
第 44 日本眼感染症学会総会プログラム 
 

 日 時：2007 年 7 月 6 日（金）・7 月 7 日（土） 
場 所：東京国際フォーラム 
担当校：NTT 西日本九州病院・熊本大学医学部眼科学教室  
会 長：松本光希 
 

7 月 6 日（金） 
一般講演 9：00～12：00 
01． ネパールにおける感染性結膜炎の病因検索 
 内藤 毅、塩田 洋（徳島大）、大口剛司、大神一浩、青木功喜、大野重昭（北 
 海道大）、ウパダイマダン（トリブバーン大、ネパール） 
02． アデノウイルス 8、19、37 型の全塩基配列解析 
 金子久俊（福島県医大、同・微生物）、飯田知弘（福島県医大）、大口剛司、 
 有賀俊英、田川義継、青木功喜、大野重昭（北海道大）、錫谷達夫（福島県医 
 大・微生物） 
03． 実質型角膜ヘルペスにカンジダ角膜炎を合併した一例 
 河本庄平、福田昌彦、杉岡孝二（近畿大）、妙中直子（済世会富田林病院）、 
 檜垣史郎、下村嘉一（近畿大） 
04． 角膜穿孔を来したヘルペス性角膜炎に対して塩酸バラシクロビル内服が奏功した 1 例 
 池田欣史、稲田耕大、郭 權慧、柿丸昌子、宮崎 大、井上幸次（鳥取大） 
05． Real-time PCR 法が診断に有用であった初発のヘルペス性角膜ぶどう膜炎の 1 例 
 清水好恵（鳥取大）、山本由紀美（医療法人十字会野島病院）、三宅敦子（公立 
 八鹿病院）、郭 權慧（鳥取大）、小松恵子（医療法人同愛会博愛病院）、 
 宮崎 大、井上幸次（鳥取大） 
06． サイトメガロウイルス虹彩炎をきたした 2 症例 
 荒木章之、蕪城俊克、藤村茂人（東京大）、藤野雄次郎（東京厚生年金病院）、 
 高本光子、沼賀二郎（東京老人医療ｾﾝﾀｰ）、川島秀俊（さいたま赤十字病院） 
07． 角膜ヘルペスの再発における環境因子の関与 
 高村悦子、荒木博子、篠崎和美、三田 覚、田尻晶子、木全奈都子、堀 貞夫 
 （東京女子医大） 
08． COX 阻害内服薬、点眼薬による HSV-1 潜伏感染マウス再活性化抑制 
 檜垣史郎、渡辺敬三、板橋幹城、水野真由美、福田昌彦、下村嘉一（近畿大） 
09． 保険証ないがために、受診が遅れた眼外傷後感染症例 
 加茂純子（甲府共立病院）、山本ひろ子、村松志保（同・中央検査部細菌検査 
 室） 



10． Corynebacterium sp.が原因と考えられた細菌性角結膜炎 
 西田雅宏（愛媛大）、鈴木 崇（鷹の子病院）、宇野敏彦、山口昌彦、原 祐子、 
 白石 敦、大橋裕一（愛媛大）、飯原大稔（岐阜大・薬剤部） 
11． 術後 15 年目に放射状角膜切開創に嫌気性菌の感染を生じた一例 
 井上貴美子、神野早苗、内海隆生、細谷友雅、西村雅史、三村 治（兵庫医大） 
12． 若年健常成人におけるコンタクトレンジ保存ケースの細菌汚染状況調査 
 宮本龍郎（徳島赤十字病院）、江口 洋、閨 加奈子、大木武夫、塩田 洋（徳 
 島大） 
13． コンタクトレンズによる角膜感染症 
 萩原健太、北川和子、稲垣伸亮、佐々木 洋（金沢医大） 
14． 角膜感染症に対する直接塗抹鏡検の重要性についての検討 
 原田大輔、近間泰一郎、山田直之、能美典正、川本晃司、森重直行、西田輝夫 
 （山口大） 
15． 角結膜感染症における Cycleave PCR 法によると菌同定と定量 
 板橋幹城、檜垣史郎、水野眞由美、福田昌彦、下村嘉一（近畿大） 
 
学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13：50～14：30 
常在細菌と接する眼表面上皮の自然免疫機構 
 上田真由美（京都府医大） 
AIDS 患者に発症した結膜カポジ肉腫における HHV-8 の関与 
 箕田 宏（東京医大） 
 
