
第 31 回日本眼感染症学会 
 

日時：1994 年 10 月 14 日(金)、15 日(土) 
場所：浅草・すみだリバーサイドホール（東京都墨田区吾妻橋 1-23-20） 
会長：宮永嘉隆   東京女子医科大学附属第二病院眼科第 2 医局 
  
10 月 14 日(金)9：00－18：30 
■ 一般口演：細菌（Ⅰ） 
 1．ハードコンタクトレンズ装用者におけるヒト結膜嚢内のコアグラーゼ陰性ブド 

 ウ球菌の動態 
  中沢雅美、前田はづき、栗原理恵、小篭弘子、神力祐子、宮永嘉隆 
  (女子医大第二病院) 

 2．片眼ソフトコンタクトレンズ連続装用患者の細菌培養：装用眼と非装用眼の比 
  較 
  檜垣史郎 (市立八幡浜総合病院)、下村嘉一 (大阪大)、高橋 正、狩野 廉、 
  木田一男、日下佳苗、生島 操、大嶋禎二 (松山赤十字病院) 
 3．高齢者における眼瞼、結膜嚢細菌叢 
  古田えみ、星合 純、西山文子、山本由記雄 (東京都多摩老人医療ｾﾝﾀｰ) 
  伊藤雄二 (同臨床病理科) 
 4．術前結膜嚢細菌培養と抗菌剤点眼の効果 
  菅井哲也、小木曽正博、香川正博 (国立善通寺病院)、井上慎三  
  (大島青松園)、松村香代子 (香川小児病院)、三崎昌史 (回生病院) 
  小路竜一 (四国中央病院) 
■ 一般口演：細菌（Ⅱ） 
 5．Goldmann 圧平眼圧計プリズムの細菌汚染 
  笹川智幸、阿部達也 (新潟大)、大石正夫 (信楽園病院) 
 6．白内障手術終了時における房水細菌検出率－消毒方法による差異－ 
  安田冬子 (大阪回生病院)、川口 敏 (近畿中央病院)、川村俊彦 
  (大阪労災病院)、原 二郎 (原眼科)、東堤 稔 (大阪大微生物病研究会) 
 7．眼感染症における年齢別検出菌の動向 
  宮尾益也、本山まり子、阿部達也、笹川智幸 (新潟大)、 
  大石正夫 (信楽園病院) 
 8．外眼部感染症検出菌の検討－1989～1993 年－ 
  浅野浩一 (公立宇出津総合病院)、村山禎一朗、小原啓之、北川和子、 
  佐々木一之 (金沢医大)、早瀬 満 (同臨床病理学教室) 
 9．眼感染症原因菌の最近 9 年間の年次推移－1985～1993 年 



  金子行子、大西裕子 (至誠会第二病院)、長田冨香 (同中央検査部) 
■ 一般口演：結膜炎その他 
 10．偽膜形成を伴った成人の流行性角結膜炎 
  樋口眞琴、石丸裕晃、井川知代子、小阪祥子、大塚秀勇 (大塚眼科病院) 
  吉田靖宏 (札幌市衛生研究所) 
 11．宮崎県における急性出血性結膜炎の流行 
  磯部和美、齋藤和香、大野重昭 (横浜市大)、原田一道  
  (宮崎中央眼科病院)、吉野修司 (宮崎県衛生環境研究所)、成澤 忠、 
  石古博昭 (三菱油化ビーシーエル)、青木功喜 (青木眼科) 
 12．シェーグレン症候群の発症と Epstein-Barr virus との関連性 
  足立和加子、西田幸二、横井則彦、木下 茂 (京都府立医大) 
  相馬久乃 (宇治徳洲会病院) 
 13．アデノウイルス抗原検出キット IDEIATMアデノウイルスの使用経験 
  金井 光、磯部和美、大野重昭 (横浜市大)、青木功喜 (青木眼科) 
 14．クラミジア結膜炎患者の IgM 抗体測定 
  鈴木克也 (横浜市大)、青木功喜 (青木眼科)、沼崎 啓、千葉峻三 
  (札幌医大小児科)、大野重昭 (横浜市大)  
■ 一般口演：真菌（Ⅰ） 
 15．フルコナゾール治療に抵抗し前房内へ拡大した角膜移植後カンジダ感染症の 

