
第 32 回日本眼感染症学会 
 

日時：1995 年 7 月 1 日(土)、2 日(日) 
場所：北海道大学学術交流会館（札幌市北区北 8 条西 5 丁目） 
会長：松田英彦   北海道大学医学部眼科学教室 
  
7 月 1 日(土)9：15－18：30 
■ 一般口演：細菌・他（Ⅰ） 

 1．眼感染症における嫌気性菌の検出状況(1991～1994 年) 
  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) 
 2．アカントアメーバ角膜炎の確定診断における培地の比較 
 －第 2 報・細菌および真菌に汚染された臨床材料を標本とした場合－ 
  石橋康久、石尾 香、岡田克樹、アウン・キョ・ニュン、李 偉 
  宮永嘉隆 (女子医大第二) 
 3．アイバンク提供眼保存液の細菌検査－その 2 
 －EP-Ⅱ液とオプチゾールにおける比較検討－ 
  片岡晶子、木村泰朗、上杉祐子、太田俊彦、佐渡一成、中安清夫 
  金井 淳 (順天堂大)、小栗豊子 (同臨床病理) 
 4．白内障手術における灌流操作の有用性の検討 
  阿久津美由紀 (横須賀北部共済病院)、戸塚伸吉、関 保、稲富 誠 
  小出良平 (昭和大) 
 5．ソフトコンタクトレンズの付着物に対する真菌学的検討 
  小松 章、針谷明美、太根節直 (聖マリ医大) 
 6．ブドウ球菌の縫合糸への付着性の検討 
  上甲武志、岡本茂樹、大橋裕一 (愛媛大)、大ヶ瀬浩史 (同手術部) 
  村瀬光春 (愛媛大検査部) 

■ 一般口演：細菌・他（Ⅱ） 
7．白内障術後細菌性眼内炎で見られた眼内レンズ表面における biofilm 感染症 
 阿部達也、笹川智幸、澤口昭一、吉沢豊久 (新潟大) 

大石正夫 (信楽園病院) 
 8．涙小管炎の病因診断 
  生田まなみ、亀山和子、中川 尚、内田幸男 (女子医大) 
  三上 襄 (千葉大真核微生物研究センター) 
 9．実験的緑膿菌角膜感染モデルに対する Levofloxacin 点眼薬および眼軟膏の効果 
  柏瀬光寿、横井秀俊、熊倉重人、臼井正彦 (東京医大) 



  小池直人、水野文雄 (同微生物) 
 10．各種角膜感染症経過後の角膜形状変化 
  亀井裕子、石橋康久、太刀川貴子、藤沢佐代子、高沢朗子、岡田克樹 
  Aung Kyaw Nyunt、李 偉、宮永嘉隆 (女子医大第二) 
 11．虹彩表面の鉄片異物に対する早期の生体反応 
   ～異物周囲組織と前房細胞の電子顕微鏡的観察～ 
  安岡一夫、林 暢紹、高橋 徹、上野脩幸 (高知医大) 
  小島善治 (高知県立西南病院) 
■ 一般口演：症例（Ⅰ） 

12．ニューキャッスル病ウイルスによる結膜炎の一例 
 井上智之、井上由美子、前田直之、渡邉 仁、切通 彰、下村嘉一 
 (大阪大)、林 皓三郎 (神戸市環境保健研究所) 
13．海外から持ち込まれた急性出血性結膜炎の流行 
 内尾英一 (横浜市大)、工藤英夫 (工藤眼科)、石古博昭  

(三菱化学ビーシーエル)、青木功喜 (青木眼科)、大野重昭 (横浜市大) 
 14．翼状片術後に続発した眼窩蜂巣炎の 1 例 
  酒井理恵、阿部達也、笹川智幸、太田亜紀子 (新潟大) 
 15．眼窩アスペルギルス症の 1 例 
  竹ノ内弘昌、鬼木隆夫、重藤真理子、熊野祐司 (九州大) 
  大西克尚 (和歌山県立医大) 
■ 一般口演：症例（Ⅱ） 

16．非定型抗酸菌角膜炎の 1 例 
 笹川智幸、阿部達也 (新潟大) 
17．東京女子医大第二病院で最近 6 ヶ月に経験された細菌性角膜腫瘍の 7 症例 
 前田はづき、原田 卓、石尾 香、高沢朗子、助川祥一、亀井裕子 
 石橋康久、宮永嘉隆 (女子医大第二) 
18．ランドルト環型角膜上皮炎の 2 症例 
 足立和加子、西田幸二、粉川範子、阪谷洋士、横井則彦、木下 茂 
 (京都府医大)、古賀暢子 (古賀眼科)、高橋 寛 (高橋眼科) 
19．白内障術後に発症した眼内炎 5 例の検討 
 朴 智華、宮田 章、木崎宏史、谷口重雄 (昭和大藤が丘病院) 
20．G 群溶血性連鎖球菌による全眼球炎の一症例 
 中川孝一、田川義継、松田 彰、加藤英夫 (北海道大) 
 長田兼平 (砂川市立病院) 