教育講演 14：30～15：30 
STD 由来の外眼部感染症 
 中川 尚（徳島診療所） 
 
一般講演 15：30～16：18 
16． 痛みを訴えなかった白内障術後 CNS 眼内炎の一例 
 加賀玲子、井上克洋（藤沢市民病院）、永瀬聡子、伊藤亜希子（横浜市大）、 
 秦野 寛（ルミネはたの眼科） 
17． 重層羊膜移植術施行後の MRSA 眼内炎の 1 例 
 井上 亮、堀 裕一、生野恭司、上野千佳子、井上智之、前田直之、田野保雄 
 （大阪大） 
18． 術後眼内縁を起こした Enterococcus faecalis 株の病原性因子の検索 
 戸所大輔、岸 章治（群馬大） 
19． 腸球菌眼内炎におけるゲラチナーゼの影響 



 鈴木 崇（鷹の子病院、愛媛大）、和田智之、香西聖子（千寿製薬）、宇野敏彦 
 （愛媛大）、池 康嘉（群馬大・細菌制御学）、大橋裕一（愛媛大） 
 
シンポジウム 16：20～17：50 
眼感染症－最近のトレンドと今度の課題 
S-01．前眼部感染症と涙液検査 
 稲田紀子（日本大） 
S-02．眼感染症における耐性菌の現状 
 鈴木 崇（鷹の子病院） 
S-03．サイトメガロウイルス角膜内皮炎 
 小泉範子（同志社大・再生医療研究ｾﾝﾀｰ、京都府医大） 
 
7 月 7 日（土） 
一般講演 9：00～11：00 
20． メチルシリン耐性ブドウ球菌による小児急性膿性涙腺炎の 1 症例 
 稲垣伸亮、永井康太、萩原健太、北川和子、佐々木 洋（金沢医大） 
21． Epi-LASIK 後に MRSA による角膜潰瘍を生じた 2 症例 
 能美典正、近間泰一郎、原田大輔、山田直之、森重直行、西田輝夫（山口大） 
22． 表皮ブドウ球菌のキノロン耐性決定領域の遺伝子変異の検討 
 吉田絢子、羽藤 晋、望月弘嗣（東京医療センター）、南川洋子（千寿製薬）、 
 山田昌和（東京医療センター） 
23． LVFX 耐性コリネバクテリウムに関する臨床的考察 
 福本暁子、外園千恵（京都府医大）、中井義典（ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ眼科ｸﾘﾆｯｸ）、中司美奈 
 （京都府医大）、脇舛耕一、山村 陽、稗田 牧（ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ眼科ｸﾘﾆｯｸ）、木下 茂 
 （京都府医大） 
24． Corynebacterium 眼科臨床分離株でのキノロン耐性に関する MLST 解析 
 江口 洋（徳島大）、桑原知巳（同・分子細菌学）、宮本龍郎（徳島赤十字病院）、 
 香留 崇、塩田 洋（徳島大） 
25． A 群レンサ球菌 GAS 菌血症により両眼眼内炎、両耳中耳炎、右膝関節炎を発症した 1

例 
 清水裕司、永田 篤、三宅悠三（八事日赤） 
26． Gemella haemolysans による晩期濾過胞感染症の 1 例 
 堅田利彦、川上秀昭、望月清文、山本哲也（岐阜大）、三鴨廣繁、渡邉邦友（同・ 
 嫌気性菌研究分野） 
27． ミドリガメに関連した猫ひっかき病の 1 例 
 久高久美子、行徳雄二（熊本大）、小篠史郎（同・発達小児科）、谷原秀信（岐 



 阜大） 
28． 視神経網膜炎を発症したネコひっかき病の 3 例 
 中島史絵、渡辺交世、岡田アナベルあやめ（杏林大） 
29． 結核治療後にみつかった網膜静脈周囲炎の 1 症例 
 金 熙乾、星野 健、山田晴彦、高橋寛二、松村美代（関西医大・枚方） 
 
