第 56 回 日本眼感染症学会プログラム
日 時：2019 年７月５日（金）～６日（土）
会 場：国立京都国際会館
担 当：近畿大学医学部眼科学教室
会 ⾧：江口 洋
7 月 5 日（金）
一般講演 1

9：00～9：44

細菌・真菌
GK-O1-1 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) による縫合糸感染の１例
小松藍子、井上幸次、宮崎 大、春木智子、後藤寛之（鳥取大）
GK-O1-2

Corynebacterium sp.が検出された角膜炎の臨床的特徴
後藤田哲史（大森赤十字病院、東邦大・大森）鈴木

崇 柿栖康二

岡島行伸（東邦大・大森）
、秋山朋代（大森赤十字病院、東邦大・大森）
堀

裕一（東邦大・大森）

GK-O1-3 顔面神経麻痺に併発した Alternaria 属による感染性角膜潰瘍の１例
久保さえ子、重安千花、久須見有美、藤井かんな、山田昌和 （杏林大）
GK-O1-4 真菌性角膜炎治療中に抗真菌薬点眼の石灰様沈着を来たした 1 例
久須見有美、重安千花、藤井かんな、山田昌和 （杏林大）
一般講演 2

9：49～10：22

感受性
GK-O2-1 当院における細菌性結膜炎の起炎菌の検討
宮本龍郎、塩田 洋（回生病院）
GK-O2-2 涙点プラグ感染症眼より抜去したプラグからの分離菌およびその薬剤感受性
神山幸浩、北川和子（金沢医大）
、萩原健太（金沢医大、公立宇出津総合病
院）、柴田奈央子、佐々木 洋（金沢医大
GK-O2-3 真菌性角膜炎の起炎真菌と薬剤感受性に関する検討
戸所大輔、秋山英雄（群馬大）
一般講演 3

10：27～11：00

研究
GK-O3-1 細菌性角膜炎における血管、リンパ管および神経の経時的変化の解析
成松明知、服部貴明、山川直之、脇田 遼（東京医大）
、 小池直人（東京医
大・微生物）、熊倉重人（東京医大）
、松本哲哉（東京医大・微生物、国際医

療福祉大・感染症）
、後藤 浩（東京医大）
GK-O3-2

LED フラッシュライトを用いた真菌観察
内野英輔（鹿児島園田眼科）
、芳原直也、園田祥三（鹿児島大）

GK-O3-3 バンコマイシン耐性腸球菌眼内炎に対するファージ療法の効果
岸本達真、中島勇魚、石田わか（高知大）
、鈴木 崇（東邦大・大森）
、
内山淳平（麻布大）
、松崎茂展、大畑雅典（高知大・微生物） 、福田 憲 、
福島敦樹（高知大）
一般講演 4

11：05～11：38

ヘルペス
GK-O4-1 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、河野泰三、
飯田知弘（女子医大）、村山貢司（気象環境研究所）
GK-O4-2 涙液中 HSV-DNA 量で経過観察した非典型的単純ヘルペス角膜炎の 1 例
廣田旭亮（日本大、小川赤十字病院）
、稲田紀子（ 日本大、東松山市立市民
病院）
、富岡秋子（日本大）
、白木夕起子（日本大、相模原協同病院）
、
庄司 純、山上 聡（日本大）
GK-O4-3 診断治療に苦慮したマージナル角膜ヘルペス
井上智之（多根記念眼科病院）
学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13:40～13：55
モラクセラ角膜炎における臨床的特徴の検討
井上英紀（済生会松山病院／愛媛大）
※以下受賞者は留学中で講演が不可能なため、学術奨励賞（三井賞）規定の注 1 に則り、
受賞記念講演 は講演が可能な時期まで延期する。
北澤 耕司（京都府医大）
結膜嚢常在細菌叢における耐性菌の検討
第 56 回日本眼感染症学会 特別企画 14：00～15：30
マイクロバイオームについて学ぶ
Ⅰ 特別講演
GK-SL-1 マイクロバイオーム解析から見えてくる健康科学の近未来
國澤 純（医薬基盤・健康・栄養研究所）
Ⅱ 特別ゲスト
GK-SL-2 アスリートの腸内細菌叢と研究開発型ベンチャー企業について
鈴木啓太（AuB 株式会社 CEO、元サッカー日本代表）

