
第 49 回日本眼感染症学会総会プログラム 

 

日 時：2012 年 7 月 14 日（土）～15 日（日） 

場 所：パシフィコ横浜 

担当校：徳島診療所 

会 長：中川 尚 

 

7 月 14 日（土） 

一般講演 9：00～11：20 

細菌 1 結膜 

01. NICU および GCU における新生児の結膜嚢常在菌叢と結膜炎起炎菌の検討 

桑原克之（都立大塚病院、東京医療センター）、太刀川貴子、譲原大輔、 

三田哲子（都立大塚病院）、斉木由美子（都立大塚病院検査科）、野田 徹 

（東京医療センター） 

02. カタル性結膜炎に対するセフメノキシム点眼液の有効性 

田中 寛（町田病院）、星 最智（藤枝市立総合病院）、新開陽一郎（町田病

院）、大塚斎史（京都第二赤十字病院）、橋田正継、卜部公章（町田病院） 

03. 淋菌性結膜炎と鑑別を要したブランハメラ結膜炎の 1 例 

加藤陽子（浦賀病院）、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） 

04. コリネバクテリウム眼感染症の 4 例 

西澤きよみ、後藤さや香、秦野 寛（ルミネはたの眼科） 

 

細菌 2 眼瞼ほか 

05. 角膜病変を伴う難治性後部眼瞼炎の臨床的特徴 

星 最智、近藤衣里、南 泰明（藤枝市立総合病院） 

06. 翼状片手術後 20 年以上経過して発症した感染性強膜炎の 2 症例 

増田綾美、寺田裕紀子、子島良平、南 慶一郎、宮田和典（宮田眼科病院） 

07. 全層角膜移植の術前滅菌法として涙嚢摘出を施行したMRSAによる慢性涙道炎の1例 

      熊谷直樹、佐々木香る（出田眼科）、近藤晶子（国立療養所菊池恵楓園）、 

出田隆一、田中住美（出田眼科）、天野史郎（東京大） 

08. 眼症状のみを示し全身症状を示さなかった猫ひっかき病の 1 例 

      細川満人、蔵増亜希子、橘 理人（鳥取市立病院）、長石純一、木下朋絵（鳥 

取市立病院・小児科）、八田史郎（前嶋眼科医院） 

 

細菌 3 角膜 



09. 緑膿菌角膜炎における臨床所見の検討 

      佐々木香る（出田眼科）、稲田紀子（日本大）、熊谷直樹、出田隆一（出田眼

科）、庄司 純、澤  充（日本大） 

10.患者背景から見た緑膿菌角膜炎臨床像の検討 

      石川恵理、鈴木 崇、山口智史、原 祐子、山口昌彦、鄭 暁東、白石 敦、

宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大） 

11. 角膜炎由来緑膿菌株の病原因子の解析 

      山口智史、鈴木 崇、石川恵理、原 祐子、山口昌彦、鄭 暁東、白石 敦、

宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大） 

12. Staphylococcus lugdunensis が検出された重症細菌性角膜炎の 1 例  

      稲田紀子、原田奈月子、中島基宏、庄司 純、澤  充（日本大） 

13. 全層角膜移植後の角膜感染症に対する検討 

      堀内稔子、中川紘子、稲富 勉、外園千恵、横井則彦、木下 茂（京都府医

大） 

14. 2008 年から 2011 年までの入院加療を要したコンタクトレンズ由来感染性角膜炎 

      柿栖康二、岡島行伸、松本 直、小早川信一郎、杤久保哲夫（東邦大） 

 

 

学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13：30～13：50 

眼内炎におけるブドウ球菌・腸球菌の病原因子の検討 

      鈴木 崇（愛媛大） 

 

一般講演 13：50～15：20 

真菌 

15. ボリコナゾール角膜実質注射が角膜内皮に及ぼす影響 

      宮本龍郎、江口 洋、樋端透史、仁木昌徳、堀田芙美香、三田村さやか、 

      伊藤浩太郎、三田村佳典（徳島大） 

16. ボリコナゾールの角膜実質・前房内注射が奏効しなかった角膜真菌症の 1 例 

      堀田芙美香、江口 洋、宮本龍郎、三田村佳典（徳島大） 

17. コンタクトレンズ装用者に発症した真菌性角膜炎の 2 例 

      朝生 浩、稲田紀子（日本大）、杉本哲理（日本大、女子医大糖尿セ）、 

庄司 純、澤  充（日本大） 

 

