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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

会長講演

10月9日（土）9:00～9:40
第１会場
会長講演

座長：楠原 浩一（産業医科大学 小児科）

演題
番号 演者 所属 演題

PL 河島 尚志 東京医科大学 
小児科・思春期科学分野 ポストコロナ時代の小児ウイルス感染症
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

招待講演

オンデマンド配信
招待講演1

RSV Therapeutics and Prevention
座長：宮入 烈（浜松医科大学　小児科学講座）

演題
番号 演者 所属 演題

IL-1 John 
DeVincenzo

Translational Virology, 
Enanta Pharmaceuticals, 
Watertown, MA, USA

New developments in RSV therapeutics and 
prevention: a clinical, academic, and drug 
development perspective

オンデマンド配信
招待講演2

Joint Program Between Japan and US
座長：齋藤 昭彦（新潟大学 小児科、感染症科）

演題
番号 演者 所属 演題

IL-2 Steven Black Global Vaccine Safety 
Data Network

Optimal Vaccine Safety Pharmacovigilance: 
Assessing the Safety of Vaccines Post Introduction
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

特別講演

10月9日（土）13:00～14:00
第１会場
特別講演

宿主-腸内細菌相互作用の総合的理解に関する研究
座長：河島 尚志（東京医科大学 小児科・思春期科学分野）

演題
番号 演者 所属 演題

SP 大野 博司
国立研究開発法人理化学研究所 
生命医科学研究センター 
粘膜システム研究チーム

腸内細菌叢の生理的意義と疾患とのかかわり、最近の
進展も含めて
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

教育講演

オンデマンド配信
教育講演

演題
番号 演者 所属 演題

EL1-1 大宜見 力
国立成育医療研究センター 
生体防御系内科部感染症科 
感染制御部

米国における感染症の最近の話題 
～ウイルス感染症の診療～

EL1-2 池田 早希
ベイラー医科大学 小児感
染症科、テキサス小児病院 
小児感染症科

米国における感染症の最近の話題 
～薬剤耐性菌の治療～

EL2 今井 耕輔 東京医科歯科大学 小児科 小児感染免疫専門医が知っておかなければいけない原
発性免疫不全症

EL3 小野寺 雅史 国立成育医療研究センター 
遺伝子細胞治療推進センター

原発性免疫不全症に対する造血幹細胞遺伝子治療の
現状と課題

EL4 志馬 伸朗 広島大学大学院医系科学研
究科 救急集中治療医学 小児敗血症の診療：ガイドライン2020を中心に

EL5 堀越 裕歩
世界保健機関 マレーシア、
ブルネイ、シンガポール国
事務所

アフリカとアジアでのポリオ対策

EL6 笠井 正志 兵庫県立こども病院 
感染症内科 1本で学ぶか学ばないか、そこが分かれ道

EL7 岡田 賢 広島大学大学院医系科学研
究科 小児科学 新型コロナウイルス感染症の重症化と宿主因子

EL8 新庄 正宜
慶應義塾大学医学部・慶應
義塾大学病院 
小児科・感染制御部兼務

子どものインフルエンザ
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

シンポジウム1

10月9日（土）14:10～15:40
第１会場

シンポジウム1
COVID-19の出現で、他の感染症の疫学はどのように変わったか

座長：谷口 清州（国立病院機構三重病院 小児科） 
　　　多屋 馨子（国立感染症研究所 感染症疫学センター）

演題
番号 演者 所属 演題

S1-1 有馬 雄三 国立感染症研究所 
感染症疫学センター

新型コロナウイルス感染症の流行下における他の感染
症の動向について：感染症発生動向調査から

S1-2 三崎 貴子 川崎市健康安全研究所 
企画調整担当

自治体における患者サーベイランスとCOVID-19によ
る影響

S1-3 貞升 健志 東京都健康安全研究セン
ター 微生物部

病原体サーベイランスから（SARS-CoV-2、変異株、
その他）

S1-4 森野 紗衣子 国立感染症研究所 
感染症疫学センター 感染症流行予測調査事業について
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

シンポジウム2

10月9日（土）15:50～17:20
第１会場

シンポジウム2
小児におけるCOVID-19

座長：岡部 信彦（川崎市健康安全研究所） 
　　　森内 浩幸（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 小児科）

演題
番号 演者 所属 演題

S2-1 神谷 亘 群馬大学医学系研究科 
生体防御学分野 SARS-CoV-2の微生物学的特徴

S2-2 勝田 友博 聖マリアンナ医科大学 
小児科学教室 小児におけるCOVID-19のレジストリ調査

S2-3 鮎沢 衛 日本川崎病学会 
総務委員会・規約委員会

SARS-CoV-2感染に続発する小児多系統炎症性症候
群：国内報告のレビュー

S2-4 田中 恭子 国立成育医療研究センター 
こころの診療部 コロナ禍における子どもの心の支援
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

シンポジウム3

10月9日（土）13:00～14:30
第２会場

シンポジウム3
ウイルス感染症の新たな知見～ヘルペスウイルスを中心に～
座長：木村 宏（名古屋大学大学院医学系研究科 ウイルス学） 
　　　吉川 哲史（藤田医科大学 小児科学）

演題
番号 演者 所属 演題

S3-1 伊藤 嘉規 名古屋大学大学院医学系研
究科 小児科学 次世代シークエンスを活かしたウイルス感染症診療

S3-2 山田 全毅 国立成育医療研究センター 
高度感染症診断部 免疫不全小児におけるウイルス感染症

S3-3 澤田 明久 大阪母子医療センター 
血液・腫瘍科 慢性活動性EBウイルス感染症の病態と治療

S3-4 小形 勉 長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科 小児科学 サイトメガロウイルス感染対策の現状と今後の課題

