第 29 回日本眼感染症学会
日時：1992 年 4 月 4 日(土)、5 日(日)
場所：長井記念ホール（徳島市庄町 1-78-1）
会長：塩田

洋

徳島大学医学部眼科学教室

4 月 4 日(土)9：00－
■ 一般口演
1．涙液採取方法－反射性流涙を促すための検討－
富井隆夫、村野秀和 (金沢医大)
2．DNA プローブ法により Chlamydia trachomatis を検出した新生児封入体結膜
炎
西原美由紀、阿部真知子 (愛媛大)
3．Comparisons of Chlamydial Conjunctivitis in Beijing, China and Sapporo,
Japan
Zhang Wenhua、Wu Yuyinh (Beijing Institute of Ophthalmology)
Koki Aoki (Aoki Eye Clinic)
4．麦粒腫の検出菌の性状
大内裕敬 (大給臨床検査所)、青木功喜 (青木眼科)
5．無芽胞嫌気性菌に起因すると思われた涙小管炎症性肉芽腫の 1 症例
稲川容子、本山まり子、江口功一、沢口昭一、宮尾益也、大石正夫
(新潟大)
6．コアグラーゼ陰性ブドウ球菌の正常ヒト結膜嚢からの分離
小篭弘子、李

偉、栗原理恵、神力祐子、宮永嘉隆 (女子医大第二病院)

7．眼感染症における嫌気性菌の検出状況(1981～1990 年)
宮尾益也、本山まり子、阿部達也、大石正夫 (新潟大)
8．カタル性角膜潰瘍における結膜嚢内検出菌
庄司

純、伊東眞由美 (銚子市立総合病院)、稲田紀子、北野周作 (日本大)

9．緑膿菌性角膜潰瘍はなぜ輪状膿瘍を呈するのか？
井尻裕司 (熊本大)、鎌田龍二 (山鹿市立病院)、山本哲郎
(熊本大免疫研アレルギー)、岡村良一 (熊本大)
10．硝子体手術が奏効した小児細菌性眼内炎の 1 例
池辺

徹、蔭山

誠、石井陽子、小野ひろみ、中塚和夫 (大分医大)

11．眼科における MRSA および MRSE 分離頻度
鍵谷雅彦、秦野

寛、岡田和四郎、杉浦奈保美、矢吹京子 (横浜市大)

望月昭彦、豊田えみ子 (秦野赤十字病院)

12．メチシリン、オキサシリン耐性ぶどう球菌の分離された角膜炎の 5 症例
北川和子、浅野浩一、水野敏博、望月雄二 (金沢医大)
13．MRSA 感染者の提供眼からの MRSA の検出
小見山和也、佐渡一成、小林千博、河野博之、木村泰朗、金井

淳

(順天堂大)
■ 特別講演：
「サイトメガロウイルス感染症」
南嶋洋一 (宮崎医大微生物学)
■ 一般口演
14．角膜全層移植に伴った術後感染症
大塚裕子、曽根隆一郎、村松隆次 (東京医大)
15．白内障手術におけるオフロキサシン術中点眼の細菌学的効果
永原冬子、川村俊彦、呉
東堤

雅美、大谷悦子、原

二郎 (近畿中央病院)

稔 (大阪大微生物病研究会)

16．腸球菌による白内障術後感染の一症例
藤田善史、下江千恵美 (小松島赤十字病院)
17．眼内レンズ移植術後に発生した細菌性眼内炎の二例
三崎昌史、西原

勝 (国立善通寺病院)、内田佳永 (麻田総合病院)

松村香代子 (国立療養所香川小児病院)、井上愼三
(国立療養所大島青松園)
18．オフロキサシン点眼後の有色動物における眼内動態
特に眼の安全性について
三井幸彦 (徳島大)、三田四郎 (参天製薬中央研究所)
19．NFLX 点眼薬の有色家兎虹彩・毛様体への蓄積－薬剤定量法の問題点－
福田正道、佐々木一之 (金沢医大)
20．ヒトにおけるロメフロキサシン内服後の異様な房水内動態
－特にメラニンの関与について－
井上愼三 (国立療養所大島青松園)、松村香代子
(国立療養所香川小児病院)、西原

