
第 46回日本眼感染症学会総会プログラム 

 

日 時：2009年 7月 10日（金）～11日（土） 

場 所：グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 

担当校：岡本眼科クリニック 

会 長：岡本 茂樹 

 

7月 10日（金） 

一般講演 9：00～10：30 

ウイルス 1 

01. 新血清型アデノウイルス 53型による結膜炎の疫学と臨床像 

金子久俊（福島県医大、福島県医大・微生物）、飯田知弘（福島県医大）、 

日隈陸太郎（日隈眼科）、石古博昭（㈱三菱化学メディエンス）、北市信義、

青木功喜、大野重昭（北海道大）、錫谷達夫（福島県医大・微生物） 

02. 涙液中HSV DNA量を測定したカポジ水痘様発疹症 6例 

熊川真樹子（日本大、女子医大・糖尿センター）、庄司 純、稲田紀子、 

澤  充（日本大） 

03. 自治医科大学さいたま医療センターにおける角膜ヘルペスの病像 

山上博子、豊田文彦、木下 望、神原千浦、梯 彰弘（自治医大・さいたま 

医療センター） 

04. 角膜ヘルペスの病型による再発時期の検討 

高村悦子、篠崎和美、荒木博子、木全奈都子、田尻晶子、熊谷紘子、 

山西令子、堀 貞夫（女子医大） 

05. 前房畜膿を生じた HSV角膜ぶどう炎の 1例 

野村直子、鈴木智親、後藤さや香、加藤陽子、栄木尚子（横浜市大）、 

中川 尚（徳島診療所）、秦野 寛（ルミネはたの眼科）、中村 聡（吉野町 

眼科）、水木信久（横浜市大） 

 

ウイルス 2 

06. 長期間良好な視力を維持できた進行性網膜外層壊死の 1例 

      上甲武志、原 祐子、白石 敦、大橋裕一（愛媛大）、高田清式（愛媛大・臨 

床研修センター） 

07. ガンシクロビル硝子体投与を行ったサイトメガロウイルス網膜炎の 6例 

      戸所大輔（群馬大）、石原美紀江（済生会前橋病院）、岸 章治（群馬大） 

08. Poly(I:C)によるサイトカイン、接着因子発現に関するシグナル伝達経路 

      折田朋子（山口大）、木村和博（山口大・眼病態）、西田輝夫（山口大） 



09. 角膜線維芽細胞での Poly(I:C)によるMMP発現およびその分子機序 

      木村和博、折田朋子、近藤由樹子、西田輝夫（山口大） 

 

シンポジウム 1 10：30～12：00 

眼と CMV－そのすべて 

1. CMVによる角膜内皮炎とその対応 

      小泉範子（同志社大／京都府医大） 

2. CMVによる前部ぶどう膜炎とその対応 

      杉田 直（東京医歯大） 

3. CMV網膜炎とその対応 

      箕田 宏（東京医大／とだ眼科） 

 

学術奨励賞（三井賞）受賞講演 14：00～14：20 

新しい抗ヘルペスウイルス薬の急性期および再活性化時における効果 

      板橋幹城（近畿大・奈良） 

 

一般講演 14：20～18：00 

細菌 1 

10. 角膜上皮バリア破壊における黄色ブドウ球菌のQuorum Sensing機構の重要性の検討 

      鈴木 崇（Schepens Eye Research Institute） 

11. 点眼剤防腐剤フリー組成の抗菌メカニズムおよび角膜への影響 

      瀧沢 岳、片岡伸介、小高明人、小池大介、服部 学（ライオン㈱）、 

海老原伸行、村上 晶（順天大） 

12. 家兎白内障手術眼における前房内注入後の抗菌点眼液の眼内動態 

      福田正道（金沢医大）、 

13. 3カ月間使用した SCL保存ケースの汚染菌と環境菌の PFGEでの検討 

      長澤利彦、江口 洋、宮本龍郎（徳島大）、桑原知巳（徳島大・分子生体防御 

医学） 

14. サーモグラフィによる角膜感染症の炎症所見の検討 

      川崎史朗、白石 敦、山口昌彦、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大） 

 

細菌 2 

15. 白内障術前患者の眼瞼縁の細菌検査結果 

      村上純子（咲花病院）、下村嘉一（近畿大） 

16. 金沢医科大学における白内障術前分離菌の動向（2003-2007）－２－ 

萩原健太（金沢医大、公立宇出津総合病院）、北川和子、稲垣伸亮、佐々木 洋



（金沢医大） 

17. 術前抗生剤投与におけるレボフロキサシン点眼液とガチフロキサシン点眼液の比較検 

   討 

      末吉理恵、辻村まり（明石市民病院） 

18. フルオロキノロン点眼による結膜嚢内常在菌叢の変化～薬剤感受性と QRDR 遺伝子

変異 

      宮永 将、子島良平、宮井尊史、加賀谷文絵、宮田和典（宮田眼科病院）、 

大橋裕一（愛媛大）、井上幸次（鳥取大）、浅利誠志（大阪大・感染制御部／ 

検査部） 

 