S3-5 河村 吉紀 藤田医科大学 医学部 
小児科学

突発性発疹の年長化による臨床像の変化とinherited 
chromosomally integrated HHV-6



‐ 30 ‐

53rd Jspid, 2021 in Tokyo

シンポジウム4

10月10日（日）13:20～14:50
第２会場

シンポジウム4
小児消化管感染症のアップデート

座長：川村 尚久（大阪労災病院 小児科） 
　　　奥田 真珠美（兵庫医科大学 小児科学教室）

演題
番号 演者 所属 演題

S4-1 西 順一郎 鹿児島大学大学院医歯学総
合研究科 微生物学分野 細菌性腸炎の診断と治療

S4-2 山本 剛 神戸市立西神戸医療セン
ター 臨床検査技術部 腸管感染症における診断検査を再考する

S4-3 明神 翔太 国立成育医療研究センター 
感染症科

腸管出血性大腸菌感染症に関する最近の話題と臨床
研究

S4-4 津川 毅 札幌医科大学 小児科 ロタウイルスワクチン～定期接種化と今後の課題～
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

シンポジウム5

10月10日（日）9:00～10:30
第１会場

シンポジウム5
ワクチン忌避にどう立ち向かうか

座長：中野 貴司（川崎医科大学 小児科学） 
　　　齋藤 昭彦（新潟大学 小児科、感染症科）

演題
番号 演者 所属 演題

S5-1 Sharon Hanley 北海道大学 
産婦人科学教室 HPVワクチンから学んだこと

S5-2 庄司 健介 国立成育医療研究センター 
感染症科 病院の立場でできること、やるべきこと

S5-3 峯 眞人 医療法人自然堂峯小児科 
小児科

開業医の立場からワクチンを受けられない子について
考える

S5-4 神谷 元 国立感染症研究所 
実地疫学研究センター 予防接種従事者向け教育システムの構築
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

ワークショップ1

10月10日（日）9:00～10:30
第２会場

ワークショップ1
中枢神経感染症等の診断と治療に関する最新情報

座長：細矢 光亮 （福島県立医科大学 小児科）

演題
番号 演者 所属 演題

WS1-1 佐藤 晶論 福島県立医科大学 医学部 
小児科学講座 小児におけるバロキサビルの効果と課題

WS1-2 水口 雅
東京大学大学院医学系研究科 
国際保健学専攻 
発達医科学

インフルエンザ脳症

WS1-3 森岡 一朗 日本大学 医学部・小児科 先天性サイトメガロウイルス感染症：診断・治療法の
確立に向けた取り組み

WS1-4 児玉 文宏 市立札幌病院 感染症内科 エゾウイルスによるマダニ媒介性感染症

WS1-5 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

小児細菌性髄膜炎の現況と中枢神経感染症のバイオ
マーカーについて
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

ワークショップ2

10月9日（土）10:10～11:40
第２会場

ワークショップ2
小児感染症学の進歩と小児感染症専門家の育成を目指して

座長：岩田 敏（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 感染症部） 
　　　尾内 一信（川崎医科大学総合医療センター 小児科）

演題
番号 演者 所属 演題

WS2-1 河合 利尚 国立成育医療研究センター 
生体防御系内科部 免疫科 臨床医による基礎研究

WS2-2 成相 昭吉 松江赤十字病院 感染症科 “ささやかな”臨床研究を市中病院で行い続けていく
ことの意義

WS2-3 山岸 由佳 高知大学医学部附属病院 
感染症科

感染症診療における多職種との連携・他領域とのクロ
スオーバー

WS2-4 西屋 克己 関西医科大学 
医学教育センター

小児感染症専門家の育成を目指して―小児感染症認
定医・専門医制度―
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

インタラクティブ・セッション

10月10日（日）13:20～15:20
第１会場

インタラクティブ・セッション
小児の不明熱診療を学ぶ

　　座長：荘司 貴代（静岡県立こども病院 総合診療科 / 小児感染症科） 
　　　　　伊藤 健太（あいち小児医療保健総合センター 総合診療科） 
企画担当：富樫 篤生（岩見沢市立総合病院 小児科） 
　　　　　日馬 由貴（兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科） 
　　　　　中野 哲志（国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター）

演題
番号 演者 所属

IS

草野 泰造 千葉県こども病院 感染症科
鈴木 道雄 安城更生病院 小児科
長澤 耕男 千葉県こども病院 感染症科
村井 健美 長野県立こども病院 感染症科
山田 健太 福井大学 小児科
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

ICD講習会

10月10日（日）16:00～17:30
第１会場

ICD講習会
After コロナの感染制御

座長：中山　哲夫（北里大学 大村智記念研究所 ウイルス感染制御）

演題
番号 演者 所属 演題

ICD-1 渡邉 秀裕 東京医科大学病院 
感染制御部・感染症科 After Coronaの感染対策・予防策

ICD-2 片山 和彦
北里大学 
大村智記念研究所 
ウイルス感染制御学

消化管感染性ウイルスの感染制御の現状と対策

ICD-3 新庄 正宜
慶應義塾大学医学部・慶應
義塾大学病院 
小児科・感染制御部兼務

“ウィズコロナ”下でのVPD
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

共催セミナー

10月9日（土）12:00～12:50
第1会場

ランチョンセミナー1
座長：石和田 稔彦（千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野）

共催：ビオメリュー・ジャパン株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

LS-1 伊藤 雄介
兵庫県立尼崎総合医療セン
ター 小児救急集中治療科/
小児感染症内科

ポストコロナ時代の網羅的迅速検査を考える

10月9日（土）12:00～12:50
第2会場

ランチョンセミナー2
座長：尾内 一信（川崎医療福祉大学 医療福祉学部 子ども医療福祉学科）

共催：富士フイルム富山化学株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

LS-2 大石 智洋 川崎医科大学 
小児科学講座 小児マイコプラズマ肺炎の現況

10月10日（日）12:20～13:10
第1会場

ランチョンセミナー3
座長：宮﨑 千明（福岡市社会福祉事業団 医療主幹）

共催：武田薬品工業株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

LS-3 長尾 みづほ 国立病院機構三重病院 
臨床研究部 ワクチン接種によるアナフィラキシーについて
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

