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ご 挨 拶 

 

第 19回日本小児消化管感染症研究会を 2023年 2 月 19（日）に、東京日本橋のアポプラスステーションで

開催致します。日本小児消化管感染症研究会は、2005 年に発足してから 20 年近くになります。その間、わが

国の小児の消化管感染症学と腸内細菌・消化管免疫学の発展に貢献してきました。このような研究会の開催を

担当する機会をいただき、大変光栄に存じますとともに、身が引き締まる思いです。 

 今回の研究会のテーマを「共存と防御＠子どもの腸」と致しました。2019 年末に始まった新型コロナウイルス

感染症（COVID-19）は、私たちの生活様式を一変させました。そして、2 年ほどはインフルエンザなどの感染症

が激減しました。小児の消化管感染症もほとんど患者がいない期間があったため、今回の研究会では演題数の

減少が予想されました。しかしながら、それは杞憂に終わり、御覧のとおり興味深い一般演題が集まりました。 

さらに本研究会では、上記のテーマに沿った特別講演と教育講演を企画致しました。特別講演は小児消化管

感染症学および粘膜免疫学の第一人者である和歌山県立医科大学小児科学教室の徳原大介教授にお願いし

ました。教育講演は、自治医科大学消化器内科学部門講師の竹澤敬人先生に腸管スピロヘータ症についてお

話しいただく予定です。 

 研究会のなかで知見や経験を共有し議論を深めることで、小児消化管感染症学と小児腸内細菌学・消化管免

疫学の研究や診療の向上につながることが期待されます。 

いまなお COVID-19 の感染が収まらない状況のため、第 19 回の研究会はハイブリッド開催と致します。現

地会場では、感染防止対策に取り組んでまいります。COVID-19 の状況が一刻も早く落ち着き、多くの方々に

お越しいただいて、活発な議論や情報交換が行われることをお祈りしているところです。 

多くの皆様のご支援を得て実りある研究会になりますよう、奮ってご参加のほどよろしくお願い致します。 

 

2022 年（令和 4 年）12 月吉日 

 

 

第 19 回日本小児消化管感染症研究会 

当番世話人 熊谷 秀規  

自治医科大学小児科学 教授 
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◆参加に関するご案内とお願い                 第 19 回 日本小児消化管感染症研究会   

 

１）開催方法について 

・ハイブリッド開催（アポプラスステーションでの会場開催とオンライン開催の併用）です。 

 

２）参加登録について 

・参加をご予定頂いている方は、Web・現地参加ともになるべく事前に本会 Web サイトから参加登録の手続

きをお願いします。 

・オンライン（Web ）での参加登録は、可能な限り 2 月 17 日（金曜日）の 

開催 2 日前までに下記 URL または右記 QR コードからお願いします。 

＜参加登録 URL＞ https://shoni-syokakan.mlconsulting.jp/ 

 

 

・手続き完了確認後、視聴参加 URL を開催数日前にメールにてご案内致します。 

・会場での受付は現金のみの対応となります。 

・参加費:3,000 円（抄録集含）： 初期研修医と学生は無料 

 

３）研究会会場への参加について 

・現地に来場される方は、マスクの着用、手指のアルコール消毒等の感染防止対策にご協力をお願いします。 

・スタッフによる定期的なアルコール消毒、換気などの感染対策を行います。 

・2 月 19 日（日）  9:００から受付を開始致します（スタート 30 分前）。 

・Web サイトから登録された方も、来場しての参加が可能です。 

 

4)オンライン（Web）での参加について 

・本会の Web サイトから「参加登録」をお願いします（上記参照）。 

・オンライン（Web） での参加登録は可能な限り 2 月 17 日（金曜日）の開催 2 日前までにお願いします。 

・9:00（スタート 30 分前）よりアクセス可能となります。ミュートの状態で待機をお願いします。  なお、参加費

支払い後も URL 案内が届かない場合は第 19 回日本小児消化管感染症研究会専用メール: 

shoni.shokakan.kansen19@gmail.com までご連絡をお願いします。 

・Zoom でのご視聴は、URL をクリックすると、ブラウザが立ち上がり、Zoom が自動的にダウンロードされます。

既に Zoom を利用された先生は、URL をクリックするとそのまま参加できます。何も始まらない場合は、画面上

の「ダウンロード」をクリックして下さい。 

・入室時、ビデオをオフ、ミュートの状態にしておいてください。 

・質問は Q&A をご利用下さい。 

質問がある場合、Q&A をクリックすると右下に Q&A 用の画面が表示されますので「名前＠所属を記入

後、質問を記入してください。あるいは、「手を挙げる」ボタンを押してください。 

・事後の動画配信（オンデマンド配信）は実施しません。 

 

5)懇親会について 

 ・懇親会は開催いたしません。 

 

6)注意事項・禁止事項について 

・講演や一般演題の動画、スライドの録画・録音・撮影・印刷・画面スクリーンショット等でキャプチャー する行

為は一切禁止します。 

・会場内では携帯電話はマナーモードに切り替えていただき、ご使用はご遠慮ください。 

・会場内での撮影および録音はご遠慮ください。 

・お呼び出しはお受けできません。 

・会場内は「禁煙」となっています。ご協力よろしくお願い致します。 

・現地参加の場合は、マスクの着用、手指のアルコール消毒等の感染防止対策へのご協力をお願いします。 
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 ◆演者・座長の先生方へのご案内           第 19 回 日本小児消化管感染症研究会  

                

1）演者の先生方へのご案内 

 

一般演題の発表について 

以下の要領にしたがってご準備いただきますようお願いします。 

  演者も必ず参加登録をお願い致します（特別講演と教育講演を除く）。 

 

１ 発表時間 

・一般演題：発表 6 分、討論 3 分（計 9 分） ※進行の関係上、時間厳守でお願いします。 

 

２ 発表スライド： 下記の通り、作成をお願いします。 

・1 枚目：演題名・ご氏名・ご所属 

・2 枚目：利益相反（COI） 

・3 枚目～：講演内容 

・動画はお控えください。 

・スライドは PowerPoint のワイド画面 (16:9) でご作成ください。 

・スライドの使用言語は、日本語または英語と致します。 

 

３ 現地発表の先生 

・ご発表セッションの開始 30 分前までにスライド受付を済ませてください。 

・保存時のファイル名は、演題番号とご氏名としてください（例 10 〇〇〇〇）。 

・持ち込み可能メディア：USB フラッシュメモリー 

・OS とアプリケーションは以下のものをご用意します。 

OS: Windows10  アプリケーション；Windows 版  PowerPoint２０１０・２０１９  

Macintosh をご使用される場合は 、PC 本体および専用コネクターもご用意ください。 

・発表が近づきましたら、次演席でスタンバイください。 

・演台の演者用 PC にあるデータを開いてプレゼンを開始ください。 

 

４ オンライン（Web） 発表の先生 

・PowerPoint に音声を入れて事前に発表データを本会専用メールまでファイル便にてメール送信お願い

します。専用メール: shoni.shokakan.kansen19@gmail.com 

・Zoom 接続用 URL は別途運営事務局からご案内致します。 

・当日、ご自身の発表順になりましたらビデオをオンにし、ミュートを解除ください。プレゼンテーションは 

ホスト側で収録データを配信致します。質疑はライブで実施します。 

・動画やアニメーションのご使用はお控えください。 

・できる限り静かな場所で雑音の入らないよう収録をお願いします。 

 

  ５ その他の注意事項について 

・発表スライドの作成等にあたっての、著作権の取り扱いについては発表者ご自身の責任のもとに行ってく 

ださい。本会では、著作権に係るトラブルの責任は負いかねます。 

 

 

2)座長・司会の先生方へのご案内 

・座長・司会者も必ず参加登録をお願いします。ご登録がない場合、司会・座長をご担当いただいても 

・参加証等は発行されませんのでご注意ください。 

・割り当ての時間（日程表参照）に則り、時間厳守にご協力お願いします。 

・担当セッションの開始 20 分前には、次座長席（講演会会場前方右側）でスタンバイください。 

・オンライン（Web） 参加の場合は、有線 LAN でご接続しできる限り静かな場所で雑音の入らないよう 

・お願いします。 
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◆会場レイアウトのご案内 

 

 

◆その他のご案内 
 

１）参加受付   

・参加費   3,000 円  

事前に参加登録を完了された先生は現地では不要となります。 

           現地では、現金のみの対応となります。 

領収書兼参加証明書配布、東京都医師会生涯研修参加証明書、 

小児科学会参加証明書 を配布致します。 

・名札配布    

・芳名録  

・抄録プログラム（参加登録頂いた先生には事前送付） 
 

２）スライド受付 

・会場内右側のスライド受付にてデータの受付をお願いします。 

 

３）Toilet のご案内 

・10 階以外に 9 階、8 階、7 階も使用可能です。 

 

◆ ご案内 
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日程表 

9:３０ 9:35 開会の辞 熊谷秀規(自治医科大学) 

9:35 ９:55 

一般演題 １                                          座長：野口篤子(秋田大学) 

Viral Infection           

演題１     福井亜理沙(和歌山県立医科大学)  

演題２    草野泰造(千葉県立こども病院) 

10:００ 10:３０ 

一般演題 ２                                           座長：中山佳子（信州大学） 
H. pylori Infection           

演題３   川合紗世(愛知医科大学) 

演題４    永田万純(順天堂大学医学部) 

演題５    奥田真珠美(兵庫医科大学) 

10:35 1１:35 
教育講演                        座長:熊谷秀規（自治医科大学） 

演者     竹澤敬人（自治医科大学消化器内科） 

演題     腸管スピロヘータ症：小児の下痢、血便の原因となりうるか？ 

1１：45 1２:45 
特別講演    Luncheon Seminar       座長:奥田真珠美（兵庫医科大学） 

演者      徳原大介（和歌山県立医科大学）  

演題      腸内細菌からみる子どもの粘膜免疫の発達    共催：ミヤリサン製薬株式会社 

12:55 13:35 

一般演題 ３                                          座長:鏑木陽一郎(東京女子医大病院) 

Gut Microbiome & Mucosal Immunity 

演題 6   佃 直紀 (ヤクルト本社中央研究所) 