勝、三崎昌史

(国立善通寺病院)
21．ロメフロキサシン点眼液の眼内動態－有色家兎眼における予備的検討－
大桃明子 (県立がんセンター新潟病院)、宮尾益也、阿部達也、大石正夫
(新潟大)、栗山

裕、池尻芳文、中

裕亮 (千寿製薬伊丹研究所)

22．ノルフロキサシンの有色家兎網膜におよぼす影響
東出朋巳、望月清文、鳥崎真人、山下陽子、小松雅樹、棚橋俊郎 (金沢大)
草嶋久生、篠田和俊 (杏林製薬中央研究所)

23．アデノウイルス眼感染における血清診断
磯部和美 (国際親善総合病院)、青木功喜 (青木眼科)、
大野重昭 (横浜市大)
24．アデノウイルス性角結膜炎におけるポリメラーゼ･チェイン･リアクション
（PCR）法の応用
加瀬哲男、前田章子、峯川好一 (大阪府立公衆衛生研究所)
岡本茂樹 (大阪厚生年金病院)、大橋裕一 (大阪大)
25．結膜濾胞の T リンパ球と細胞接着分子の解析
田川義継、北川文彦、松田英彦 (北海道大)
26．HSV 特異的細胞障害性 T 細胞に対する抗ウイルス剤（ACV、Ara-A）の in vivo
における影響
優、坂田広志 (広島大)、山代浩人 (広島記念病院)

山本

27．家兎ヘルペス性網脈絡膜炎モデルにおける抗 gD モノクローナル抗体受動免疫
の効果について
井上幸次 (大阪大)、
Jang O.Oh、Petros Minasi (Proctor Foundation, UCSF)
28．単純ヘルペスウイルス株間の異同－培養細胞系において－
康子 (大阪警察病院)、下村嘉一 (松山赤十字病院)、井上幸次、

森

大橋裕一、木下

茂 (大阪大)

29．角膜ヘルペスに対する carbocyclic oxetanocin G 点眼液の効果
塩田

洋、新田敬子、内藤

毅、三村康男 (徳島大)、丸山徳見、

本庄美喜男 (徳島文理大薬学部)
30．実験的マウスヘルペス性角膜炎における BVaraU、ガンシクロビルの効果
宇野敏彦 (住友病院)、井上幸次、大橋裕一、岡本茂樹、諏訪雄三、
宮本和久 (大阪大)、林

皓三郎 (神戸市環境保健研究所)、

町田治彦 (ヤマサ醤油生物研)
31．活動性ヘルペス性角膜炎を認めない症例における HSV-1 の検出
佐久間

仁、木村泰朗、堀田喜裕、藤木慶子、金井

淳 (順天堂大)

32．Ganciclovir の硝子体内注入の安全性に関する基礎的検討
棚橋俊郎、望月清文、鳥崎真人、山下陽子、小松雅樹 (金沢大)
■ 招待講演：
「Recent Advances in the Management of Infectious Keratitis」
Dan B. Jones (Baylor College of Medicine, U.S.A.)
4 月 5 日(日)9：00－15：00
■ 一般口演

33．再発性単純ヘルペス結膜炎の 1 例
寛 (横浜市大)、望月昭彦 (秦野赤十字病院)、上岡輝方 (上岡眼科)

秦野

34．角膜潰瘍と角膜ヘルペスにおける角膜知覚について
宮崎

大、川崎佳巳、生島

操、西山

苑、大嶋禎二、下村嘉一

(松山赤十字病院)、東堂なをみ (日生病院)
35．単純ヘルペス性輪部炎の臨床像
高村悦子、吉野圭子、高野博子、野嵜奈都子、根来和美、内田幸男
(女子医大)
36．角膜ヘルペス最近の臨床像および再発の誘因の検討
内尾英一、秦野

寛、杉田美由紀、岡田和四郎、後藤香織、鍵谷雅彦、

榎本由紀子、三井啓司、大野重昭 (横浜市大)
37．皮膚科初診の眼部帯状疱疹の眼合併症について
金子行子、大西裕子 (至誠会第二病院)、青木良枝 (同皮膚科)
38．発病初期より観察しえた桐沢型ぶどう膜炎の 1 例
尾山直子、林
桂