Ⅲ パネルディスカッション
パネリスト：國澤 純（医薬基盤・健康・栄養研究所）
鈴木啓太（AuB 株式会社

CEO、元サッカー日本代表）

江口 洋（近畿大）
一般講演 5

15：40～16：13

原虫
GK-O5-1 アカントアメーバ角膜炎の早期診断に PCR が有用であった一例
西田功一、福田昌彦、佐藤朋子、堀田芙美香、江口 洋、 日下俊次（近畿大）
GK-O5-2 コンタクトレンズケースのアカントアメーバ汚染と細菌叢解析
宮崎 大（鳥取大）
、江口 洋（近畿大）
、清水由美子、井上幸次（鳥取大）
、
桑原知巳（香川大・分子微生物学）
GK-O5-3 シンガポールから一時帰国中に認められた Microsporidial keratitis の 1 例
鈴木 崇（東邦大・大森、いしづち眼科）
、岡野喜一朗（ラッフルズジャパニ
ーズクリニック）、堀 裕一（東邦大・大森）
一般講演 6

16：18～17：02

ウイルス性結膜炎
GK-O6-1 仙台市での流行性角結膜炎関連アデノウイルスの流行型情報に関する調査
佐渡一成（さど眼科）、花岡 希、藤本嗣人（国立感染症研究所）
GK-O6-2 流行性角結膜炎における迅速診断キットの利用状況の解析
花岡 希 、藤本嗣人 （感染研）
GK-O6-3 アデノウイルス迅速診断市販キットの感度比較
橋爪芽衣（北海道大・遺伝研）
、青木功喜、大野重昭、北市伸義 （北海道医
療大、北海道大）、八幡信代 （九州大）
、Gabriel Gonzalez (北海道大・人
獣)、佐藤精一、高岡晃教(北海道大・遺伝研)
GK-O6-4 伝染性軟属腫による慢性濾胞性結膜炎の 1 例
山添克弥、山添響子、秦野 寛(サンパールはたの眼科、ルミネはたの眼科)
一般講演 7

17：07～17：51

抗菌薬・消毒剤
GK-O7-1 前眼部感染症に対するアジスロマイシン点眼剤の抗炎症及び毒素産生抑制効果
池本佳奈、小林真也、原ノ園 祐、和田智之、徳重秀樹、 河村章生 （千寿製
薬）
GK-O7-2

PK-PD に基づいた外眼部感染症の原因菌に対するアジスロマイシン点眼
液の有用性

坂井達也、香西聖子、河村章生 （千寿製薬）
GK-O7-3 アジスロマイシンによる眼科臨床分離株におけるバイオフィルム産生抑制効果
の検討
鳥山浩二（愛媛大）
、井上英紀（済生会松山病院）
、鈴木 崇（ 東邦大・大
森）
、白石 敦（愛媛大）
GK-O7-4 角膜電気抵抗測定装置による低濃度 PA ヨード液の角膜上皮障害の安全性評
価
福田正道、神山幸浩、柴田奈央子、宮下久範、石田秀俊、 久保江理、
佐々木 洋（金沢医大）
一般講演 8

17：56～18：29

眼内炎
GK-O8-1

Pasturella multocida による眼内炎の 1 例
望月嘉人、石川裕人、佐藤彰記、五味 文(兵庫医大)

GK-O8-2 次世代シークエンス技術を用いて診断した Pasteurella 属による線維柱帯切除
術後眼内炎
石橋眞里佳、萱澤朋泰、堀田芙美香、奥山幸子、江口 洋、 日下俊次 （近
畿大）
GK-O8-3