演題 7   矢矧加奈(ヤクルト本社中央研究所) 

演題 8  鶴岡裕太(千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専攻) 

演題 9   土橋智弥(和歌山県立医科大学) 

13:40 1４:05 世話人会        進行：奥田真珠美 （日本小児消化管感染症研究会代表世話人） 

１４：05 14：15 総会          進行：奥田真珠美 （日本小児消化管感染症研究会代表世話人） 

14:2０ 14:50 

一般演題 ４                                    座長:梅津守一郎（済生会横浜市東部病院） 

C. difficile Infection      

演題１0   佐浦龍太郎(大阪母子医療センター) 

演題１1    成重勇太(宮城県立こども病院) 

演題１2   白川喜之(獨協医科大学) 

14：55 15:25 

一般演題 ５                                           座長:松岡 諒（東京慈恵会医科大学） 

EHEC & Campylobacter Infection 

演題１3   水野真介(兵庫県立こども病院) 

演題１4   南方俊祐(近畿大学奈良病院) 

演題１5   岩脇史郎(群馬大学医学部付属病院) 

15:30 1６:00 

一般演題 ６                                           座長:横山孝二（自治医科大学） 

Salmonella Infection      

演題１6   谷河 翠(宮城県立こども病院) 

演題１7   浅井眞穂(自治医科大学) 

演題１8   谷本和也(国際医療福祉大学病院) 

1６:00 1６:05 閉会の辞 熊谷秀規（自治医科大学） 
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第 19 回 日本小児消化管感染症研究会  

プログラム 
 

9：30‐9:35 開会の辞   当番世話人：熊谷秀規 （自治医科大学小児科） 

 

9：３5‐9:55 一般演題 １   Viral Infection                             

                座長：野口篤子(秋田大学小児科) 

  

    ０1．EBV 感染により炎症性腸疾患様の腸管病変を示したと考えられる 1 例 

〇福井亜理沙 1）、島 友子 1）、市川貴之 1）、神波信次 1）、高尾政輝 2）、上田美奈 3）、小森有紀 3）、 

高橋朋香 3）、徳原大介 1） 

1)和歌山県立医科大学小児科 

2)同 消化器内科 

3)和歌山ろうさい病院 

 

02. 生後 8 か月の健常小児に発症したサイトメガロウイルス胃十二指腸炎 

〇草野泰造 1)、原木 悠 1)、渡邉泰二郎 1)、山本翔大 1)、長澤耕男 1)、齋藤 武 2)、成毛有紀３）、

星野 直 1) 

1)千葉県こども病院感染症科 

2)同 小児外科 

３）同   病理診断科 

 

10:00‐10:30 一般演題 ２  H. pylori Infection  

  座長：中山佳子（信州大学小児科） 

０3．ピロリ菌感染の有無による小児期からの胃がん長期罹患リスク 

〇川合紗世 1）、林 櫻松 1）、篠壁多恵 1）、奥田真珠美 2）、菊地正悟 1） 

1）愛知医科大学医学部 公衆衛生学講座 

2）兵庫医科大学医学部 小児科学教室 

 

０4．小児期の H. pylori 感染胃粘膜における炎症抑制系レクチンの発現 

〇永田万純、幾瀨 圭、工藤孝広、福田茂孝、遠藤佳子、日比生武蔵、戸田方紀、柏木項介、 

丸山起三子、伊藤夏希、徳島香央里、時田万英、新井喜康、吉村良子、丘 逸宏、京戸玲子、 

佐藤真教、宮田恵理、神保圭佑、大塚宜一、清水俊明 

順天堂大学医学部小児科 

 

      ０5．便を用いた Helicobacter pylori クラリスロマイシン耐性遺伝子の検出 

         〇奥田真珠美 1,2)、垣内俊彦 3)、蛭子耕一 4)、取井邦明 4)、堀田阿紀 1)、藤野哲朗 1)、齋藤 碧 1)、

奥川卓也 5)、竹島泰弘 1) 
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1)兵庫医科大学小児科 

2)兵庫医科大学地域総合医療学 

3)佐賀大学小児科  

4)株式会社ミズホメディー 

5)兵庫医科大学消化器内科 

 

 

10:35－ 11:35 教育講演                               座長：熊谷秀規（自治医科大学小児科）  

    

演者：竹澤敬人（自治医科大学消化器内科学部門講師） 

 演題：腸管スピロヘータ症：小児の下痢、血便の原因となりうるか？ 

※日本小児科学会専門医更新単位認定 

 

1１:45－ 12：45 特別講演 （Luncheon Seminar）           座長：奥田真珠美（兵庫医科大学小児科）

  

 演者：徳原大介（和歌山県立医科大学小児科学講座教授） 

 演題：腸内細菌からみる子どもの粘膜免疫の発達 

                                                                          ※日本医師会生涯教育制度の単位認定   

共催：ミヤリサン製薬株式会社 

 

12:55－ 13:35 一般演題 ３ Gut Microbiome & Mucosal Immunity  

座長:鏑木陽一郎(東京女子医大病院小児科) 

 06．乳幼児期の腸内細菌叢および腸内有機酸構成の遷移過程の解明 

     ○佃 直紀 1）、矢矧加奈 1）、原 妙子 1）、渡邊洋平 1）、松本星隆 1）、森 宙史 2）、東 光一 2）、 

辻 浩和 1）、松本 敏 1）、黒川 顕 2）、松木隆広 1） 

1）株式会社ヤクルト本社中央研究所 

2）国立遺伝学研究所情報研究系      

 

 ０7．乳幼児期の腸内ギ酸・乳酸濃度に関与するビフィズス菌の代謝経路の同定 

○矢矧加奈 1）、佃 直紀 1）、原 妙子 1）、渡邊洋平 1）、松本星隆 1）、森 宙史 2）、東 光一 2）、 

辻 浩和 1）、松本 敏 1）、黒川 顕 2）、松木隆広 1） 

1）株式会社ヤクルト本社中央研究所 

2）国立遺伝学研究所情報研究系     

 

０8.出生コホート研究における児の腸内細菌叢の変遷と関連因子の検討 

〇鶴岡 裕太１）２）、櫻井健一３）、森 千里３）、加藤 完４）、大野博司４） 

１）千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専攻 

２）千葉大学医学部附属病院臨床栄養部          
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３）千葉大学予防医学センター                     

４）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(C-MACH) 

9. 乳幼児に適した経鼻ノロウイルスワクチンの開発 

〇土橋智弥、佐藤友香 徳原大介 

和歌山県立医科大学小児科学講座 

 

13:40－14：05 世話人会     進行：奥田真珠美 （日本小児消化管感染症研究会代表世話人） 

※ 世話人の先生方には別途 URL をご案内いたします。 

 14：05－14：15 総会               進行：奥田真珠美 （日本小児消化管感染症研究会代表世話人） 

 

14:20 －14:50  一般演題 ４  C. difficile Infection  

座長：梅津守一郎（済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科） 

 

 １0．過去 12 年間の当施設での小児 C. difficile 感染症発症率および再発率 

〇佐浦龍太郎 1）、野崎昌俊 2、3）、三浦義一 1）、肥塚慶之助 1）、畑 彩葉 1）、前山隆智 1）、 

和田珠希 1）、萩原真一郎 1）、惠谷ゆり 1） 

1）大阪母子医療センター消化器・内分泌科 

2）同 感染症科 

3）同 新生児/ 

 

      １1. 炎症性腸疾患に類似した臨床経過を辿った偽膜性腸炎の女児例 

     ○成重勇太 1)、加藤 歩 1)、泉田亮平 2)、星 雄介 1)、桜井博毅 2)、角田文彦 1)、虻川大樹 1) 

1)宮城県立こども病院 消化器科 

2)同 リウマチ・感染症科  

 

      １2．C. difficile 感染症と考えられる慢性下痢症に対し IVIG が奏功した 1 例 

〇白川喜之/藤田雄治、安藤裕輔、吉原重美 

獨協医科大学医学部小児科学 

  

14:55-15:25  一般演題 ５      EHEC & Campylobacter Infection  

座長：松岡 諒 （東京慈恵会医科大学小児科） 

      １3. Campylobacter jejuni による新生児菌血症の 1 例  

〇水野真介 

兵庫県立こども病院感染症内科 

 

 １4．家族内感染で発症した腸管出血性大腸菌(O-157)による溶血性尿毒症症候群の 1 例 

〇南方俊祐 1) 、近藤宏樹 1) 、大島理奈 1) 、舩戸 契 1) 、大前隆志 2) 、虫明聡太郎 1) 

1)近畿大学奈良病院小児科 
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2)奈良県立医科大学小児科 

 

１5．腸管出血性大腸菌 O172 の集団感染による溶血性尿毒症症候群  

〇岩脇史郎 1) 、小林靖子 1)、田端洋太 1)、武井麻里子 1)、髙木陽子 1)、矢島千景 1)、 

池内由果 1)、松井 敦 2)、伊豫田淳 3)、滝沢琢己 1) 

1)群馬大学医学部附属病院 小児科  

2)前橋赤十字病院 小児科 

3)国立感染症研究所 細菌第一部 

  

15:30－ 1６:00 一般演題 ６  Salmonella Infection  

座長：横山孝二（自治医科大学小児科学）  

１6．非チフス性サルモネラ胃腸炎により敗血症様症状を呈した生後２か月女児 

          〇谷河 翠 1）、堀野智史 2) 、佐藤愛理 3) 、桜井博毅 1) 

1) 宮城県立こども病院 総合診療科 リウマチ・感染症科 

2) 同 総合診療科 アレルギー科 

3) 同 検査部宮城県立こども病院総合診療科 リウマチ・感染症科  

     

１7．Salmonella Chester 腸炎に関連した腸重積症と菌血症を来した幼児 

〇浅井眞穂 1)、熊谷秀規 1)、北村 薫 1)、奥村一輝 1)、坂野慎哉 2)、薄井佳子 2)、中俣彰裕 3)、 

田島敏広 1) 

1) 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児科 

2) 同 小児外科 

3) 同 小児画像診断部 

    

１8.感染経路としてペットの猫が考えられたサルモネラ腸炎の 1 例 

〇谷本和也 1)、溝部吉高 1)、若林 慶 1)、鈴木由芽 1)、郡司勇治 1)、高橋和郎 2) 、佐藤智幸 1) 

