第 30 回日本眼感染症学会
日時：1993 年 4 月 16 日(金)、17 日(土)
場所：東京医科大学病院
会長：臼井正彦

臨床講堂 6 階（東京都新宿区西新宿 6-7-1）

東京医科大学眼科学教室

4 月 16 日(金)9：10－18：20
■ 一般口演
1．ノルフロキサシン（NFLX）をサルに長期投与した場合の眼内動態
内山尚孝、花見正幸、畑

俊輔 (萬有製薬㈱)、岡崎啓幸 (新日本科学㈱)

2．ノルフロキサシン（NFLX）の有色動物における眼内動態
石田了三、伊澤

成、町田正明、小室正勝、大久保秀夫

(杏林製薬㈱中央研究所)
3．ノルフロキサシン反復硝子体内注入のウサギ網膜に及ぼす影響
小松雅樹、望月清文、鳥崎真人、山下陽子、棚橋俊郎、東出朋巳 (金沢大)
草嶋久生、岡村孝夫 (杏林製薬㈱中央研究所)
4．ノルフロキサシンの家兎結膜粘液細胞に及ぼす影響
出海陽子、アウン･キョ･ニュン、大川晴美、亀井裕子、宮永嘉隆
(女子医大第二病院)
5．ロメフロキサシン（LFLX）の有色動物における眼内動態
寺井

正、池尻芳文、松本隆弘、吹上知穂、小河貴裕

(千寿製薬㈱クリエイティブセンター)
6．レボフロキサシン（LVFX）の有色動物における眼内動態
肇、池井辰夫、谷岡秀敏 (参天製薬㈱中央研究所)

高階秀男、伊吹

7．レボフロキサシンのウサギ網膜におよぼす影響
その 1 摘出眼杯 ERG による検討
望月清文、酒井宏之、鳥崎真人、山下陽子、大久保真司 (金沢大)
8．局所投与したフルオロキノロン系抗菌剤の涙液内移行動態の検討
～家兎及びヒト涙液内移行の比較～
静聖、村野秀和 (金沢医大)

福田正道、周

9．結膜刺激の有無による涙液内薬剤移行濃度の比較
富井隆夫、村野秀和 (金沢医大)
10．マウス結膜上皮中のγδT 細胞
南場研一、松田

彰、高村真理子、田川義継、松田英彦 (北海道大)

11．当院における最近 2 年間の新生児結膜炎の原因菌の推移について
弓狩健一、嘉村由美 (社会保険横浜中央病院)

12．新生児結膜炎における細菌分離培養結果の検討
大山光子、矢野啓子 (杏林大)、徳永直記、高橋

譲 (稲城市立病院)

望月壽子 (公立阿伎留病院)
13．若年者の単純ヘルペス性眼瞼結膜炎
北川和子、浅野浩一、桂

茂弘 (金沢医大)、小林博人 (同皮膚科)

14．Propionibacterium propionicus による涙小管炎の一例
三須一雄、鈴木君代、鈴木利根、小原喜隆 (獨協医大越谷病院)
15．外眼角炎における塗抹鏡検と培養菌種の不一致
寛 (横浜市大)、豊田えり子 (秦野赤十字病院検査科)

秦野

16．眼科領域におけるブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌の年次推移（1982－1991 年）
宮尾益也、本山まり子、阿部達也、笹川智幸、大石正夫 (新潟大)
17．ヒト結膜嚢内の CNS の動態について
栗原理恵、小篭弘子、神力祐子、宮永嘉隆 (女子医大第二病院)
18．外眼部感染症における検出菌とその薬剤感受性
康子、本倉真代、坂本信一、田中康夫、西川憲清 (大阪警察病院)

森

相馬英一、坂本善弘 (同研究検査科)
19．白内障手術終了時における前房水細菌検出率
永原冬子、川口
東堤

敏、川村俊彦、原

二郎 (近畿中央病院)

稔 (大阪大微生物病研究会)

■ 招待講演Ⅰ：
「Current Concepts of Herpes Simplex Keratitis」
Jay S. Pepose, M.D. (ワシントン大)
■ 一般口演
20．実質型角膜ヘルペスにおけるパーフォリン陽性 T 細胞
加藤英夫、北川文彦、原田公幸、津田久仁子、田川義継、松田英彦
(北海道大)
21．実質型角膜ヘルペスの角膜内ヘルペスウイルス潜伏感染について
松田

彰、北川文彦、原田公幸、南場研一、田川義継、松田英彦

(北海道大)、高須

毅、長嶋和郎 (同第二病理)

22．ヘルペスウイルスの角膜内潜伏感染における PCR 法の有用性
下村嘉一、山本修士、姚

玉峰 (大阪大)、井上幸次 (大手前病院)

大嶋禎二 (松山赤十字病院)
23．単純ヘルペスウイルス分離によって確定診断しえた非典型的な角膜ヘルペス 3
症例
姚

玉峰、井上幸次、細谷比左志、下村嘉一 (大阪大)、加瀬哲男

(大阪府立公衆衛生研究所)

