第 41 回日本眼感染症学会総会プログラム
日

時：2004 年 7 月 9 日（金）・7 月 10 日（土）

場

所：札幌コンベンションセンター

担当校：北海道大学医学研究科視覚器病学
会

長：大野重昭

7 月 9 日（金）9：00〜12：00
一般口演
01． キノロン系抗菌点眼薬の Postantibiotic effect
和田智之、藤田修平（千寿製薬㈱）
、宮永嘉隆（西葛西・井上眼科病院）
02． 炎症性サイトカイン産生に対するフルオロキノロン系抗菌剤の効果
喜田徹郎、徳重秀樹、和田智之、井上孝輝、榊

秀之（千寿製薬㈱）

03． 眼内炎主要起炎菌に対する PA・ヨード 液とイソジン 液の抗菌力の比較
○
R

○
R

宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）、原 二郎（大阪市）
04． 眼外傷、眼内炎におけるゲンタマイシン全身投与時の眼内濃度の検討
中村真一（オリンピア眼科病院）、佐瀬恭則、菅谷

誠（旭中央病院・薬剤部）、

稲用和也（旭中央病院）
05． ガチフロキサシン点眼薬の家兎眼内移行−房水内最高濃度値（AQCmax）の測定−
福田正道、高橋信夫（金沢医大）
06． ソフトコンタクトレンズ装用に伴った角膜潰瘍の 3 症例
山上高生、清水一弘、向井規子、勝村浩三、永井知子、池田恒彦（大阪医大）
07． Diagnosis and treatment of drug-induced keratopathy
Shijing Deng、Xuguang Sun、Ran Li、Zhiqun Wang、Yan Zhang、
Shiyun Luo（Beijing Institute of Ophthalmology）
08． Infectious complications of the cornea related to Orthokeratology
Sun Xu guang、Jin Xiu ying、Wang Zhi qun、Li Ran（Beijing Institute
of Ophthalmology）
09． オルソケラトロジーによる緑膿菌角膜感染症の 1 例
佐々木香る（熊本眼科、熊本大）、西

功（大阪大・臨床検査部）、米村奈美

（熊本眼科、熊本大）、池間宏介（熊本大）、武藤興紀（熊本眼科）、松本光希
（熊本大）、浅利誠志（大阪大・臨床検査部）、谷原秀信（熊本大）
10． 熊本大学における過去 3 年間の細菌性角膜潰瘍の検討
宮嶋聖也、松本光希、池間宏介、小尾明子、宮川朋子、筒井順一郎（熊本大）、
佐々木香る（熊本眼科）
、谷原秀信（熊本大）
11． Group B Streptococcus による内因性眼内炎の 1 例

熊田雅子、石澤聡子、川上秀昭、望月清文（岐阜大）、鈴木

崇（愛媛大）

12． 細菌性眼内炎の統計的検討
藤岡美幸、安積

淳、根木

昭（神戸大）

13． ヒト IgA 抗体測定法を用いた白内障手術後ハンドピース付着蛋白の定量
大竹基仁（一宮西病院）
14． Real-timePCR を用いた眼内炎起炎菌の迅速検出の試み
鈴木

崇、宇野敏彦（愛媛大）、河村好章、江崎孝行（岐阜大・微生物・ﾊﾞｲｵ

ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｯｸｽ部門）、大橋裕一（愛媛大）
15． キノロン系抗菌点眼液の腸球菌前房内接種ウサギ眼内炎に対する予防効果
榊

秀之、和田智之、多鹿哲也、藤井敦子（千寿製薬㈱）
、秦野

寛

（ルミネはたの眼科）
16． 腸球菌による白内障術後眼内炎の 1 例
藤

紀彦、伊比健児、田原昭彦（産業医大）

17． 眼内レンズ−後嚢間への細菌の迷入は白内障術後眼内炎発症の契機となる
薛

龍全、宇野敏彦、森田真一、鈴木

崇、大橋裕一（愛媛大）

18． 後部篩骨洞膿腫による鼻性視神経症の 1 症例
加藤千晶、丹羽勇志（津島市民病院）
13：30〜14：30
一般口演
19． アトピー性皮膚炎患者における術前の眼瞼皮膚、結膜嚢の細菌叢について
三島壮一郎、松本長太、朝田佳陽子、福田昌彦、下村嘉一（近畿大）
20． 結膜嚢およびマイボーム腺常在菌の検討
高橋順子、外園千恵、鈴木

