第55回 日本眼感染症学会プログラム
日 時：2018年7月14日（土）～15日（日）
会 場：京王プラザホテル
担 当：杏林大学医学部眼科学教室
会 長：山田昌和
7月14日（土）
一般講演１（感染/炎症合同） 9：00～9：50
細菌1
GK/GE-01-1. 梅毒感染により異なる眼症状を呈した3例
関谷友宏、福山 尚、小椋有貴、岡本真奈、岩見久司、石川裕人、五味 文
（兵庫医大）
GK/GE-01-2. 原因不明のβ-Dグルカン高値が継続しているASPPCの1例
高橋良太、井上裕治、渡辺芽里、高橋秀徳（自治医大）、鈴木 潤（自治医大・
感染症）、川島秀俊（自治医大）
GK/GE-01-3. 猫ひっかき病によるParinaud眼腺症候群の1例
福田 憲、西内貴史、福島敦樹（高知大）
GK/GE-01-4. 網膜中心動脈分枝閉塞症を併発した猫ひっかき病の1例
福田 憲（高知大）、高橋政雄、吉田和之（高知県立あき総合病院）、
福島敦樹（高知大）
GK/GE-01-5. 色素性前房蓄膿を呈した結核性ぶどう膜炎の一例
眞下 永、下條裕史、南 高正、春田真実、小野ひかり（大阪病院）、
吉岡茉依子（日生病院）、大黒伸行（大阪病院）

一般講演２（感染/炎症合同） 9：50～10：50
ウイルス1
GK/GE-02-1. ガンシクロビル静注投与が奏効した再発性サイトメガロウイルス角膜内皮炎
福岡秀記、川崎麻矢、稲富

勉（京都府医大）、小泉範子（同志社大・生命

医科学）、外園千恵（京都府医大）
GK/GE-02-2. サイトメガロウイルス角膜内皮炎6症例の臨床所見と治療経過
高尾和弘（日本医大・武蔵小杉）、武田彩佳（日本医大）、堀 純子（日本
医大・多摩）
GK/GE-02-3. サイトメガロウイルス関連前部ぶどう膜炎患者末梢血NK細胞の解析
八幡信代（福岡歯科大、シンガポール眼科研究所、Duke-NUS大、九州大）、
Jay Siak、Soon-Phaik Chee（シンガポール眼科研究所、Duke-NUS大、シンガ

ポール国立眼科センター）、川野庸一（福岡歯科大）、園田康平（九州大）
GK/GE-02-4. サイトメガロウイルス網膜炎5症例の検討例
前田訓志、田口千香子、山川良治（久留米大）
GK/GE-02-5. Comparison of Cytomegalovirus Retinitis in Immunocompromised Patients
Po-Ting Yeh、Yu-Ting Su、Chang-Ping Lin (National Taiwan Univ Hosp)
GK/GE-02-6. 粘膜類天疱瘡加療中に上皮型角膜ヘルペスを発症した1例
春木智子、大谷史江、川本由紀美、清水由美子、宮崎 大、井上幸次(鳥取大)、
杉田和成(鳥取大・皮膚科)
一般講演３（感染/炎症合同） 10：50～11：40
ウイルス2
GK/GE-03-1. 僚眼に視神経乳頭炎をきたした急性網膜壊死の1例
下川翔太郎、石川桂二郎、長谷川英一、向野利一郎、白根茉莉子、園田康平
（九州大）
GK/GE-03-2. 硝子体液中からEBウイルスDNAのみ検出された急性網膜壊死の一例
近藤拓馬、原田陽介、木内良明（広島大）
GK/GE-03-3. 急性網膜壊死に類似した眼底所見を呈した後天性トキソプラズマ症の検討
柳田千紘、臼井嘉彦、坂井潤一、後藤 浩（東京医大）
GK/GE-03-4. HHV6が原因と考えられた片眼性樹氷状血管炎の1例
神田浩司、高山 圭（防衛医大）、蕪城俊克（東京大）、竹内 大（防衛医
大）
GK/GE-03-5. インフルエンザ罹患後に生じた中心暗点を伴う網膜症の1例
伊藤晋一郎（神戸アイセンター病院、神戸中央市民病院）、高木誠二（神戸
アイセンター病院、神戸中央市民病院、東邦大）、高橋政代、杉田 直（神
戸アイセンター病院）、平見恭彦、藤原雅史（神戸アイセンター病院、神戸
中央市民病院）、宇津永遠（甲南病院）、安積 淳（神戸海星病院）、
栗本康夫（神戸アイセンター病院、神戸中央市民病院）

学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13：30～14：10
眼付属器リンパ増殖性疾患とウイルス感染
臼井嘉彦（東京医大）
眼炎症性疾患におけるサイトメガロウイルスの研究
細貝真弓（群馬大）
シンポジウム 1 14：20～15：20
ウイルス性眼疾患 Update