細菌 3 

19. 眼科用薬剤感受性プレートの作製とその使用経験 

      藤 紀彦、田原昭彦（産業医大） 

20. 市中外眼部疾患（メチシリン耐性ブドウ球菌）のMICに基づく抗菌薬の選択 

      坂本則敏、神谷和孝、清水公也、井上松久（北里大） 

21. メチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌のフルオロキノロン耐性の多様性 

      星 最智、大塚斎史、橋田正継、卜部公章（町田病院） 

22. 日本眼感染症学会による眼感染症起炎菌・薬剤感受性動向調査結果 

      秦野 寛（ルミネはたの眼科）、井上幸次（鳥取大）、大橋裕一（愛媛大）、 

      坂本雅子、岡本 豊（（財）阪大微生物研究会） 

 

アメーバ 1 

23. Real Time PCR法によるアカントアメーバ角膜炎診断    

      板橋幹城（近畿大・奈良）、檜垣史郎、福田昌彦（近畿大）、白根授美、 

咲山 豊、三島 弘（近畿大・奈良）、下村嘉一（近畿大） 

24. 当院で得られたアカントアメーバの遺伝学的分類 

      高岡紀子（女子医大・東、国立感染症研究所）、八木田健司（国立感染症研究 

所）、亀井裕子、山上 聡（女子医大・東）、野崎智義（国立感染症研究所）、 

松原正男（女子医大・東） 

25. アカントアメーバに対する in vitroでの薬剤感受性測定 

      砂田淳子（大阪大・感染制御部／検査部）、佐々木香る（出田眼科病院）、 

      子島良平、宮田和典（宮田眼科病院）、井上幸次、宮崎 大（鳥取大）、 

      前田直之、井上智之（大阪大）、浅利誠志（大阪大・感染制御部／検査部） 

26. 涙液中ケモカインプロファイルの検討を行ったアカントアメーバ角膜炎の２例 

      堀 眞輔、庄司 純、稲田紀子、澤  充（日本大） 

27. アカントアメーバ角膜炎のコンタクトレンズケース汚染の検討 



      守田裕希子、柳井亮二、近間泰一郎、植田喜一、西田輝夫（山口大）、 

      森  理、豊原 恵（㈱メニコン） 

 

アメーバ 2  

28. O2オプティクスによるアカントアメーバ角膜炎の１例 

      石橋康久（加藤医院吉原分院、日本アカントアメーバ角膜炎研究会） 

29. 細菌性角膜炎からアカントアメーバ角膜炎に移行したと考えられる１例 

      大谷史江、宮崎 大、池田欣史、矢倉慶子、井上幸次（鳥取大）、八木田健司 

（国立感染症研究所・寄生動物部）、大山奈美（倉敷中央病院） 

30. アカントアメーバ角膜炎患者の視力予後に関与する因子についての検討 

      横倉俊二、植松 恵、久保田 亨、西田幸二（東北大） 

31. ステロイド投与が初期アカントアメーバ角膜炎（AK）に及ぼす影響 

      佐々木美帆、外園千恵、稲富 勉、横井則彦、塩田恒三、木下 茂（京都府 

医大） 

 

７月 11日（土） 

一般講演 8：40～9：30 

眼内炎 

32. 化膿性脊椎炎に併発した内因性眼内炎の１例 

      香留 崇、大木武夫、長澤利彦、内藤 毅（徳島大） 

33. 東邦大学医学部医療センター大森病院における術後眼内炎の検討 

      長村洋徳、小早川信一郎、岡島行伸、渡辺 博、杤久保哲男（東邦大） 

34. 25ゲージシステム硝子体術後眼内炎の１例 

      尾崎弘明、Huang Jane、内尾英一（福岡大） 

35. 抗菌点眼薬の術後早期投与－家兎腸球菌眼内炎モデルにおける検証 

      田坂嘉孝、川崎史朗、水戸 毅、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）、池 康嘉（群 

馬大・細菌感染抑制学） 

36. マウス腸球菌眼内炎モデルにおけるバクテリオシンの役割 

      戸所大輔、秋山英雄、袖山博健、岸 章治（群馬大） 

 

シンポジウム 2 9：30～11：00 

アカントアメーバ角膜炎の臨床 

1. アカントアメーバ角膜炎の臨床所見 

    宇野敏彦（愛媛大／松山赤十字病院） 

2. アカントアメーバの検出法 

    石橋康久（加藤医院吉原分院／日本アカントアメーバ角膜炎研究会） 



3. アカントアメーバ角膜炎の治療 

    江口 洋（徳島大） 

 

特別講演 11：00～12：00 

【治療方程式】耐性菌を知り抗菌薬を知らば百戦危うべからず 

      浅利誠志（大阪大・感染制御部／検査部） 

 

