第 42 回日本眼感染症学会総会プログラム
日

時：2005 年 7 月 8 日（金）・7 月 9 日（土）

場

所：パシフィコ横浜

会議センター

担当校：ルミネはたの眼科
会
◆

長：秦野

寛

一般口演

7 月 8 日（金）9：00〜11：45
01． 眼科の医療廃棄物について
佐渡一成（さど眼科）、足立和孝(あだち眼科）、池田敏春（池田眼科医院）、
植田喜一（ウエダ眼科）
、北川明彦（北川眼科医院）、
野呂 充（国立仙台医療ｾﾝﾀｰ）
02． コンタクトレンズケースの細菌、真菌汚染の検討
張

ウェイ、鈴木

崇、川崎史朗、俊野敦子、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）、

宮本仁志（同・検査部）
03． 角膜移植ドナーの感染症調査結果
忍田章子、忍田太紀、澤

充（日本大）

04． 抜糸後角膜膿瘍を来した角膜移植眼の 2 例
西野真紀、江口

洋、寺田祐子、塩田

洋（徳島大）、谷 英紀

（高松市民病院）、林 英憲（林眼科）
05． スギ花粉症患者の眼症状と結膜嚢細菌叢
川端紀穂、木村泰朗、土至田
村上

宏、井上直紀、本田理峰、藤木慶子、

晶（順天大）

06． 山梨勤労者医療協会関連機関における病棟、外来の眼科領域細菌と感受性の動向
加茂純子（甲府共立病院）、山本ひろ子（同・検査部）、
海野明美（甲府駅前診療所・検査部）
07． 術前患者の結膜嚢から検出されたグラム陽性球菌のフルオロキノロン感受性
山田昌和、羽藤

晋、望月弘嗣（東京医療セ）
、荘司

渡邊勝美、小阪

諭（同・微生物検査室）

路、吉田茂久、

08． 白内障術前患者における結膜嚢涙液の培養と塗抹成績の対比
勝村浩三、向井規子、山上高生、池田恒彦（大阪医大）、
清水一弘（市立枚方市民病院）、原 二郎（原眼科）、
坂本雅子（阪大微生物病研究会）
09． ガチフロキサシンとレボフロキサシンによる白内障周術期の減菌化
矢口智恵美、子島良平、宮井尊史、大谷伸一郎、佐々木香る、宮田和典
（宮田眼科病院）

10． 表皮ブドウ球菌によるバイオフィルム形成への MPC 処方の有用性
小早川信一郎、岡島行伸（東邦大第一）、辻 明良（東邦大・看護学科）
栃久保哲男（東邦大第一）
11． 表皮ブドウ球菌による眼内レンズへのバイオフィルム形成
岡島行伸、小早川信一郎（東邦大第一）、辻 明良（東邦大・看護学科）、
栃久保哲男（東邦大第一）
12． 表皮ブドウ球菌に対する各種抗菌薬の抗バイオフィルム効果
鈴木

崇、張

ウェイ、川崎史朗、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）

13． 眼内レンズに付着したバイオフィルム産生表皮ブドウ球菌に対する抗菌薬の効果
川崎史朗、鈴木

崇、張

ウェイ、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）

14． コアグラーゼ陰性ブドウ球菌が起炎菌と考えられた細菌性眼内炎の 1 例
金子明生、石川明邦、児玉俊夫、吉岡龍治、南

伸也、西谷元宏、木村

格

（松山日赤）
、近藤しおり（同・内科）
15． カタル性角膜潰瘍の原因と考えられた黄色ブドウ球菌の細菌学的解析
上田真由美、外園千恵、高橋順子、木下

茂（京都府立医大）

16． Burkholderia cepacia による角膜潰瘍の 1 例
鳥崎真人、鶴岡

智（富山市民病院）

17． 近畿大学眼科における過去 10 年間に入院加療を要した細菌性角膜潰瘍の検討
渡邊敬三、浅山

史、妙中直子、檜垣史郎、福田昌彦、下村嘉一（近畿大）

18． 感染性角膜炎全国サーベイランス−患者背景と治療の現況−
井上幸次、三原悦子（鳥取大）、大橋裕一、宇野敏彦（愛媛大）、北川和子
（金沢医大）
、秦野

寛（ルミネはたの眼科）、浅利誠志（大阪大・感染制御部）

19． 感染性角膜炎全国サーベイランス：起因菌の動向と市販点眼薬の PAE
砂田淳子、上田安希子、浅利誠志（大阪大）、井上幸次（鳥取大）、大橋裕一、
宇野敏彦（愛媛大）、北川和子（金沢医大）、秦野