■ 一般口演：症例（Ⅲ） 
21．愛媛大学における最近 3 年間の角膜真菌症の検討 



 島村一郎、近藤容子、宇野敏彦、高橋圭三、岡本茂樹、大橋裕一 
 (愛媛大) 
22．Fusarium による角膜真菌症の 1 症例 
 柿田哲彦 (茨城西南医療センター病院)、渡邉亮子、関根康生、臼本奈利 
 本村幸子 (筑波大) 
23．稀な角膜真菌症の 2 例 
 堀 暢英、一圓公治、望月清文 (岐阜大)、岡部いづみ (羽島市民病院) 
 石橋康久 (女子医大第二病院)、北澤克明 (岐阜大) 
24．結膜被覆術が奏効した角膜ヘルペス穿孔例 
 北川和子、小田 円、小原啓之 (金沢医大) 

■ 一般口演：症例（Ⅳ） 
25．PCR を用いた点状角膜上皮炎に対するウイルス学的検討 
 岡本茂樹、島村一郎、大橋裕一 (愛媛大)、石川明邦 (鷹の子病院) 
 奥野寿臣、林 皓三郎 (神戸環境保健研究所) 
26．PCR 法が診断に有用であった重症角膜潰瘍の 2 例 
 東松敦子、堀 暢英、安藤優子、望月清文 (岐阜大) 
27．全層角膜移植後の樹枝状角膜潰瘍発症例の検討 
 金子行子、大西裕子、榎本孝江 (至誠会第二病院) 
28．抗単純ヘルペスウイルス IgM 抗体陽性の円板状角膜炎 
 中川 尚、木全奈都子、荒木博子 (女子医大) 
29．帯状ヘルペス角膜炎の臨床像について 
 木全奈都子、中川 尚、荒木博子 (女子医大) 

■ 一般口演：ヘルペス（Ⅰ） 
30．実質型角膜ヘルペスにおける免疫組織学的検討 
 岩崎 隆、斎藤圭子、高浦典子、稲田紀子、庄司 純、澤 充 (日本大) 
31．ステロイドによるヘルペスウイルスの再活性化 
 森 康子、青野利哉、山西弘一 (大阪大細菌)、前田直之、渡辺 仁 
 永江康信、切通 彰、下村嘉一、田野保雄 (大阪大) 
32．同一患者より分離されたアシクロビル耐性株と感受性株の 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) 

 33．9-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosy1)adenine 抗ヘルペス作用の検討 
  新田敬子、塩田 洋、内藤 毅、三村康男 (徳島大) 

丸山徳見 (徳島文理大薬学) 
 34．眼病変からの HHV-6,7DNA の検出 



  林 皓三郎、奥野壽臣、大石英明 (神戸市環境保健研究所)、森 康子 
  山西弘一 (大阪大細菌)、高村悦子 (女子医大)、佐々木かおる  

(近畿中央病院)、谷川 実 (神戸大) 
■ 一般口演：ヘルペス（Ⅱ） 

35．単純ヘルペス角膜炎に対するアンチセンス療法の試み－基礎的検討第一報－ 
 長谷英樹、永富絵美、大川晴美、宮尾洋子、鳥山聖子、宮永嘉隆  

(女子医大第二)、岩谷若夫、田村信也 (科研製薬)、東海林洋子、乗松美貴 
嶋田甚五郎、水島 裕 (聖マリ医大難治研) 

 36．網膜組織における Epstein-Barr virus の潜伏感染の可能性 
  山内康行、後藤 浩、松浦岳司、箕田 宏、坂井潤一、臼井正彦  

(東京医大)、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) 

 37．実験的ヘルペス網膜炎における眼内 CD4T 細胞の頻度とサイトカイン産出の 
経時的変化 
 安積 淳 (神戸大)、S.S.Aterton (Texs 大サンアントニオ健康科学 

センター細胞／構造生物学)、C.A.ThomasⅠⅠⅠ (Texs 大 
サンアントニオ健康科学センター免疫学)、J.S.Babu、B.T.Rouse 
(Tsnnessee 大) 

 38．2 重鎖 RNA（ds RNA）薬剤の眼局所における免疫能への関与 
  木村泰朗、土至田 宏、橘 信彦、藤巻拓郎、堀田喜裕、市川高文 
  金井 淳 (順天堂大)、中村慎二 (同共同病理部)、R.J.Suhadolnik  

(Temple University) 
■ シンポジウム：角膜ヘルペスの病型分類と診断基準 

1．病型分類 
 田川義継 (北海道大) 
2．診断基準（上皮型） 
 下村嘉一 (大阪大) 
3．診断基準（実質型） 
 塩田 洋 (徳島大) 

■ 招待講演（Ⅰ）： 
「感染症における内在性サイトカインの役割」 
 皆川知紀 (北海道大細菌) 