1) 国際医療福祉大学病院小児科 

２) 同 検査部 

 

1６：00－1６:05 閉会の辞 熊谷秀規（自治医科大学小児科）                         

第 19 回日本小児消化管感染症研究会 当番世話人 
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抄 録 
 

＜教育講演・特別講演＞ 
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教育講演                          ※日本小児科学会専門医更新単位認定     

座長：熊谷秀規（自治医科大学小児科） 

腸管スピロヘータ症：小児の下痢、血便の原因となりうるか？ 

〇竹澤敬人 

自治医科大学 消化器内科学部門 講師  

 

ヒト腸管スピロヘータ症は (Human intestinal spirochetosis: HIS)は、Brachyspira 属のうち人に感

染する Brachyspira pilosicoli と Brachyspira aalborgi の 2 菌種による感染症である。1967 年に

Harland と Lee によって報告され、日本では 1998 年に中村らによって初めて報告されている。日本では内

視鏡施行時に採取された病理組織標本で腸管上皮表面に付着した毛羽立ち像により診断されることがほとん

どである。近年、HIS に対する認知度の向上により遭遇する機会が増えている。多くの症例は無症状であるが

下痢、血便等の消化器症状を有する症例もみられる。成人例ではポリープ切除時に付着している症例、発赤や

ビランあるいは下痢精査のための生検で見つかる症例など様々である。現段階では特徴的な内視鏡所見は明

らかではない。潰瘍性大腸炎やアメーバ腸炎などの消化器疾患に合併した症例も散見される。その他に消化器

症状を有する原因がない場合には、抗菌薬による治療を考慮している。治療は既報及び当院での薬剤感受性

試験の結果よりメトロニダゾールを用いている。当院で 2008 年 1 月から 2021 年 12 月までに診断した 125

例中 32 人の患者さんに対して治療をおこなっている。他消化器疾患、症状のない患者さん 10 人を除いた 22

人中 17人で症状は改善した。小児症例に関しては日本では報告例は非常に少ない。内視鏡をする機会が成人

より少ない小児では発見機会も限られると思われる。しかし慢性の下痢、あるいは過敏性腸症候群と診断され

ている患者さんの中にはHISの患者さんがいる可能性はある。HISはまだまだわからないことが多いのが現状

であるが、文献的考察も加えて報告する。 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

氏名：竹澤 敬人（たけざわ たかひと） 
医療機関:自治医科大学附属病院 

所属・職名:自治医科大学内科学講座 消化器内科部門 学内講師 

学歴（大学）: 日本大学医学部 2001 年卒 

勤務歴 （過去 5 年程度）  

     2006 年 4 月～2012 年 7 月：自治医科大学附属病院消化器内科臨床助教 

     2012 年 8 月～2015 年 3 月：自治医科大学 感染・免疫学講座 細菌学部門 助教 

     2015 年 4 月～現在：自治医科大学附属病院消化器センター内科部門 学内講師 

認定医等の資格：  

    日本内科学会:総合内科専門医、指導医   

    日本消化器内視鏡学会:専門医、指導医 

    日本消化器病学会:専門医、指導医       

    日本肝臓病学会：専門医 

学位取得(2022 年) 

専門分野：消化器内科学 特に消化管の検査・治療および臨床研究 

所属学会等：日本内科学会, 日本消化器内視鏡学会, 日本消化器病学会, 日本肝臓病学会 
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特別講演       共催：ミヤリサン製薬株式会社 ※日本医師会生涯教育制度の単位認定 

座長：奥田真珠美（兵庫医科大学小児科） 

腸内細菌からみる子どもの粘膜免疫の発達 

〇徳原大介   

和歌山県立医科大学 小児科学講座 教授  

  
消化管は広大な粘膜に覆われ、粘液層と上皮細胞層を介して「内なる外」として直接外界に接し、消化・吸収、

腸内細菌との共生、病原微生物の侵入など様々な事象に対応している。粘膜組織は粘膜系自然免疫を備え、

獲得免疫を反映する防御・恒常性因子が含まれた分泌液（例；分泌型 IgA 抗体）を誘導・産生し、常在微生物と

の共生環境の構築や、病原体に対する侵入阻止・排除による感染防御機構といった、相反する正と負の免疫応

答を巧みに制御している。そうした正と負の免疫応答を制御する粘膜免疫システムは、新生児・乳児期には解

剖学的・機能的に幼若であり、年齢とともに成熟を遂げる。腸内の共生細菌は、短鎖脂肪酸などの代謝産物や

菌体成分を介して小児の粘膜免疫システムの発達・成熟化に重要な役割を果たし、無菌環境下では小腸の粘

膜上皮や上皮を覆う粘液層は薄く、パイエル板や腸間膜リンパ節といった腸管関連リンパ組織（GALT）の形成

は幼若となり、分泌型 IgA 抗体の分泌量も減少する。粘膜免疫の発達に寄与する腸内細菌は腸管内腔に共生

環境を構築する一方、パイエル板にも取り込まれ共生し、粘膜免疫制御・組織構築に関わることがわかってきた。

腸内細菌叢や共生環境の破綻は、消化管感染症・アレルギー・炎症性腸疾患・非アルコール性脂肪性肝炎など

様々な小児の疾患の病態形成に深く関わり、経口ワクチンなどの粘膜ワクチンによる GALT を介した獲得免疫

誘導にも影響を与える。したがって、腸内の共生細菌と粘膜免疫システムとの関連性の理解に立脚した病態解

明や予防・治療薬開発が、これからの小児消化管感染症研究の重要な鍵を握る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名：徳原 大介（とくはら だいすけ）  

所属先・職名：和歌山県立医科大学 小児科学講座 教授 

学歴：1998 年 3 月、関西医科大学医学部 卒業 

職歴・研究歴： 

  1998 年 6 月〜2007 年 3 月  関西医科大学附属病院・大阪市立住吉市民病院・ 

                                          大阪市立大学医学部附属病院等の小児科において勤務 

  2007 年 4 月〜2010 年 7 月  東京大学医科学研究所粘膜免疫学部門 研究生・博士研究員 

  2010 年 8 月〜2012 年 3 月  米国アラバマ大学バーミングハム校免疫ワクチンセンター 客員研究員 

  2012 年 4 月〜2019 年 6 月  大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学 講師 

  2018 年 4 月〜2019 年 3 月  米国カリフォルニア大学サンディエゴ校消化器内科学 客員研究員 

  2019 年 7 月〜2021 年 12 月  大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学 准教授 

  2022 年 1 月〜現在          和歌山県立医科大学小児科学講座 教授 

学位、資格等： 

  医学博士（2006 年大阪市立大学）、 

  日本小児科学会専門医・指導医、日本小児栄養消化器肝臓学会認定医、胃腸科専門医・指導医 

主な受賞歴： 

日本小児科学会学術研究賞(2014 年)、米国小児科学会 Japan Pediatric Fellow Award、 

  日本小児栄養消化器肝臓学会優秀演題賞、大阪市立大学医学部長賞特別奨励賞、大阪市医学会賞 

所属学会等： 

日本小児科学会（代議員）、日本小児栄養消化器肝臓学会（理事、代議員）、日本消化管学会、 

日本免疫学会、日本肝臓学会、日本臨床栄養代謝学会、日本医学教育学会、日本小児 IBD 研究会（幹事）、 

日本小児消化管感染症研究会（世話人）、日本小児内視鏡研究会（世話人） 

和歌山県における主な役職等： 

和歌山県小児慢性特定疾病審査会委員、和歌山市小児慢性特定疾病審査会委員、和歌山県難病・子ども保 健相

談支援センター運営協議会委員、和歌山県社会福祉審議会臨時委員、 

日本小児科学会和歌山地方会会長、和歌山県小児保健協会会長、和歌山県立医科大学小児科学教室同門会会長 
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抄 録 
 

＜一般演題＞ 
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一般演題 １ Viral Infection 

演題番号 ０1 

EBV 感染により炎症性腸疾患様の腸管病変を示したと考えられる 1 例 

 

〇福井亜理沙 1）、島 友子 1）、市川貴之 1）、神波信次 1）、高尾政輝 2）、上田美奈 3）、小森有紀 3）、 

高橋朋香 3）、徳原大介 1） 

1)和歌山県立医科大学小児科 

2)和歌山県立医科大学消化器内科 

3)和歌山ろうさい病院 

 

【症例】 

生来健康な 6 歳女児 

【主訴】 

多発口内炎、発熱、腹痛、下痢 

【現病歴】 

前医受診の 1 か月前より咽頭痛を自覚、その後口内炎も出現し多発するようになった。同時期より腹痛、

倦怠感も出現し前医受診。抗ウイルス薬等で経過を見られるも症状改善なく、39℃台の発熱も出現し前

医入院。抗菌薬投与されるも症状改善なく、精査目的に当院へ転院した。 

【経過】 

入院後内視鏡検査を行ったところ、大腸を中心とした全消化管にアフタ性病変が散在し炎症性腸疾患

（IBD）様の病態と判断し 5-ASA 製剤内服と栄養療法を開始したが、発熱、腹部症状の改善なく重症

IBD として完全絶食とステロイドを併用したところ症状は改善した。その後食事を再開、1 か月程度かけ

てステロイドを漸減・終了したが症状の増悪なく、5-ASA 製剤のみの継続で外来診療へ移行した。外来診

療へ移行後は徐々に食事の制限を解除し、現在は食事制限や運動制限を行っていないものの、腹部症状

の再燃は認めていない。 

【考察】 

本症例では内視鏡検査の際に採取した組織より EBV 陽性細胞を認めたことから EBＶ感染が契機となっ

た腸管病変と考えられた。本児では血液中 EBVDNA 定量がわずかだが陽性で持続しており、遺伝学的

免疫異常スクリーニングも行ったが特に異常は認めなかった。慢性活動性 EBV 感染症のように、なんら

かの遺伝学的免疫異常を有する患者での EBV 感染により腸管病変を示した例はこれまでにも報告があ

るが、今回のような特に既往のない小児での報告はなく、本児も慎重に経過を見ていく必要がある。 
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一般演題 １ Viral Infection 