康司、佐賀正道、安藤靖恭、鈴木参郎助、神園純一、

弘 (慶應義塾大)、宗司西美 (東海大)

39．Epstein-Barr ウイルスのウサギ眼感染における抗体の推移とウイルスの局在
亀井裕子、出海陽子、多田知美、宮永嘉隆 (女子医大第二病院)、
渡理英二、高橋めぐみ (日本医大微生物免疫)
40．網膜色素上皮細胞における EBV レセプターの発現
薄井紀夫、箕田

宏、熊倉重人、坂井潤一、臼井正彦 (東京医大)

水野文雄 (同微生物)、今井章介、大里外誉郎 (北海道大癌研ウイルス)
41．HTLV-Ⅰassociated uveitis（HAU）の一例
樋口眞琴、石丸裕晃、大塚秀勇 (大塚眼科)
42．HAU(HTLV-1associated uveitis)にシクロスポリンを投与した一例
福島敦樹、政岡則夫、上野脩幸 (高知医大)
43．非肉芽性ブドウ膜炎にて初発した成人 T 細胞白血病（ATL）
加藤卓次、木村泰朗 (順天堂大)、堀
金井

健、平松啓一 (同細菌)

淳 (順天堂大)

44．ワクチニアワクチンによる角膜病変
下村嘉一、川崎佳巳、宮崎

大、生島

操 (松山赤十字病院)、石井康雄

(新川橋病院)、木下裕光 (大阪労災病院)
■ 教育講演Ⅰ：
「ヒト結膜のコアグラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS）について」
宮永嘉隆 (女子医大第二病院)
■ 教育講演Ⅱ：

「新しいヒトヘルペスウイルス－HHV-6－」
山西弘一 (大阪大微生物病研究所)
■ 一般口演
45．Paecilomyces lilacinus による術後眼内炎の一例
大久保真司、望月清文、鳥崎真人、東出朋巳 (金沢大)、
石橋康久 (筑波大)
46．Curvularia geniculata による角膜真菌症の 1 例
薫、岡田豊和、大西克尚 (九州大)、松田哲男 (同皮膚科)

本松

47．トリコスポロン血症に認められた両眼性網脈絡膜炎の 1 例
伴

由利子、岡本庄之助、赤木好男 (京都府医大)

後藤秀夫 (同第二内科)
48．フルコナゾール球結膜下注射による実験的ウサギ角膜真菌症の治療
渡辺亮子 (猿島協同病院)、石橋康久、加畑隆通、本村幸子 (筑波大)
49．家兎内因性カンジダ眼内炎に対するフルコナゾールの治療実験
矢野啓子、林

洋一、中谷幸二、大久保敏雄 (杏林大)、

岡崎充宏 (同中央臨床検査部)
50．フルコナゾールの硝子体内移行
山田重喜、佐々木研二、三田実千代、石田洋一 (佐賀医大)
佐藤史朗 (済生会滋賀県病院)、目加田

篤 (豊郷病院)

51．治療に抵抗した初期アカントアメーバ角膜炎の 1 例
中川

尚、盛林孝恵、岩崎美紀、細川可奈、内田幸男 (女子医大)

山浦

常、白坂龍曠 (同寄生虫)、堀上英紀、石井圭一 (法政大生物)

52．ディスポーザブルコンタクトレンズ装用者に見られたアカントアメーバ角膜
炎の 1 例
石橋康久、加畑隆通、本村幸子 (筑波大)、渡辺亮子 (猿島協同病院)
水流忠彦 (自治医大)、石井圭一 (法政大生物)
53．アカントアメーバに対するフラジオマイシンおよび 5-FC の有効性について
加藤俊彦 (愛媛県立新居浜病院)、塩田

洋、三村康男 (徳島大)

伊藤義博 (総合美容医科学研究所)
54．新しく開発された殺菌水のアカントアメーバに対する効果
婷林、宮永嘉隆 (女子医大第二病院)

太刀川貴子、藤沢佐代子、于
内山竹彦 (女子医大微生物)
55．眼襄虫症の一症例
梶原紀子、村松隆次、後藤

浩、臼井正彦 (東京医大)

56．活動期の後天性眼トキソプラズマ症
神田貴之、木村泰朗、佐久間敦之、早川むつ子、金井

敦 (順天堂大)