B 群溶血性連鎖球菌による内因性眼内炎の 6 例
吉田真彰、横倉俊二（東北大）
、西田 崇、望月清文（岐阜大）
、 鈴木 崇
（東邦大・大森）、丸山和一（東北大、大阪大）
、西口康二、國方彦志、
中澤 徹（東北大）

7 月 6 日（土）
一般講演 1（感染／炎症） 8：50～9：20
細菌・真菌性ぶどう膜炎
GK/GE-O1-1 猫ひっかき病に伴う後眼部病変の臨床的特徴の検討
福田 憲、溝渕朋佳、岸本達真、西内貴史、福島敦樹（高知大）
GK/GE-O1-2 脈絡膜網膜炎をきたした梅毒性ぶどう膜炎例の光干渉断層計画像所見
勝山敦子、松宮 亘、金 景佑、西庄龍東、楠原仙太郎、 中村 誠
（神戸大）
GK/GE-O1-3 クリプトコックスによる真菌性眼内炎の 1 例
丸橋歩美、永田健児、寺尾信宏、外園千恵 （京都府医大）
一般講演 2（感染／炎症） 9：25～10：15
研修医セッション

GK/GE-O2-1 戻し電顕で遡及的に診断した microsporidia 角膜炎
杉野日彦、江口 洋、堀田芙美香、上野 覚、 福田昌彦、日下俊次（ 近
畿大）
、鈴木 崇（東邦大・大森）
、木村雅友（近畿大病理）
、 八木田健司
（国立感染症研究所）
GK/GE-O2-2 培養で分離された菌種とは相異のあるメチシリン耐性菌による眼内炎の 1
例
大賀智行、堀田芙美香、石橋眞里佳、石橋拓也、江口 洋、 日下俊次
（近畿大）
GK/GE-O2-3

MPO-ANCA 陽性 ANCA 関連血管炎症候群に伴う後部強膜炎の１例
翁

欣瑜、岩田大樹、南場研一、鈴木佳代、水内一臣、 石田 晋 （北

海道大）
GK/GE-O2-4 近年の東京大学医学部附属病院におけるぶどう膜炎初診患者の疫学的検討
鈴木貴文、蕪城俊克、田中理恵、中原久恵、 白濱新多朗、小前恵子（東
京大）
、伊沢英知（国立がん研究センター・眼腫瘍科）
、高本光子（さいた
ま赤十字病院）
、相原 一（東京大）
眼感染症・眼炎症合同企画

10：30～12：00

The Great Debate Part 7 細菌叢と眼について考える
GK/GE-SP-1 サルコイドーシスは特定の細菌に対する免疫反応である
髙瀬 博（医科歯科大）
GK/GE-SP-2 サルコイドーシスは様々な細菌への過剰反応である
橋田徳康（大阪大）
GK/GE-SP-3 メタゲノム解析は感染症診療に有用ではない
鈴木 崇（東邦大・大森）
GK/GE-SP-4 菌叢解析は感染症診療に有用である
堀田芙美香（近畿大）
一般講演 3（感染／炎症） 14：20～15：10
ウイルス 1
GK/GE-O3-1 サイトメガロウイルス角膜内皮炎における角膜後面沈着物の検討
吉村彩野、藤原 亮（ JCHO 星ヶ丘センター）
、城 信雄（城眼科）
、
豊川紀子（永田眼科）
、 佐々木香る（JCHO 星ヶ丘センター）
、五味 文
（兵庫医大）
GK/GE-O3-2 サイトメガロウイルス角膜内皮炎に対するガンシクロビル点眼の有効性
岡村美砂子、石川桂二郎、⾧谷川英一、八幡信代、 山名智志、
中尾新太郎（九州大）
、疋田伸一（浜の町病院）
、武田篤信（九州医療セン

ター）
、 園田康平 （九州大）
GK/GE-O3-3 アメナメビルの内服により軽快した角膜内皮炎の一例
原田一宏、佐伯有祐、内尾英一 （福岡大）
GK/GE-O3-4 ヘルペス性虹彩炎に対するアメナメビルの使用経験
加納俊祐（大分大） 1 、中室隆子（大分大、永田眼科）
、中野聡子、
久保田敏昭（大分大）
GK/GE-O3-5