GK-S1-1 アデノウイルス感染症
中川 尚（徳島診療所）
GK-S1-2 ヘルペスウイルスによる前眼部感染症
井上幸次（鳥取大）
GK-S1-3 ヘルペスウイルスによる後眼部感染症
臼井嘉彦（東京医大）
シンポジウム 2 15：20～16：00
抗菌薬と常在菌耐性化 〜ブドウ球菌と腸球菌からのメッセージ〜
GK-S2-1 メチシリン耐性ブドウ球菌の現状と対処法
鳥山浩二（愛媛大）
GK-S2-2 腸球菌は、味方？それとも敵？
戸所大輔（群馬大）
一般講演４ 16：05～17：05
真菌 1
GK-O4-1. Scedosporium による感染性角膜炎の 1 例
山本 雅（杏林大、亀田総合病院）、重安千花、久須見有美、藤井かんな（杏
林大）、千葉知宏、長濱清隆、菅間 博（杏林大・病理学）、山田昌和（杏
林大）
GK-O4-2. DSAEK 術後にみられた Infectious Crystalline Keratopathy (ICK)の一例
上野 覚、福田昌彦、西田功一、高橋

彩、江口 洋、下村嘉一（近畿大）

GK-O4-3. 角膜内皮移植後にみられた角膜感染症の 3 例
戸田良太郎、近間泰一郎、井之川宗右、出口香穂里、奥道秀明、木内良明（広
島大）
GK-O4-4. 免疫不全患者に生じた真菌性強膜炎の 1 例
阿部 駿、廣瀬尊郎、後藤 浩（東京医大）
GK-O4-5. 真菌性角膜炎による角膜穿孔に対する羊膜移植施行後感染の再燃を認めた一例
曽田里奈、福岡秀記、小室 青、木下

茂、外園千恵（京都府医大）

GK-O4-6. 涙管チューブ由来の真菌感染により眼球摘出となった 1 例
吉川大和、田尻健介、植木麻理、奥村峻大、清水一弘、池田恒彦（大阪医大）
一般講演５ 17：05～17：55
真菌 2
GK-O5-1. デキサメタゾンのシスト形成阻害におけるラクトフェリンの抗アカントアメー
バ活性

冨田信一、神戸愛美、関野由生、佐脇美緒（玉川大・農・生命化学）、
佐々木香る（JCHO星ヶ丘医療センター）
GK-O5-2. アカントアメーバ角膜炎の治療における低濃度ステロイドの併用経験
佐々木香る（JCHO星ヶ丘医療センター）、嶋 千絵子（関西医大）、
大中恵里（JCHO星ヶ丘医療センター）、高橋寛二（関西医大）、冨田信一（玉
川大・農・生命化学）
GK-O5-3. 最近 5 年間に報告された角膜真菌症の検討
石橋康久（筑波病院）
GK-O5-4. 角膜炎から分離された Fusarium に対するルリコナゾールの抗真菌活性
戸所大輔（群馬大）、鈴木 崇（東邦大・大森）、田村 俊（帝京大・共通
教育研究センター）、槇村浩一（帝京大・共通教育研究センター、帝京大・
医真菌研究センター）、山口英世（帝京大・医真菌研究センター）、
秋山英雄（群馬大）
GK-O5-5. 1％ルリコナゾール点眼における毒性の検討
鈴木 崇（東邦大・大森）、戸所大輔（群馬大）、槇村浩一（帝京大・医真
菌研究センター）、長井寛明、塩見 涼、西土井悠作（日本農薬(株)、
堀

裕一（東邦大・大森）

7 月 15 日（土）
一般講演６ 9：00～9：40
眼内炎ほか
GK-O6-1. 有水晶体眼の角膜感染が短期に眼内炎に波及した一例
福澤憲司、吉川大和、永田健児、福岡秀記、外園千恵（京都府医大）
GK-O6-2. 腸球菌眼内炎に対するバクテリオファージ療法の効果
岸本達真、石田わか（高知大）、鈴木

崇（東邦大・大森）、内山淳平（麻

布大・獣医学部獣医学科）、松崎茂展、大畑雅典（高知大・微生物学講座）、
福田 憲、福島敦樹（高知大）
GK-O6-3. Bacillus cereus が原因と思われる眼窩蜂巣炎にて眼球癆に至った 1 例
川上秀昭、高橋伸通（岐阜市民病院）、望月清文（岐阜大）、三鴨廣繁（愛
知医大・臨床感染症学）
GK-O6-4. 周術期使用薬剤による角膜上皮障害に対する術前レバミピド点眼液の効果
福田正道、柴田奈央子、宮下久範、谷村直紀、石田秀俊、藤田信之、
神山幸浩、久保江理、佐々木 洋（金沢医大）
一般講演７ 9：45～10：25
ウイルス 3

