
第 53回日本眼感染症学会総会プログラム 

 

日 時：2016年 7月 1日（金）～2日（土） 

場 所：東京国際フォーラム 

担当校：東京医科大学臨床医学系眼科学分野 

会 長：後藤 浩 

 

7月 1日（金） 

一般講演１（感染/炎症合同） 8：55～9：45 

常在菌・PCRによる診断 

01-1.  白内障手術前患者における結膜のう内細菌検査と薬剤感受性 

石津正崇（九州大、千早病院）、西岡木綿子（千早病院）、梅津美穂、久保夕

樹、中武俊二、中尾新太郎、園田康平（九州大） 

01-2.  周術期抗菌点眼薬の使用期間の長さが術後の結膜嚢常在菌に及ぼす影響の検討 

子島良平、森 洋斉、野口ゆかり、八木彰子、岩崎琢也、宮田和典（宮田眼 

科病院） 

01-3.  細菌性角膜炎における 16S r-DNA Sequencing併用Broad range PCRの有用性 

評価 

宮崎 大、清水大輔、清水由美子、矢倉慶子、魚谷 竜、稲田耕大、井上幸次

（鳥取大） 

01-4.  眼感染症網羅的迅速検査「PCR strip検査」が有用であった梅毒性ぶどう膜炎の 

   一例 

中室隆子、中野聡子、阿部真保（大分大）、杉田 直、寳野阿佑美（理研 CDB） 

外丸靖浩（医科歯科大・再生医療研究セ）、高瀬 博（医科歯科大）、 

清水則夫（医科歯科大・再生医療研究セ）、久保田敏昭（大分大） 

01-5.  DNA精製不要の眼感染症網羅的迅速検査「Direct PCR strip検査」の開発 

    中野聡子（大分大）、外丸靖浩（医科歯科大・再生医療研究セ）、杉田 直（理 

研 CDB）、中室隆子（大分大）、高瀬 博（医科歯科大）、久保田敏昭（大分大）、 

清水則夫（医科歯科大学・再生医療研究セ） 

 

一般講演２（感染/炎症合同） 9：50～10：40 

急性網膜壊死・他 

02-1.  著名な前房出血を伴った水痘帯状疱疹ウイルスぶどう膜炎の 1例 

三村健介（群馬大）、細貝真弓（群馬大、群馬大・分子予防医学）、中谷陽子

（群馬大・分子予防医学）、秋山英雄、岸 章治（群馬大） 

02-2.  僚眼に視神経乳頭炎を併発した急性網膜壊死の 1例 



藤井敬子、毛塚剛司、臼井嘉彦、阿部 駿、後藤 浩（東京医大） 

02-3.  脳炎発症から 6年後に発症した単純ヘルペスウイルスによる急性網膜壊死 

の 1例 

冲永貴美子（さいたま赤十字病院）、蕪城俊克（東京大）、中島冨美子（さい

たま赤十字病院）、田中理恵（東京大学）、石井 清（さいたま赤十字病院） 

02-4.  高齢者の急性網膜壊死 3例の臨床像の検討 

原田大輔、柳井亮二、内 翔平、折田朋子、藤津揚一朗、木村和博（山口大）、 

園田康平（九州大） 

02-5.  ヘルペス性網膜炎の CMEあるいは VOに対するトリアムシノロンアセトニド 

結膜下注射治療 

坪田裕喜子、杉崎顕史、田邊樹郎（JCHO東京新宿メディカルセ）、蕪城俊克

（東京大）、藤野雄次郎（JCHO東京新宿メディカルセ） 

 

