
第 39 回日本眼感染症学会 
 

日時：2002 年 7 月 5 日(金)、6 日(土) 
場所：愛媛県県民文化会館（松山市道後町 2-5-1） 
会長：木下 茂  京都府立医科大学眼科学教室 
  
7 月 5 日(金)9：00－17：24 
■一般口演：結膜炎・CL 
 1．サウジアラビアにおけるアデノウイルス結膜炎の分子疫学的検討  
  有賀俊英、大神一浩、小竹 聡、田川義継、青木功喜 (北海道大) 
  伊藤典彦、水木信久 (横浜市大)、大野重昭 (北海道大)  
  Khalid F. Tabbara (King Saud 大) 

2． 入院加療を要した成人の流行性角結膜炎による角膜上皮剥離の一例 
 勝村浩三、田 聖花、河原 彩、藤田今日子、永井知子、清水一弘 
 池田恒彦 (大阪医大)、本田実千夫 (本田眼科)、原 二郎 (原眼科) 

3． ソフトコンタクトレンズ装用中に生じた重篤な結膜炎の 1 例  
 高橋秀徳、渋井洋文、松尾 寛、新家 眞 (東京大) 

4． ソフトコンタクトレンズ装用者にみられる角膜浸潤の検討 
 津村朋子、佐々木香る、吉田 稔、真野富也 (多根記念眼科病院) 

■一般口演：細菌 
5． 脱出したシリコン涙点プラグにおける細菌感染の関与   

 篠崎和美、高村悦子、屋宜友子、堀 貞夫 (女子医大)  
 藤谷 洋 (FEI COMPANY) 

6． 名古屋大学眼科における眼瞼炎関連角結膜疾患患者の検討  
 平野耕治 (名古屋大、名古屋第一赤十字) 

7． 角膜上にバイオフィルムを伴った可動性の菌塊を認めた 1 症例  
 三原悦子 (鳥取大) 

8． 同種末梢血幹細胞移植術後角膜穿孔を招いた急性骨髄性白血病の一例 
 桜田伊知郎、飛鳥田有里、向笠玲子、松浦範子、矢吹和朗、岩田慎子

 西田朋美、門之園一明、内尾英一 (横浜市大・医療) 
9． 眼内炎が疑われた角膜抜糸後細菌感染症の 1 例    

 中川 尚、中川裕子 (徳島診療所)、清水陽子、田中美智子、堀 貞夫

 (女子医大)、村松隆次 (東京医大) 
10．ブドウ球菌症ウサギ実験的麦粒腫について 
 神山朋子、南 新三郎 (富山化学工業㈱綜合研究所)、久保玲子 
 宮永嘉隆 (西葛西井上眼科病院) 



■一般口演：基礎・薬剤 
11．角膜上皮における Toll like receptors の発現 
  上田真由美、木下 茂 (京都府医大)、寺脇正剛、清野 宏 
  (大阪大・微研免疫化学) 
12．レボフロキサシン点眼のヒト前房内移行の評価 
  山田恭子、望月弘嗣 (佐野厚生総合病院)、山田昌和、河合正孝 

  真島行彦 (慶應義塾大) 
13．トシル酸トスフロキサシン点眼薬の薬動力学的評価 
  福田正道、佐々木一之、高橋信夫 (金沢医大) 
  早川大善 (富山化学工業㈱・綜合研・安全研) 
14．細菌性結膜炎を対象とした、プラセボとの比較試験について 
  宮永嘉隆 (女子医大)、大野重昭 (北海道大)、渡邉芳高  
  (㈱ニデック医薬部)、池田 靖 (富山化学工業㈱研究開発センター)  
  北野周作 (日本大) 

 15．細菌性結膜炎におけるニューキノロン系抗菌点眼薬 TN-3262a の臨床評価法 
 および臨床的ブレークポイント 
   宮永嘉隆 (女子医大)、大野重明 (北海道大)、渡邉芳高 

  (㈱ニデック医薬部)、池田 靖 (富山化学工業㈱研究開発センター)  
  北野周作 (日本大) 

■インストラクションコースⅠ：嫌気性菌感染症 
 1. イントロダクション“地球の始まりは嫌気性であった” 
  大石正夫 (白根健生病院) 

2. 眼感染症における嫌気性菌の検出状況     
 大石正夫 (白根健生病院) 

3. 日常臨床で見られる嫌気性菌眼感染症     
 阿部達也 (新潟大) 

4. 嫌気性菌 Propionibacterium acnes による白内障術後眼内炎 
  原 二郎 (原眼科) 