智、木下

、坂本雅子
茂（京都府医大）

（阪大微生物病研）
21． 長期抗緑内障点眼薬投与における結膜嚢内細菌叢への影響
本田理峰、木村泰朗、川端紀穂、藤巻拓郎、大山晃弘、土至田

宏、村上

晶

（順天堂大）
22． 日帰り施設における術後眼内炎の実例と術前無菌法の効果
浅原貴志、山本

学、藤田善史（藤田眼科）

23． 眼科手術における術前減菌法に関する多施設共同研究プロトコール
井上幸次（鳥取大）、大橋裕一（愛媛大）、臼井正彦（東京医大）、山崎 力、
岸本淳司（東京大・ｸﾘﾆｶﾙﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ研）、北川

明（国際医療福祉大）、

坂本雅子（阪大微生物研・臨床検査部）
24． 徳島大学での手術前結膜嚢培養における検出菌の検討
江口

洋、西野真紀、高野しの、久保弥栄子、冨田真知子、井上昌幸、

長澤利彦、内田博子、美馬知子、美馬
内藤

毅、塩田

彩、佐藤寛之、吉田慎一、秦

聡、

洋（徳島大）

14：30〜16：00
シンポジウム１

「感染性結膜炎の基本診療」

◆ イントロダクション

塩田

洋（徳島大）、下村嘉一（近畿大）

◆ アデノウイルス、エンテロウイルス

内尾英一（横浜市大市民総合医療ｾﾝﾀｰ）

◆ HSV

檜垣史郎（近畿大）

◆ 細菌

秦野

寛（ルミネはたの眼科）

◆ クラミジア

中川

尚（徳島診療所）

16：00〜18：30
一般口演
25． 細菌性結膜炎における塗抹検査の検討−特に増菌培養との関連−
勝村浩三、向井規子、清水一弘、池田恒彦（大阪医大）、原

二郎（原眼科）、

坂本雅子（阪大微生物病研）
26． ニューキノロン耐性株による淋菌性結膜炎の小児例
中川
堤

尚、中川裕子（徳島診療所）
、小口典子（緑成会病院・検査科）
、

篤子（つつみ眼科クリニック）

27． 硫酸アミカシン点眼が著効したニューキノロン耐性淋菌性角結膜炎の 1 例
池田泰道、三戸岡克哉、郡司久人、大熊康弘、田島

寛、中村曜祐、

増田洋一郎、河合一恵（慈恵医大・柏）
28． 緑膿菌性壊死性強膜炎の 1 例
松本泰明、三間由美子、河原澄枝、松村美代（関西医大）
29． マクロライド少量長期療法によるマイボーム腺炎角膜上皮症の治療
横井則彦、小室

青、西井正和、丸山邦夫、稲垣香代子、畑中宏樹、

東原尚代、若山美紀、木下

茂（京都府医大）

30． Levofloxacin 長期点眼の結膜嚢常在菌叢への影響
奥村直毅、橋田正継、小嶋健太郎、卜部公章、町田照代（町田病院）
31． 眼科患者より分離された MRSA の分子生物学的解析と薬剤感受性
外園千恵、稲垣香代子、木村直子、木下

茂（京都府医大）、小森敏明

（同・臨床検査）、桑原京子、平松啓一（順天堂大・細菌学）
32． 外眼部感染症からの臨床分離菌と薬剤感受性
岡本茂樹、橋本直子、五藤智子（幸塚眼科）
33． ペニシリン耐性肺炎球菌による角膜潰瘍の 1 例
鳥崎真人、舘野靜佳（富山市民病院）

