
第 47回日本眼感染症学会総会プログラム 

 

日 時：2010年 7月 9日（金）～10日（土） 

場 所：京王プラザホテル 

担当校：東京女子医科大学眼科学教室 

会 長：高村悦子 

 

7月 9日（金） 

一般講演 9：00～11：50 

ウイルス 1 

01. 新型アデノウイルス 53型、54型による流行性角結膜炎の流行状況 

金子久俊（福島県医大、福島県医大・微生物学）、青木功喜、北市信義、 

大野重昭（北海道大）、錫谷達夫（福島県医大・微生物学） 

02. 抗ヘルペスウイルス薬 ASP2151のマウス角膜ヘルペスモデルにおける効果 

佐々木慎一、春木智子、矢野慶子、宮崎 大（鳥取大）、鈴木 弘（アステラ 

ス製薬）、井上幸次（鳥取大） 

03. IKK2阻害剤によるマウスヘルペス性角膜炎再活性化の抑制 

河本庄平、檜垣史郎、渡邊敬三（近畿大）、板橋幹城（近畿大・奈良）、 

福田昌彦（近畿大） 

04. 角膜線維芽細胞における Poly(I:C)によるMMC産生のトリプトライド抑制効果 

折田朋子（山口大）、木村和博（山口大・眼病態）、西田輝夫（山口大） 

05. 単純ヘルペス性角膜輪部炎の臨床所見 

助村有美、高村悦子、篠崎和美、木全奈都子、田尻晶子、坂本英之、 

荒川久弥、堀 貞夫（女子医大） 

06. 正常眼圧緑内障における単純ヘルペスウイルス眼感染症 

木村泰朗、四方 歩（上野眼科医院） 

 

ウイルス 2 

07. 春季カタル患者への免疫抑制剤点眼によるヘルペス角膜炎の再燃（症例報告） 

      藤島 浩（東京都済生会中央病院）、深川和己（両国眼科）、佐竹良之、 

      五十嵐安弥子（東京歯大市川）、岡田直子、タイス若松、オサマ・イブラヒム、 

      ドール・ムラト（慶應大） 

08. 角膜ヘルペス末期合併症－角膜石灰変性－ 

      北川和子、萩原健太、柴田奈央子、佐々木 洋（金沢医大） 

09. 角膜ヘルペスの経過中に発症した細菌性角膜潰瘍 

      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） 

10. 水痘ワクチン接種後の健常児に発症した眼部帯状ヘルペスの 1例 

      中川裕子、中川 尚（徳島診療所） 

11. 水痘角膜炎の 2症例 

      萩原健太（金沢医大、宇出津総合病院）、北川和子、佐々木 洋（金沢医大） 

12. バルガンシクロビル内服が奏効したサイトメガロウイルス（CMV）角膜内皮炎の 1例 

      中川 尚、中川裕子（徳島診療所）、幸田富士子、土屋展生（公立昭和病院） 

 

ウイルス 3 

13. リンパ腫様肉芽腫症にサイトメガロウイルス網膜炎を伴った 1例 

      楠原仙太郎、松宮 亘（神戸大）、安積 淳（神戸大、神戸海星病院）、 

      根木 昭（神戸大） 

14. 白血病治療中に硝子体混濁を認め immune recovery uveitis が疑われた 1例 

      神鳥美智子、山崎厚志、矢倉慶子、宮崎 大、井上幸次（鳥取大）、 

富長瑞穂（富長内科眼科クリニック） 

15. 手足口病感染後に発症した acute idiopathic maculopathyの 1例 

      川上秀昭（岐阜市民病院）、望月清文（岐阜大）、犬塚裕子（岐阜市民病院）、 

      天野 肇（天野眼科医院） 

16. 福岡大学における急性網膜壊死の治療成績 

      尾崎弘明、ファン・ジェーン、井上浩利、小沢昌彦、内尾英一（福岡大） 

 