 
7 月 2 日(日)9：00－12：30 
■ 一般口演：結膜炎 

39．PCR-RFLP AND GENOMETYPING OF ADENOVIRUS ISOLATED FROM  



CONJUNCTIVAL SWABS OF PATIENTS WITH ACUTE 
CONJUNCTIVITIS IN SAO PAULO, BRAZIL． 
 Keico Tanaka (Yokohama City University、 Universidade de Sao  
 Paulo(Brazil)）、Norihiko Itoh、Waka Saito、Shigeaki Ohno (Yokohama  
 City University)、Koki Aoki (Aoki Eye Clinic)、Mauro Nishi、 
 Eduardo Soriano、Rubens Belfort Junior (Escola Paulista de  
 Medicina(Brazil))、Charlotte M. Harsi (Universidade de Sao  
 Paulo(Brazil)) 

 40．封入体結膜炎の Chlamydia trachomatis の血清型 
  磯部和美、鈴木克也、大野重昭 (横浜市大)、青木功喜 (青木眼科) 
 41．PCR-RFLP 法による結膜炎患者からのアデノウイルス検出 
  大嶋 彰、後藤聖樹、石古博昭 (三菱化学ビーシーエル)、齋藤和香 
  伊藤典彦、大野重昭 (横浜市大)、藤岡憲三、工藤英夫、谷藤泰寛 
  安藤展代、網野憲宏、幸塚悠一、日隈陸太郎、原田一道、青木功喜 
  (日本眼科医会) 
 42．流行性角結膜炎の臨床像とアデノウイルス抗体価の変動 
  鈴木克也、伊藤典彦、齋藤和香 (横浜市大)、青木功喜 (青木眼科) 
  大野重昭 (横浜市大) 
■ 一般口演：薬物 

43．フルオロキノロン系抗菌薬の家兎前房内薬物動態－微小透析法の応用－ 
 佐藤 宏、福田紹平、稲富 誠、小出良平 (昭和大)、上田結子 
 木内祐二、小口勝司 (同第一薬理) 
44．レボフロキサシンの眼内移行に及ぼす pH の影響 
 高階秀男、河嶋洋一 (参天製薬開発研究所)、臼井正彦 (東京医大) 
 三井幸彦 (徳島大) 
45．レボフロキサシン硝子体内注入後の眼内動態 
 大久保真司 (厚生連高岡病院、金沢大)、望月清文、山下陽子、棚橋俊郎、 
 武村麻子、鳥崎真人 (金沢大) 
46．黄色ぶどう球菌で誘発した家兎感染症眼における抗菌剤の眼内移行動態の検 
  討 
 福田正道、富井隆夫、村野秀和、佐々木一之 (金沢医大) 
47．ヒト涙液内に移行した抗菌剤の抗菌活性の検討 
 富井隆夫、福田正道、村野秀和、佐々木一之 (金沢医大) 

■ 一般口演：症例（Ⅴ） 
48．点滴による静脈炎が原因と考えられた転移性細菌性眼内炎の一例 
 安積 淳、石橋一樹 (神戸大) 



49．経中心静脈高カロリー輸液（IVH）などの既往がない患者に見られた内因性 
真菌性眼内炎 
 李 黎銘 (女子医大第二、中台クリニック)、五嶋摩理、高沢朗子 

石橋康久、宮永嘉隆 (女子医大第二) 
 50．SLE に合併したサイトメガロウイルス（CMV）網膜炎の 1 例 
  平岡孝浩、臼杵祥江、渡辺亮子、本村幸子 (筑波大) 
 51．SLE に合併したサイトメガロウイルス網膜炎に対しガンシクロビル硝子体注 

射の著効した 1 例 
 加治優一、藤野雄次郎 (東京大) 

■ 一般口演：症例（Ⅵ） 
52．部分的虹彩萎縮を伴う虹彩炎症例の検討 
 松田 彰、小竹 聡、田川義継 (北海道大) 
53．非典型的な桐澤型ぶどう膜炎の 1 例 
 岩田慎子、中村 聡、斎藤和香、磯部和美、伊藤典彦、尾木明子 
 高野雅彦、大野重昭 (横浜市大) 
54．Human immunodeficiency virus 感染者の眼病変－過去 5 年間（1989－1994） 

の臨床統計 
 永田洋一 (自衛隊中央病院)、藤野雄次郎 (東京大)、三好 和、望月 學 
 (久留米大)、岡 慎一、木村 哲 (東京大医科研感染免疫内科) 

 55．梅毒性視神経炎の一症例 
  牛山佳子 (高邦会高木病院)、音成龍司、遠藤智代子 (柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

病院神経内科)、東島正泰、高木維彦 (高邦会高木病院内科)、大野新次  
(佐賀医大) 

■ 招待講演（Ⅱ）： 
「免疫病とウイルス感染」 
 吉木 敬 (北海道大第一病理) 