■特別企画：眼感染症の歴史～これまで、そしてこれから～ 
1． THE HISTORY AND FUTURE OF OCULAR BACTERIOLOGY  

 Jules L. Baum (USA Boston-city) 
2． 眼感染症－温故知新－ 
 北野周作 (日本大) 

■一般口演：淋菌 
16． ニューキノロン耐性淋菌による淋菌性結膜炎の 1 例   

 小山恵子、中曽奈美、宮崎 大、井上幸次 (鳥取大) 



17． 淋菌性角結膜炎の 1 例      
 笠松容子、西島麻衣子、後藤 晋 (帝京大) 

18． 多剤耐性を示した淋菌性結膜炎の症例     
 星野 健、福島伊知郎、西村哲哉、松村美代 (関西医大) 

19． 淋菌性結膜炎の 2 例 
 伊東崇子、大島朋美、西岡木綿子 (九州中央病院) 

■一般口演：アメーバ感染 
20． ソフトコンタクトレンズケア溶液のアカントアメーバに対する効果 

 北川和子、中村孝子 (金沢医大)、及川陽三郎、池田照明  
 (金沢医大医動物)、高橋信夫 (金沢医大) 
21． HCLを装用している円錐角膜患者に発症したアカントアメーバ角膜炎の1例

 石橋康久 (茨城山王病院)、野崎康嗣 (井上眼科病院) 
22． アカントアメーバ感染が否定された角膜炎で放射状角膜神経炎が認められた

1 例         
 篠田和男、小林 顕、三輪さおり、前田 有、桜井真由美、白尾 裕

 (金沢大)、内山佳代 (金沢赤十字病院)、上原雅美 (石川県立中央病院)
 及川陽三郎 (金沢医大医動物学)、石橋康久 (茨城山王病院) 

23． アカントアメーバ角膜炎モデルの臨床像と炎性細胞の浸潤 
 ZHENG XIAODONG、宇野敏彦、五藤智子、大橋裕一 (愛媛大) 

■一般口演：角膜真菌症 
24． 糸状菌が分離できた角膜真菌症の検討     

 鈴木 崇、宇野敏彦、宇田高広、島村一郎、俊野敦子、大橋裕一 
 (愛媛大)、宮本仁志 (愛媛大臨床検査) 

25． 治療的角膜移植を行った角膜真菌症の 2 例    
 前田政徳、福田昌彦、飯沼直子、日比野 剛、妙中直子、下村嘉一 
 (近畿大)、石井康雄 (総合新川橋病院) 

26． 角膜感染症として治療し穿孔を来した壊死性角膜潰瘍の一例  
 今 義勝、森重直行、川本晃司、西田輝夫 (山口大) 

27． 白内障術後角膜真菌症の 1 例 
 今居由佳理、川野庸一、吉川 洋、菊川浩徳、石橋達朗 (九州大) 

■インストラクションコースⅡ：角膜真菌症 
 1. イントロダクション 角膜真菌症 
  外園千恵 (京都府立医大) 

2. 角膜真菌症の診断学       
 井上禎子 (徳島大) 

3. 日和見感染の所見と治療      



 佐野洋一郎 (京都府立医大) 
4. 外傷による角膜真菌症 
 島村一郎 (愛媛大) 

■一般口演：真菌性眼内炎・ブドウ膜炎ほか 
28． 真菌血症と眼内炎発症の現況      

 矢野啓子、御子柴伸彦 (東京都立大久保病院)、藤原隆明 (杏林大) 
 岡崎充宏、渡邊 卓 (杏林大臨床検査) 

29． アムホテリシン B のみが有効であった肺および腰椎椎間板にも病巣を併発し

た内因性真菌症眼内炎      
 亀谷 崇、磯村悠宇子、立川佳代、倉知 隆 (名鉄病院)、石川大介 
 (同内科)、前田直人 (同整形外科) 

30． 再燃を繰り返した Candida parapsilosis による白内障術後眼内炎の 1 例 
 中村真一 (関東労災病院)、稲用和也 (東京厚生年金病院)、高尾宗之 
 (旭中央病院)、奥住捷子 (東京大・感染制御部)  
 浅利誠志 (大阪大・感染症対策部) 

31． 猫ひっかき病（Cat scratch disease; CSD）による視神経網膜炎と考えられた

3 例         
 矢吹和朗、飛鳥田有里、桜田伊知郎、向笠玲子、松浦範子、岩田慎子

 門之園一明、内尾英一 (横浜市大・医療) 
32． 著明な前眼部炎症を伴った眼トキソカラ症の 1 例   

 佐藤達彦、大黒伸行、山本修士、中川やよい、田野保雄 (大阪大) 
 多田 玲 (多田眼科) 