共催セミナー

10月10日（日）12:20～13:10
第2会場

ランチョンセミナー4
座長：多屋 馨子（国立感染症研究所）

共催：塩野義製薬株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

LS-4 羽田 敦子 公益財団法人田附興風会医
学研究所 北野病院 小児科

小児科におけるウイルス感染症の診断と治療；小児科
で特に注意すべき感染症

10月10日（日）8:00～8:50
第1会場

モーニングセミナー1
座長：宮入 烈（浜松医科大学 小児科学講座）

共催：アストラゼネカ株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

MS-1 笠井 正志 兵庫県立こども病院 
感染症内科 新型コロナウイルス感染症流行期のRSV感染症

10月9日（土）10:00～10:50
スポンサードセミナー1

百日咳の検査と診断について
座長：岡田 賢司（福岡看護大学 基礎・基礎看護部門）

共催：極東製薬工業株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-1-1 大楠 清文 東京医科大学 
微生物学分野 百日咳の検査・診断の最新トピックス

SS-1-2 石和田 稔彦
千葉大学 
真菌医学研究センター 
感染症制御分野

百日咳の疫学と治療
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53rd Jspid, 2021 in Tokyo

共催セミナー

10月9日（土）11:00～11:50
スポンサードセミナー2

座長：森 雅亮（  東京医科歯科大学 生涯免疫難病学講座／ 
聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病生涯治療センター）

共催：東ソー株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-2 御手洗 聡 結核予防会結核研究所 
抗酸菌部 小児科医のための抗酸菌検査について

10月9日（土）13:00～13:50
スポンサードセミナー3

座長：新庄 正宜（慶應義塾大学医学部小児科／慶應義塾大学病院感染制御部）
共催：第一三共株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-3 中野 貴司 川崎医科大学 小児科学 インフルエンザは再興するのか？

10月9日（土）14:00～14:50
スポンサードセミナー4

座長：森内 浩幸（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 小児科学教室）
共催：塩野義製薬株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-4 西 順一郎
鹿児島大学大学院 
医歯学総合研究科 
微生物学分野

小児における今冬のCOVID-19・インフルエンザ診療
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共催セミナー

10月9日（土）15:00～15:50
スポンサードセミナー5

ロタウイルスワクチン 定期接種開始から１年 
－今、あらためて考えたいワクチンの重要性と腸重積症－

座長：尾内 一信（川崎医科大学／川崎医療福祉大学）
共催：MSD株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-5-1 藤野 元子 東京都済生会中央病院 
小児科 ロタウイルス胃腸炎とロタウイルスワクチンの重要性

SS-5-2 田口 智章 九州大学 学校法人福岡学
園福岡医療短期大学 腸重積症の診断と治療　-早期受診の重要性-

10月9日（土）16:00～16:50
スポンサードセミナー6

座長：虻川 大樹（宮城県立こども病院）
共催：アッヴィ合同会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-6 乾 あやの 済生会横浜市東部病院 
小児肝臓消化器科 変わりつつある小児のC型慢性肝炎の治療戦略

10月10日（日）9:00～9:50
スポンサードセミナー7

座長：岡田 賢司（  福岡看護大学 基礎・基礎看護部門 基礎・専門基礎分野／ 
福岡歯科大学 医科歯科総合病院 予防接種センター）

共催：Meiji Seika ファルマ株式会社／KMバイオロジクス株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-7 大藤 さとこ
大阪市立大学 
大学院医学研究科 
公衆衛生学

百日咳の疫学とワクチン接種の意義
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共催セミナー

10月10日（日）10:00～10:50
スポンサードセミナー8

座長：宮入 烈（浜松医科大学小児科学講座）
共催：ミヤリサン製薬株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-8 山岸 由佳 高知大学医学部附属病院 
感染症科/感染管理部 細菌叢と各種感染症の関わり

10月10日（日）11:00～11:50
スポンサードセミナー9

座長：中山 哲夫（北里大学 大村智記念研究所）
共催：栄研化学株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-9 尾内 一信 川崎医療福祉大学 医療福
祉学部子ども医療福祉学科

小児感染症におけるWithコロナ、afterコロナの近未
来予想―マイコプラズマ、百日咳を中心に―

10月10日（日）13:20～14:10
スポンサードセミナー10

座長：笹原 洋二（東北大学大学院医学系研究科小児病態学分野）
共催：CSLベーリング株式会社

演題
番号 演者 所属 演題

SS-10 石村 匡崇 九州大学病院 総合周産期
母子医療センター 原発性免疫不全症の診断・治療マネジメント
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一般演題（会長指定演題）