寛（ルミネはたの眼科）

20． ウサギ緑膿菌性角膜潰瘍に対する Gatifloxacin(GFLX)の点眼治療効果
栗田正幸（小田原市立病院）、飯沼恵美（横浜市大）、井上克洋（藤沢市民病院）、
秦野

寛（ルミネはたの眼科）、伊藤典彦、水木信久（横浜市大）

13：30〜13：50
◆

学術奨励賞（三井賞）受賞講演
「アデノウイルス結膜炎に対する抗ウイルス薬」

金子久俊（福島県医大）

13：50〜15：20
◆

シンポジウム 1
「眼感染症ワンポイントシンポジウム」
1．再発性実質型角膜ヘルペスとステロイド療法
2．全身ウイルス感染症に伴う角膜内皮障害

木村泰朗（順天大）
中川裕子（徳島診療所）

3．クラミジア結膜炎と上咽頭感染

木全奈都子（朝霞台中央総合病院）

4．細菌性角膜潰瘍の治療−教科書に載らない隠し技−

鳥崎真人（富山市民病院）

5．感染性眼内炎−難治症例への治療戦略−

松本治恵（大分大）

15：20〜18：18
◆

一般講演

21． 診断と治療に苦慮したアカントアメーバ角膜炎の 1 例
三上武則、竹内

聡、渡辺洋一郎、竹尾

石岡みさき（両国眼科）
、中川
秦野

悟、水木信久（横浜市大）
、

尚（徳島診療所）、

寛（ルミネはたの眼科）

22． 14 歳女児に発症したアカントアメーバ角膜炎の 1 例
堅野比呂子、宮崎

大、井上幸次（鳥取大）、井上真知子（浜田医療ｾﾝﾀｰ）

23． ベーチェット病に合併した角膜真菌症の 1 例
浅山

史、丸山耕一、奥山幸子、有村英子、福田昌彦、松本長太、下村嘉一

（近畿大）
24． 糸状菌による“表層型”角膜真菌症の臨床的特徴
宇野敏彦、鈴木

崇、宮本仁志、大橋裕一（愛媛大）、

宇田高広（愛媛県立南宇和病院）
25． 角膜真菌症に対する治療的角膜移植
前田政徳（阪和住吉総合病院）、福田昌彦、檜垣史郎、妙中直子（近畿大）、
石井康雄（ﾆｭｰﾋﾞｼﾞｮﾝ眼科研究所）、下村嘉一（近畿大）
26． IVH の既往がなく真菌性眼内炎を疑った一例
呉

