

平成 29年 2月 24-25日  

第 32 回日本環境感染学会 口演 

於：神戸国際会議場 

小児インフルエンザワクチン効果のシーズン中のリアルタイム速報及び 

月別推移について〜診断陰性例コントロールデザインを用いて〜 

○山口 禎夫１）、丸山沙緒里２,3）、中村 見幸 2,3）、佐藤 利香 2,3,4） 

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  



４）国立病院機構茨城東病院 医療安全管理室   

       

同上学会 

手指衛生の遵守状況と課題～手指衛生の徹底に向けて～ 

○佐藤 利香 1,2,3）、山口 禎夫 4）、丸山沙緒里２,3）、中村 見幸 2,3）、 

１）国立病院機構茨城東病院 医療安全管理室 

２）同センター ICT    

３) 同センター感染防止対策室  

４）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 140回日本小児科学会栃木県地方会  

平成 29年 3月 11 日  

於：獨協医科大学 

冬季に増加する胸痛で何を考えるか？ 

～chest tightness variant asthma の病態理解～ 

○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感染アレルギー科 臨床研究部  

２） 同センター 小児科  

 

＜座長＞ 

第 48 回日本小児感染症学会 

平成 28年 11/19-20 

於：岡山コンベンションセンター 

 