一般講演 13：30～15：50 

角膜炎 

37. 同定が困難であった糸状菌 Colletorichum属による角膜真菌症 

      山本恭三（町田病院、出田眼科病院）、佐々木香る（出田眼科病院）、 

橋本公一（熊本市医師会検査センター）、出田隆一（出田眼科病院） 

38.  Colletorichum gloeosporioidesによる真菌性角膜炎の１例 

      三谷亜里沙、白石 敦、原 祐子、山口昌彦、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）、 

39. ボリコナゾール眼局所投与の使用経験 

      佐々木香る（出田眼科病院）、砂田淳子、浅利誠志（大阪大・感染制御部／検 

査部）、園山裕子（出田眼科病院）、子島良平、宮井尊史、宮田和典（宮田眼 

科病院）、出田隆一（出田眼科病院） 

40. 生体共焦点顕微鏡（RCM）所見が有用であった難治性角膜炎の１例 

      竹澤由起、山口昌彦、原 祐子、白石 敦、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）

41. 緑膿菌性角膜潰瘍穿孔例に対する保存および新鮮角膜による二段階治療的角膜移植術 

      熊倉重人、宮岡佳美、三宅 琢、村松隆次、後藤 浩（東京医大） 

42. 緑膿菌性角膜潰瘍におけるドリペネム水和物の有用性 

      清水一弘、勝村浩三、服部昌子、林田素子、山上高生、向井規子、池田恒彦

（大阪医大） 

 

結膜炎 

43. 高濃度ミノマイシン局所投与が奏効したMRSA結膜炎の１例 

      池田絵梨子、井上智之（大阪大）、浅利誠志、豊川真弘（大阪大・感染制御部 

／検査部）、堀 裕一（東邦大・佐倉）、前田直之（大阪大） 

44. 新生児に発症した偽淋菌結膜炎の１例 

      渡辺純子（日本大）、立花敦子（日本大・光が丘）、稲田紀子、庄司 純、 

      澤  充（日本大） 

45. セフトリアキソン 0.5％調整点眼が著効した淋菌性角結膜炎の１例 

      翁長正樹（横浜市大）、野澤亜紀子、大野智子、井上克洋（藤沢市民病院）、 

      秦野 寛（ルミネはたの眼科） 



46. 治療抵抗性を示したフリクテン性角結膜炎、カタル性角膜潰瘍の要因 

      窪野裕久、水野嘉信、重安千花、山田昌和（東京医療センター） 

 

細菌・クラミジア・寄生虫 

47. 緑膿菌感染による壊死性強膜炎の１例 

      稲垣伸亮、北川和子、藤田信之、柴田奈央子、佐々木 洋（金沢医大） 

48. 眼瞼下垂で初診した小児クラミジア結膜炎の１例 

      唐下千寿、大谷史江、春木智子、佐伯有祐、宮崎 大、井上幸次（鳥取大） 

49. STDではないクラミジア結膜炎が相当数存在する!? 

      佐渡一成（さど眼科） 

50. 岐阜県で見出された東洋眼虫症のヒト結膜嚢内寄生例 

      小森伸也、小國 務、望月清文（岐阜大）、林 裕子（眼科 林クリニック）、 

      高橋優三（岐阜大・寄生虫学） 

 

3学会合同プログラム 16：00～17：30 

シンポジウム クロスオーバーディスカッション 

アレルギー性結膜疾患への対応 

1. アレルギー性結膜疾患患者のコンタクトレンズ装用の工夫  

    高村悦子（女子医大） 

2. 増殖型アレルギー性結膜疾患への対応－コンタクトレンズの観点から－ 

    山田昌和（東京医療センター） 

Suspected Infectious Eye Diseasesへの対応 

1. Suspected Infectious Eye Diseasesへの対応－感染性ぶどう膜炎 vs 非感染性ぶどう

膜炎－ 

    杉田 直（東京医歯大） 

2. 角結膜疾患における PCR診断の効用 

    井上智之（大阪大） 

コンタクトレンズ装用者の感染症 

1. コンタクトレンズ装用者の角膜感染症：最近の傾向 

    福田昌和（近畿大） 

2. コンタクトレンズ関連角膜感染症の原因 

    植田喜一（ウエダ眼科） 

 

コメディカルプログラム  

1 感染症の予防と対策 14：00～15：00 

1. ウイルス性眼疾患 



    原 裕子（愛媛大） 

2. ウイルス以外の眼感染症 

    水戸 毅（愛媛大） 

 

2 薬の基礎知識 15：20～16：20 

1. 点眼薬の基礎 

    景山正明（参天製薬㈱研究開発センター） 

2. 検査・手術に使う薬の基礎 

    細畠 淳（大阪鉄道病院） 

3. 治療に使う薬の基礎 

    野崎実穂（名古屋市大） 

 

3 CLの基礎知識 16：30～17：30 

1. コンタクトレンズの基礎 

    土至田 宏（順天大・静岡） 

2. ソフトコンタクトレンズのケア－指導の実際 

    岩崎直樹（イワサキ眼科医院） 

3. コンタクトレンズのトラブルについて 

    宮本裕子（近畿大／アイアイ眼科医院） 

 

 