一例 
 切通 洋、根津永津、趙 容子、井上幸次 (大手前病院)、山中喜代治 
 (同細菌検査室) 

 16．緑内障手術後に角膜真菌症を生じた 1 例 
  清水一之、田村めぐみ、水流忠彦 (東京大) 
 17．角膜内皮側の病巣を吸引除去して治癒した角膜真菌症の 1 例 
  田中晶子、熊野祐司、菅井 滋、重藤真理子、大西克尚 (九州大) 
  太田浩平 (同皮膚科)、松井弘治 (宗像眼科) 
 18．角膜真菌症に対する加齢の影響 
  阿部達也、笹川智幸、宮尾益也、本山まり子 (新潟大)、大石正夫 
  (信楽園病院) 
■ 一般口演：真菌（Ⅱ） 
 19．急性骨髄性白血病の治療中の女児に発症した真菌性眼内炎の一例 
  早津宏夫、海老原伸行、横山利幸 (順天堂大) 
 20．Alternaria による眼内炎の一例 
  沖泊 聡、鎌田芳夫、徳久貴也、坂部功生、酒井 勉、野口英郎  
  (慈恵会医大) 



 21．AIDS 患者における眼重感染症 
  山内康行、佐藤由子、佐多徹太郎、西連寺 剛、倉田 毅 
  (国立予防衛生研究所感染病理部)、薄井紀夫、佐藤 浩、坂井潤一、 
  臼井正彦 (東京医大)、杉村大作、福武勝幸 (同臨床病理科) 
 22．本邦における内因性真菌症眼内炎－1987～1993 年末までの報告例の集計－ 
  松本聖子、藤沢佐代子、石橋康久、太刀川貴子、高沢朗子、岡田克樹、 
  アウン・キョ・ニュン、李 偉、宮永嘉隆 (女子医大第二病院) 
■ 一般口演：寄生虫その他 
 23．脳膿瘍を併発した眼窩膿瘍の 1 例 
  星 美穂、黒澤二郎、稲田紀子 (日本大)、片山容一 (同脳神経外科) 
 24．アカントアメーバ cyst の Aging について 
  岡田克樹、石橋康久、アウン･キョ･ニュン、宮永嘉隆 (女子医大第二病院) 
  堀内秀紀、石井圭一 (法政大生物研究室) 
 25．眼底に移動性の肉芽様病巣を認めたイヌ蛔虫幼虫症の一例 
  古田寿男、京兼郁江、長坂智子、安藤文隆 (国立名古屋病院) 
 26．パーカ生食により発症した眼トキソプラズマ症の一症例 
  助川祥一、李 偉、手塚聡一、内野 充、宮永嘉隆 (女子医大第二病院) 
  浅井隆志、竹内 勤 (慶應大寄生虫学) 
 27．伝染症膿痂疹にともなった結膜炎 
  中川裕子、徳島邦子 (徳島診療所)、中川 尚 (女子医大) 
■ 招待講演： 
 「Infections of the Retina in Immunocompetent and Immunosuppressed  
 Hosts」 
  Gary Norman Holland M.D. (米国 UCLA) 
■ 記念講演： 
 「メラニン親和性薬剤による眼、内耳、脳幹部障害の発生機序」 
  三井幸彦 (徳島大) 
 