特別講演 11：00～12：00 
ヘルペスの根絶療法 
 下村嘉一（近畿大） 
 
一般講演 13：30～17：30 
30． Aspergillus 角膜真菌症に対する治療的角膜移植後 1 年で Penicilium 感染を起こした 1

例 
 石倉涼子、池田欣史、宮崎 大、井上幸次（鳥取大）、坂谷慶子（南青山ｱｲｸﾘﾆ 
 ｯｸ）朴 奉柱、高鳥浩介（国立医薬品食品衛生研究所・衛生微生物部） 
31． Beauveria 属による角膜真菌症の 1 例 
 園山裕子、佐々木香る、熊丸 茂（出田眼科病院）、砂田敦子、浅利誠志（大 
 阪大・感染制御部）、出田秀尚（出田眼科病院） 
32． 翼状片術後に発症した真菌性角膜炎の臨床像の特徴 
 佐々木香る、園山裕子、渡辺 慶、川崎 勉、風間成泰、出田秀尚（出田眼科 
 病院） 
33． Candida による角膜真菌症の検討 
 妙中直子（済生会富田林病院）、福田昌彦、檜垣史郎、下村嘉一（近畿大）、 
 日比野 剛（日比野眼科） 
34． Cornea module が診断と経過観察に有用であった真菌性角膜炎の 1 例 
 野田恵理子、白石 敦、坂根由梨、原 祐子、山口昌彦、宇野敏彦、大橋裕一 
 （愛媛大） 
35． オルソケラトロジーに伴ったアカントアメーバ角膜炎の 1 例 
 加藤陽子、佐々木 爽、林 孝彦、大野智子（横浜市大）、中川 尚（徳島診 
 療所）、秦野 寛（ルミネはたの眼科）、水木信久（横浜市大） 
36． 帝王切開後の母体において真菌性眼内炎をきたした一例 
 七部 史、丸山耕一（近畿大）、有村英子（同・堺）、松本長太、下村嘉一（近 
 畿大）、友田有美子（阪和住吉総合病院） 
37． 白内障術後に発症したフザリウム眼内炎の一例 
 村田浩司、梅田尚靖、尾崎弘明、山口晃生、内尾英一（福岡大） 
38． 家兎内因性真菌性眼内炎モデルステロイド投与群と非投与群における生化学的比較検



討 
 大牟田絢子（大森日赤）、渋谷和俊（東邦大医療ｾﾝﾀｰ大森病院・病院病理学講 
 座）、内田勝久、山口英世（帝京大医真菌研究ｾﾝﾀｰ）、松橋正和（東邦大医療ｾﾝ 
 ﾀｰ大森病院・第一眼科学講座） 
39． トスフロキサシン（TFLX）点眼液の前眼部感染性疾患における有用性の検討 
 田村 薫（順天大）、木村泰朗、川端紀穂（同、上野眼科医院）、藤巻拓郎、 
 村上 晶（順天大） 
40． In vitro pharmacokinetic modelによる前房汚染に対する効果的な抗菌剤投与間隔の検

討 
 香西聖子、和田智之、喜田徹郎、多鹿哲也、榊 秀之（千寿製薬㈱） 
41． Corynebacterium 臨床分離株での LVFX と GFLX に対する MIC の比較検討 
 香留 崇、江口 洋、大木武夫、塩田 洋（徳島大）、桑原知巳（同・分子細 
 菌学） 
42． フルオロキノロン系抗菌薬の抗菌力の比較 
 藤 紀彦、山下美恵、田原昭彦（産業医大）、青木瑠美（社会保険稲築病院） 
43． レボフロキサシン灌流下の超音波水晶体摘出術における家兎硝子体内薬物動態の検討 
 川崎史朗、鈴木 崇、大橋裕一（愛媛大） 
44． 慢性涙嚢炎における涙液中の菌量変動 
 勝村浩三、向井規子、山上高生、清水一弘、池田恒彦（大阪医大）、原 二郎 
 （原眼科）、坂本雅子（阪大微生物病研究会） 
45． 頻回点眼による抗菌剤房水内移行 
 岡島行伸、小早川信一郎（東邦大）、大木孝太郎（大木眼科）、渡辺 博、 
 辻 明良、栃久保哲男（東邦大） 
46． 0.5％モキシフロキサシン点眼薬の家兎眼組織内移行動態 
 福田正道、佐々木 洋（金沢医大） 
47． 真菌性眼内炎の早期診断 
 池田絵梨子、津村朋子、徳川英樹、西川憲清（大阪警察病院）、水谷 哲、 
 阪口喜清、寺地つね子（同・感染管理ｾﾝﾀｰ） 
48． ドクガ虫体毒針毛による角膜障害の 2 例 
 山下智子、千葉桂三、妹尾 正（獨協医大）、桐木雅史、千種雄一、松田 肇 
 （同・熱帯病寄生虫学教室） 
49． 角膜錆輪に起る化学反応と生成物・角膜鉄粉異物の細菌感染組織機序 
 松原 稔（松原眼科医院） 
 
3 学会合同シンポジウム 16：00～17：30 
コンタクトレンズ関連眼障害の予防と対策 



３S-1．コンタクトレンズと感染性角膜炎 
 宇野敏彦（愛媛大） 
3S-2．コンタクトレンズとアレルギー性結膜炎 
 庄司 純（日本大） 
3S-3．コンタクトレンズと酸素不足 
 糸井素純（道玄坂糸井眼科医院） 
 