10月10日（日）10:40～11:50
第1会場

会長指定演題
座長：田島 剛（博慈会記念総合病院 小児科） 
　　　石和田 稔彦（千葉大学真菌医学研究センター 感染症制御分野）

演題
番号 演者 所属 演題

PA-1 山田 全毅 国立成育医療研究センター 
高度感染症診断部

小児同種造血細胞移植後の日和見ウイルス感染モニタ
リングに関する前方視的研究

PA-2 山本 翔大 千葉県こども病院 
感染症科

当院における過去4年間の臨床検体由来Haemophilus 
influenzae の抗菌薬感受性、および血清型に関する検
討

PA-3 菅沼 栄介 埼玉県立小児医療センター 
感染免疫・アレルギー科

先天性サイトメガロウイルス感染症（cCMV）児に対
する知能検査

PA-4 酒井 愛子
国立国際医療研究センター
研究所 ゲノム医科学プロ
ジェクト

小児多系統炎症性症候群の1例における経時的サイト
カイン・ケモカイン動態解析

PA-5 新妻 隆広 順天堂大学医学部附属浦安
病院 小児科 COVID-19後に発症した川崎病の2例

PA-6 庄司 健介 国立成育医療研究センター 
感染症科

小児の新型コロナウイルス感染症の特徴：COVID-19
に関するレジストリデータを用いた検討

PA-7 森岡 一朗 日本大学 小児科 症候性先天性サイトメガロウイルス感染症を対象とし
た抗ウイルス薬治療の医師主導治験の進捗
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一般演題（YIA候補演題）

10月9日（土）9:40～11:40
第1会場

YIA候補演題
座長：河島 尚志（東京医科大学 小児科・思春期科学分野） 
　　　金兼 弘和（東京医科歯科大学 小児地域成育医療学講座）

演題
番号 演者 所属 演題

Y-1 奥村 俊彦 名古屋大学大学院医学系研
究科 小児科学

出生時に呼吸障害を呈した新生児における次世代シー
クエンスを用いた網羅的病原微生物検索

Y-2 木村 献 山口大学大学院医学系研究
科 小児科学講座

インフルエンザA(H1N1)pdm09感染喘息モデルマウス
におけるMMP-9とTIMP-1の病理的特徴

Y-3 春田 一憲 名古屋大学大学院 
医学系研究科 小児科学

造血幹細胞移植後小児におけるアデノウイルス血症の
発生率とデジタルPCRの有用性の検討

Y-4 多久 佳祐 産業医科大学 小児科
自己免疫性好中球減少症との鑑別に難渋したSRP54
遺伝子変異による先天性好中球減少症の1例 -末梢血
単球数計測の有用性-

Y-5 仲宗根 瑠花
神戸大学大学院 
医学研究科 
内科系講座小児科学分野

新生児敗血症モデルマウスにおいて、軽微な先行感染
は後の致死的敗血症罹患に対して保護効果を発揮する

Y-6 大竹 正悟 兵庫県立こども病院 
感染症内科

FilmArray髄膜炎・脳炎パネル検査導入による小児へ
のアシクロビルの適正使用

Y-7 赤川 翔平 関西医科大学 
小児科学講座 小児における尿中細菌叢：その存在と病的意義の検討

Y-8 岡野 舞 関西医科大学 小児科 乳児の有熱性尿路感染症のリスク因子としての尿中ウ
ロモジュリン濃度に関する検討

Y-9 服部 文彦 刈谷豊田総合病院 小児科 水痘ワクチン定期接種化後のbreakthrough varicella
の疫学変化と臨床像解析

Y-10 城戸 拓海 神戸大学大学院医学研究科 
内科系講座小児科学分野

症候性先天性サイトメガロウイルス感染症児における
治療開始後ウイルス残存量と聴力障害との関連
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一般演題（ミニオーラル）

10月10日（日）10:40～12:10
第2会場

ミニオーラル
自己炎症・自己免疫

座長：森 雅亮（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 生涯免疫難病学講座） 
　　　長谷川 俊史（山口大学大学院 医学系研究科医学専攻小児科学講座）

演題
番号 演者 所属 演題

MO-1 米田 哲 産業医科大学 小児科 寛解導入にウステキヌマブを用いたステロイドおよび
インフリキシマブ抵抗性潰瘍性大腸炎の1例

MO-2 大場 帆乃佳 聖隷浜松病院 小児科
ニューモシスチス・サイトメガロウイルス重複感染を
契機に間質性肺炎が顕在化したと考えられたCOPA症
候群

MO-3 谷河 翠
宮城県立こども病院  
総合診療科・リウマチ・感
染症科

当院における慢性再発性多発性骨髄炎10例の臨床経
過 

MO-4 鈴木 大樹 獨協医科大学埼玉医療セン
ター 小児科

肋間神経痛と便秘による腹痛と診断されていた家族性
地中海熱の兄妹例

MO-5 長森 恒久 旭川医科大学 
小児科学講座 IgA血管炎急性期スコアシステムの検証

MO-6 山本 威久 箕面市立病院 小児科 川崎病の冠動脈病変発症の直接予測法に関する研究

MO-7 大西 佑治 山口大学大学院医学系研究
科医学専攻 小児科学講座

生ワクチン接種歴を有する川崎病患児におけるインフ
リキシマブ投与の安全性および有効性

MO-8 小川 将人 北九州総合病院 小児科 川崎病に伴う咽後浮腫と咽後膿瘍におけるCT所見の
比較検討～病変部の肢節度測定の有用性～

MO-9 佐野 正 キッズクリニックさの 
小児科

外来において川崎病と鑑別が必要だった症例の比較検
討
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一般演題（口演）