一般講演３（感染/炎症合同） 10：45～11：35 

結核・梅毒・トキソプラズマ 

03-1.  視神経乳頭腫脹で発症したトキソプラズマ網脈絡膜炎の一例 

庄田裕美、小林崇俊、高井七重、松尾純子（大阪医大）、丸山耕一（大阪医大、

川添丸山眼科）、多田 玲（大阪医大、多田眼科）、竹田清子、岡本貴子、 

池田恒彦（大阪医大） 

03-2.  Acute syphilitic posterior placoid chorioretinitisの 1例 

熊野誠也（九州大、福岡歯科大）、武田篤信（九州大、九州医療センター）、 

仙石昭仁、田邊美香（九州大）、清武良子（九州大、福岡歯科大）、大友孝昭

（九州大、福岡市民病院）、吉川 洋（九州大）、川野庸一（福岡歯科大）、 

園田康平（九州大） 

03-3.  結核性ぶどう膜炎による黄斑浮腫に対し抗 VEGF薬硝子体内投与後硝子体出血 

を来した 1例 

田口万藏（防衛医大）、櫻井 裕、播本幸三（防衛医大、小鹿野中央病院）、

榎 敏生（えのき眼科）、神田貴之、竹内 大（防衛医大、小鹿野中央病院）、 

03-4.  梅毒性ぶどう膜炎 7例の臨床像の検討 

根元穂高、蕪城俊克、田中理恵、大友一義（東京大）、高本光子（東京警察病 

院）、川島秀俊（自治医大）、藤野雄二郎（JCHO東京新宿メディカルセ） 

03-5.  HIV感染症患者に合併した眼梅毒 20症例の検討 

坪井基行（国立国際医療研究センター・ACCセンター）、八代成子（国立国際

医療センター）、西島 健、照屋勝治、潟永博之、菊池 嘉、岡 慎一（国立

国際医療研究センター・ACCセンター） 

 



学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13：50～14：10 

蛍光免疫クロマトグラフィ法を用いたアカントアメーバ抗原検出キットの開発 

      鳥山浩二（愛媛県立中央病院） 

 

第 53 回日本眼感染症学会・第 50 回日本眼炎症学会 第 50 回記念特別合同シンポジウム 

14：30～16：00 

1. あの疾患は今--眼トキソプラズマ症 

    鬼木信乃夫（鬼木眼科医院） 

2. 桐沢型ぶどう膜（Acute Retinal Necrosis）の病因検索と治療 

    臼井正彦（東京医大） 

3. 炎症性眼疾患の免疫遺伝学研究 

    大野重昭（北海道大） 

4. ウイルス性ぶどう膜炎と PCR 

    望月 學（医科歯科大/宮田眼科病院） 

 

一般講演４ 16：10～17：00 

細菌感染・他① 

04-1.  肺炎球菌角膜炎後に遷延性黄斑浮腫を認めた 1例 

石山惣介、森 洋斉、岩崎琢也、小溝崇史、宮田和典（宮田眼科病院） 

04-2.  Biofilm低産生 Staphylococcus haemolyticusによる infectious crystalline 

keratopathy 

山下眞里佳（近畿大）、宮本龍郎（徳島大）、江口 洋（近畿大・堺、香川大・ 

分子微生物学） 

04-3.  ハンセン病における眼疾患後遺症の現状 

重安千花（杏林大、国立療養所多摩全生園）、中島貴友（国立療養所多摩全生

園、帝京大・視能矯正科）、慶野 博（杏林大、国立療養所多摩全生園）、 

山根みお（慶應大）、堀江大介（杏林大）、朝戸 裕（国立療養所多摩全生園）、 

山田昌和（杏林大） 

04-4.  細菌性内因性眼内炎の起炎菌および薬剤感受性に関する多施設後ろ向き研究 

戸所大輔（群馬大、OMIC working group）、望月清文、西田 崇、（岐阜大、

OMIC working group）、江口 洋（近畿大・堺、OMIC working group）、 

宮本龍郎（徳島大、OMIC working group）、服部貴明、鈴木 崇、井上智之

子島良平（OMIC working group） 

04-5.  フルオロキノロン系抗菌薬がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の病原性に与える 