演題番号 ０2 

生後 8 か月の健常小児に発症したサイトメガロウイルス胃十二指腸炎 

 

〇草野泰造 1)、原木 悠 1)、渡邉泰二郎 1)、山本翔大 1)、長澤耕男 1)、齋藤 武 2)、成毛有紀３）、 

星野 直 1) 

1)千葉県こども病院感染症科、 

2)同     小児外科 

３）同   病理診断科 

 

【Take home message】 

乳児の遷延する嘔吐症状では、サイトメガロウイルス感染症も鑑別に挙げる必要がある。 

【はじめに】 

後天性サイトメガロウイルス(CMV)感染症は主に免疫不全者や早産児で報告されており、健常小児の報

告はほとんどない。今回、生後 8 か月の健常小児に発症した CMV 胃十二指腸炎の症例を経験したので

報告する。 

【症例】 

特に既往のない生後 8 か月の女児。3 か月前から 1 日 2 回程度の嘔吐があった。1 か月前に血性嘔吐と

なり数日で改善したが、当日に血性嘔吐が再燃したため精査目的に入院した。身体所見や一般的な血液検

査では特記事項はなかったが、上部消化管内視鏡で胃の穹隆部に多発するびらんを認め、前庭部から体

下部に広範な発赤を認めた。また十二指腸球部に潰瘍形成を認めた。胃穹隆部および前庭部と十二指腸

球部からの生検で、上皮内に核内封入体を伴う巨細胞を認め、CMV の免疫染色で陽性であり、CMV 胃

十二指腸炎と診断した。血中 CMV-DNA は 8.4×10^2 IU/ml で、CMV-IgG と IgM はともに陽性で

あった。問診とスクリーニング検査上は免疫不全を示唆する所見は認めなかった。入院後、嘔吐症状はす

みやかに消失したため無治療経過観察とし、経口摂取を再開後も嘔吐の再燃がなかったため入院 14 日

目に退院した。退院 11 日後に上部消化管内視鏡を再検したところ胃十二指腸炎は改善し、血中ウイルス

も消失していることが確認できた。以後無治療で経過を観察しているが、体重増加は良好で嘔吐症状の

再燃を認めない。 

【考察】 

CMV 胃十二指腸炎の診断には内視鏡検査が必須であり、小児では診断は困難である。本症例は免疫正

常な乳児に血性嘔吐で発症した症例であり、稀有な一例と言える。 

児での報告はなく、本児も慎重に経過を見ていく必要がある。 
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一般演題 ２  H. pylori Infection 

演題番号 ０3 

ピロリ菌感染の有無による小児期からの胃がん長期罹患リスク 

 

〇川合紗世 1）、林 櫻松 1）、篠壁多恵 1）、奥田真珠美 2）、菊地正悟 1） 

1）愛知医科大学医学部 公衆衛生学講座 

2）兵庫医科大学医学部 小児科学教室 

 

【背景】 

ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）感染は胃がんの強いリスク因子であり、日本ではほとんどの胃がんが幼

児期からのピロリ菌の持続感染で発症する。ピロリ菌感染率は 1930 年前後に生まれた世代から若い世

代になるほど減少し、現在中学生の世代ではすでに 5％を下回っている。ピロリ菌感染率が減れば胃がん

罹患率が低下するため、今後の胃がん予防対策を講じる上でピロリ菌感染対策は重要なポイントである。 

【目的】 

ピロリ菌感染の有無による胃がん長期累積罹患リスクを推計する。 

【方法】 

日本人を対象としたピロリ菌感染率を報告した 47 研究のメタ解析から得られた出生年別ピロリ菌感染

率の推計データと地域がん登録高精度地域実測値：がん罹患年次推移データ（1985 年～2012 年）を用

い、ピロリ菌感染の有無による胃がん発症のリスク比を仮説設定して胃がん長期罹患リスクを算出した。

なお、ピロリ菌除菌治療の影響は考慮せずに計算した。 

【結果】 

モンテカルロ法によるシミュレーション 5000 回試行の結果、ピロリ菌感染者では 0 歳から 85 歳までの

胃がん累積罹患リスクが男性で 17.0% (95% CI, 15.7 - 17.7)、女性で 7.7% (95% CI, 7.1 - 

8.0)であり、ピロリ菌非感染者では男性で 1.0% (95% CI, 0.4 - 3.8)、女性で 0.5% (95% CI, 

0.2 - 1.7)と推計された。 

【考察】 

今後、ピロリ菌感染者の減少に伴って胃がん発症予防戦略のみならず、胃がん検診のあり方も見直される

可能性がある。現在の未成年者はピロリ菌感染率が非常に低い世代であり、将来の胃がん罹患率も非常

に低くなることが予想されるが、ピロリ菌感染者の胃がん発症リスク自体が低下するわけではないため、

むしろ、早期発見の機会を逸する可能性がある。本研究は、個人がピロリ菌検査やピロリ菌除菌治療を受

けるかどうかを決める際に重要な情報となると考える。 
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一般演題 ２ H. pylori Infection 

演題番号 ０4 

小児期の H. pylori 感染胃粘膜における炎症抑制系レクチンの発現 

 

〇永田万純、幾瀨 圭、工藤孝広、福田茂孝、遠藤佳子、日比生武蔵、戸田方紀、柏木項介、 

丸山起三子、伊藤夏希、徳島香央里、時田万英、新井喜康、吉村良子、丘 逸宏、京戸玲子、 

佐藤真教、宮田恵理、神保圭佑、大塚宜一、清水俊明 

順天堂大学医学部小児科 

 

【目的】 

レクチンは糖鎖を特異的に認識して架橋し、糖鎖情報を他分子に伝達することで免疫応答を調整する働

きをもつ。Helicobacter pylori (H. pylori) の定着におけるレクチンの関わりが報告されているが、

小児期における役割や発現変化は明らかになっていない。本検討では炎症抑制系レクチンであるガレク

チン 1(Gal-1)とガレクチン 9(Gal-9)に着目し、H. pylori 感染小児の胃粘膜上における発現を非感

染児と比較した。 

【方法】 

消化器症状の精査のために当院で胃粘膜組織生検を行った H. pylori 感染小児 4 例と非感染小児 6

例を対象に、胃前庭部組織における Gal-1、Gal-9 の発現を免疫染色法によって解析し比較した。 

【結果】 

Gal-9 は H. pylori 感染に伴って上皮細胞、間質細胞どちらにおいても有意に発現が増加していた。

また、それぞれの組織の核および細胞質における発現の比較においても、Gal-9 の有意な発現増加が

観察された。一方、Gal-1 に関しては上皮細胞においても間質細胞においても H. pylori 感染に関連

した発現変化は確認されなかった。 

【考察】 

Gal-1 と Gal-9 は Th1 および Th17 の作用を抑制する共通の働きを有するが、異なる免疫細胞の

走化に寄与する点などから、免疫応答においては個別の役割を担っていると推察されている。また、成

人の H. pylori 感染胃粘膜組織においては Gal-1 の発現増加と Gal-9 の発現低下が報告されてお

り、年齢や粘膜炎症の程度によってそれぞれの発現が変化する可能性が考えられる。本検討からは、小

児期の H. pylori 感染に対する免疫応答に Gal-9 が関与している可能性が示唆された。胃粘膜免疫

におけるレクチンの役割を解析するためには、対象年齢の異なる組織における発現変化を評価すること

が今後の課題と考える。 
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一般演題 ２  H. pylori Infection 

演題番号 ０5 

便を用いた Helicobacter pylori クラリスロマイシン耐性遺伝子の検出 

 

奥田真珠美 1,2)、垣内俊彦 3)、蛭子耕一 4)、取井邦明 4)、堀田阿紀 1)、藤野哲朗 1)、齋藤 碧 1)、

奥川卓也 5)、竹島泰弘 1) 

1)兵庫医科大学小児科 

2)兵庫医科大学地域総合医療学 

3)佐賀大学小児科  

4)株式会社ミズホメディー 

5)兵庫医科大学消化器内科 

 

【背景】 

Helicobacter pylori (H. pylori) は胃・十二指腸潰瘍、胃癌などの原因となる。除菌療法として、

プロトンポンプ阻害薬（PPI）、アモキシシリン（AMPC）、クラリスロマイシン（CAM）投与が実施される

が CAM 耐性の増加により除菌率が低下している。CAM 耐性は 23SrRNA の点変異によって生じ

る。便を用いた Qprobe PCR 法による CAM 耐性遺伝子検出法を検討した。 

【対象と方法】 

対象は兵庫医科大学病院とささやま医療センターで尿素呼気試験（UBT）and/or 胃組織 H. pylori

培養を実施した小児（9〜15 歳）で研究に同意が得られ、治療前に便を提供した 24 名である。UBT

は既報の通り実施しカットオフ値を 3.5‰とした。H. pylori 培養は内視鏡検査時に採取した胃組織を

輸送培地に入れ、SRL に提出、薬剤感受性試験も行なった。便検体はクイックチェイサー®H.ピロリ

（便抗原）と Qprobe PCR 法を行なった。Qprobe PCR 法は採便容器から便汁を抽出液に入れた

のち、ボルテックスで撹拌、テストカートリッジに滴下、全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®に挿入

し、H. pylori の有無、CAM 耐性遺伝子の有無を解析した。 

【結果】 

24 名のうち H. pylori 陽性 15 名、陰性 9 名であった。陽性 15 名のうち、14 名が便抗原陽性であ

った。便抗原陰性の１名は異食症があり、便成分がほとんどない検体であった。Qprobe PCR法のH. 

pylori 陽性は 13 名でこのうち、変異あり 12 名、なし 1 名であった。2 名は検出できなかった。培養・

感受性試験を行なったのは４名で CAM MIC は 16〜64 で全員耐性、Qprobe PCR 法も全員変異

があった。UBT 陰性９名は全員便抗原および Qprobe PCR 法が陰性であった。【結語】便を用いた

Qprobe PCR 法による CAM 耐性遺伝子の検出は臨床への応用が期待されるが、症例数を増やす

など更なる検討が必要である。 
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一般演題 ３  Gut Microbiome & Mucosal Immunity 