10 月 15 日(土)9：00－17：40 
■ 一般口演：術後感染 
 28．白内障術後 P.acnes 眼内炎の 1 例 
  栗田正幸、秦野 寛 (横浜市大浦舟病院)、田中香純 (横須賀共済病院) 
 29．小切開眼内レンズ挿入術後の日和見感染により生じた細菌性角膜炎の一症例 
  飯谷秀和、近間泰一郎、長谷川 靖、西田輝夫 (山口大) 
 30．早期硝子体手術により寛解を得た緑内障術後晩期感染症の 1 例 
  望月清文、三宅 幸、岡田和正、一圓三恵子、直原修一 (岐阜大) 



 31．網膜剥離術後にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）による眼感染症を 
おこした一例 

  小嶋義久、馬嶋清如、後藤 肇、久納岳朗、野川秀利 (藤田保健衛生大) 
 32．肝膿瘍原発と考えられる内因性眼内炎の 1 例 
  中尾 寛、三木統夫、高木 茂、瀬戸川 章、隈上武志、玉井嗣彦 
  (鳥取大) 
■ 一般口演：肝炎とインターフェロン 
 33．眼内液中の C 型肝炎ウイルスについての検索 
  武村麻子。望月清文、田辺譲二 (金沢大)、酒井明人、金子周一、 
  鵜浦雅志 (同内科学第一) 
 34．C 型肝炎ウイルス関連網膜症の臨床的特徴 
  阿部 徹、中島亜子、佐藤直樹、小泉敏樹、櫻木章三 (秋田大) 
  萱場忠一郎 (まこと眼科)、小野 剛、倉光智之、小松眞史、正宗 研 
  (秋田大第一内科) 
 35．慢性 C 型肝炎に対するインターフェロン使用者の眼所見の検討 
  田原義久、本田祐恵、村上雅一、大西克尚 (九州大)、岡田豊和 
  (福岡赤十字病院)、石橋大海 (九州大第一内科) 
■ 一般口演：抗菌薬 
 36．点眼液の薬動力学的パラメーターとしての AQCmax の提案 
  三井幸彦 (徳島大)、大石正夫 (新潟大)、佐々木一之 (金沢大) 
  大橋裕一 (愛媛大) 
 37．点眼用抗菌薬の眼内薬動力学的パラメーターとしての AQCmax の測定 
  福田正道、佐々木一之 (金沢医大)、三井幸彦 (徳島大)、大石正夫 
  (新潟大)、大橋裕一 (愛媛大) 
 38．オフロキサシンおよびレボフロキサシン点眼液の薬動力学的パラメーター 
  河嶋洋一、高階秀男 (参天製薬開発研究所)、臼井正彦 (東京医大) 
 39．黄色ブドウ球菌の家兎前房内接種モデルに対するレボフロキサシン（LVFX） 
  点眼液の効果 
  木村奈都子、毛塚 潤、柏瀬光寿、山内康行、熊倉重人、薄井紀夫、 
  臼井正彦 (東京医大)、小池直人、水野文雄 (同微生物学教室) 
 40．レボフロキサシン硝子体内注入のウサギ網膜に及ぼす影響 
  大久保真司、望月清文、鳥崎真人、山下陽子、小松雅樹、棚橋俊郎、 
  緒方正史 (金沢大)、梶村哲世 (第一製薬㈱開発研究所) 
■ 特別講演： 
 「抗菌薬開発の動向と臨床、そして将来」 
  嶋田甚五郎 (聖マリ医大) 



■ 一般口演：ヘルペス（Ⅰ） 
 41．アシクロビル耐性臨床分離株における thymidine kinase の分子生物学的解析 
  井上幸次 (大手前病院)、姚 玉峰、下村嘉一 (大阪大)、加瀬哲男 
  (大阪府立公衆衛生研究所)、大橋裕一 (愛媛大) 
 42．角膜ヘルペスにおける診断法－ウイルス mRNA 検出－ 
  森 康子 (行岡病院)、井上幸次、下村嘉一 (大阪大)、加瀬哲男 
  (大阪府立公衆衛生研究所) 
 43．単純ヘルペス結膜炎におけるウイルス抗原検出 
  中川 尚、荒木博子、木全奈都子、渡辺真由美 (女子医大) 
 44．Polymerase chain reaction(PCR)と制限酵素切断法を用いた角膜ヘルペスの 