アメーバ・寄生虫 

18. ソフトコンタクトレンズ用洗浄液（ミラフロー®）の抗アカントアメーバ消毒効果の

検討 



      小林 剛（愛媛大視機能再生）、渡部成美、白石 敦、宇野敏彦、大橋裕一 

      （愛媛大） 

19. 初診時に角膜内皮炎と診断されたアカントアメーバ角膜炎の 2 例 

      鳥山浩二、鈴木 崇、鄭 暁東、原 祐子、山口昌彦、白石 敦、宇野敏彦、 

      大橋裕一（愛媛大） 

20. デスメ膜剥離を伴ったアカントアメーバ角膜炎の 1 例 

      園部 愛、篠崎和美、木全奈都子、田尻晶子、小野まどか、高村悦子（女子

医大） 

21. グルコン酸クロルヘキシジン 24 時間点眼が奏効したアカントアメーバ角膜炎 

      萩原健太（金沢医大、公立宇出津総合病院）、北川和子、柴田奈央子、 

高橋依子、柴田伸亮、佐々木 洋（金沢医大） 

22. 三者併用療法とその後の抗炎症薬長期投与が有効であったアカントアメーバ角膜の 1

例 

土至田 宏、本田理峰、杉田丈夫、松崎有修、清水悠介、瀬戸孝彦、 

松井麻紀、太田俊彦（順天大・静岡）、村上 晶（順天大） 

23. 絨毛虫が検出されたコンタクトレンズ関連角膜炎の 1 例 

      三田村さやか（徳島大、藤田眼科）、江口 洋、三田村佳典（徳島大）、 

      八木田健司（国立感染症研究所） 

  

特別講演 15：20～16：20 

「知識」を「知恵」に 

      竜田 邦明（早稲田大） 

 

教育セミナー 16：20～18：00 

細菌性外眼部感染症アップデート 

外眼部細菌感染症の序説 

      秦野 寛（ルミネはたの眼科） 

塗抹鏡検による感染症の迅速診断 

      川上小夜子（帝京大） 

近代眼科医療に対するコリネバクテリウムからの警鐘 

      江口 洋（徳島大） 

ホストと感染の密接な関係 

      外園千恵（京都府医大） 

抗菌点眼液の薬動力学的パラメータ 

      福田正道（金沢医大） 

  



7 月 15 日（日） 

一般講演 8：50～11：30 

ウイルス 1：角膜ヘルペス 

24. 角膜ヘルペスの再発に関与する気象条件の検討 

      高村悦子、篠崎和美、木全奈都子、田尻晶子、小野まどか、園部 愛（女子

医大） 

25. 角膜穿孔に至った角膜ヘルペスの 1 例 

      光辻辰馬（高槻病院）、清水一弘、出垣昌子、田尻健介、向井規子、勝村浩三、 

      池田恒彦（大阪医大） 

26. 角結膜上皮内癌に対する輪部移植 5 年後に単純ヘルペス角膜炎を発症した 1 例 

      唐下千寿、矢倉慶子、宮崎 大、井上幸次（鳥取大）、寺坂祐樹（国民健康保

険智頭病院） 

27. リアルタイム PCR が診断に有用であったアシクロビル耐性角膜ヘルペスの 1 例 

      井上智之、鈴木 崇、大橋裕一（愛媛大） 

 

ウイルス 2：帯状ヘルペス 

28. 角膜病変を初発とした眼部帯状ヘルペス 

      梅屋玲子（上野眼科医院、順天堂東京江東高齢者医療センター）、木村泰朗、

深尾真理（上野眼科医院、順天大）、木村千佳子（上野眼科医院）、松田 彰

（順天大） 

29. 帯状ヘルペス角膜炎の経過中に delayed mucous plaque を呈した 1 例 

      大谷史江、稲田耕大、矢倉慶子、宮崎 大、井上幸次（鳥取大） 

30. 遅発性偽樹枝状角膜炎(mucous plaque)を繰り返した帯状ヘルペス角膜炎の 1 例 

      中川裕子、中川 尚、徳島邦子（徳島診療所） 

31. 眼部帯状疱疹に眼窩先端症候群を合併した 1 例 

      岡本真奈、細谷友雅、神野早苗、三村 治（兵庫医大） 

 