24．アシクロビル投与中に樹枝状角膜炎をきたした一例
森

康子、本倉眞代、坂本信一、西川憲清 (大阪警察病院)

井上幸次 (大手前病院)
25．ガンシクロビル点眼が奏功した特発性角膜内皮炎の一例
宇野敏彦、大橋裕一、高橋圭三、池川敦子 (愛媛大)
26．角膜内皮炎－病型分類の見直し
大橋裕一、高橋圭三、宇野敏彦 (愛媛大)、井上幸次 (大手前病院)
27．実験的内毒素性角膜炎における Interleukin-1βの役割
井尻裕司、松本光希、岡村良一 (熊本大)、鎌田龍二 (NTT 九州病院)
28．実質型角膜ヘルペスに MRSA の混合感染が疑われた 1 症例
庄司

純、澤

充 (日本大)

29．長期入院患者における MRSA と MRSE
忍、真砂めぐみ、松橋正和、河本道次 (東邦大)

山形

30．国立善通寺病院眼科外来における MRSA、MRSE 検出状況
（1992 年 4 月～12 月）
三崎昌史、西原

勝 (国立善通寺病院)、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)
31．MRSA による術後感染症の 1 症例
内藤

毅、新田敬子、塩田

洋、三村康男 (徳島大)

32．MRSA 晩期プロンベ感染症の 2 例
阿部達也、笹川智幸、宮尾益也、本山まり子、大石正夫 (新潟大)
33．アルベカシン（ABK）点眼液の使用経験
松本和子、三田哲夫 (私立学校教職員共済組合下谷病院)
■ 教育講演Ⅰ：
「MRSA と MRSE について」
浅利誠志 (大阪大中央臨床検査部)
■ 教育講演Ⅱ：
「トキソカラ症」
辻

守康 (杏林大寄生虫学)

4 月 17 日(土)8：30－17：40
■ 一般口演
34．流行性角結膜炎の院内感染時における臨床診断とアデノクロン○R を用いた病原
診断
金久保喜則、鈴木美奈子、佐藤雅美、千田

靖、玉井

信 (東北大)

35．ELISA 法（アデノクロン ）によるアデノウイルス結膜炎の迅速診断
○
R

中川

尚、大野重昭、磯部

裕、青木功喜、谷藤泰寛、安藤展代、

村形

敦、中川裕子、弓削経夫、原

二郎、幸塚悠一、鬼木信乃夫、

日隈陸太郎、石川秀夫 (アデノクロン研究会)
36．アデノクロン○R の基礎的検索
王

麗萍、大野重昭、磯部

裕 (横浜市大)、薄井紀夫、臼井正彦、

(東京医大)、青木功喜 (青木眼科)、生江花代、持田嘉之 (SRL)、
上河内孝行 (トーレフジバイオニクス)
37．若年者におけるアデノウイルス結膜炎の臨床疫学的検討
磯部和美、大野重昭 (横浜市大)、青木功喜 (青木眼科)
38．アデノウイルス 3 型結膜炎の臨床像
尚 (女子医大)、

中川裕子、野嵜奈都子、荒木博子、中川
徳島邦子 (徳島診療所)

39．地域感染におけるウイルス性角結膜炎の理論疫学
内尾英一、大野重昭 (横浜市大)、石川秀夫 (石川眼科)、
照屋昌男 (照屋眼科)、青木功喜 (青木眼科)
40．エンテロウイルス 70（EV70）による急性出血性結膜炎の臨床像
尚、内田幸男 (女子医大)

荒木博子、弓狩純子、盛林孝恵、中川

41．クラミジア結膜炎患者における Chlamydia pneumoniae 抗体価の検討
鈴木克也、磯部和美、大野重昭 (横浜市大)、青木功喜 (青木眼科)
沼崎

啓、千葉峻三 (札幌医大小児科)

42．PCR 法（AMPLICOR○R ）によるクラミジアの検出
磯部

裕、磯部和美、大野重昭 (横浜市大)、青木功喜 (青木眼科)

43．Polymerase Chain Reaction(PCR)法と Dot blot hybridization 法による封入
体結膜炎からのクラミジアトラコマティスの検出と血清型別分類
木村泰朗、堀田喜裕、佐久間
(同産婦人科)、中川

淳 (順天堂大)、斎藤十一

仁、金井

尚 (女子医大)、海老原伸行 (日赤医療センター)

44．Eye Bank 提供眼保存液からの細菌検出
淳 (順天堂大)、小栗

佐渡一成、木村泰朗、小見山和也、金井
(同中央臨床検査室)
45．角膜真菌症 2 症例の治療経験
谷

英紀、幸地貴子、矢野雅彦、塩田

洋、三村康男 (徳島大)

46．角膜感染症に対する外科的治療
西川都子、宮本裕子、西田輝夫、大鳥利文 (近畿大)
47．CS-807E の細菌性眼感染症に対する臨床的評価
大石正夫 (新潟大)、松田英彦 (北海道大)
48．各種セフェム系抗生物質の内服による房水移行