影響 

鈴木 崇、山本敏弘、白石 敦（愛媛大）、垣内 力（東京大・薬学部） 



一般講演５ 17：05～17：55 

細菌感染・他② 

05-1.  翼状片手術の 30年後に発症した緑膿菌による壊死性強膜炎の一例 

馬郡幹也、戸所大輔、岸 章治（群馬大） 

05-2.  モキシフロキサシン角膜実質注射が有効であったMoraxella catarrhalis角膜炎 

の 1例 

平木翔子（近畿大）、江口 洋（近畿大・堺、香川大・分子微生物学）、 

立花 都子（近畿大・堺）、米田早織（香川大・分子微生物学）、堀田芙美香 

（近畿大・堺）、桑原知巳（香川大・分子微生物学）、日下俊次（近畿大・堺） 

福田昌彦、下村嘉一（近畿大） 

05-3.  モラクセラ角膜炎における臨床所見の検討 

富樫 唯（日本大、女子医大・糖尿センター）、庄司 純、稲田紀子（日本大） 

05-4.  糖尿病患者の感染性角膜潰瘍の検討 

横山達郎、篠崎和美、高村悦子、木全奈都子、田尻晶子、関谷泰治、 

飯田知宏（女子医大） 

05-5.  緑膿菌に対する光線力学的抗微生物化学療法の経時的効果 

末岡健太郎、近間泰一郎（広島大）、ラティフミフタフル アキヤル 

（ハサヌディン大）、高 知愛、木内良明（広島大） 

 

7月 2日（土） 

一般講演６（感染/炎症合同） 8：45～9：25 

サイトメガロウイルス虹彩炎・内皮炎 

06-1. 若年者の高眼圧で初発したサイトメガロウイルス前部ぶどう膜炎の 1例 

疋田伸一、武田篤信（九州医療センター、九州大学）、井上瑠美（九州大、福

岡市立こども病院）、荒川 聡（九州大、JCHO九州病院）、久富智朗、 

園田康平（九州大） 

06-2.  サイトメガロウイルス角膜内皮炎における RTV ue-100の診断的有用性に 

ついての検討 

小林礼子、橋田徳康、相馬剛至、三木篤也、白井審一、前田直之、西田幸二

（大阪大） 

06-3.  角膜移植後に発症したサイトメガロウイルス角膜内皮炎の検討 

服部貴明、片平晴己、嶺崎輝海、成松明知、中川 迅、熊倉重人、後藤 浩

（東京医大） 

06-4.  サイトメガロウイルス虹彩炎および角膜内皮炎に対するガンシクロビル点眼の 

有用性 

白山真理子、天野史郎（井上眼科病院）、菅原道孝（井上眼科病院、菅原眼科



クリニック）、井上賢治（井上眼科病院） 

 

一般講演７（感染/炎症合同） 9：30～10：10 

サイトメガロウイルス網膜炎 

07-1.  悪性リンパ腫患者に発症した前眼部炎症を伴うサイトメガロウイルス網膜炎の 

1例 

谷口行恵、佐々木慎一、矢倉慶子、宮崎 大、山﨑厚志、井上幸次（鳥取大学） 

07-2.  健常成人に発症したサイトメガロウイルス汎ぶどう膜炎の 1例 

酒井正人（北海道大、函館中央病院）、南場研一、岩田大樹、水内一臣、 

鈴木智浩（北海道大）、近藤太郎（浦河赤十字病院）、石田 晋（北海道大） 

07-3.  抗ウイルス薬を使用せずに寛解したサイトメガロウイルス網膜炎の 2例 

金子 優（山形大） 

07-4.  同種造血細胞移植後に発症したサイトメガロウイルス網膜炎の検討 

川口龍史、尾碕憲子、五嶋摩理、加藤 悠、須賀洸希、村上喜三雄（都立駒

込病院）、渡壁恭子、名島悠峰(都立駒込病院・血液内科) 

 

シンポジウム  10：10～11：40 

1. 細菌性角膜炎発症のメカニズム 

    岡 奈央子（愛媛大） 

2. サイトメガロウイルスと眼疾患 

      細貝真弓（群馬大/群馬大・分子予防医学） 

3. アカントアメーバ角膜炎の発症における細菌の関与  

中川 迅（東京医大） 

4. アレルギー性結膜炎とコンタクトレンズ細菌汚染 

    堀田芙美香（近畿大・堺） 

 