学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13：50～14：10 

結膜常在菌の分布およびフルオロキノロン耐性の現状について 

      堀 裕一（東邦大・佐倉病院） 

 

一般講演 14：20～15：50 

アメーバ 

17. 最近 2年間のアカントアメーバ角膜炎について 

      石橋康久（東鷺宮病院、日本アカントアメーバ角膜炎研究会） 

18. 岐阜大学および中濃厚生病院におけるアカントアメーバ角膜炎の 11症例 

      大家進也、小森伸也、高橋伸通、堅田利彦、望月清文（岐阜大）、 

      大楠清文（岐阜大・病原体制御分野）、高橋優三（岐阜大・寄生虫分野）、 

      石橋康久（東鷺宮病院） 

19. コンタクト非装用者に生じ、遺伝子解析にて同定されたアカントアメーバ角膜炎の 1   

   例 

      片岡英樹、櫻庭知己、原 信哉、川村千鶴子（青森県立中央病院）、 



大楠清文（岐阜大・病原体制御学） 

20. 液体培地を用いたアカントアメーバの培養・検査法で得られた新知見 

      及川陽三郎（金沢医大・生体感染防御（医動物））、フセイン・アムジャド、 

      所 正治、（金沢大院医・寄生虫感染制御）、横川英明、小林 顕（金沢大）、 

      北川和子（金沢医大） 

 

真菌 

21. Colletotrichumによる真菌性角膜炎の臨床的特徴 

      白石 敦（愛媛大・視機能再生）、佐々木香る（出田眼科病院）、三谷亜里沙 

（愛媛大）、宮本仁志（愛媛大・検査部）、鄭 暁東、山本康明、原 祐子、 

大橋裕一（愛媛大） 

22. Beauveria bassianaによる真菌性角膜炎の 1例 

三谷亜里沙、白石 敦、原 祐子、山本康明、鄭 暁東（愛媛大）、宮本仁志 

（愛媛大・細菌検査部）、大橋裕一（愛媛大） 

23. 爪真菌症の関与を疑ってテルビナフィン内服の併用療法をおこなった角膜真菌症の 1   

   例 

      星 最智（町田病院）、戸田祐子（国立高知病院）、大塚斎史、卜部公章（町 

田病院） 

24. ヘルペスと真菌の混合感染と考えられた角膜炎の 1例 

      加藤良武（ツカザキ病院）、片上千加子（神戸海星病院） 

 

シンポジウム 1 16：00～17：30 

ヘルペス感染症のすべて 

1. 角膜ヘルペス 

    宇野敏彦（愛媛大） 

2. 眼部帯状ヘルペス 

    篠崎和美（女子医大） 

3. ヘルペス性虹彩毛様体炎 

    坂井潤一（東京医大／坂井眼科医院） 

4. 急性網膜壊死 

    大黒信行（大阪大） 

 