豊

西原

勝、三崎昌史 (国立善通寺病院)、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)
■ 招待講演Ⅱ：
「Pathology of Infectious Eye Diseases」
Narsing A. Rao, M. D. (南カリフォルニア大)
■ 特別講演：
「EB ウイルス感染症」
大里外誉郎 (北海道大癌研ウイルス)
■ 一般口演
49．ソフトコンタクトレンズ連続装用による細菌感染
檜垣史郎、湖崎

亮、川崎佳巳、木田一男、日下佳苗、生島

操、

大島禎二 (松山赤十字病院)、下村嘉一 (大阪大)
50．両眼発症例を含むソフト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 3 症例
若林貴和、宮田和典、新家

真 (東京大分院)、関根麻紀 (東京大)

水流忠彦 (同角膜移植部)
51．Impression cytology culture が有用であったアカントアメーバ角膜炎の一例
野嵜奈都子、中川
山浦

尚、荒木博子、佐々木あかね、内田幸男 (女子医大)

常、白坂龍曠 (同寄生虫学)

52．Acanthamoeba に対する塩素系殺シスト剤の糖効果
石橋康久 (筑波大、女子医大第二病院)、宮永嘉隆 (女子医大第二病院)
堀上英紀、石井圭一 (法政大生物学)
53．Epstein-Barr ウイルスのウサギ眼感染実験
亀井裕子、宮永嘉隆 (女子医大第二病院)、高橋めぐみ、渡理英二
(日本医大微生物免疫学)
54．角結膜上皮疾患における涙液中 EB ウイルスの検索
西田幸二、清水章代、横井則彦、木下

茂 (京都府医大)、山本修士

(市立池田病院)
55．網膜色素上皮症を認めた慢性活動性 EB ウイルス感染症の一例
坂井潤一、薄井紀夫、臼井正彦 (東京医大)、今井章介、大里外誉郎
(北海道大癌研ウイルス)
56．HTLV-1 uveitis の 2 症例
加藤卓次、木村泰朗、早川むつ子、金井

淳 (順天堂大)、堀

平松啓一 (同細菌学)
57．マウスエイズにおけるシェーグレン症候群様変化
福島敦樹、政岡則夫、上野脩幸 (高知医大)

賢、

58．ポスナーシュロスマン症候群の病因検索－ヘルペスウイルスとの関連性－
山本修士、下村嘉一、田野保雄 (大阪大)、多田
(市立池田病院)、西田幸二、木下

玲、張

國中

茂 (京都府医大)

59．単純ヘルペスウイルスが原因と思われる特異な経過をたどったブドウ膜炎の 1
例
堀田喜裕 (柳橋病院)、木村泰朗、金井

淳 (順天堂大)

60．水痘感染後に発症した網膜静脈炎を主体とする汎ぶどう膜炎の 1 例
遠藤こずえ、小竹

聡、岡本珠美、市石

昭、笹本洋一 (北海道大)

61．急性網膜壊死における電気生理学的所見および PCR による原因ウイルス検索
田川孝作、緒方正史、東出朋巳、棚橋俊郎、齋藤友護、鳥崎真人、
望月清文、田辺譲二 (金沢大)
62．後天性免疫不全症候群（AIDS）に合併した水痘帯状ヘルペス網膜炎の 1 例
忍足和浩、山田恵子、有本華子、村木康秀、鈴木参郎助 (慶應義塾大)
63．フォスカーネットが著効を示した AIDS 合併サイトメガロウイルス網膜炎の 1
例
永田洋一 (自衛隊中央病院)、藤野雄次郎 (東京大分院)、小野綾子、
望月

學 (久留米大)、岡

慎一 (東京大医科研内科)

64．悪性リンパ腫に合併したサイトメガロウイルス網膜炎の治療経験
笹野久美子、安藤文隆、長坂智子、中村郁江 (国立名古屋病院)
甘利富士夫 (信州大)
65．サイトメガロウイルス網膜炎の病理組織学的および免疫組織学的観察と DNA
診断
石本聖一 (三信会病院)、向野利彦、猪俣

孟 (九州大)、権藤久司、

赤司浩一 (三信会病院内科)
66．健康な青年にみられたサイトメガロウイルス網膜炎の 1 例
二宮久子、小林康彦、田中

稔 (順天堂大浦安病院)、高橋浩文

(順天堂大膠原病内科)
67．慢性 C 型肝炎に対するインターフェロンα投与中に見られた網膜症の検討
宮本和久、須田秩史 (日生病院)、田野保雄 (大阪大)
68．インターフェロン投与による C 型肝炎ウイルス関連網膜症の誘発性
魁煒、内山博之、藤盛圭太、櫻木章三 (秋田大)

阿部

徹、徐

小野

剛、倉光智之、小松眞史、政宗

研 (同第一内科)

69．内因性カンジダ性眼内炎の眼内での感染経路について
大西克尚、石橋達朗、村田敏規 (九州大)、荒川哲夫 (九州厚生年金病院)
70．梅毒性視神経網脈絡膜炎の 2 例
井坂美也子、広瀬裕子、戸塚清一、箕田健生 (帝京大市原病院)