ヘルペスウイルス感染症

演題
番号 演者 所属 演題

001 鈴木 道雄 安城更生病院 小児科 開眼困難を主訴に来院し眼周囲カポジ水痘様発疹症と
診断した5歳男児例

002 出雲 大介 高知大学医学部附属病院 
小児科

急性骨髄性白血病の寛解導入療法開始前に水痘ワク
チン株によると思われる汎発性帯状疱疹を発症した1
例

003 山口 慎 名古屋大学医学系研究科 
小児科学

Droplet digital PCR法を用いた先天性サイトメガロウ
イルス感染症患者の全血中および尿中ウイルスDNA
量定量法の確立

004 鈴木 高子 名古屋大学大学院医学系研
究科 小児科学

肝逸脱酵素上昇によりバルガンシクロビル投薬中断を
要した症候性先天性サイトメガロウイルス感染症の１
例

005 前田 朋子 東京医科大学 
小児科・思春期科学分野 先天性サイトメガロウィルス感染と先天性喘鳴

006 小澤 慶 藤田医科大学 
医学部・小児科学

HHV-6B初感染における顕性・不顕性感染の臨床像の
比較

007 神田 咲希 大阪旭こども病院 診療部 有熱時けいれんを伴う突発性発疹症におけるプロカル
シトニンの臨床的特徴

008 大場 邦弘 公立昭和病院 小児科 FilmArrayを用いた突発性発疹の有熱期における鼻咽
頭拭い液からのHHV-6の検出

009 鳥居 ゆか 名古屋大学大学院 
医学系研究科小児科学

バルガンシクロビル治療を行った症候性先天性サイト
メガロウイルス感染症における薬剤耐性遺伝子の検出

010 阿部 真也 神戸大学大学院医学研究科 
内科系講座小児科学分野

症候性先天性サイトメガロウイルス感染症に対するバ
ルガンシクロビル治療中の好中球数推移
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消化器感染症（ウイルス）

演題
番号 演者 所属 演題

011 Pham Thi 
Kim Ngan

日本大学 医学部 
病態病理学系 
微生物学分野

Rotavirus, norovirus and sapovirus in infants and 
children with acute gastroenteritis in Japan during 
2018 -2020

012 大石 智洋 新発田RVGE 研究会
ロタウイルス胃腸炎予防ワクチン導入前後の乳幼児重
症ロタウイルス胃腸炎患者数の推移－新潟県新発田市
の小児科4医療機関での前向き観察研究 第11報

013 杉浦 勝美 国立病院機構三重病院 
小児科・臨床研究部

過去14シーズン(2007～2020年シーズン)の津市内にお
けるロタウイルス胃腸炎入院例の検討

014 谷田部 敬太郎 GSK 
ワクチンメディカル部門

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン（HRV）接種後
の腸重積症（IS）安全性自発報告発売後9年間のまと
め

015 河原 風子 北九州総合病院 小児科 腸重積症発症へのノロウイルスの関与についての検討

016 村瀬 有香 江南厚生病院 
こども医療センター

2008～2020年度の13年間に当院小児科で経験した腸重
積症における感染性胃腸炎

肝炎・消化器感染症（細菌）

演題
番号 演者 所属 演題

017 田尻 仁 近畿大学 医学部 
小児科学教室

小児C型慢性肝炎治療例における線維化マーカー
M2BPGiの変化

018 水落 建輝 久留米大学 小児科 10代のC型肝炎に対するグレカプレビル・ピブレンタ
スビルの有効性と安全性：前方視的多施設観察研究

019 敦賀 和志 国立病院機構弘前病院 
小児科

発熱と腹痛で発症し腸間膜リンパ節炎と川崎病様症状
を呈したYersinia enterocolitica感染症の男子例

020 佐野 正 キッズクリニックさの 
小児科 Yersinia腸炎30例のまとめ

021 乃木田 正俊 埼玉県済生会川口総合病院 
小児科

虫垂炎が疑われたが経過中に川崎病様の症状を呈し、
エルシニア腸炎の診断至った12歳男児の１例

022 花木 由香 九州大学医学研究院 
成長発達医学分野 発症1年後にアメーバ赤痢と診断した2歳女児例

023 白石 結香 茨城県立こども病院 
小児総合診療科

生シラスの喫食による感染が考えられた、クジラ複殖
門条虫症の7歳女児例

024 草野 泰造 千葉県こども病院 
感染症科

脳腫瘍が疑われたが、開頭生検で神経有鉤のう虫症と
診断された13歳女児
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中枢神経感染症

演題
番号 演者 所属 演題

025 小玉 祥平 新潟大学 医学部医学科 新規開発したPCR法でエンテロウイルスD68を同定し
た急性弛緩性脊髄炎の一例

026 石井 雅宏 産業医科大学 
医学部小児科

低血糖脳症の原因としてコクサッキーウイルスA4型
の関与が疑われた1例

027 多々良 一彰 久留米大学医学部 
小児科学講座

肺炎球菌ワクチン接種後に発症した多剤耐性肺炎球菌
による細菌性髄膜炎・硬膜下膿瘍の一例

028 深山 はるか 国立成育医療研究センター 
総合診療科

Streptococcus mitis groupによる髄膜炎を発症した頭
蓋底の骨溶解病変を有するゴーハム病の14歳女子例

029 馬 敏宰 総合病院国保旭中央病院 
小児科

分娩時抗菌薬投与を行った妊婦から出生した児に発生
した遅発型B群レンサ球菌性髄膜炎

030 山田 健太 福井大学医学部 小児科
副 鼻 腔 炎 を 契 機 と し た S. pneumoniae と S. 
constellatusの混合感染と考えられた細菌性髄膜炎の
男児例