細菌 4：眼内炎 

32. プリセット IOL 挿入眼での遅発性眼内炎の 1 例 

      林 勇樹、江口 洋、井上昌幸、三田村佳典（徳島大） 

33. 眼内レンズ毛様溝縫着術後に発症した遅発性眼内炎の 2 例 

      尾崎弘明、ファン ジェーン、外尾恒一、深澤祥子、内尾英一（福岡大） 

34. Streptococcus acidominimus による緑内障術後眼内炎の 1 例 

      川上秀昭、中根祐子、犬塚裕子（岐阜市民病院）、深川富法（岐阜市民病院中

央検査部）、末松寛之、山岸由佳、三鴨廣繁（愛知医大・感染制御部）、 

望月清文（岐阜大） 



35. 鼓膜切開後に発症した転移性眼内炎の 1 例 

      真鍋和代、加賀郁子、山田晴彦、平本裕盛、高橋寛二（関西医大・枚方） 

 

細菌 5：眼内炎予防 

36. レボフロキサシン点眼液 1.5％の眼科周術期減菌化療法の検討 

      鈴木 崇、鳥山浩二（愛媛大）、岡本茂樹（岡本眼科クリニック）、田中 寛、 

      卜部公章、橋田正継、新開陽一郎（町田病院）、大橋裕一（愛媛大） 

37. PA ヨード消毒剤の微生物不活化における温度、濃度、時間の影響 

      秦野 寛（ルミネはたの眼科）、坂本雅子（阪大微生物病研究会）、林 一夫、

神谷正剛（日本点眼薬研究所） 

38. 日本における白内障手術終了時の抗菌薬前房内投与の実状 

      松浦一貴（野島病院、鳥取大）、魚谷 瞳、井上幸次（鳥取大） 

39. 前房内細菌汚染におけるガチフロキサシンの抗菌効果と関連する PK-PD パラメータ 

      香西聖子、和田智之、樽井 毅、喜田徹郎、徳重秀樹（千寿製薬） 

 

ウイルス 3 13：10～14：00 

40. 福井市でみられたアデノウイルス結膜炎（2003 年～2011 年）について 

      山岸善也（山岸眼科）、中村雅子、石畝 史（福井県衛生環境研究センター）、 

      松本和男（元福井県衛生環境研究センター） 

41. 眼表面、眼周囲におけるヒトヘルペスウイルス属 DNA の検討 

      板橋幹城（近畿大）、檜垣史郎（近畿大・堺）、福田昌彦、下村嘉一（近畿大） 

42. サイトメガロウイルスと眼疾患の関連 

      金子久俊（ほばら眼科、福島県医大）、大口泰治、古田 実、飯田知弘（福島

県医大） 

43. 全層角膜移植術後に発症したサイトメガロウイルス角膜内皮炎の検討 

      中川 迅、嶺崎輝海、服部貴明、熊倉重人、後藤 浩（東京医大） 

44. 高度な内皮脱落を伴うムンプス角膜炎の 1 例 

      黄 益培、池間宏介、松本光希（NTT 西日本病院） 

 

第 1 回涙道・涙液学会 合同シンポジウム 14：00～15：00 

診断へのアプローチ 

      江口 洋（徳島大） 

治療へのアプローチ・通常例の対処 

      白石 敦（愛媛大） 

治療へのアプローチ・特殊例の対処法 

      杉本 学（すぎもと眼科医院） 



 

4 学会合同教育講演 15：00～17：00 

角膜ヘルペスの診断と治療 

      井上幸次（鳥取大） 

症例から学ぶ眼内炎症性疾患の病理 

      後藤 浩（東京医大） 

コンタクトレンズによる眼障害 

      植田喜一（ウエダ眼科、山口大）  

涙道・涙液診療の進歩と課題 

      宮崎千歌（県立塚口病院） 

 

4 学会合同招待講演 17：00～18：00 

T 細胞による HLA・ペプチド複合体の識別：その基礎と臨床医学への応用 

      西村泰治（熊本大・免疫識別学） 

 

7 月 16 日（月）  

第 46 回日本眼炎症学会 合同シンポジウム 9：00～10：30 

ウイルス性角膜内皮炎・虹彩炎 

1. 角膜内皮炎の位置づけ 

      井上幸次（鳥取大） 

2. CMV 角膜内皮炎の診断と治療の現状 

        小泉範子（同志社大生命医科学、京都府医大） 

3. ウイルス性虹彩炎 

      鈴木 潤（東京医大） 

4. 前部ぶどう膜炎とヒトヘルペスウイルス 

      望月 學（東京医歯大） 


