第 36 回日本眼感染症学会
日時：1999 年 7 月 9 日(金)、10 日(土)
場所：パシフィコ横浜「国立横浜国際会議場」
（横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
会長：金井

淳

順天堂大学医学部眼科学教室

7 月 9 日(金)9：00－18：20
■一般口演：真菌・アカントアメーバ
1． 血中β-D グルカン値測定が診断に有用であった真菌性眼内炎の 1 例
大喜多隆秀、石橋

健 (福知山市民病院)、池田恒彦、木下

茂

(京都府立医大)
2． Beauveria bassiana による角膜真菌症の 1 例
橋本禎子、古田

実、伊藤

健、小林健太郎 (福島県医大)

伊藤純子 (千葉大真菌医学研究センター)
3． クロルヘキシジン点眼が有効であったアカントアメーバ角膜炎の 1 例
北川和子、藤沢

綾、青山茂樹、佐々木一之 (金沢医大)

池田照明 (同医動物学)
4． 全房水検査で診断されたアカントアメーバ角膜炎
十川治恵 (緒方町国保総合病院)、立川貴寿、前尾直子、榊

保堅

(大分県立病院)
5． フルコナゾール抵抗性であった重症アカントアメーバ角膜炎の一例
山本正治、宇野敏彦、岡本茂樹、大橋裕一 (愛媛大)、山口昌彦
(大阪市立総合医療センター)、坪井敬文 (愛媛大寄生虫学教室)
遠藤卓郎 (国立感染症研究所)
■一般口演：EKC
6． PCR-RFLP 法にて型同定不能アデノウイルスの分子系統解析
林

明男、石古博昭 (三菱化学ビーシーエル感染症特別開発部)

青木功喜 (青木眼科)、大野重明 (横浜市大)
7． 東村山市におけるアデノウイルス 4 型を主体としたアデノウイルス結膜炎の
流行
中川裕子、中川

尚、徳島邦子 (徳島診療所)、甲田恵美、永本洋子

中嶋治彦、石古博昭 (三菱化学ビーシーエル)
8． アデノウイルス 19 型とヒトパピローマウイルスの重複感染がみられた 1 例
松浦範子、内尾英一、大神一浩、竹内

聡、伊藤典彦、大野重昭

(横浜市大)、青木功喜 (青木眼科)
R
キットの開発
9． より微量試料で検査できるアデノチェック○

聡、内尾英一、伊藤典彦、大野重昭 (横浜市大)、

竹内

青木功喜 (青木眼科)
■一般口演：AHC
10．流行性角結膜炎の市中流行中にみられた急性出血性結膜炎の院内流行
田

聖花、勝村浩三、東

郁郎 (大阪医大)、原

二郎 (原眼科)

石古博昭 (三菱化学 BCL)
11．わが国における急性出血性結膜炎 (AHC)ウイルスの検索
中川

尚 (徳島診療所)、北野周作 (日本大)、石古博昭、島田康司

(三菱化学 BCL)、山本修道 (国立感染症研究所)、石井慶蔵 (元北海道大)
青木功喜 (青木眼科)、葉田野

博 (はたの眼科)、秦野

寛

(ルミネはたの眼科)、内尾英一、大野重昭 (横浜市大)、北川和子
(金沢医大)、原 二郎 (原眼科)、清水芳樹 (清水眼科)、田

聖花

(大阪医大)、駒井義彦 (行岡眼科)、岡本茂樹 (愛媛大)、宮田和典
(宮田眼科病院)、藤田晋吾 (藤田眼科)
12．急性出血性結膜炎を起こすエンテロウイルスの分子系統解析
島田康司、石古博昭 (三菱化学ビーシーエル感染症特別開発部)
13．韓国旅行後に発生したエンテロウイルス 70 による急性出血性結膜炎の流行
内尾英一、竹内

聡、伊藤典彦、大野重昭 (横浜市大)、青木功喜

(青木眼科)
■シンポジウム１：眼感染症の新しい診断法
1.

アデノウイルスおよびその他のウイルス性結膜炎
内尾英一 (横浜市大)

2.

ヘルペスウイルス感染症に対する PCR 法の臨床応用
山本修士 (大阪大)

3.

角膜真菌症に対する診断および真菌同定法
井上禎子 (徳島大)

4.

モノクローナル抗体を利用したアカントアメーバ検出の方法
金田良雄 (東海大感染症学教室)

■招待講演：
「New Methods of Diagnosing Keratitis」
William D. Mathers (Oregon Health Sciences Univ.)
■一般口演：涙道
14．至誠会第二病院における新生児涙嚢炎の検討
吉川三花、金子行子、榎本孝恵、深田祐加 (至誠会第二病院)
15．鼻涙管閉鎖症の点眼薬は何がいいか？
鈴木

亨、森田啓文、柳本孝子 (北九州市立若松病院)、山名泰生

(山名眼科)
16．嫌気性菌による慢性涙小管炎の 2 症例
津村浩志 (市立泉佐野病院)、井上幸次、前田直之、渡辺

仁、大黒伸行

下村嘉一 (大阪大)、豊川真弘、浅利誠志 (同臨床検査部)
■一般口演：細菌 1
17．強角膜保存を行った角膜移植提供眼の生物学的汚染
畠山

晃、山田昌和、真島行彦 (慶應義塾大)