031 谷口 公啓 東京都立小児総合医療セン
ター 感染症科

Moraxella catarrhalisによる脳室腹腔シャント感染を
発症したことから診断に至った髄液鼻漏の一例

032 河邉 慎司 あいち小児保健医療総合セ
ンター 感染免疫科

自己免疫性疾患に対する免疫抑制療法中に発症したク
リプトコックス性髄膜炎の18歳女性例
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コロナウイルス感染症

演題
番号 演者 所属 演題

033 滝口 僚也 富良野協会病院 小児科 母体へのワクチン接種後に出生した児の臍帯血から
SARS-CoV-2に対するIgG抗体が検出された一例

034 福島 正大 埼玉県立小児医療センター 
集中治療科 COVID-19に急性心筋炎を併発した15歳男児例

035 種市 尋宙 富山大学 小児科
富山県における新型コロナウイルス感染小児を巡る包
括的対応第3報　教育と医療の連携　子どもたちの健
康被害調査

036 春日 悠岐 日本大学医学部 
小児科学系小児科学分野

経時的に嗅覚障害の評価を行ったCOVID-19小児の3
例

037 田中 敏博 静岡厚生病院 小児科 遠隔診療により対応したコロナウイルス感染症2019の
患児に関する検討

038 辻 春江 高岡市民病院 小児科
富山県における新型コロナウイルス感染小児を巡る包
括的対応 第2報　臨床症状，特に嗅覚味覚異常につい
て

039 伊藤 健太 あいち小児保健医療総合セ
ンター 総合診療科

小児総合医療施設での新型コロナウイルス感染症流行
に伴う感染症による入院数の変化

040 五十嵐 登 富山県立中央病院 小児科
富山県における新型コロナウイルス感染小児を巡る包
括的対応　第1報　情報・課題共有を巡るシステム作
りと事後対応

041 山中 崇之 新潟市民病院 小児科 新潟県における小児COVID-19患者の自宅療養の現状
と課題

042 光井 康次郎 川崎医科大学附属病院 
小児科学講座 新型コロナウイルス肺炎をきたした親子の一例

043 吉岡 孝和
公益財団法人田附興風会 
医学研究所 北野病院 
小児科

当院小児科における新型コロナウイルス抗原定量検査
「疑陽性」と院内感染対策

044 菅田 健 国立病院機構 三重病院 
小児科 臨床研究部・小児科

COVID-19入院例に対する臨床像およびウイルス学的
解析

045 成相 昭吉 松江赤十字病院 感染症科
SARS-CoV-2無症状病原体保有者として隔離入院後に
気道症状なく発熱と有痛性頸部リンパ節腫脹を認めた
7歳女児

046 船木 孝則 国立成育医療研究センター 
感染症科

小児医療施設における新型コロナウイルス感染症の血
清疫学調査

047 高下 恵美
国立感染症研究所 インフ
ルエンザ・呼吸器系ウイル
ス研究センター

新型コロナウイルス感染症流行下における小児のライ
ノウイルス感染リスクの上昇

048 川向 永記 福岡市立こども病院 
総合診療科

新型コロナウイルス感染症の遠隔期に心外膜炎を発症
し心嚢ドレナージを要した一例

049 森内 巧 聖マリアンナ医科大学病院 
小児科 小児医療従事者におけるSARS-CoV-2血清抗体の評価

050 幾瀬 樹
新潟大学大学院 
医歯学総合研究科 
小児科学分野

新潟市内の学童を対象とした新型コロナウイルスの便
のスクリーニング検査

051 八代 将登 岡山大学病院 小児科 コロナ禍における鼻腔検体採取方法に関する検討
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052 小川 英輝 あいち小児保健医療総合セ
ンター 総合診療科

新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画
（BCP）を準備しておくことでCOVID-19対策に有用
であった点の抽出・検討

053 丸尾 優爾 北見赤十字病院 小児科 北海道北見市におけるCOVID-19パンデミックによる
小児入院患者への影響

054 福井 渉 公益財団法人田附興風会医
学研究所北野病院 小児科

新型コロナウイルス感染症パンデミックによる小児感
染性疾患変遷のインパクト

055 久米 庸平 福島県立医科大学 
小児科学講座

SARS-CoV-2流行前の福島県における季節性コロナウ
イルスとRSV感染症の臨床的特徴 

呼吸器感染症

演題
番号 演者 所属 演題

056 佐藤 聖子 兵庫県立こども病院 
総合診療科

繰り返す緑膿菌肺炎に対してトブラマイシン吸入が有
効であった非嚢胞性線維症の気管切開児の１例

057 鞍谷 沙織 大阪発達総合療育センター 
小児科

医療型障害児入所施設における非結核性抗酸菌（M. 
abscessus）の院内感染事例

058 田崎 優子 金沢大学医薬保健研究域医
学系 小児科

インフルエンザ迅速検査の結果を問診と診察から予測
する試み

059 知識 美奈 福島県立医科大学 
小児科学講座

COVID-19拡大下における福島県でのRSウイルス検出
状況

060 横山 忠史 金沢大学附属病院 小児科 RT-LAMP法を用いたパレコウイルスの迅速診断法の
開発

061 長澤 耕男 千葉県こども病院 
感染症科

当院で術前検査として施行したFilmArray 67例につ
いての検討

062 古市 美穂子 埼玉県立小児医療センター 
感染免疫・アレルギー科 小児病院職員の百日咳抗体保有状況

063 福田 結以 名古屋掖済会病院 小児科 熱帯地域から帰国して、発熱、発疹を呈し、蚊が媒介
する感染症が確認された2例
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尿路感染症