34． ペニシリン耐性肺炎球菌による角膜潰瘍の 1 例
藤澤

綾、北川和子、藤田信之、高橋信夫（金沢医大）、松本康子

（たにぐち眼科）
35． 当科におけるメチシリン耐性ブドウ球菌角膜感染症
平野耕治、平野真理（名古屋第一日赤）
36． 横浜市大医療センターにおける眼部帯状ヘルペスの臨床像と病型
佐藤貴之、小豆澤美香子、伊藤由起、亀澤比呂志、野村英一、西出忠之、
門之園一明、内尾英一（横浜市大・医療）
37． 長期間の緩解期を経た後に再発した VZV による虹彩炎の 3 例
箕田

宏、後藤

浩、坂井潤一、臼井正彦（東京医大）

38． 肺線維症患者における免疫抑制剤投与によるサイトメガロウイルス網膜炎
松井麻紀、上園真理、矢島有希子、藤巻敏郎、舟木俊成、重光美孝、
太田俊彦（順天堂大・伊豆長岡）、小野純治（小野眼科クリニック）、
小森雅彦（小森眼科クリニック）、海老原伸行、村上

晶（順天堂大）

39． HIV 感染者における眼合併症−眼科専門外来 10 年間のまとめ−
箕田

宏、薄井紀夫、山内康行、横井克俊、臼井正彦（東京医大）、

柏瀬光寿（東京医大、柏瀬眼科）、山元泰之、福武勝幸（東京医大・臨床検査）
7 月 10 日（土）9：00〜10：10
一般口演
40． 角膜ヘルペスにおけるケモカイン系の役割
白根授美、福田昌彦、下村嘉一（近畿大）、中山隆志、稗島州雄、義江

修

（同・細菌学教室）
41． LAMP 法によるヘルペスウイルスの迅速同定
金子久俊（福島医大、同・微生物）
、青木功喜（青木眼科）
、大野重昭
（北海道大）
、飯田知弘（福島医大）
、錫谷達夫（同・微生物）
42． 角膜ヘルペス、ぶどう膜炎における HSV-1,2 型感染の検討
出合達則、福田昌彦、檜垣史郎、下村嘉一（近畿大）、林 皓三郎（NEI）
43． ぶどう膜炎患者の線維柱帯切除術後に発症した非定型的角膜ヘルペスの 1 例
武田佐智子、八田史郎、小松直樹、郭

權慧、柿丸晶子、宮崎

大、

井上幸次（鳥取大）
44． アシクロビル眼軟膏の接触皮膚炎により治療に苦慮した角膜ヘルペスの 1 例
松生寛子、篠崎和美、高村悦子、荒木博子、村田真由美、堀

貞夫

（女子医大）
45． 全身性慢性湿疹に合併した両眼性実質型角膜ヘルペスの頻回再発例
北川和子、藤沢

綾、中野太郎、高橋信夫（金沢医大）、柳原

誠

（同・皮膚科）、青山繁樹（青山クリニック）、桶本忠司（桶本眼科医院）
46． Real time PCR 法によりバラシクロビル内服が有効と考えられた角膜ヘルペスの 1 例
檜垣史郎、出合達則、福田昌彦、下村嘉一（近畿大）
10：30〜12：00
シンポジウム 2 「感染性角膜潰瘍の診断と治療」
◆ イントロダクション

大橋裕一（愛媛大）、井上幸次（鳥取大）

◆ 臨床像による鑑別診断

庄司

純（日本大）

◆ 検査法：塗抹鏡検

秦野

寛（ルミネはたの眼科）

◆ 検査法：新しいアプローチ

鈴木

崇（愛媛大）

◆ 細菌性角膜潰瘍の治療

宮嶋聖也（熊本大）

◆ 真菌性角膜潰瘍の治療

加治優一（筑波大）

培養

13：40〜14：20
学術奨励賞〔三井賞〕記念講演
◆ 基礎部門
「免疫抑制 HSV-1 潜伏感染マウス三叉神経節における遺伝子発現に及ぼす影響」
檜垣史郎（近畿大）
◆ 臨床部門
「MRSA、MRSE 角膜感染症」
外園千恵（京都府医大）
14：20〜15：20
特別講演
「ウイルス性結膜炎の流行：簡易迅速診断の落とし穴」
石古博昭（㈱三菱化学ﾋﾞｰｼｰｴﾙ）
15：20〜18：00
一般口演
47． ベトナムにおけるアデノウイルス結膜炎の分子疫学
金