33． 梅毒性視神経萎縮の一症例 
 嶋 千絵子、河原澄枝、寺井実知子、松村美代 (関西医大) 

 
7 月 6 日(土)9：00－14：50 
■インストラクションコースⅢ：ヘルペスウイルス感染症 
 1. イントロダクション ヘルペスウイルス感染症 
  下村嘉一 (近畿大) 

2. 眼単純ヘルペスウイルス感染症      
 檜垣史郎 (近畿大) 

3. 帯状ヘルペス眼内炎症（ぶどう膜炎）を中心に    
 安積 淳 (神戸大) 

4. サイトメガロウイルス 
 山本修士 (大阪大) 

 



■一般口演：ヘルペスⅠ 
34． 眼部帯状ヘルペス患者における基礎疾患の関与    

 大屋理輪、高村悦子、篠崎和美、堀 貞夫 (女子医大) 
 檜垣祐子 (同皮膚科) 
35． 角膜実質炎後、樹枝状角膜炎が遷延した一例    

 坂本淳之、鈴木 温、神野早苗、三村 治 (兵庫医大) 
36． ラタノプロスト点眼後に発症した角膜ヘルペスの 2 例   

 出合達則、福田昌彦、日比野 剛、高田園子、檜垣史郎、下村嘉一 
 (近畿大)、木村 宏 (名古屋大小児科)、   
 林 皓三郎 (神戸市環境保険研究所) 

37． Real time PCR 法で HSV genome が同定された壊死性強膜炎の一例 
 服部良太、日比野 剛、出合達則、留守良太、福田昌彦、下村嘉一 
 (近畿大) 

■一般口演：ヘルペスⅡ 
38． 前眼感染症におけるウイルスの Multiplex PCR 法の有用性  

 木村泰朗、張 岩、佐久間 仁、村上 晶、藤木慶子、金井 淳  
 (順天堂大) 

39． HSV-1 潜伏感染マウス三叉神経節における熱ストレスによる遺伝子発現の変

化         
 檜垣史郎 (近畿大)、Bryan M. Gebhardt、Walter J. Lukiw、 
 Hilary W. Thompson (LSU Eye Center)、下村嘉一 (近畿大) 
 James M. Hill (LSU Eye Center) 

40． 抗ウイルス薬 A-5021 の HSV-1 マウス感染モデルに対する効果  
 杉岡孝二、出合達則、菅原大輔、檜垣史郎、福田昌彦、下村嘉一 
 (近畿大)、林 皓三郎 (神戸市環境保険研究所) 

41． アシクロビル水性懸濁液の家兎角膜ヘルペスに対する発症防止効果 
 賀島 誠、Jin Lei、江口 洋、内藤 毅、塩田 洋 (徳島大) 
 才木良則、笠間俊男 (東亜薬品㈱) 

■特別講演： 
 「MRSA 感染症はなぜおきるか、どう防ぐか」 
  平松啓一 (順天堂大細菌学) 
■一般口演：疫学・耐性菌 

42． 高齢者の結膜嚢内コアグラーゼ陰性ブドウ球菌の検出率と薬剤感受性 
 関 奈央子、亀井裕子、松原正男 (女子医大第二) 

43． 高齢者の MRSA 結膜炎 100 例の臨床的検討    
 大橋秀行 (大橋眼科)、福田昌彦、下村嘉一 (近畿大) 



44． 眼科における MRSA・MRSE 検出動向とその臨床経過   
 稲垣香代子、佐野洋一郎、稲富 勉、外園千恵、横井則彦、木下 茂

 (京都府立医大) 
45． 眼科専門病院における落下細菌の検討 
 佐々木香る、津村朋子、吉田 稔、真野富也 (多根記念眼科病院) 

■シンポジウム：術後感染症 
1． イントロダクション－術後眼内炎の起炎菌－    

 井上幸次 (鳥取大) 
2． 術前環境整備        

 太田一郎 (眼科三宅病院) 
3． IOL 術後眼内炎の薬物治療      

 秦野 寛 (藤枝市・ルミネはたの眼科) 
4． 硝子体手術        

 安原 徹 (京都府立医大) 
5． 薬剤耐性菌とその対策       

 浅利誠志 (大阪大・感染症対策部) 
6． 術後感染症取り組みのポイント      

 寺崎浩子 (名古屋大) 