演題
番号 演者 所属 演題

064 赤川 友布子 関西医科大学 
小児科学講座

Cefaclorによる少量抗菌薬持続投与が乳幼児の腸内細
菌叢におよぼす影響

065 長田 紀大 獨協医科大学 
埼玉医療センター 小児科 2020年に増加した急性巣状細菌性腎炎症例の検討

066 加藤 正吾 関西医科大学附属病院 
小児科学講座

小児有熱性尿路感染症の起炎菌と再発リスクの関連性
に関する検討

067 浅井 ゆみこ 刈谷豊田総合病院 小児科 当施設における最近10年間の小児発熱性尿路感染症に
おける起因菌と薬剤感受性

068 高橋 揚子 国立成育医療研究センター 
教育研修センター

小児呼吸器感染症の起因菌による尿路感染症の臨床
像に関する検討

069 高橋 雄一 イムス富士見総合病院 
小児科

慢性便秘と高度陰唇癒合を契機に発症したと考えられ
た急性巣状細菌性腎炎の6歳女児例

070 舟越 葉那子 東京都立小児総合医療セン
ター 感染症科

先天性気管狭窄に対する気管形成術の周術期抗菌薬
および術後縦隔炎

071 石羽澤 映美 旭川医科大学 小児科 MERSを合併した急性巣状細菌性腎炎と合併症のない
急性腎盂腎炎でのサイトカインプロファイルの比較

072 桑田 力丸 大阪警察病院 小児科 emm63.0/ST210遺伝子型Ａ群溶血性連鎖球菌が検出
された腎外症候性急性糸球体腎炎の1例

073 木戸口 千晶
国立成育医療研究センター 
生体防御系内科部 
感染症科

肺炎球菌3型による尿路感染症をきたしたワクチン接
種歴のある3歳女児 

074 三宅 淳 久留米大学医学部 
小児科学講座

5年間における当院小児科病棟で尿から分離された基
質拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産生菌の検討
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軟部組織感染症

演題
番号 演者 所属 演題

075 泉田 亮平 新潟市民病院 小児科
新生児・乳児のB群溶血性レンサ球菌によるdiaper-
shaped cellulitisと壊死性軟部組織感染症の臨床的特
徴の検討

076 星加 史郎 総合病院国保旭中央病院 
小児科

血液培養で黄色ブドウ球菌を検出した化膿性閉鎖筋炎
の2例

077 前田 未知可 兵庫県立尼崎総合医療セン
ター 小児科

軽微な外傷後、健康小児に発症した市中型メチシリン
耐性黄色ブドウ球菌によるToxic Shock Syndrome　

078 神保 智里 松戸市立総合医療センター 
小児科

発熱と片側の眼周囲腫脹・発赤を主訴に来院し、歯性
上顎洞炎による眼周囲蜂窩織炎の診断となった一例

079 森 春輝 松戸市立総合医療センター 
小児医療センター小児科

肛門膣前庭瘻を認めて大陰唇の蜂窩織炎を発症した一
症例

080 稲葉 聡 新潟大学医歯学総合病院 
小児科

肺炎球菌血清型６Cによる肋骨骨髄炎に対して肋骨掻
爬術を要した一例

081 多田 歩未 東京都立小児総合医療セン
ター 感染症科 小児膿胸10例の検討 

082 松本 恭明
国立研究開発法人 国立国
際医療研究センター病院 
小児科

胸壁膿瘍を合併した肋骨骨髄炎の一例
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免疫不全症・臓器移植

演題
番号 演者 所属 演題

083 曽根田 京子 東京都立小児総合医療セン
ター 感染症科

小児ニューモシスチス・カリニ肺炎の臨床的特徴の検
討

084 成相 昭好 松江赤十字病院 感染症科 補体C3低値を背景に非PCV13血清型肺炎球菌による
菌血症を発症した2例

085 服部 成良 横浜市立大学附属病院 
小児科

精神運動発達遅滞フォロー中の日和見感染症を契機に
診断された後天性免疫不全症候群の一例

086 松田 裕介 金沢大学 小児科 Acidomonas methanolicaによる皮下膿瘍を認めた慢
性肉芽腫症の一例

087 相葉 裕幸 国立成育医療研究センター 
感染防御対策室・感染症科

次世代シークエンサーによる抗酸菌亜種の迅速な同定
が治療方針の決定に有用であった3症例

088 大西 卓磨 国立病院機構埼玉病院 
小児科

小児血液培養における採取方法とコンタミネーション
率の比較検討

089 鈴木 健太 福島県立医科大学 
小児科学講座

Stenotrophomonas maltophiliaによる中心静脈カテー
テル関連血流感染症をきたした神経性食思不振症患者
の１例

090 萱谷 理秀 大阪医科薬科大学 
小児科学

特発性ネフローゼ症候群の加療中に口腔内常在菌によ
る敗血症を起こした一例

091 田中 悠平 久留米大学医学部 
小児科学講座

発熱性好中球減少症治療中に急激な経過を辿って救
命できなかった2例

092 明神 翔太 成育医療研究センター 
感染症科

固形臓器移植術後の持続菌血症に対してダプトマイシ
ンを使用した2例

093 樋口 徹 あいち小児保健医療総合セ
ンター 総合診療科

小児における体外式膜型人工肺（ECMO）管理中の菌
血症

094 太刀川 潤 柏崎総合医療センター 
小児科

抗菌薬を使用せずに消失した白血病維持療法中の
Pediococcus acidilactici 菌血症の１例

095 芝田 明和 東京都立小児総合医療セン
ター 感染症科 血液培養からMoraxella osloensisが検出された11例

096 武 義基
東京医科大学茨城医療セン
ター 
小児科・思春期科学分野

耳下腺膿瘍の診断となり、遺伝子検査でCYBB遺伝子
全体のhetero large delationを認めた女児例

097 浅野 裕一朗 福島県立医科大学 
小児科学講座

Ralstonia mannitolilyticaによるカテーテル関連血流感
染症の一例
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母子感染症

