
第 52 回日本眼感染症学会総会プログラム 

 

日 時：2015 年 7 月 10 日（金）～11 日（土） 

場 所：コングレコンベンションセンター 

担当校：白井病院 

会 長：宇野 敏彦 

 

7 月 10 日（金） 

一般講演１ 8：45～9：25 

感染症・基礎 

1-1.  緑膿菌感染角膜のバイオイメージング 

林 康人、岡 奈央子、中尾早織（愛媛大）、宮本仁志（愛媛大学検査部）、

鈴木 崇、大橋裕一（愛媛大） 

1-2.  緑膿菌鞭毛運動能変異株を用いたマウス角膜炎モデルについて 

岡 奈央子（愛媛大、京都薬科大）、鈴木 崇（愛媛大）、 

林 直樹、後藤直正（京都薬科大）、大橋裕一、 

三田村佳典（徳島大）  

1-3.  抗菌点眼薬接触による細菌形態の塗抹標本上の変化 

李 蘭若（JCO 星ヶ丘医療センター眼科、関西医大）、砂田敦子（阪大臨床検

査部）、高橋寛二（関西医大）、佐々木香る（JCO 星ヶ丘医療センター眼科） 

1-4.  角膜炎由来メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の病原因子の検討 

鈴木 崇、山本敏弘、大橋裕一（愛媛大）、垣内 力（東京大薬学部微生物薬

品化学） 

 

一般講演２ 9：25～9：55 

アカントアメーバ角膜炎 

2-1.  両目のぶどう膜炎を伴った片眼性アカントアメーバ角膜炎の一例 

水野雅春、福井正樹、水野嘉信、野田 徹（東京医療センター） 

2-2.  角膜移植後に再発した難治性アカントアメーバ角膜炎の 1 例 

清水大輔、宮崎 大、矢倉慶子、春木智子、深田真由、小松直樹（鳥取大）、 

八木田健司（国立感染症研究所寄生動物部）、細川満人（鳥取市立病院眼科）、 

井上幸次（鳥取大） 

2-3.  アカントアメーバがバイオフィルムを認識する受容体の同定 

井上友輔、加治優一、村上智哉（筑波大）、石橋康久（筑波病院）、 

大鹿哲郎（筑波大） 

 



一般講演３ 10：00～10：50 

ウイルス感染症１ 

3-1.  ヒトアデノウイルス 8 型と 54 型の分子遺伝子学的起源の検討 

北市伸義（北海道医療大、北海道大情報科学院バイオインフォマティクス講

座、ほばら眼科、横浜市大）、山根翔太郎、ゴンザレス ガブリエル、パント 

ローラ、奥山雄一郎（北海道大情報科学院バイオインフォマティクス講座）、 

金子久俊（ほばら眼科）、青木功喜（横浜市大）、小柳香奈子、渡邉 日出海（北

海道大情報科学院バイオインフォマティクス講座） 

3-2.  単純ヘルペスウイルス角膜炎が疑われた乳児例の検討 

白木夕起子（日本大、小川赤十字病院）、庄司 純、稲田紀子（日本大） 

3-3.  小児ヘルペス性角膜炎の検討 

河本庄平、福田昌彦、渡邉敬三、杉岡孝二（近畿大）、檜垣史郎（近畿大・堺）、 

下村嘉一（近畿大） 

3-4.  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、木全奈都子、篠崎和美、田尻晶子、三橋純子、園部 愛、 

飯田知弘（女子医大） 

3-5.  デング熱黄斑症の一例 

東 友馨（東京慈恵医大、町田市民病院）、保坂大輔（町田市民病院）、 

常岡 寬（東京慈恵医大） 

 

一般講演４ 10：50～11：40 

ウイルス感染症２ 

4-1.  房水よりウイルス RNA を検出できた劇症型ムンプス角膜炎成人例 

柴田哲平、高橋依子、岡本綾子、佐々木 洋、北川和子（金沢医大） 

4-2.  ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ角膜内皮炎における RTVue-100 の診断的有用性についての検討 

小林礼子、橋田徳康、高 静花、相馬剛至、前田直之、西田幸二（大阪大） 

4-3.  ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ角膜内皮炎により再度 DSAEK を施術した奨励の検討 

岡島行伸、岡部智子、鈴木佑佳、山内悠也、堀裕一（東邦大・大森） 

4-4.  ﾋﾄｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ実験室株 Towne の初代培養角膜内皮細胞における複製能  の検討 

細貝真弓（群馬大）、島 伸行（東京大）、中谷陽子、井上照基、横尾英明（群

馬大） 

4-5.  Real-time PCR を用いたｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ定量標準化の多施設共同研究 

宮崎 大、清水大輔、矢倉慶子、井上幸次（鳥取大）、井上智之（多根記念眼 

科病院）、上田真由美（京都府医大）、檜垣史郎（近畿大）、杉田 直（理化学 

研究所） 

 



