第 26 回日本眼感染症学会
日時：1989 年 7 月 15 日(土)、16 日(日)
場所：フェスティバルリサイタルホール（大阪市北区中之島 2-3-18）
会長：原

二郎

近畿中央病院眼科

7 月 15 日(土)9：55－
■ 一般口演
1．点眼剤のヒト結膜嚢内残留濃度に関する検討
(１)抗生剤・抗菌剤点眼について
富井隆夫、村野秀和、福田正道 (金沢医大)
2．常用点眼液の汚染度の検査成績
宮尾益也、坂上富士男、田沢

博、大石正夫 (新潟大)

3．NY-198(Lomefloxacin)の房水中での有効濃度維持のための点眼方法の検討
鮫島昭悟、小河貴裕 (千寿製薬㈱伊丹研究所)、内田幸男 (女子医大)
4．ウサギ緑膿菌性眼内炎に対する合成抗菌剤 NY-198(Lomefloxacin)の点眼によ
る抑制効果
秦野

寛、井上克洋、王

麗萍、肖

霞 (横浜市大)

5．セラチアおよび緑膿菌の組織内増殖に対する ovomacroglobulin の影響
宮川真一、松本光希、岡村良一 (熊本大)、鎌田龍二
(熊本大、山鹿市立病院)、A.Molla、前田

浩 (熊本大微生物)

6．成人型封入体結膜炎患者の血清ならびに涙液中の抗 C.trachomatis 抗体の推移
尚、佐々木淳子、中川裕子、内田幸男 (女子医大)

中川

7．眼感染症由来検体より分離した Moraxella(B) catarrhalis の細菌学的検討
坂本雅子、東堤

稔、深井孝之助 (大阪大微生物病研究会臨床検査部)

8．ELISA によるアデノウイルス結膜炎の診断
岡本茂樹、斉藤喜博、呉
原

雅美、中谷

一 (大阪厚生年金病院)

二郎 (近畿中央病院)、加瀬哲男、峯川好一

(大阪府立公衆衛生研究所)
9．手術眼に多数例の発症を見た流行性角結膜炎の院内感染の特徴について
内尾英一、稲村幹夫、岡田和四郎、佐伯宏三 (小田原市立病院)
秦野

寛 (横浜市大)

10．コクサッキーウイルス A24 型変異株による急性出血性結膜炎の 1 例
山崎謙治、大石
原

功、峯川好一 (大阪府立公衆衛生研究所)

二郎 (近畿中央病院)、岡本茂樹 (大阪厚生年金病院)

11．人工透析患者に発症した重症眼部帯状疱疹の一例

寺西千尋 (名寄市立総合病院)
12．シメチジンによる眼部帯状疱疹の治療経験
北川和子、佐々木一之 (金沢医大)
13．偽樹枝状病巣から診断された皮疹を欠く帯状ヘルペスの 1 例
高野博子、高村悦子、中川

尚、内田幸男 (女子医大)

14．角膜ヘルペス患者に認められた偽樹枝状角膜炎の 1 例
岡本仁史、松尾くる美、大路正人、下村嘉一 (大阪労災病院)
15．ヘルペス性角膜炎より分離された HSV 株の抗ウイルス剤感受性
康子 (日生病院)、井上幸次、真鍋禮三 (大阪大)

森

下村嘉一 (大阪労災病院)
16．電顕的酵素抗体法による単純ヘルペスウイルス感染細胞中の glycoprotein D
の局在について－時間的経過－
益田

徹、山根

晃、坂田広志 (広島大)、吉田秀人 (広島記念病院)

岩本俊之 (広島鉄道病院病理)
17．実験的ヘルペス性角膜炎に於けるシクロスポリン（CYA）の全身及び局所投
与の効果
木村泰朗、金井
中島

淳、山口達夫 (順天堂大)、奥村

康 (同免疫)

章 (順天堂大)

18．樹枝状角膜炎に対するアシクロビル錠の治療経験
中川ひとみ、高村悦子、高野博子、佐々木淳子 (女子医大)
19．実質型角膜ヘルペスに対する積極的ステロイド点眼療法
平光忠久、諏訪大三郎、阿部枝美子 (浜松医大)
20．ヘルペスによる栄養障害性角膜潰瘍の形成要因
下村嘉一 (大阪労災病院)、森