演題
番号 演者 所属 演題

098 岡橋 彩 日本大学医学部 
小児科学系小児科学分野

医師を対象とした先天性サイトメガロウイルス感染症
の知識と診療に関する調査

099 菅 秀太郎 神戸大学大学院医学研究科 
内科系講座小児科学分野

2012－2018年に産科外来を受診した妊婦の母子感染に
関する認知度の変遷

100 岡橋 彩 日本大学医学部 
小児科学系小児科学分野

妊婦と一般市民における先天性サイトメガロウイルス
感染症に対する認知と知識

101 菅 秀太郎 神戸大学大学院医学研究科 
内科系講座小児科学分野

2012－2018年における妊婦の代表的母子感染病原体に
関する知識の変遷

102 金澤 建 昭和大学江東豊洲病院 
こどもセンター

経母乳感染が疑われた侵襲性B群溶血性レンサ球菌
(GBS)感染症の新生児例

103 江原 佳史 昭和大学横浜市北部病院 
臨床病理診断科

短期間に侵襲性B群溶血性レンサ球菌（GBS）感染症
2例を経験して －要因に関する考察を含めて－

104 松田 明奈 順天堂大学浦安病院 
小児科

慢性肺疾患様の経過から診断に苦慮した先天性結核の
早産児例

新生児感染症

演題
番号 演者 所属 演題

105 笠井 悠里葉
順天堂大学大学院 
医学研究科 
小児思春期発達・病態学

妊娠女性が保菌するB群溶血性レンサ球菌の血清型分
布の検討

106 島 さほ 久留米大学医学部 
小児科学講座

異なる経過をたどったCoxsackievirus B4による血球
貪食症候群の一絨毛膜二羊膜双胎児

107 白川 雄一 安城更生病院 小児科 後天性サイトメガロウイルス感染症と診断された超早
産児6例の検討

108 大海 なつき 日本大学医学部 
小児科学系小児科学分野

偏性嫌気性菌であるPrevotella biviaの関与が疑われ
た敗血症性ショックの超低出生体重児

109 高橋 章仁 倉敷中央病院 小児科 早発型新生児B群溶連菌感染症に対するCRP値を用
いたスクリーニングの試み

110 越智 公一 兵庫県立尼崎総合医療セン
ター 小児科 A群β溶血性連鎖球菌による早発型新生児菌血症

111 後藤 憲志 久留米大学医学部 
感染制御学講座 NICUにおけるC.parapsilosisの院内感染事例

112 京野 由紀 神戸大学大学院医学研究科 
内科系講座小児科学分野 新生児病棟におけるサルモネラ菌の水平感染の経験

113 水野 真介 日本赤十字社和歌山医療セ
ンター 小児科 健常新生児に発症した緑膿菌性髄膜炎

114 芦名 満理子 神戸大学大学院医学研究科 
内科系講座小児科学分野

ヒト胎便懸濁液の腹腔内投与により作成した胎便性腹
膜炎モデルマウスの病態生理
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予防接種

演題
番号 演者 所属 演題

115 北野 泰斗 The Hospital for Sick 
Children 感染症科

ワクチンで予防可能な疾病の疾病負担の過去10年間の
変遷

116 相澤 悠太
新潟大学大学院 
医歯学総合研究科 
小児科学分野

新潟市におけるCOVID-19パンデミックによる小児の
予防接種差し控えの検討

117 政木 明子 奈良県立医科大学付属病院 
小児科

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)に対する医療従事
者へのアンケート調査

118 床枝 康伸 湘南鎌倉バースクリニック 
小児科

麻疹・風疹混合ワクチン(MR)1期・ムンプスワクチン
の当科における接種状況

119 宮下 晶 埼玉県立小児医療センター 
感染免疫・アレルギー科

ロタウイルスワクチン接種後腸重積症の臨床的特徴に
ついての検討

120 樋泉 道子 長崎大学 熱帯医学研究所 
小児感染症学分野

肺炎球菌結合型ワクチン導入の2歳未満小児滲出性中
耳炎有病率への影響

耐性菌サーベイランス

演題
番号 演者 所属 演題

121 出口 薫太朗 埼玉県立小児医療センター 
感染免疫・アレルギー科

小児病院耳鼻咽喉科における抗菌薬適正使用プログラ
ム導入前後の経口抗菌薬使用量と耐性菌検出率の検
討

122 福田 裕也 製鉄記念室蘭病院 小児科 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行前後の感
染症入院患者数の変化

123 是松 聖悟 埼玉医科大学総合医療セン
ター 小児科 喘息発作入院サーベイランスにおける病原体検出状況

124 柏坂 舞 兵庫県立こども病院 
感染症内科

乳幼児健診を通じて行政とともに取り組む抗菌薬適正
使用

125 高橋 光 産業医科大学 小児科 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌菌血症へのダプトマイ
シン投与中に肺化膿症を発症した1例

126 武井 悠 埼玉県立小児医療センター 
感染免疫アレルギー科

小児病院泌尿器科における抗菌薬適正使用支援導入
前後の静注抗菌薬使用量と耐性菌検出率の検討

127 夏木 茜 兵庫県立こども病院 
感染症内科

急患センターにおける経口広域抗菌薬採用中止から見
えた狭域抗菌薬適正使用の課題