GK-O7-1. 流行性角結膜炎起因ヒトアデノウイルスへのペルオキソ一硫酸水素カリウムの
不活化効果
橋爪芽衣（北海道大・遺伝子病制御研究所）、青木功喜、大野重昭、
北市伸義（北海道医療大）、八幡信代（福岡歯科大）、Gabriel Gonzalez（北
海道大・人獣共通感染症リサーチセンター）、佐藤精一、高岡晃教（北海道
大・遺伝子病制御研究所）
GK-O7-2. アデノウイルス角結膜炎モデルマウスを用いたワクチン開発
盛 理子（横浜市大）、島田 勝（横浜市大・微生物学教室）、伊藤沙織、
竹内正樹（横浜市大）、宮永嘉隆、川添賢志（西葛西井上眼科）、河越龍方、
水木信久（横浜市大）
GK-O7-3. アデノウイルス 54 型結膜炎に伴う豚脂様角膜後面沈着物および星芒状角膜炎
松浦一貴（野島病院、鳥取大）、井上幸次、宮崎 大（鳥取大）、内尾英一、
佐伯祐介（福岡大）、寺坂祐樹（野島病院）、藤本嗣人、花岡 希（国立感
染症研究所）
GK-O7-4. 結節性病変を伴った難治性多発性角膜上皮下浸潤の治療経過
佐伯有祐、川村朋子、上村貴志、内尾英一（福岡大）
合同シンポジウム 10：30～12：00
共生菌、病原菌、薬剤耐性菌と眼
The Eye and Resident Flora, Pathogenic Organisms, Drug Resistance
JS-S-1 Antimicrobial Resistance Mechanisms and the Appropriate Use of Antibiotics
Hiroshi Eguchi（Kindai Univ）
JS-S-2

Symbiotic Bacteria, Pathogens, Drug Resistant Bacterium and the Eye
Yukinobu Okajima（Toho Univ, Omori）

JS-S-3

Human Gut Microbiome Associated With Colorectal Cancer
Takuji Yamada（Tokyo Institute of Technology, Dept of Life Science and
Technology）

JS-S-4

The Microbiome and Uveitis
James T. Rosenbaum（Oregon Health Sciences Univ）

一般講演８ 13：40～14：20
臨床研究
GK-O8-1. 一般細菌検査報告
高橋嘉子、井上結美子、井出聡美、中道晶子、渡辺有紀、井上賢治（井上眼
科病院）
GK-O8-2. 眼感染症における起因菌と薬剤耐性化の推移

出口英人（町田病院）、北澤耕司（バプテスト眼科クリニック）、近藤衣里
（大津市民病院）、福本暁子（京都鞍馬口医療センター）、山崎俊秀（バプ
テスト眼科クリニック）、木下 茂、外園千恵（京都府医大）
GK-O8-3. コンタクトレンズ非関連の感染性角膜炎の臨床像
重安千花 、久須見有美、藤井かんな、山田昌和（杏林大）
GK-O8-4. 大学病院へ紹介された感染性角膜炎症例における全身投与抗微生物薬の使用状
況の調査
吉田真彰、横倉俊二、針谷威寛（東北大）、小澤憲司、望月清文（岐阜大）、
岡野崇子、斎藤千真、御任真言、戸所大輔（群馬大）、中澤 徹（東北大）
特別講演 14：25～15：10
The Pathology of Ocular and Adnexal Infections
Alan D. Proia（Pathology, Duke Univ）
一般講演９ 15：20～16：00
検査
GK-09-1. マイボーム腺炎角結膜上皮症とPropionibacterium acnesの亜種についての考察
鈴木 智（京都市立病院、京都府医大）、出来尾 格（理化学研究所）、
木下 茂（京都府医大・感覚器未来医療学）
GK-09-2. 結膜炎・鼻炎患者由来Haemophilus influenzaeの生物学的・遺伝的相同性につい
て
坂本則敏（坂本眼科）、林

俊治（北里大・微生物学）、小川美保（(株)BML

細菌治験）
GK-09-3. 細菌性角膜炎の起因菌同定におけるNested-PCR法の有用性
中山恵介、杉田直大、中馬秀樹、直井信久（宮崎大）
GK-09-4. 眼感染症におけるメタゲノム解析の有用性の検討
小林達彦、鈴木 崇、岡島行伸、堀 裕一（東邦大・大森）、青木弘太郎、
石井良和、舘田一博（東邦大・微生物・感染症）

一般講演10 16：05～16：55
細菌2
GK-10-1. 若年女性の外眼角に発症した緑膿菌による難治性結膜肉芽腫の1例
三宅 瞳、谷口行恵、宮崎

大、井上幸次（鳥取大）

GK-10-2. 強膜・羊膜移植後に感染性強膜炎を繰り返した1例
上田晃史（宮田眼科病院、東京大）、子島良平（宮田眼科病院）、小野 喬
（宮田眼科病院、東京大）、森 洋斉、宮田和典（宮田眼科病院）

GK-10-3. 緑膿菌角膜炎に対する新規膜小胞ワクチンの開発
伊藤沙織（横浜市大）、島田 勝（横浜市大・微生物学教室）、盛 理子、
竹内正樹（横浜市大）、福島 淳（秋田県立大）、水木信久（横浜市大）
GK-10-4. 多剤耐性コリネバクテリウムが分離された前眼部感染症の5例
萩原健太（金沢医大、公立宇出津総合病院）、北川和子、神山幸浩、
谷村直紀、佐々木 洋（金沢医大）
GK-10-5. 細菌培養と塗抹検鏡による涙小管炎菌石の解析
中川 尚、中川裕子（徳島診療所）、永田邦昭（公立玉名中央病院・臨床検
査科）