学海（北海道大）、石古博昭（三菱化学 BCL）、Ha Nguyen Thanh

（Dept. of Ophthalmol., Friendship Hosp.）、青木功喜、大野重昭（北海道大）
48． アデノウイルス結膜炎が疑われた小児例に対する PCR 法を用いた病原体検索
陳

光明、鈴木

崇、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）、江崎孝行

（岐阜大・微生物・ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｯｸｽ）、井上
49． LAMP 法によるアデノウイルス結膜炎の迅速診断

康（井上眼科）

若林毅俊（筑波大）、山下亮子（なめがた地域総合病院）、柿田哲彦、
柿田美都（柿田眼科）、大鹿哲郎（筑波大）
50． 第二世代のアデノウイルス迅速診断キットの評価
竹内

聡（横浜市大）、中川

尚（横浜市大、徳島診療所）
、石岡みさき

（横浜市大、両国眼科）
、秦野

寛（横浜市大・ルミネはたの眼科）、

渡辺洋一郎、遠藤要子、岩田慎子、西田朋美、飯島康仁、伊藤典彦、
伊藤大蔵、水木信久（横浜市大）
51． LAMP 法によるアデノウイルス迅速診断
石古博昭、宮澤貴磨呂（三菱化学 MBC）、青木功喜、大野重昭
（北海道大）
52． ミカファンギン点眼が奏功したアカントアメーバ角膜炎の 1 例
原-風戸陽子（日本大・国立東京医療ｾﾝﾀｰ）、望月弘嗣、大野建治、山田昌和
（国立東京医療ｾﾝﾀｰ）
53． ポビドンヨードのアカントアメーバに対する消毒効果
田尻大治、中村

滋、斉藤文郎（㈱オフテクス）

54． アカントアメーバ角膜炎に対して外科的治療を行った 2 例
妙中直子、福田昌彦、辻岡大志、加藤容子（近畿大）、日比野

剛

（近畿大・堺病院）、下村嘉一（近畿大）
55． アカントアメーバ角膜炎早期診断における位相差顕微鏡の有用性
日比野佐和子、稲富

勉、外園千恵、横井則彦、木下

茂（京都府医大）、

塩田恒三（同・医動物）
56． 重篤な経過をとったアカントアメーバ角膜炎の 1 症例
井上昌幸、久保弥栄子、江口

洋、内藤

毅、塩田

洋（徳島大）

57． 異なる病期に手術を行った真菌性眼内炎の 1 例
寺井朋子、河野景一、澤田

修（国立病院機構滋賀病院）
、太田

（同・消化器科）、吉田健一（高砂西部病院）、林

賛

理（国立滋賀病院）

58． 3 種の異なる起因菌による感染を相次いで生じた難治性角膜炎の 1 例
柿丸晶子、寺坂祐樹、三原悦子、下山玲子、宮崎

大、井上幸次（鳥取大）、

浅利誠志、砂田淳子（大阪大・感染症対策部）
59． 糸状菌の臨床的特徴を呈した酵母菌角膜真菌症の 1 例
相馬剛至、渡辺

仁、濱本亜裕美、西田幸二、前田直之、田野保雄（大阪大）

60． 全層角膜移植術を施行した Infectious Crystalline Keratopathy の 1 例
辻岡大志、福田昌彦、奥山幸子、妙中直子、檜垣史郎、下村嘉一（近畿大）、
石井康雄（ﾆｭｰﾋﾞｼﾞｮﾝ眼科研究所）
61． 前房水 PCR 法が診断に有用であった術後真菌性眼内炎の 1 例
山口昌彦、坂上憲史、吉岡龍司、南

伸也、大島鉄朗、伊藤重雄

（松山赤十字病院）、鈴木 崇（岐阜大・微生物ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ）、大橋裕一
（愛媛大）
62． 網脈絡膜炎発症により感染が判明したクリプトコッカス症の 1 例
藤本今日子、岸川泰宏、藤川亜月茶、三島一晃、小川月彦、北岡
（長崎大）

隆