雅美、西川憲清、川崎佳巳、三ヶ尻健一、西田直子、田中康夫、井手 武

（大阪警察病院）
27． 真菌性眼内炎に関する実験的研究
冲永

晃（帝京大）、飯沼久恵、熊谷晴美、田村純子、福島亮治、稲葉

毅

（同・外科）
、田中佳美（帝京大）、安部 茂、山口英世（同・真菌ｾﾝﾀｰ）、
冲永功太（同・外科）
28． ミカファンギン硝子体注入のウサギ網膜に及ぼす影響
陳

光明、鈴木

崇、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）

29． 眼窩ムコール症が疑われた 1 例
高野淑子、佐藤章子、宮川靖博（大館市立総合病院）
30． 原因不明の強角膜膿瘍 2 例の組織学的検討
豊島

馨、岩田英嗣（JA 岐阜厚生連久美愛厚生病院）、

平野耕治（藤田保健衛生大坂文種報徳會病院）
31． 感染性眼内炎を生じた壊死性強膜炎の一例
山田元子、神野早苗、細谷友雅、三村

治（兵庫医大）

32． 神経梅毒の 5 症例
新井英子、安藤

彰、北川誠彦、河合江実、秋岡真砂子（関西医大）
、

松井淑江（京都桂病院）
、松村美代（関西医大）
33． 角膜線維芽細胞による eotaxin 産生に対するペプチドグリカンの作用
福田

憲、藤津揚一朗、熊谷直樹、西田輝夫（山口大）

34． 溶血毒素を生産する腸球菌による術後眼内炎の症例
戸所大輔、岸

章治（群馬大）、池 康嘉（同・細菌感染制御学）

35． ウサギ腸球菌性眼内炎に対する Gatifloxacin の点眼のおよび結膜下注の抑制効果
井上克洋（藤沢市民病院）
、飯沼恵美（横浜市大）、栗田正幸（小田原市立病院）、
秦野

寛（ルミネはたの眼科）、伊藤典彦、水木信久（横浜市大）

36． Ahmed Glaucoma Valve Implant 術後の眼内炎の検討
中村真一（船保東京高輪病院）、前田利根、井上洋一（ｵﾘﾝﾋﾟｱ眼科病院）
37． 眼内レンズ挿入眼に発症した遅発性細菌性眼内炎の 2 例
村瀬寛紀、望月清文（中濃厚生病院）、鈴木 崇（愛媛大）
38． 最近経験した内因性眼内炎の 3 症例
林

勇樹、高野しの、賀島

誠、内藤

毅、塩田

洋（徳島大）、田近智之

（徳島市民病院）、江川麻理子（徳島県立中央病院）
39． 肝膿瘍由来 Citrobacter freundii によると考えられる両眼眼内炎の一例
武田佐智子（島根県立中央病院）、山崎厚志、馬場高志、井上幸次（鳥取大）
40． 腎盂腎炎に続発した MRSA 眼内炎の 1 例
佐藤寿樹、杉岡孝二、丸山耕一、松本長太、福田昌彦、下村嘉一（近畿大）
41． 良好な経過をたどった Group B Streptococcus 起因性眼内炎の 1 例
堅田利彦、村瀬寛紀、川上秀昭、望月清文（岐阜大）、三鴨廣繁、渡邉邦友
（同・嫌気性菌研究分野）
7 月 9 日（土）9：00〜11：53
◆

一般講演

42． コンタクトレンズにより修飾された上皮型角膜ヘルペスの 1 例
山田直之、柳井亮二、近間泰一郎、西田輝夫（山口大）
43． 上皮型角膜ヘルペスに対する VVGCV、GVACV の効果
板橋幹城、檜垣史郎、福田昌彦（近畿大）、Soumyajit Majumdar、Banmeet
S.Anand、Ashim K.Mitra（UMKC）、James M.Hill（LSU）
、
下村嘉一（近畿大）
44． 経過中に一過性のクリスタル様角膜混濁を認めた角膜ヘルペス頻回再発例
北川和子、藤田信之、滝沢淳子（金沢医大）

45． ヘルペス角膜実質炎の診断における EIA 法による HSV-IｇG 測定は無意味か？
佐々木香る、子島良平、関山勝好、宮井尊史、矢口智恵美、中村ﾔｽ子、
宮田和典（眼科宮田病院）
46． ヒト培養角膜内皮細胞による HSV-1 の感受性実験
杉岡孝二、福田昌彦（近畿大）、Jonathan Drake、David Hwang（UCSF）、
下村嘉一（近畿大）
47． 無菌性髄膜炎に併発した帯状疱疹ウイルスによる網膜炎
佐藤真美、伊藤典彦、渡辺洋一郎、木村綾子、門之園一明（横浜市大ｾﾝﾀｰ）、
遠藤雅直（同・神経内科）
48． 黄斑部滲出斑により初発した急性網膜壊死の 1 例
戸田良太郎、奥道秀明、宇賀潤子、山根