一般講演８ 13：20～14：10 

アデノウイルス感染症 

08-1. 前房蓄膿・フィブリン析出を伴うぶどう膜炎を生じた流行性角結膜炎の 1例 

佐渡一成（さど眼科）、西口康二、横倉俊二（東北大） 

08-2. 流行性角結膜炎罹患後に細菌性角膜潰瘍を発症した 1例 

      音田佳代子、佐伯有祐、川村朋子、高 良太、内尾英一（福岡大） 

08-3. 結膜擦過塗抹標本を連続 10日検査したアデノウイルス結膜炎の 1例 

     秦野 寬（ルミネはたの眼科） 

08-4. 日本におけるアデノウイルス病原体サーベイランスの実施状況（2014年） 

      藤本嗣人、小長谷晶未、花岡 希（国立感染症研究所） 



08-5. シンガポールにおける流行性角結膜炎（EKC）アデノウイルス（HAｄV）型と眼 

表面炎症 

      八幡信代（シンガポール眼研、Duke-NUS大、シンガポール臨床科学研）、 

      Arundhati Anshu（シンガポール国立眼科）、Liu Yu-Chi（シンガポール眼研、 

Duke-NUS大、シンガポール国立眼科）、Woon kaing、Lim Jessie KH（シ

ンガポール眼研）、Siak Jay（シンガポール眼研、シンガポール国立眼科）、 

Mehta Jodhbir S（シンガポール眼研、Duke-NUS大、シンガポール国立眼

科）、青木 功喜（北海道大）、八幡真人（シンガポール臨床科学研） 

 

特別講演 14：15～15：15 

眼感染症の不思議 

      外園千恵（京都府立大） 

 

一般講演９ 15：20～16：10 

角膜真菌炎、他 

09-1. 細菌および真菌の混合感染による角膜の 1例 

高橋依子、石田秀俊、萩原健太、柴田奈央子（金沢医大）、安澤数史（金沢医

大・皮膚科学）、佐々木 洋、北川和子（金沢医大） 

09-2. 健常若年女性の 1dayソフトコンタクトレンズ装用者に生じた角膜真菌炎の一例 

吉川大和、田尻健介（大阪医大）、清水一弘（大阪医大、高槻病院）、 

池田恒彦（大阪医大） 

09-3. LASIK術後 DLKと診断されていた層間真菌感染症の 1例 

富田有佳（綾部市立病院、京都府医大）、駒井清太郎（京都府医大）、 

中村隆宏（京都府医大、京都府医大・感覚器未来医療学）、稗田 牧、 

外園千恵（京都府医大） 

09-4. トリアムシノロンテノン嚢下注射後に発症したスケドスポリウム真菌性強膜炎の 

一例 

星野順紀、戸所大輔（群馬大）、槇村浩一（帝京大）、平戸純子（群馬大・病 

理） 

09-5. 壊死性強膜炎治療中に発症した P. acnesと Paecilomyces sp.による眼内炎の一例 

吉田真彰、横倉俊二、丸山和一、高田菜生子、國方彦志、中澤 徹（東北大） 

 

一般講演１０ 16：15～16：55 

アカントアメーバ角膜炎・他 

10-1. 8歳女児に発症した眼瞼ケジラミ症の 1例 

大谷壮志（大谷外科・眼科）、佐々木秀憲（浅間総合病院） 



10-2. 最近経験したコンタクトレンズ関連アカントアメーバ角膜炎の 4症例 

小澤憲司、山田 渉、西田 崇、新美佑介、望月清文（岐阜大）、浅野裕子（大 

垣市民病院・細菌検査）、末松寛之（愛知医大・感染制御）、大楠清文（東京 

医大・病原体制御） 

10-3. アカントアメーバの発育に対するベータ・グルカン合成阻害薬ミカファンギンの 

効果 

山田 稔（京都府医大・感染病態学）、稲冨 勉、櫻井則彦、木下 茂、 

外園千恵（京都府医大）、中屋隆明（京都府医大） 

10-4. 角膜擦過物より栄養体が検出されたアカントアメーバ角膜炎の臨床的特徴と治療  

経過 

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１１（感染/炎症合同） 17：00～17：40 

その他の感染症 

11-1. 急性涙腺炎を発症した Epstein-Barrウイルスによる伝染性単核球症 

児玉俊夫、北畑真美、池川泰民、水戸 毅、山西茂喜（松山赤十字病院）、 

上田陽子（松山赤十字病院・内科） 

11-2. 地図上角膜炎を呈したアシクロビル耐性角膜ヘルペスの 1例 

三宅 瞳、矢倉慶子、春木智子、宮崎 大、井上幸次（鳥取大） 

11-3. 手足口病に起因した unilateral acute idiopatic maculopathyの 2例 

岩橋千春、小椋有貴、田中知香、矢野晋策、中川智哉、五味 文（住友病院） 

11-4. トリアムシノロンテノン嚢下投与が有効であった猫ひっかき病による視神経網膜 

炎の 1例 

      竹本大輔、藤村茂人、杉山和久（金沢大） 