演題番号 ０6 

乳幼児期の腸内細菌叢および腸内有機酸構成の遷移過程の解明 

 

○佃 直紀 1），矢矧加奈 1），原 妙子 1），渡邊洋平 1），松本星隆 1），森 宙史 2），東 光一 2）， 

辻 浩和 1），松本 敏 1），黒川 顕 2），松木隆広 1） 

1）株式会社ヤクルト本社中央研究所 

2）国立遺伝学研究所情報研究系 

 

【目的】 

乳幼児期の腸内細菌叢は，宿主とその将来の健康状態に影響を及ぼす．この関係性を媒介する鍵因子

として，腸内細菌が産生する有機酸が注目されている．例えば，有機酸による pH の低下が病原性微生

物を抑制すること，酢酸が腸管のバリア機能を向上させること，酪酸が免疫系の成熟を促進することな

どが知られている．しかし，乳幼児期における腸内の有機酸の種類や濃度，その時系列変動性はほとん

ど明らかになっていない．そこで本研究では，乳幼児期の腸内細菌叢および便中有機酸の変遷を明ら

かにし，さらに両者の関連性を見出すことを目的とした． 

【方法】 

健常な新生児 12 名から，生後 2 年間にわたり便を採取した．計 1,048 検体（約 87 検体／被験者）に

つき，細菌叢構成をメタ 16S 解析で，有機酸（酢酸，酪酸，プロピオン酸，乳酸，ギ酸，コハク酸等）濃度

を HPLC で測定した． 

【結果】 

誕 生 直後 の 腸内 細菌 叢は Enterobacterales の 占 有率 が高 い が， 以後 ， 生後 2 年 間 に

Bifidobacteriales，Clostridiales が優勢化する菌叢へと段階的・不可逆的に移行した．また，便中

の有機酸は，誕生直後の酢酸濃度が低くコハク酸濃度が高い状態から，乳酸・ギ酸濃度が高い状態，そ

の後，酪酸・プロピオン酸濃度が高い状態へと段階的・不可逆的に遷移することがわかった．さらに，腸

内細菌叢構成と有機酸濃度の関連性を解析した結果，最も高い相関を示したのは Clostridiales と酪

酸であり，両者は乳幼児の卒乳と同時期に増加した． 

【考察】 

乳幼児を対象とした縦断的研究により，当該時期の腸内細菌叢および便中有機酸濃度の変遷過程を詳

細に明らかにした．さらに，Clostridiales および酪酸濃度の増加と，卒乳の時期が一致することを見

出した．この観察から，母乳中の成分が直接的に, または競合菌の増殖促進等を介して間接的に, 

Clostridiales および酪酸産生を抑制していると考えられた．本研究成果は，乳幼児期における腸内

細菌叢および有機酸濃度を制御する方法の開発につながることが期待される． 
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一般演題 ３  Gut Microbiome & Mucosal Immunity 

演題番号 ０7 

乳幼児期の腸内ギ酸・乳酸濃度に関与するビフィズス菌の代謝経路の同定 

 

○矢矧加奈 1），佃 直紀 1），原 妙子 1），渡邊洋平 1），松本星隆 1），森 宙史 2），東 光一 2）， 

辻 浩和 1），松本 敏 1），黒川 顕 2），松木隆広 1） 

1）株式会社ヤクルト本社中央研究所 

2）国立遺伝学研究所情報研究系 

 

【目的・方法】 

腸内細菌が産生する有機酸は宿主腸内細菌間を媒介する重要な代謝産物である. 乳児期に特徴的な

有機酸組成およびその産生に関わる腸内細菌を明らかにする目的で, 健康な乳児 12 名から生後 2 年

間に提供された 1,048 の便を試料として，腸内細菌叢をメタ 16S 解析で，有機酸濃度を HPLC で

調べた．さらに in vitro 培養および網羅的な遺伝子発現解析(RNA-seq)を行い、乳児期に特徴的に

観察される有機酸産生に関わるビフィズス菌の代謝経路，基質の同定を試みた． 

【結果】 

生後 2 年間の乳児の腸内有機酸組成は成人の組成(酢酸：プロピオン酸：酪酸 ≒ 3:1:1)とは異なり，

乳酸およびギ酸が一定期間，高濃度で維持されていた．乳酸やギ酸濃度はビフィズス菌の占有率と正

に相関していたが，ビフィズス菌の伝播と 2 つの有機酸濃度の上昇時期が一致しない例が認められた．

そこで，ビフィズス菌の占有率を菌種毎に調べたところ，母乳オリゴ糖(HMO)利用性の高い

Bifidobacterium longum subsp. infantis (B. infantis)や B. bifidum の伝播とギ酸・乳

酸濃度の上昇がよく一致した．In vitro において B. infantis はすべての株が，B. bifidum は B. 

breve と共培養することにより HMO からギ酸を産生した．また，RNA-seq 解析や比較ゲノム解析

を行うことで，HMO 由来のフコースがギ酸の基質であることを見出し，ギ酸産生に至る代謝遺伝子を

同定した.  

【考察】 

乳幼児期の一定期間，腸内の乳酸とギ酸濃度が高い状態が継続すること，これらの産生には母乳オリゴ

糖の利用性が高いビフィズス菌が主要な役割を果たすことを見出した．今後，これら有機酸の生理機能

が明らかとなることで，乳児期にビフィズス菌叢が形成される意義への理解が深まることが期待される． 
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一般演題 ３  Gut Microbiome & Mucosal Immunity 

演題番号 08 

出生コホート研究における児の腸内細菌叢の変遷と関連因子の検討 

 

〇鶴岡 裕太１）２）、櫻井健一３）、森 千里３）、加藤 完４）、大野 博司４） 

１）千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専攻 

２）千葉大学医学部附属病院臨床栄養部          

３）千葉大学予防医学センター                     

４）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 

 

【目的】 

乳幼児期の腸内細菌叢の異常はその後の健康状態にまで影響を及ぼす可能性が示され、乳幼児期の腸内

細菌叢形成がヒトの健康と疾病の発症に関わる重要な因子の一つと考えられている。本研究では、出生コ

ホート研究に参加した母児を対象に乳幼児期の腸内細菌叢の変遷と、腸内細菌叢形成に影響を与える因

子を明らかにすることを目的とした。 

【方法】 

胎児期に始まる子どもの健康と発達に関する調査（Chiba Study of Mother and Child Health：

C-MACH）の参加者のうち母児 106 組を対象とした。糞便試料は母親の妊娠初期・後期、児の生後 1・

4・10・18・42 か月齢時に採取し、16S rRNA 遺伝子解析及び QIIME2 の解析パイプラインを用いて、

腸内細菌叢の α および β 多様性、菌種組成を算出した。腸内細菌叢の α 多様性、菌種組成の比較には

ウィルコクソンの順位和検定を、β 多様性の比較には Bray-Curtis 距離を用いた主座標分析、類似度検

定を用いて解析した。コホート研究から得た児情報（性別や分娩方法、栄養方法など）と多様性指数、菌種

組成との関連を検討した。 

【結果】 

α多様性は月齢とともに有意な増加を示しており、β多様性も月齢間で異なる菌種組成を示していた。生

後 1 ヶ月時の栄養方法（完全母乳栄養または混合栄養）と児の α 多様性（observed OTUs）に関連を

認めた。菌種組成として生後 1・4・10 ヶ月齢時の Bacteroidetes の存在比に差を認めた。 

【結語】 

αおよびβ多様性の変遷は既報と同様であり、本コホート研究の対象は一般的な集団を反映していると

考えられた。腸内細菌叢へ影響を与える因子として、生後初期の栄養方法がその後の児の腸内細菌叢に

影響を与える可能性が示唆された。 
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一般演題 ３  Gut Microbiome & Mucosal Immunity 

演題番号 09 

乳幼児に適した経鼻ノロウイルスワクチンの開発 

 

〇土橋智弥、佐藤友香、徳原大介 

和歌山県立医科大学 小児科学講座 

 

【背景】 

乳幼児は年長児や成人と比して感染症に罹患しやすく、一方でワクチンによる免疫誘導効果も低い。我々

は乳幼児に適したワクチン開発を目指し、酵母壁成分のザイモサンをアジュバンドとした経鼻ノロウイルス

ワクチンを考案し、その効果を検証した。 

【方法】 

幼若モデルとして 1 週齢の BALB/c マウス、対照となる成熟モデルとして 8 週齢の BALB/c マウスを

用い、ワクチン抗原にノロウイルス(GII.4)のウイルス様粒子（VLP）を用いた。ワクチン投与経路（経鼻投

与もしくは経皮投与）、アジュバンド（ザイモサン）の有無で幼若モデル・成熟モデルをそれぞれ 5群（①コン

トロール群、②経鼻 VLP 群、③経鼻 VLP＋ザイモサン群、④経皮 VLP 群、⑤経皮 VLP＋ザイモサン群）に

分け１週間隔で計３回免疫を行った。最終免疫１週後に血液・便・唾液を採取し、VLP 特異的血中 IgG、

VLP 特異的便中 IgA、VLP 特異的唾液 IgA 抗体価を測定した。また小腸と脾臓を採取し、各組織におけ

る VLP 特異的 IgG 産生細胞、VLP 特異的 IgA 産生細胞数を ELISpot 法で評価した。 

【結果】 

VLP 特異的血中 IgG は幼若・成熟マウス共に経鼻免疫より経皮免疫で有意に上昇した。ザイモサンを使

用することにより、両マウス共に VLP 特異的血中 IgG 誘導の増強を認めた。一方、VLP 特異的便中およ

び唾液中 IgA は経鼻免疫群にのみ誘導された。さらにザイモサンの使用により、成熟マウスよりも幼若マ

ウスで VLP 特異的便中および唾液中 IgA 誘導の増強効果が認められた。また、経鼻免疫群では小腸粘

膜固有層に VLP 特異的 IgA 産生細胞を顕著に認め、VLP 特異的便中 IgA 抗体が小腸粘膜組織から分

泌されることが示された。 

【結語】 

ザイモサンをアジュバントとした経鼻ノロウイルスワクチンは、ヒト乳幼児の動物モデルである幼若マウス

においてノロウイルスに対する高い防御免疫誘導効果を示す。 
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一般演題 ４  C. difficile Infection 