健、皆本

敦、三嶋

弘（広島大）

49． 流行性角結膜炎の診断の現状
香西由花、篠崎和美、高村悦子、荒木博子、村田真由美、堀

貞夫（女子医大）

50． 流行性角結膜炎の診断後に角膜穿孔をきたした症例
宮嶋聖也、松本光希、池間宏介、筒井順一郎、谷原秀信（熊本大）、宮川朋子
（NTT 西日本九州病院）
51． 封入体性結膜炎患者からのクラミジアの検出と鑑別
大口剛司、赤沼正堂、青木功喜（北海道大）
、大橋 勉（大橋眼科）、吉田隆史、
柳原 玲、石古博昭（三菱化学ﾋﾞｰｼｰｴﾙ）、大野重昭（北海道大）
52． 結膜炎の鑑別診断における塗抹検査の有用性
中川

尚、中川裕子（徳島診療所）

53． ニューキノロン系抗菌点眼薬 TN-3262a の細菌学的評価
神山朋子、杉浦陽子、福田淑子、水永真吾、久田晴美、高畑正裕、満山順一
（富山化学工業㈱）
54． ニューキノロン系抗菌点眼薬 TN-3262a の Chlamydia trachomatis に対する抗菌活性
二口直子、久田晴美、高畑正裕、満山順一（富山化学工業㈱）
55． 結膜嚢常在細菌として分離された CNS に対するガチフロキサシンの抗菌力
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）
、
赤松鉄也（遠隔医療研究所）
56． Gatifloxacin(GFLX)点眼のヒト房水内移行の検討
勅使川原

剛（横須賀中央眼科）、秦

逸郎（スカイビル眼科）、渡辺洋一郎、

伊藤典彦、水木信久（横浜市大）
57． 細菌性角膜潰瘍例から分離されたグラム陽性菌の薬剤耐性に関する検討
土至田

宏、小暮信行、井上直紀、木村泰朗、村上

晶（順天大）

58． 外眼部より分離された MRSA のキノロン耐性遺伝子のパターン解析
鈴木

崇、張

ウェイ、大橋裕一（愛媛大）、飯原大稔、河村好章、江崎孝行

（岐阜大・病原体制御学）
59． 白内障術前結膜嚢細菌叢とレボフロキサシン耐性菌の検討
太刀川貴子、松原正男（女子医大第二）、宮下順子、三沢佐知子、長滝重智
（国立印刷局東京病院）
、沼賀二郎（東京都老人医療ｾﾝﾀｰ）
60． LVFX 耐性 Corynebacterium 属が起炎菌と考えられた前眼部感染症の 2 例
江口

洋、高野しの、林

勇樹、寺田祐子、村尾史子、塩田

洋（徳島大）

61． Levofloxacin の眼感染症臨床分離株に対する抗菌力、2000〜04 年分離株の感受性推移
松崎 薫、小林寅喆、佐藤弓枝（三菱化学ﾋﾞｰｼｰｴﾙ化学療法研究室）
62． 銚子市立総合病院における肺炎球菌眼感染症と薬剤感受性の検討
崎元

丹、茂田今日子、永石浩二（銚子市立総合病院）

◆ 内田･田中メモリアル講演会（角膜ヘルペス）
13：15〜13：30
オープニング･スピーチ

「−顧みて−」

小林俊策（山口大）

13：30〜14：15
教育講演「角膜ヘルペス戦記−臨床病型の変遷」

大橋裕一（愛媛大）

14：15〜15：15
特別講演「抗ヘルペス薬−眼科応用の展望―」

塩田

洋（徳島大）

15：15〜16：45
◆

シンポジウム 2「腸球菌眼内炎のすべて」
1．腸球菌による白内障手術後眼内炎

小松真理（山王病院）

2．腸球菌の感染疫学、病原性、薬剤感受性について

井上松久（北里大）

3．腸球菌眼内炎の検査・診断

鈴木

4．ウサギ腸球菌性眼内炎に対する GFLX 点眼応用

井上克洋（藤沢市民病院）

崇（愛媛大）