日本眼感染症学会 学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13：40～14：00 

多剤耐性緑膿菌角膜炎のモデル確立と治療法の検討 

      田島一樹（慶應大一般・消化器外科、東京医大） 

 

シンポジウム  14：05～15：35 

眼感染症―ロジカルに考え、ロジカルに攻める！ 

1. 感染性角膜炎 原因病原体と臨床所見 

    鈴木 崇（愛媛大） 

2. 感染性角膜炎の治療戦略 

      星 最智（長寿医療研究センター） 

3. 感染性眼内炎 起炎菌と臨床経過  

戸所大輔（群馬大） 

4. 眼内炎予防は術中に（術中ヨード消毒とフラッシュ法） 

    松浦一貴（野島病院） 

 

一般講演５ 15：40～16：30 

細菌性角膜炎・耐性菌 

5-1.  再発性角膜びらんに併発した角膜炎から Propionibacterium acnes を分離した 1 例 

佐埜弘樹、宮本龍郎、三田村佳典（徳島大）、堀田芙美香（四国医療センター）、 

鈴木基夫、桑原知己（香川大・分子微生物学）、江口 洋（近畿大・堺） 

5-2.  順天堂医院における角膜潰瘍患者の起因菌とレボフロキサシン感受性の検討 

市川浩平、山口晶大、舟木俊成、村上 晶（順天大） 

5-3.  近畿大学眼科で経験したメチシリン耐性黄色ブドウ球菌角膜潰瘍の検討 

渡邊敬三、福田昌彦、平木翔子、坂本万寿夫、河本庄平、児玉 彩、 

青松圭一、杉岡孝二、下村嘉一（近畿大） 

5-4.  細菌性角膜炎症例における年齢層別の分離菌と薬剤感受性の検討 

子島良平、宮負惣介、野口ゆかり、八木彰子、岩崎琢也、 

宮田和典（宮田眼科） 

5-5.  Moraxella 属による角膜炎の多施設調査 

    井上英紀、鈴木 崇（愛媛大、OMIC working group）、服部貴明（東京医大、 

OMIC working group）、子島良平（宮田眼科、OMIC working group）、 

戸所大輔（群馬大、OMIC working group）、星 最智、江口 洋（OMIC working 

 group）、大橋裕一（愛媛大） 

 

一般講演６ 16：30～17：30 

角膜真菌症・統計 



6-1.  Roussoella sp.による角膜真菌症の 1 例 

西田 崇、村田一弘、石田恭子、望月清文（岐阜大）、砂田淳子（大阪大臨床

検査部）、浅利誠志（大阪大医学系研究科）、大楠清文(東京医大微生物学講座)、 

田中和明（弘前大農学生命科学部） 

6-2.  Stemphylium 属, Acremonium 属, a-Streptococcus 属の角膜混合感染の 1 例 

堀田芙美香（四国医療センター）、江口 洋（近畿大・堺）、西村恵子、 

石丸真弓、小木曽正博（四国医療センター） 

6-3.  ボリコナゾール角膜実質内注射を施行した真菌性角膜潰瘍の症例 

河本ひろ美、向坂俊裕、井上賢治、天野史郎（井上眼科病院） 

6-4.  角膜内皮移植術後の移植片真菌感染を認めた 3 例 

富田大輔、山口剛史、島﨑聖花、佐竹良之、島﨑 潤（東京歯大・市川） 

6-5.  80 歳以上の高齢者における感染性角膜炎の検討 

鳥山浩二（松山赤十字病院、愛媛大）、鈴木 崇、大橋裕一（愛媛大） 

6-6.  初期治療が奏功しなかった感染性角膜炎の検討 

満川忠宏、重安千花、中島史絵、藤井かんな、山田晶和（杏林大） 

 

7 月 11 日（土） 

一般講演７ 8：40～9：40 

涙道／感染症（合同） 

7-1.  両目同時に涙小管炎に伴う角膜穿孔を生じた 1 例 

柴田元子、嶺崎輝海、片平晴己、服部貴明、熊倉重人、後藤 浩（東京医大） 

7-2.  涙小管炎の 40 症例 

鶴田奈津子、廣瀬浩士、服部友洋、伊藤和彦、佐久間雅史、鬼頭 勲 

田口裕隆、津山孝之（名古屋医療センター） 

7-3.  涙小管炎と診断され涙管チューブを挿入されていた偽膜性結膜炎の 1 例 

山中行人、渡辺彰英、横井則彦、木下 茂（京都府医大） 

7-4.  Candida parapsilosis が検出された急性涙嚢炎の一例 

高野博子、大谷達郎、上原志保、田中克明、豊田文彦、榛村真智子、木下 望、

梯 彰弘（自治医大・さいたま医療センター）、佐藤ひとみ（さいたま新開橋

クリニック） 

7-5.  レバミピド点眼液使用中に発症した涙嚢炎の 1 例 

高嶌祐布子、加藤久美子（三重大）、松浦弘和（近藤眼科）、 

近藤峰生（三重大） 

7-6.  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌涙嚢炎の涙嚢鼻腔吻合術後に眼窩蜂窩織炎を合併 