演題番号 10 

 

過去 12 年間の当施設での小児 C. difficile 感染症発症率および再発率 
 

〇佐浦龍太郎 1）、野崎昌俊 2、3）、三浦義一 1）、肥塚慶之助 1）、畑 彩葉 1）、前山隆智 1）、 

和田珠希 1）、萩原真一郎 1）、惠谷ゆり 1） 

1）大阪母子医療センター消化器・内分泌科 

2）大阪母子医療センター感染症科 

3）大阪母子医療センター新生児科 

 

【はじめに】 

Clostridioides difficile感染症（以下、CDI）に対する治療として、小児においてはエビデンスが十

分でないのが現状であり、頻回再発例や重症例（白血球数≧15,000/μL、血清クレアチニン値

≧1.5×基礎値）で VCM が推奨されているのみである。過去 12 年間の当施設での CDI 発症率およ

び CDI に対する抗菌薬使用状況・再発率を検討したので報告する。 

【方法】 

2010 年 4 月から 2022 年 12 月までの期間で、便中 CD 検査を提出した症例は 655 名であっ

た。うち CD toxin が陽性であり、適正治療を行った小児 63 例を対象とした。診療録を用いて、年

齢、基礎疾患、併用薬の有無、治療抗菌薬の選択、再発率について後方視的に調査した。【結果】年齢

の中央値は 8.2 歳。98%の症例が基礎疾患を有していた。治療選択群としては、MNZ 治療群:39

例、VCM 治療群:13 例であった。MNZ 治療群では 9 例、VCM 治療群では 2 例が再発し、全症例

における再発率は 22％であった。MNZ 治療再発群の 9 例は全例 MNZ で再治療し、7 名は治療で

きた。また、重症 7 例も全例 MNZ で治療を行い 6 例が再発なく治療できた。なお、当施設において

3 症例で Binary toxin 産生株を検出した。 

【考察】 

当施設では MNZ を選択する症例が多かった。CDI は適正に治療しても成人では 30％程度の再発

率があると報告されており、小児においても同程度の再発率であった。MNZ 治療群と VCM 治療群

の再発率に差は認めなかった。さらに、再発例や重症例に対しても MNZ で治癒が得られた。 

【結語】 

小児 CDIに対する治療では、MNZは有効性が高い可能性が考えられた。また、強毒性株へ対応する

ためにも抗菌薬の選択がより重要と考えられる。 
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一般演題 ４  C. difficile Infection 

演題番号 １1 

炎症性腸疾患に類似した臨床経過を辿った偽膜性腸炎の女児例 

 

○成重勇太 1)、加藤 歩 1)、泉田亮平 2)、星 雄介 1)、桜井博毅 2)、角田文彦 1)、虻川大樹 1) 

1)宮城県立こども病院 消化器科 

2)同 リウマチ・感染症科 

 

【背景】 

小児偽膜性腸炎の発症頻度は低く、日常診療で遭遇することは少ない。また、偽膜性腸炎の原因のほと

んどが Clostridioides difficile(CD)と言われている。一方、小児期発症の炎症性腸疾患(IBD)は

本 邦 に お い て も 増 加 傾 向 で あ り 、 便 中 カ ル プ ロ テ ク チ ン や 血 清 leucin rich α2-

glycoprotein(LRG)などの診断に有用なバイオマーカーも増えている。今回、IBD に類似した臨床経

過を呈した偽膜性腸炎の 1 例を経験したため報告する。 

【症例】 

生来健康な 7 歳女児。当院受診 1 か月前から下痢、腹痛があった。発症 6 日後に前医を受診し、便中ノ

ロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス抗原は全て陰性であり、整腸剤が処方された。その後症状は一

時改善したものの、腹痛は残存した。前医を再診し、処方されたホスホマイシンを 3 日間内服したところ

症状が悪化した。前医を再々診したところ便潜血陽性、便中カルプロテクチン 662.4mg/kg と高値の

ため、IBD が疑われて当院紹介となった。下部消化管内視鏡検査を施行したところ、直腸から盲腸にか

けて紅暈を伴う偽膜が多発していた。CD トキシン陰性で、便培養でも C. difficile は検出されなかっ

たが、粘膜生検の検体で病理学的にも偽膜の存在が証明されたため、偽膜性腸炎と診断した。メトロニダ

ゾール 30mg/kg/day を 10 日間経口投与したところ、腹部症状は著明に改善した。内服終了後の下

部消化管内視鏡検査で偽膜の消失と粘膜所見の改善を確認して退院した。 

【考察】 

広域抗菌薬の投与は短期間でも偽膜性腸炎の発症リスクを上げるため、腸炎症状を呈する患者では抗

菌薬の使用歴を確認する必要がある。便中カルプロテクチンや CD トキシンは腸炎の鑑別診断に有用な

非侵襲的検査であるが、偽膜性腸炎などの腸管感染症を完全に否定することは困難であることに留意す

る。 
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一般演題 ４  C. difficile Infection 

演題番号 １2 

 

C. difficile 感染症と考えられる慢性下痢症に対し IVIG が奏功した 1 例 

 

〇白川喜之/藤田雄治、安藤裕輔、吉原重美 

獨協医科大学医学部小児科学 

 

【はじめに】 

Clostridioides difficile 感染症(以下 CDI)は抗菌薬投与で腸内細菌叢が乱されることで発症す

ることが多く、また何らかの基礎疾患を有していることが多い。近年基礎疾患のない児で抗菌薬投与

により CDI を発症する症例が報告されるようになってきている。今回我々は基礎疾患がなく、抗菌薬

投与などのリスク因子を有さない CDI と考えられる小児で、川崎病に対する IVIG 後に消化器症状

が改善した症例を経験したため報告する。 

【症例】 

1 歳 1 か月時より 1 日 10 回程度の水様便があり、前医で整腸剤の内服で経過をみていた。1 歳 3 か

月時に粘血便も認め、当院紹介となった。便中 Clostridioides difficile(以下 CD)抗原・トキシン

が 陽性であったが、過去に抗菌薬投与歴はなかった。自然に粘血便も改善したが、その後も 1 日 5-

10 回程度の水様便が持続していた。1 歳 4 か月時に川崎病のため入院したが、入院時にも水様便が

持続しており、便中CD抗原・トキシンともに陽性であった。今回の発熱まで抗菌薬使用歴はなかった。

川崎病に対して 2 回の免疫グロブリン静注(以下 IVIG)(2g/kg)とシクロスポリン内服で解熱し、冠

動脈瘤なく、川崎病第 36 病日に退院とした。1 回目の IVIG 後より水様便の改善を認め、便検査でも

抗原は陽性だがトキシンは陰性化した。抗菌薬投与歴はないが、IVIG 後トキシンが陰性化するととも

に水様便も軽快した。 

【考察】 

CDI のリスク因子としては抗菌薬やプロトンポンプ阻害薬の使用、ICU での治療、経鼻胃管留置、直

近の手術歴、免疫低下等が挙げられるが、患児は基礎疾患を有さず、抗菌薬投与歴などのリスク因子

はなかった。トキシン産生の CD は小児において保菌率が高く、無症候性であることが多く、新生児・

乳児および小児における検査適応を見定め、検査結果の解釈も慎重にすべきとされている。しかし患

児は水様便だけでなく経過中に粘血便も呈しており、さらに川崎病に対する IVIG 後に水様便が改善

し、便中 CD トキシンも陰性化したことより、CDI である可能性が考えられる。基礎疾患もなく、抗菌

薬投与などのリスク因子がない小児であっても、消化器症状が遷延する場合は CDI の可能性を考え

る。 
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一般演題 ５  EHEC & Campylobacter Infection 

演題番号 １3 

Campylobacter jejuni による新生児菌血症の 1 例 

〇水野真介 

兵庫県立こども病院 

 

【背景】 

新生児早期敗血症の原因菌は、B 群溶連菌や大腸菌の頻度が高く、グラム陰性らせん菌の報告は稀で

ある。今回、母体が周産期に加熱不十分な鶏肉を摂取して腸炎を発症し、新生児がカンピロバクター菌

血症を起こした症例を経験したので報告する。 

【症例】 

生後 2 日の女児。正期産で経膣分娩にて出生した。生後 2 日に粘血便を主訴に転院搬送され、入院時

の血液培養からグラム陰性らせん菌の発育を認めた。メロペネムの投与を開始し、脳脊髄液と便の培

養検査を行った。生後 5 日目に Campylobacter jejuni （C. jejuni） と判明したため、アジスロマ

イシンに変更し、合計 1 週間治療した。脳脊髄液培養は陰性、便培養からは C. jejuni の発育を認め

た。母への問診で、児の出生 1 週間前に自宅で不十分な加熱処理をした鶏肉を摂取し、母と兄が胃腸

炎症状を認めていたことが判明した。兄の便培養からも C. jejuni の発育を認めた。 

【結論】 

C. jejuni は新生児の稀な菌血症の原因となりうる。診断には詳細な出産前の病歴を聴取することが

重要である。近年、カンピロバクターの薬剤耐性が問題となっており、免疫不全患者や重症患者に対し

てはカルバペネム系抗菌薬やアミノグリコシド系抗菌薬を検討する必要がある。また、感染予防として、

妊婦に対する食事指導の周知が必要である。 
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一般演題 ５  EHEC & Campylobacter Infection 

演題番号１4 

 

家族内感染で発症した腸管出血性大腸菌(O-157)による溶血性尿毒症症候群

の 1 例 
 

〇南方俊祐 1) 、近藤宏樹 1) 、大島理奈 1) 、舩戸 契 1) 、大前隆志 2) 、虫明聡太郎 1) 

1) 近畿大学奈良病院小児科 

2) 奈良県立医科大学小児科 

 