7月 5日（土） 

一般講演 9：00～10：50 

細菌 1 

25. 白内障術後眼内炎の発症時前眼部所見 



      佐々木香る（出田眼科病院）、刑部安弘（東京医大・解剖学）、佐藤智樹（佐 

      藤眼科）、園山裕子、川崎 勉、出田隆一（出田眼科病院） 

26. リネゾリドが有効であった治療抵抗性白内障術後眼内炎の 2例 

      上甲武志、野田恵理子、白石 敦、大橋裕一（愛媛大）、林 康人（南松山病 

院）、宇野敏彦（松山赤十字病院） 

27. 早期手術が奏功した Bacillusによる眼内炎の 1例 

      田中宏樹、重安千花、谷井啓一、渡辺 健、春畑裕二、秋山邦彦、山田昌和 

（東京医療センター） 

28. 抜歯後の感染性心内膜炎から発症した内因性眼内炎の 1例 

      盛 秀嗣、山田晴彦、石黒利充（関西医大・枚方） 

29. Bevacizumab硝子体内投与後に発症したMRSE眼内炎 

      香留 崇、内藤 毅、山中千尋、長澤利彦、宮本龍郎（徳島大） 

30. 抗 VEGF薬硝子体注射後に発症した眼内炎の検討－多施設共同研究 

      井上麻衣子（横浜市大・医療セ）、小森秀樹（京都府医大）、小早川信一郎、 

田中久美子（東邦大・大森）、須田雄三、松島博之（獨協医大）、外園千恵、 

木下 茂（京都府医大）、門之園一明（横浜市大・医療セ）、妹尾 正（獨協 

医大）、杤久保哲男（東邦大・大森） 

 

細菌 2 

31. 眼内炎治療後に角膜潰瘍を発症した症例 

中矢絵里、清水一弘、服部昌子、向井規子、佐藤孝樹、勝村浩三、舟橋順子、 

馬渕享子、池田恒彦（大阪医大） 

32. Pasteurella aerogenes感染により角膜穿孔を来した 1例 

魚谷 竜、金田周三、宮崎 大、井上幸次（鳥取大）、板持智恵美（松江市立 

病院） 

33. 眼表面の生体材料によるグラム陰性桿菌感染症の 2例 

      宮本龍郎、江口 洋（徳島大） 

34. 流行性角結膜炎患者に生じた淋菌結膜炎の 1例 

      鳥崎真人（とりさき眼科） 

 

特別講演 11：00～12：00 

水痘帯状疱疹ウイルス特異的細胞性免疫応答と病態発症 

      森 康子（神戸大・臨床ウイルス学） 

 

一般講演 13：30～15：10 

細菌 3 



35. 細菌性結膜炎における検出菌・薬剤感受性に関する 5年間の動向調査（多施設共同研 

究） 

      小早川信一郎、井上幸次、大橋裕一、下村嘉一、臼井正彦（COI結膜炎スタ 

ディグループ） 

36. 急性細菌性結膜炎の起炎菌と疫学 

      星 最智（町田病院） 

37. 眼科医療従事者におけるMRSA保菌の検討 

      北澤耕司（バプテスト眼科クリニック、京都府医大）、稗田 牧（京都府医大）、 

      星 最智（京都府医大、藤枝市立総合病院）、外園千恵、木下 茂（京都府医 

大） 

38. 老人ホーム入居者の眼瞼部細菌検査結果と眼瞼周囲清拭教育の必要性 

      鈴木武敏、今 賢治、藤本美和子（鈴木眼科吉小路） 

39. 眼科領域由来検体からの分離菌に関する検討 

      土至田 宏、本田理峰、清水悠介、武田淳史、松井麻紀、太田俊彦（順天大・ 

静岡）、村上 晶（順天大） 

 

細菌 4 

40. 涙道手術時ステントからの検出細菌と薬剤感受性 

      繰納 勉（NTT西日本金沢病院）、佐々木次壽（佐々木眼科） 

41. 小児における外眼部細菌感染症の臨床効果判定基準について 

      宮永嘉隆（西葛西・井上眼科病院）、澤 充（日本大）、西田輝夫（山口大）、 

      大野重昭（北海道大） 

42. フルオロキノロン系抗菌点眼液のヒト角膜上皮細胞に対する影響 

      福田正道（金沢医大）、浦島博樹、道上大策（大塚製薬㈱赤穂研究所）、 

      佐々木 洋（金沢医大） 

43. アンケート調査からみる SCL使用者の眼感染症リスク 

      松本治恵（松本眼科）、松本惣一（帝京大） 

 

シンポジウム 2 15：30～17：00 

感染とアレルギーの謎を解く 

1. 眼表面上皮細胞の自然免疫 

    上田真由美（京都府医大／同志社大） 

2. アトピーと感染 

    海老原伸行（順天大） 

3. 細菌・真菌感染とアレルギー 

    稲田紀子（日本大） 



4. 角膜ヘルペス感染の謎 

    井上智之（住友病院） 

 