3 種類のヘルペス性虹彩炎に伴う続発緑内障の視野障害
白濱新多朗、田中理恵、高田幸子、村田博史、 中原久恵、小前恵子（東
京大）
、川島秀俊（自治医大）
、蕪城俊克（東京大）

一般講演 4（感染／炎症） 15：15～16：15
ウイルス 2
GK/GE-O4-1 ヘルペスウイルス性前部ぶどう膜炎の臨床像の解析
寺田裕紀子（東京都健康⾧寿医療センター、宮田眼科病院）
、蕪城俊克
（東京大）
、髙瀬 博（医科歯科大）
、後藤 浩（東京医大）
、中野聡子
（大分大）
、井上幸次（鳥取大）
、 丸山和一（大阪大）
、宮田和典（宮田眼
科病院）
、南場研一（北海道大）
、園田康平（九州大）
、金子 優 （山形
大）、沼賀二郎（東京都健康⾧寿医療センター）
、望月

學 （宮田眼科病

院、医科歯科大）
GK/GE-O4-2 特異な脈絡膜脱色素病変を呈した VZV 虹彩毛様体炎の 2 例
高木武司（ゆざわ眼科）
、早川宏一（秋田厚生医療センター）
、山木邦比古
（日本医大・千葉北総）
GK/GE-O4-3 サイトメガロウイルス網膜炎 19 例の臨床像の検討
蓮見由紀子、石原麻美、澁谷悦子、近藤由希帆、河野 滋、 木村育子、
竹内正樹、山根敬浩、水木信久 （横浜市大）
GK/GE-O4-4 血液疾患に対する造血幹細胞移植後に発症したサイトメガロウイルス網膜
炎の視力予後
川口龍史、田中美由紀（都立駒込病院、医科歯科大）
、水野雅春（都立駒
込病院）
、五嶋摩理（都立駒込病院、女子医大・東医センター）
、
尾碕憲子（都立駒込病院）
、村上喜三雄 （都立駒込病院、都立大塚病院）
GK/GE-O4-5 ムンプスウイルスによる両眼性網膜外層炎
中室隆子（大分大、永田眼科）
、木許賢一、久保田敏昭（大分大）
GK/GE-O4-6 水痘による小児ぶどう膜炎の１例
中井 慶（淀川キリスト教病院、2 淀川キリスト教病院・小児科）
、
中河秀憲（淀川キリスト教病院・小児科）
、矢野晋策、保倉祐一（淀川キ
リスト教病院）
、 西原正人（淀川キリスト教病院・小児科）

4 学会合同シンポジウム 16：30～18：00
「薬剤について考える」
JS-S-1 周術期の抗菌点眼薬使用と結膜嚢常在菌の耐性化
子島良平（宮田眼科病院）
JS-S-2 非感染性ぶどう膜炎に対する TNF 阻害薬治療の位置づけ
南場研一（北海道大）
JS-S-3 コンタクトレンズの新機能～ドラッグデリバリーを含む
小橋英⾧（慶應大）
JS-S-4 抗がん剤による涙道障害
鎌尾知行（愛媛大）
一般講演（ポスター）1（感染／炎症） 13：35～14：10
感染症
GK/GE-P1-1 治療に苦慮した難治性角膜炎の 1 例
村木 剛、小原賢一、青木寧子、宮永嘉隆、 井上順治（西葛西・井上眼
科病院）山上 聡（ 日本大）
GK/GE-P1-2 口腔内常在菌である Streptcoccus parasanguinis による外傷性眼内炎の１
例
大松 寛、佐々木慎一、川本由紀美、馬場高志、 井上幸次（鳥取大）
、
西上哲弘（にしがみ眼科）
GK/GE-P1-3