【はじめに】  

溶血性尿毒症症候群 (hemolytic uremic syndrome：HUS) は血小板減少、溶血性貧血、急性腎 

不全を 3 徴とする血栓性微小血管症であり、志賀毒素 (Vero toxin：VT) 産生性の腸管出血性大腸菌 

(Enterohemorrhagic Escherichia coli：EHEC) 感染症が、病因のおよそ 90%を占めている。

EHEC 感染症は感染症法の三類感染症に定められており、牛肉等の EHEC に汚染された食品を摂取す

ることにより感染する。国内では年間におよそ 3000 人が感染し、このうち 3-4%が HUS を発症する。

今回牛肉を摂取した両親からの水平感染により、感染が成立し HUS を発症した症例を経験したので報告

する。 

【症例】  

7 才女児、腹痛、下痢を主訴に近医を受診し抗生剤を処方され、症状の悪化と血便を認めたために第 3 病

日に当院に紹介され入院となった。細菌性腸炎を疑い抗生剤の投与を開始したが、第 6病日に浮腫、血液

検査にて BUN、Cre、LDH 等の上昇、血小板の減少等を認めたため、HUS と診断し血液浄化療法目的

に高次病院へ転院した。第 9 病日に不穏、頭痛等の神経症状を認め、HUS の増悪に対して血液浄化療法

導入となった。複数回の便培養で起因菌は検出されなかったが、軽度の下痢と血便を認め入院していた

同胞の便培養から、EHEC (O-157：VT1+2 産生) が検出された。 

【考察】  

本症例では、児の症状出現の 10 日前に両親が焼き肉を摂取、5 日前より両親に腹痛、下痢、発熱が出現

していた。児の摂取歴はなかったが摂取した両親にまず症状が出現し、遅れて児、同胞が発症したことか

ら、家族内での水平感染の可能性が考えられた。飲食店等を介した EHEC 集団感染は定期的に発生し話

題にのぼる事が多いが、本症例のような水平感染は決して稀ではなく、文献考察を交えて検討を行う。 
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一般演題 ５  EHEC & Campylobacter Infection 

演題番号１5 

 

腸管出血性大腸菌 O172 の集団感染による溶血性尿毒症症候群 
 

〇岩脇史郎 1) 、小林靖子 1)、田端洋太 1)、武井麻里子 1)、髙木陽子 1)、矢島千景 1)、池内由果 1)、

松井 敦 2)、伊豫田淳 3)、滝沢琢己 1) 

1)群馬大学医学部附属病院 小児科  

2)前橋赤十字病院 小児科 

3)国立感染症研究所 細菌第一部 

 

【緒言】 

今回、保育施設で集団発生した腸管出血性大腸菌（EHEC）O172 感染を経験した。施設関係者全員を

対象に検査を行い、15 人の園児で O172 感染が判明した。2 人が溶血性尿毒症症候群（HUS）を、2 人

が腎障害を伴う血栓性微小血管症（TMA）を発症した。一般診療で行い得る検査ではベロ毒素の検出と

起因菌の同定ができず、診断に難渋した。菌の同定に至った経緯を含め報告する。 

【経過】 

１例目は 2 歳男児。第 3 病日に HUS の診断で当院転院。第 5 病日に血液透析を導入。第 8 病日に血

液・凝固検査で増悪あり、便培養は常在菌のみ、直接法ベロ毒素と O157LPS 抗体は陰性であったこと

から非典型的 HUS を考慮して血漿交換を 1 回行った。第 10 病日より利尿あり、血液透析は第 9 病日

まで行った。同時期に同一保育園の児がHUSで入院し、施設での感染を疑った。第11病日の便と第3、

第 11 病日の血清を感染研に提出した。便培養の 1 コロニーで EHEC O172:H-/Hg25 VT2 を同定

した。上記血清で行った O172 抗原凝集抗体検査はいずれも陽性であり、第 27 病日に EHEC O172

感染による HUS と診断した。2 例目の HUS 症例、他院に入院した 3 例は、便から O172 を検出せず、

O172 抗原凝集抗体検査により血清学的に診断した。また、保健所により保育園の職員・園児の検便が

実施され、10 例から O172 が検出された。感染源は特定できなかった。 

【考察】 

本邦では 2011 年以降 O172 の分離は 14 株と少ない。今回の集団感染では少なくとも 2 名(13%)

が HUSを発症しており、O172はHUSを高率に発症する可能性がある。O172はクロモアガーSTEC

などの EHEC 選択分離培地で分離できず、診断に苦慮した。診断確定のために便や血清の検体保存は

重要であった。 
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一般演題 ６  Salmonella Infection 

演題番号 16 

非チフス性サルモネラ胃腸炎により敗血症様症状を呈した生後２か月女児 

 

〇谷河 翠 1）、堀野智史 2) 、佐藤愛理 3) 、桜井博毅 1) 

1) 宮城県立こども病院 総合診療科 リウマチ・感染症科 

2) 宮城県立こども病院 総合診療科 アレルギー科 

3) 宮城県立こども病院 検査部 

 

【はじめに】 

国内のサルモネラ感染症の多くは汚染食材や保菌ペットを介した非チフス性サルモネラによる胃腸炎で

あり、Self-limited な病態であるが、稀に菌血症や血管内感染を来たし、特に小児の不明熱の原因とし

て重要である。1 歳未満の乳児は重症サルモネラ感染症のリスク因子であり、注意が必要である。 

【症例】 

症例は生後 2 か月女児。特記すべき周産期歴はなく、基礎疾患は指摘されていなかった。混合栄養の児

であり、家庭内でペットの飼育歴は無く、同居家族は無症状であった。前日からの活気不良、排便回数の

増多、当日からの発熱を主訴に、当院救急外来を受診した。来院時点で 38.7℃の発熱、心拍数 209 回

/分の頻脈、網状皮斑、末梢冷感等の敗血症様症状を呈していた。各種培養検査を提出の上で

Cefotaxime による抗菌薬治療を開始し、入院 2 日目には解熱と活気の改善を認めた。入院 2 日目に

入院時便培養から Salmonella sp.が検出され、抗菌薬感受性に基づき入院 3 日目に抗菌薬を

Ampicillin へ de-escalation した。血液培養は陰性であったが、culture negative sepsis とし

て 7 日間治療を行った。再発予防のための衛生指導を実施の上で、入院 8 日目に自宅退院となった。 

【考察】 

早期乳児の消化器症状から便培養を提出し、診断に至った一例であった。本感染症に対する抗菌薬治療

は有症状期間を短縮せず、排菌期間を延長し、薬剤耐性化を促進することからルーチンでの投与は推奨

されていないが、本症例は入院時の臨床的重症度と月齢を考慮し抗菌薬治療を行い、軽快を得た。感染

経路は不明であったが、ミルク作製時の汚染の可能性が否定出来なかった。 

【結語】 

消化器症状を伴う敗血症様の乳児では本菌による菌血症を考慮する。抗菌薬治療は原則不要であるが、

限られた適応場面を理解しておくことが重要である。 
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一般演題 ６  Salmonella Infection 

演題番号 17 

Salmonella Chester 腸炎に関連した腸重積症と菌血症を来した幼児 

〇浅井眞穂 1)、熊谷秀規 1)、北村 薫 1)、奥村一輝 1)、坂野慎哉 2)、薄井佳子 2)、 

中俣彰裕 3)、田島敏広 1) 

1) 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児科 

2) 同 小児外科 

3) 同 小児画像診断部 

 

Salmonella Chester (SC)は、S. enterica の亜種で動物固有宿主はなく、様々な動物から分離さ

れる。ヒトから分離される SC は Salmonella sp.の 0.2%以下と、まれな血清型である。SC 腸炎に関 

連した腸重積症の報告はない。 

【症例】 

4 歳の男児。家族歴と既往歴に特記事項はない。モモンガをペットで飼っている。入院の約 3 週前に新型

コロナウイルス感染症 (COVID-19) に罹患したが、合併症や後遺症なく軽快した。5 日前に発熱し弛張

熱が持続し、さらに 3 日前からは腹痛と 1 日 5 回前後の水様下痢便も伴うようになった。入院当日の朝

から間欠的な腹痛があり、14 時と 20 時、21 時にそれぞれイチゴゼリー状の粘血便がみられた。休日夜

間診療所を受診したところ、腸重積症が疑われて当院を紹介受診した。腹部超音波検査で回腸結腸型の

腸重積症と診断した。また、回盲部周囲に腸間膜リンパ節の腫脹がみられた。ガストログラフィンを用い

た高圧浣腸によって整復し得たが、その後も発熱は持続した。便と血液の細菌培養検査で Salmonella 

sp.が同定されたため、入院 5 日目にセフトリアキソンの静注を開始したところ 2 日後に解熱した。菌血

症に対し 14 日間の抗菌治療を行った。便培養の血清型で SC が判明した。なお、モモンガの便培養で病

原菌は検出されなかった。 

【考察】 

小児腸重積症の好発年齢は 6～18 か月であり、好発年齢を外れる腸重積症では先進部となる器質的疾

患を考慮する必要があるが、本症例では超音波検査や整復時の注腸造影で明らかな病変は指摘し得な

かった。一方、COVID-19 関連の腸重積症の報告が増えており、その機序として免疫賦活化による腸管

リンパ濾胞過形成の関与が考えられている。本症例は SC 腸炎に伴って腸重積症を合併したと考えるが、

COVID-19 の影響も残っていたかもしれない。 
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一般演題 ６  Salmonella Infection 

演題番号 18 

感染経路としてペットの猫が考えられたサルモネラ腸炎の 1 例 

〇谷本和也 1)、溝部吉高 1)、若林 慶 1)、鈴木由芽 1)、郡司勇治 1)、高橋和郎 2) 、佐藤智幸 1) 

1) 国際医療福祉大学病院小児科 

２) 国際医療福祉大学病院 検査部 

 