した 1 例 

木澤純也（岩手医大）、久保勝文（吹上眼科）、黒坂大二郎（岩手医大） 



招待講演 9：45～10：45 

話題の耐性菌と新しい感染症診断法・治療の可能性―眼科領域感染症を含めて― 

      舘田一博（東邦大学医学部微生物・感染症学講座） 

 

合同特別講演 10：45～11：45 

眼感染症ヒストリア 

      大橋裕一（愛媛大学） 

 

一般講演８ 13：10～13：50 

細菌性結膜炎、他 

8-1. 結膜嚢内および鼻腔内より分離された MRSE の同一性の検討 

坂本則敏、清水公也（北里大）、中村正樹、北里英朗（北里大学医療衛生部） 

8-2. 1 年以内に再発した細菌性結膜炎における結膜嚢と鼻腔検出菌の特徴 

      星 最智（長寿医療研究ｾﾝﾀｰ）、新開陽一郎、石田 学（藤枝市立総合病院） 

8-3. 新生児集中治療室における新生児結膜炎の検出菌の検討 

      山本智恵子（東京都立大塚病院、井上眼科病院）、太刀川貴子、上野里都子、 

      三田哲子、讓原大輔（東京都立大塚病院）、高野さかえ（東京都立大塚病院検

査科）、井上賢治（井上眼科病院） 

8-4. 結膜炎症状で発症した眼窩蜂巣炎の 1 例 

      平木翔子、岡本紀夫、山雄さやか、渡邊敬三、橋本茂樹、福田昌彦、 

下村嘉一（近畿大） 

 

一般講演９ 13：50～14：40 

眼内炎、他 

9-1. ムコイド型肺炎球菌による内因性眼内炎の 1 例 

齊藤千真、神山博健、戸所大輔、山田教弘（群馬大学）、細谷隆一（群馬大検 

査部）、岸章治（群馬大） 

9-2. 眼内炎由来コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 12 株の細菌学的特徴 

鳥飼智彦、鈴木 崇、山本敏弘、大橋裕一（愛媛大）、宮本仁志（愛媛大学病 

院検査部） 

9-3. 白内障手術の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究結果報告 

井上智之（多根記念眼科病院、愛媛大学、白内障手術の術後眼内炎に対する 

前向き多施設共同研究グループ）、宇野敏彦（白井病院、白内障手術の術後眼 

内炎に対する前向き多施設共同研究グループ）、薄井紀夫（総合新川橋病院、 

白内障手術の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究グループ）、 

小早川信一郎（日本医大・多摩永山、白内障手術の術後眼内炎に対する前向 



き多施設共同研究グループ）、市原清志（山口大・生体情報検査学、白内障手 

術の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究グループ）、大橋裕一（愛媛大 

学、白内障手術の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究グループ） 

9-4. 内因性真菌性眼内炎の光干渉断層計所見の治療に伴う経時変化 

田中理恵、小畑 亮、大友一義（東京大）、高本光子（東京警察病院）、 

冲永貴美子（さいたま赤十字病院）、藤野雄二朗（JCHO 東京新宿）、 

蕪城俊克(東京大) 

9-5. 副鼻腔炎の術前感染症検査をきっかけに梅毒による視神経萎縮とわかった 1 例 

本間知佳、永田 篤、大高康博（名古屋第二赤十字病院） 

 

第 52 回日本眼感染症学会・第 58 回日本コンタクトレンズ学会総会 合同シンポジウム 

14：50～16：20 

CL ケアと CL 関連角膜感染症 

1. SCL 用化学消毒剤の効果 

    植田喜一（ウエダ眼科） 

2. コンタクトレンズ保存ケース汚染のゲノム解析 

    江口 洋（近畿大・堺） 

3. 治療用ソフトコンタクトレンズと感染性角膜炎 

    大家義則（大阪大） 

4. オルソケラトロジーと角膜感染症 

    吉野健一（吉野眼科クリニック） 

5. CL 関連角膜感染症に対する治療戦略 

    稲田紀子（日本大） 

 

教育セミナー１ 16：20～16：50 

家畜における抗菌性物質の使用と耐性菌の現状 

      浅井鉄夫(岐阜大院連合獣医) 

 

教育セミナー２ 16：50～17：20 

結膜嚢常在菌 

      子島良平(宮田眼科病院) 

       

教育セミナー３ 17：20～17：50 

感染性ぶどう膜炎の診断 up-date 

      高瀬 博（東京医歯大） 

 