ウイルス型診断法 
 工藤英治、賀島 誠、塩田 洋、三村康男 (徳島大) 

■ 一般口演：ヘルペス（Ⅱ） 
 45．エキシマレーザー術後に認められた偽樹枝状角膜炎 
  大野貴之、渡辺 仁、切通 彰、下村嘉一、田野保雄 (大阪大) 
 46．角膜移植後の角膜ヘルペス再発例の検討 
  阿部乃里子、田川義継、松田 彰、津田久仁子、松田英彦 (北海道大) 
 47．初感染と思われる両側性ヘルペス性角膜炎の症例 
  北川 均、木村泰朗、堀田喜裕、藤木慶子、金井 淳 (順天堂大) 
  丹羽康雄 (丹羽眼科医院) 
 48．角膜ヘルペスの病型の軽症化に対するアシクロビル眼軟膏の効果 
  山上博子、坂野菊子、吉野圭子、中川 尚、高村悦子 (女子医大) 
 49．ステロイド点眼で誘発された幼児角膜ヘルペス症例 
  日下陽子 (市立泉佐野病院)、坂上憲史 (愛媛大)、宮本和久  
  (大阪労災病院)、渡辺 仁、切通 彰、下村嘉一 (大阪大) 
■ 一般口演：PCR 
 50．PCR-REA 法によるアデノウイルスの型別 
  齋藤和香、磯部和美、大野重昭 (横浜市大)、大嶋 彰、大林まや、 
  中嶋治彦、石古博昭 (三菱油化ビーシーエル)、青木功喜 (青木眼科) 
 51．コアラ結膜炎を起こすクラミジアの PCR による同定 
  伊藤典彦 (横浜市大)、高島郁男、橋本信夫 (北海道大獣医)、Peter Timms 
  (クイーンズランド工科大微生物) 
 52．PCR(polymerase chain reaction)法にて human papilloma virus(HPV)6 型が 

検出された結膜乳頭腫の 1 例 
 黒坂三花、木全奈都子、中川 尚 (女子医大) 

 53．PCR 法が診断治療に有効であった Zoster sine herpete の一例 



  下村嘉一、山村修士、宮本和久、田野保雄 (大阪大)、張 國中、 
  多田 玲 (市立池田病院) 
■ 一般口演：サイトメガロウイルスその他 
 54．水痘帯状疱疹ウイルスの関与が疑われた片眼性動脈周囲炎の 2 症例 
  佐藤直樹、阿部 徹、櫻木章三 (秋田大) 
 55．先天性免疫不全症児の骨髄移植後に発症した予後不良の網膜炎の 2 例 
  山下 悟、宮川 茂、森嶋直人、赤澤嘉彦 (東京医歯大)、前田浩利、 
  長沢正之 (同小児科) 
 56．サイトメガロウイルス網膜炎の 2 症例 
  薄井紀夫、山内康行、箕田 宏、松浦岳司、後藤 浩、坂井潤一、 
  臼井正彦 (東京医大)、鈴木隆史、賀来雅弘、立山雅巳、福武勝幸 
  (同臨床病理科) 
 57．骨髄移植後に発症したサイトメガロウイルス網膜炎の 1 例 
  永田洋一 (東京大)、三好 和 (久留米大)、藤野雄次郎 (東京大) 
  望月 學 (久留米大) 
 58．レガビルマブのサイトメガロウイルス（CMV）網膜炎に対する治療効果 
  －スコア化による評価－ 
   坂井潤一、臼井正彦 (東京医大)、島田 馨 (東京大医科研感染免疫内科) 
   TI-23CMV 網膜炎研究会 
■ 教育講演： 
 「抗微生物剤の硝子体内許容投与量－電気生理学的検討」 
  河崎一夫 (金沢大) 
 