【背景】 

サルモネラ腸炎は人畜共通感染症で食物，動物を介した経口感染で発症する．近年，食品からの感染は 

減少する一方，ペットの多様化に伴い動物からの感染報告が増えている．原因動物の多くはミドリガメ

などの爬虫類であり, 猫を感染源とする報告例はほとんどない. 今回，猫が感染経路と考えられたサル

モネラ腸炎の 1 例を経験した． 

【症例】 

5 歳男児. 同居家族に胃腸症状を有すものなし．生卵摂取なし．自宅内での猫の飼育あり．発熱, 腹痛, 

下痢のため近医で整腸剤を処方された. その後, 血便が出現したため当科紹介となった. 体温 37.5℃，

血圧 92/52 mmHg，脈拍 108 回/分．活気は低下し，腹部所見では臍周囲部に圧痛を認めた．反跳

痛や腹部膨満、腫瘤触知はなかった. 血液検査は WBC 7900 /μL, Hb 13.6 g/dL, Plt 26.0 万 

/μL, CRP 1.4 mg/dL, AST 25 IU/L, ALT 9 IU/L, LDH 241 IU/L, Amy 250 IU/L．エコー

で虫垂や膵臓腫大はなく，腹部レントゲンでも腸管ガスの異常拡張像や鏡面像はみられなかった．腸炎

の診断で，入院後は絶食補液による腸管安静を図り, 入院 4 日目には解熱し便性状も改善した．入院後，

便培養検査でサルモネラ菌が検出され，サルモネラ菌による細菌性腸炎と診断した．入院 6 日目，全身

状態も改善したため退院した． 

【考察】 

爬虫類や両生類，鳥類，犬，猫はサルモネラ属菌のキャリアとなりうる．保菌動物の多くは不顕性感染だ

が, 小児ではわずかな菌量でも腸炎を発症する．本症例では患児が他の家族と比較して猫と濃厚接触し

ていたこと．園や家族内で他に発症者がなかったことから，感染経路として猫が考えられた．細菌性腸

炎を疑う際は，食事内容だけでなく犬や猫などのペット飼育歴，接触の度合いについても詳細に確認す

ることが重要である． 
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日本小児消化管感染症研究会 役員一覧 

役職 氏名 施設名 

代表世話人 奥田真珠美 兵庫医科大学 小児科 

世話人 

虻川 大樹 宮城県立こども病院 総合診療科 

位田 忍 大阪母子医療センター 消化器・内分泌科 

梅津守一郎 済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科 

沖津 祥子 日本大学医学部 病態病理学系微生物学分野 

大日方 薫 順天堂大学 小児科 

鍵本 聖一 社会福祉法人 桜楓会 医療型障害児福祉施設 カリヨンの杜 

河島 尚志 東京医科大学 小児科学分野 

川村 尚久 大阪労災病院 小児科学分野 

窪田 満 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター総合診療部 

今野武津子 札幌厚生病院 小児科 

清水 俊明 順天堂大学 小児科 

清水 正樹 東京医科歯科大学 小児科 

杉田久美子 すぎた子どもクリニック 

高梨さやか 国立感染症研究所 感染症疫学センター 

世話人監事 田尻 仁 勇村医院 小児科 

世話人 

辰巳 正純 小樽協会病院 小児科 

田中 智之 社会医療法人 阪南市民病院 

津川 毅 札幌医科大学医学部 小児科 

徳原 大介 和歌山県立医科大学 医学部小児科学講座 

中田 修二 なかた小児科 

永田 智 東京女子医大病院 小児科 

中山 佳子 信州大学医学部 小児医学講座 

名木田 章 水島中央病院 小児科 

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 

蓮井 正史 はすい小児科 

藤澤 卓爾 藤沢こどもクリニック 

松岡喜美子 大阪府立急性期・総合医療センター 小児科 非常勤講師 

松永 健司 寝屋川生野病院 小児科 

山崎 伸二 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科獣医国際防疫教室 

天羽 清子 大阪市立総合医療センター 小児救急科 

新井 勝大 国立研究開発法人国立成育医療研究センター器官病態系内科部消化器科 

松岡 諒 東京慈恵会医科大学小児科 

野口 篤子 秋田大学小児科 

水落 建輝 久留米大学 小児科 
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役職 氏名 施設名 

世話人 

 

熊谷 秀規 自治医科大学 小児科学 

森岡 一朗 日本大学医学部 小児科学系小児科学分野 

垣内 俊彦 佐賀大学医学部附属病院 小児科 

顧問・監事 牛島 廣治 日本大学医学部 病態病理学系微生物学分野 

顧問 

尾内 一信 川崎医科大学 小児科学第 2 講座 

塩見 正司 愛染橋病院 小児科 

豊田 茂 野尻こどもファミリークリニック 

米沢 俊一 子どもは未来もりおかこどもクリニック 

大薗 恵一 大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学 教授 

小林 昭夫 東京家政学院大学 保険管理センター 

堤 裕幸 札幌医科大学医学部 名誉教授 

岡藤 輝夫 岡藤小児科医院 

中澤 晶子 山口大学 名誉教授 

森島 恒雄 愛知医科大学 客員教授 

事務局  〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 順天堂大学小児科学講座内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

日本小児消化管感染症研究会 会則 

 

第 1 条（名称） 

 本会は日本小児消化管感染症研究会と称する 

 

第２条(事務局) 

 本会の事務局は研究会代表の指定するところにおく 

 〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 

順天堂大学小児科学講座内  

 

第 3 条（目的） 

 本会は小児の消化管感染症に関する知識・技術の向上と研究の発展を図ることを目的とする 

 

第 4 条（事業） 

 本会は第 3 条の目的を達成のため、次の事業を行う 

 （1）学術集会の開催 

 （2）その他、本会の目的達成に必要な事業の開催 

 

第 5 条（会員） 

本会の会員は本会の趣旨に賛同する医師および研究者並びにその他で構成され、種別は次のとおりと

する 

  (1) 正会員 

    (2) 賛助会員 

 

第 6 条 

  本会に入会、または退会しようとする者は、所定の手続きに従って本会に申し出るものとする。 

なお新入会については世話人会で過半数の賛成を必要とする 

 

第 7 条 

  会員は次の事由により会員の資格を喪失する 

  (1) 退会の届出をしたとき 

   (2) 会費を２年以上滞納し、督促勧告に応じないとき 

   (3) その他会則に違反したとき 

 

第 8 条（役員） 

 本会に次の役員を置く    

 代表世話人  1 名 

 学術集会会長  1 名 
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世話人 若干名  

会 計  1 名 

監 事  2 名  

顧 問  若干名 

(1) 代表世話人は世話人の中から互選で選出し、総会で承認を得る 

(2) 学術集会会長は会員の中から世話人会が推薦し、総会で承認を得る 

(3) 世話人は会員の中から世話人会が推薦し、総会で承認を得る 

(4) 監事は世話人以外の会員の中から世話人会で推薦し、総会で承認を得る 

(5) 顧問は会員の中から世話人会が推薦し、総会で承認を得る 

 

第 9 条 

 代表世話人並びに他の役員の任期は 4 年とする。但し再任は妨げない 

 

第 10 条（運営） 

 1．代表世話人は年１回総会を召集し主催する 

2. 総会での議決には、総会参加会員の過半数の賛成を必要とする 

3．学術集会会長が年１回学術集会を開催する 

  4. 世話人会は本会の運営に関する事項を処理する。世話人会は世話人の 2/3 以上の出席で成立し、

議事は出席世話人の過半数の賛成により議決する 

 5. 監事は本会の会計について監査する 

 

第 11 条 (会則の変更) 

 会則の変更には世話人会の議決と総会の承認を要する 

 

第 12 条（経費） 

1． 正会員の年会費は、3000 円とする。この会の会計年度は毎年 1 月 1 日に始まり、 

同年 12 月 31 日に終わる。 

2．研究会開催時には事務局から 15 万円の補助を行う。 

 

付則 

 1. 本会則は平成 17 年 3 月 26 日から実施する 

2．正会員の年会費は、3000 円とする 

付則 

 1．本会則は平成 29 年 2 月 4 日、改正、施行する。 

付則 

1. 本会則は平成 30 年 2 月 3 日、改正、施行する。 

 

 



37 
 

＜協賛企業一覧＞ 

 
第 1９回日本小児消化管感染症研究会の開催に際し、ご支援頂きましたことを深謝致します。 

 
第 19 回 日本小児消化管感染症研究会 

当番世話人 熊谷 秀規 
自治医科大学小児科学 

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科 

                                          

                

＜共催セミナー＞  

ミヤリサン製薬株式会社   

  

＜協賛金＞  

あすか製薬株式会社  

  

＜広告協賛 A＞  

杏林製薬株式会社 ヤンセンファーマ株式会社 

MSD 株式会社 本多電子株式会社 

日本小児 IBD 研究会 株式会社ミズホメディー 

ミヤリサン製薬株式会社  

  

＜広告協賛 B＞  

株式会社 タウンズ   積水メディカル株式会社 

持田製薬株式会社 グラクソ・スミスクライン株式会社  

日本化薬株式会社 田辺三菱製薬株式会社 

一般社団法人 日本血液製剤機構 武田薬品工業株式会社 

富士フイルムメディカル株式会社 ノボ ノルディスクファーマ株式会社 

エーザイ株式会社 ファイザーR＆D 合同会社 

株式会社 大塚製薬工場 アポプラスステーション株式会社 

  

＜企業展示＞  

バイオガイアジャパン株式会社 アポプラスステーション株式会社 

  

＜労務支援＞  

マルホ株式会社 田辺三菱製薬株式会社 
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＜会場アクセス＞
　　　アポプラスステーション株式会社 本社　10 階　講演会場

　　　住所 ：〒103-0027　東京都中央区日本橋二丁目 14 番 1 号　フロントプレイス日本橋

地下鉄 東京メトロ 東西線 ・ 銀座線 ・ 都営浅草線 「日本橋 」 駅 （D1 出口） 徒歩 1 分
地下鉄 東西線 ・ 日比谷線 「茅場町」 駅 （12 番出口） 徒歩３分
地下鉄 半蔵門線 ・ 銀座線 「三越前」 駅 （B6 出口） 徒歩 6 分
JR 「東京」 駅 八重洲地下街 （23 番出口） 徒歩７分
JR 「東京」 駅 （日本橋口） 徒歩 15 分

第 19 回 日本小児消化管感染症研究会 

当番世話人　熊谷 秀規 (KUMAGAI Hideki)
自治医科大学小児科学

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科

〒329-0498 栃木県下野市薬師寺 3311-1

＜運営代行 ・ 問い合わせ先＞

専用メール ： shoni.shokakan.kansen19@gmail.com

Med-Link Consulting　窓口　稲場昭喜

第 19 回日本小児消化管感染症研究会　Web サイト

https://shoni-syokakan.mlconsulting.jp/
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