Brachybacterium paracoglomeratum によると思われる白内障術後眼内炎
の 1 例
村田一弘、小澤憲司、望月清文（岐阜大）
、川上秀昭（ 岐阜市民病院）
、
大楠清文（東京医大・微生物）

GK/GE-P1-4 診断に苦慮した白内障手術後真菌性眼内炎の一例
日山知奈、原田陽介、出口香穂里、皆本 瑛、木内良明 (広島大)
GK/GE-P1-5 閉塞性腎盂腎炎に関連した両眼性内因性真菌性眼内炎の一例
福岡秀記、小川 令、永田健児、外園千恵 (京都府医大)
GK/GE-P1-6 本邦における角膜真菌症の症例数について ５年毎の集計
石橋康久（筑波病院）
、加治優一（筑波大）
一般講演（ポスター）2（感染／炎症） 13：35～14：10
感染症ぶどう膜炎
GK/GE-P2-1 慢性網膜壊死を発症したサイトメガロウイルス角膜内皮炎の 1 例
今町克枝、谷戸正樹 （島根大）

GK/GE-P2-2 超広角眼底撮影が診断に有用であった Chronic retinal necrosis の 1 例
岩橋千春（住友病院）
、河 共美、柴田 藍、春田真実、南 高正、
眞下 永、下條裕史、大黒伸行（JCHO 大阪病院）
GK/GE-P2-3 後天免疫不全症候群以外の患者に発症した CMV 網膜炎５例の臨床的検討
島崎晴菜、高山 圭、菅岡晋平、竹内 大 （防衛医大）
GK/GE-P2-4

Epstein-Barr ウイルスによる急性網膜壊死の一例
鈴木佳代、南場研一、山口瑞穂、水内一臣、 岩田大樹、伊東崇子（北海
道大）
、北市伸義（北海道医療大）
、高瀬 博（医科歯科大）
、 石田 晋
（北海道大）

GK/GE-P2-5 当院で経験した眼梅毒４症例の臨床像について
三宅智子、的場 亮、河田哲弘 （福山市民病院）
GK/GE-P2-6 自覚症状なく定期検査で発見された梅毒性視神経乳頭炎
前沢琢磨、臼井英晶（名古屋市立東部医療センター）
、安城 孝（あきし
まクリニック）
、玉井一司（名古屋市立東部医療センター）
一般講演（ポスター）3（感染／炎症） 13：35～14：10
内因性ぶどう膜炎
GK/GE-P3-1 原田病の治療中に発症した急性Ｂ型肝炎
豊口光子（女子医大・八千代、女子医大）
、舩津英陽（ 1 女子医大・八千
代）、小川友紀 （女子医大）
、狩野麻里子、 一色仁美、萩原蓉子、
本吉 絢（女子医大・八千代）
GK/GE-P3-2

HLA-A26、DR4 陽性で鑑別に苦慮した小児ぶどう膜炎の 1 例
内

翔平（山口大、山口県立総合医療センター）
、平野晋司（山口県立総

合医療センター）、柳井亮二（山口大）
、園田康平（九州大）
、 木村和博
（山口大）
GK/GE-P3-3 後天性魚鱗癬に角膜穿孔をきたした 1 症例
田尻健介、吉川大和、向井規子、池田恒彦 （大阪医大）
GK/GE-P3-4

Vogt-小柳-原田病とサルコイドーシスを合併した 1 例
⾧岡広祐、渡辺芽里（自治医大）
、坂本晋一（自治医大、芳賀赤十字病
院）、川島秀俊（自治医大）

GK/GE-P3-5 視神経炎が先行して発症した完全型ベーチェット病の１例
武田彩佳（日本医大・多摩）
、窪倉真樹子、由井智子（日本医大）
、
堀

純子（日本医大・多摩）

GK/GE-P3-6 感染性心内膜炎にぶどう膜炎を併発した一例
小林崇俊、岡本貴子、高井七重、庄田裕美（大阪医大）
、 丸山耕一（川添
丸山眼科）
、多田 玲（多田眼科）
、池田 恒彦（大阪医大）