康子、木下裕光、前田直之、真鍋禮三

(大阪大)
■ 招待講演：
「臨床ウイルス学の展望」
加藤四郎 (大阪大微生物病研究所)
■ 一般口演
21．角膜真菌症の変遷
井上須美子 (阿南共栄病院)
22．角膜真菌症に Fusarium 感染が増加した理由
三井幸彦 (徳島大)
23．IVH（中心静脈高カロリー輸液）に合併した真菌性眼内炎の 3 例
坂上富士男、田沢

博、本山まり子、大石正夫 (新潟大)

24．最近経験した真菌性眼内炎の 8 例

智、宇山昌延 (関西医大)

山田佳苗、神田
25．転移性眼内炎の一例
杉山麗子、原

吉幸 (大阪大)、原

育子 (大阪府立病院)

26．白内障術前無菌法の細菌学的効果－とくに嫌気性菌について－
荒木かおる、谷口永津、小沢孝好、原
東堤

二郎 (近畿中央病院)

稔 (大阪大微生物病研究会)

27．新しい抗生剤（フロモキセフナトリウム）の網膜におよぼす影響
小松雅樹、望月清文、鳥崎真人、山下陽子、河崎一夫 (金沢大)
28．抗生剤の硝子体内注入後に発生した薬物性網膜障害の 2 例
三木大二郎、矢田浩二、前田利根、樋田哲夫、藤原隆明 (杏林大)
■ 特別講演：
「細菌性眼感染症と化学療法」
大石正夫 (新潟大)
7 月 16 日(日)9：00－
■ 一般口演
29．Acanthamoeba Castellanii の角膜感染における病原性の比較
飯島千津子、笹井章子、宮永嘉隆 (女子医大第二病院)
竹内

勤、小林正規 (慶應義塾大寄生虫)

30．アカントアメーバ角膜炎の 1 例
塩田

洋、小西裕美子、谷

英紀、大谷和子、三村康男 (徳島大)

伊藤義博、姫野国祐 (同寄生虫)、石井圭一 (法政大生物)
31．サブロー培地を用いたアカントアメーバの分離に関する研究
加藤俊彦 (阿波病院)、塩田

洋、新田敬子、猪本康代、三村康男

(徳島大)、伊藤義博 (同寄生虫)、程

争平 (南通医学院)

32．健常 CL 装用者保存液からの Acanthamoeba の分離
渡辺亮子、石橋康久、加畑隆通、野々山智仁、本村幸子 (筑波大)
入江勇治、安羅岡一男 (同医生物)、石井圭一 (法政大生物)
33．イトラコナゾール内服が奏効した Acanthamoeba 角膜炎の 1 例
石橋康久、渡辺亮子、本村幸子 (筑波大)、入江勇治、安羅岡一男
(同医生物)、石井圭一 (法政大生物)、吉田希望、徳久貴也、大野

仁

(慈恵会医大)
34．両眼に acute hydrops 様所見を呈した角膜感染症の一例
西田幸二、井上幸次、中川やよい、大橋裕一、木下
真鍋禮三 (大阪大)
35．新潟大眼科における緑膿菌感染症

茂、湯浅武之助、

田沢

博、坂上富士男、宮尾益也、大石正夫 (新潟大)

36．眼症状より肺結核の存在が明らかになった角膜実質炎の 1 例
渡辺

仁 (大阪回生病院)、大橋裕一 (大阪大)、渡辺晶子 (大阪船員病院)

藤本房子 (淀川キリスト教病院)、真鍋禮三 (大阪大)
37．難治性眼感染症に対する化学療法剤とポリグロビンの併用効果
本山まり子、田沢
(新潟大)、今井

博、坂上富士男、大桃明子、宮尾益也、大石正夫

晃 (水原郷病院)

38．風疹ウイルスが分離できた先天性風疹症候群の 1 例
臼井正彦、関

文治、川原純一、若林美宏 (東京医大)、倉田

毅、

松野哲也 (予研)
39．東洋眼中の人体寄生の 2 例
小木曽正博 (坂出回生病院)、井上慎三、西原

勝 (国立善通寺病院)

松村香代子 (香川小児病院)、小野忠相、中林敏夫
(大阪大微生物病研究所)
40．Ocular toxocariasis の 5 症例
関

文治、坂井潤一、頼

徳治、野中茂久、臼井正彦 (東京医大)

田辺正信 (慶應義塾大寄生虫)、辻

守康 (広島大寄生虫)

■ 教育講演：
「外眼部の感染防御機構」
田川義継 (北海道大)
「角膜ヘルペスにおける免疫グロブリン療法」
大橋裕一 (大阪大)