18．アイバンク提供眼の保存に用いた EP-Ⅱおよび optisol の細菌培養結果
林

誠一郎、舟木俊成、佐渡一成、河野博之、金井

淳 (順天堂大)

19．眼感染症における嫌気性菌の検出状況（1995～1998 年）
宮尾益也 (新潟大)、大石正夫 (白根健生病院)
20．急性結膜炎の起炎菌の耐性化現況－藤沢市における－
坂本則敏、井上松久 (北里大)、星野和夫、小川美保 (BML 細菌検査室)
■一般口演：耐性菌
21．PRSP による外眼部感染症の 3 例
今泉利雄 (盛岡市立病院)、神

光輝 (同臨床検査科)、藤原貴光

(岩手医大)
22．表層角膜移植術後の重篤な MRSA 眼感染症に対して自家製バンコマイシン眼
軟膏を使用した経験
藤田敦子、外園千恵、稲富

勉、横井則彦、木下

茂 (京都府医大)

23．クロラムフェニコール点眼が有効であった長期臥床高齢者に発症した
MRSA 角膜潰瘍の 1 例
大橋秀行

(阪和泉北病院)、福田昌彦 (近畿大)

24．最近経験した MRSA 角膜感染症の 6 例の臨床検討
荻堂哲司、城間千歳、早川和久、澤口昭一 (琉球大)
25．病棟からのブドウ球菌の分離と薬剤感受性について
中曽奈美、玉井嗣彦 (鳥取大)、田中吉紀 (同細菌)
■シンポジウム 2：薬剤耐性菌による眼感染症の薬物治療
1.

MRSA、MRSE
山田昌和 (慶應義塾大)

2.

ぶどう糖非発酵性グラム陰性杆菌
阿部達也 (新潟大)

3.

嫌気性菌
亀井裕子 (女子医大第二病院)

7 月 10 日(土)8：30－18：00
■一般口演：抗生物質
26．塩酸ロメフロキサシン点眼液の市販後特別調査（第 1 回）成績
金子行子 (至誠会第二病院)、内田幸男 (女子医大)、北野周作、澤

充

(日本大)
27．フルオロキノロン薬の眼毒性に関する総括
－日本眼感染症学会によるまとめ－
大石正夫 (新潟大)、北野周作 (日本大)
28．2 剤併用時における抗菌点眼剤の家兎眼内移行動態
福田正道、中村孝子 (金沢医大)
29．眼内灌流液中のピペラシリン添加の影響
望月清文、高橋知子 (中濃病院)、東松敦子、山田敬子 (岐阜大)
■一般口演：ウイルス性ぶどう膜炎
30．ヘルペス性ぶどう膜炎における herpes simplex virus の型分け
薄井紀夫、箕田

宏、山内康行、柏瀬光寿、横井克俊、坂井潤一

臼井正彦 (東京医大)
31．血栓性網膜静脈炎を主徴とする帯状疱疹ウイルス性網膜ぶどう膜炎の一例
上甲武志、山本正治、石川明邦、岡本茂樹、大橋裕一 (愛媛大)
高岡裕子 (タカオカ医院)、春田恭照 (ハルタ眼科)
32．全身性エリテマトーシスに合併したサイトメガロウイルス網膜炎の 1 例
宇土一成、東松敦子、望月清文、北澤克明 (岐阜大)
33．ALL(Ph1+)に対して骨髄移植（HLA2locals mismatch）後 GVHD に発症し
たサイトメガロウイルス網膜炎の 1 例
河上

裕、北川和子、佐々木

洋、春日孝文 (金沢医大)、正木康史

(同血液免疫内科)
■一般口演：ヘルペス 1
34．単純ヘルペスウイルス初感染によるカポジ水痘様発疹症に合併した両眼性樹
枝状角膜炎
檜垣史郎、吉田篤史、前田直之、渡辺

仁、井上幸次、下村嘉一

(大阪大)
35．眼局所免疫不全状態で生じた非定型的な上皮型角膜ヘルペスの 2 例
鈴木正和、宇野敏彦、岡本茂樹、林

康人、大橋裕一 (愛媛大)

山口昌彦 (大阪市立総合医療センター)
36．生体肝移植後に発症したヘルペス性角結膜炎の 1 例
斎藤朱里、寺山亜希子、田川義継 (北海道大)

■一般口演：ヘルペス 2
37．Multiple PCR Assay 法によるヘルペスウイルスゲノムの検出
佐久間

仁、由井あかり、木村泰朗、藤木慶子、金井

淳 (順天堂大)

38．皮疹の経過からみた眼部帯状疱疹の前眼部病変の検討
高橋次郎 (板橋区医師会病院)、庄司

純、澤

充 (日本大)

39．新しい抗ヘルペス薬開発の試み
内藤

毅、四宮加容、賀島

誠、塩田

洋 (徳島大)、丸山徳見

(徳島文理大)
40．眼部帯状ヘルペスに対するアシクロビル全身投与の有用性
松本純子、高村悦子、田中美智子、竹森美穂、篠崎和美、堀

貞夫

(女子医大)、檜垣祐子 (同皮膚科)
■特別講演
「抗ウイルス化学療法研究の現況」
茂田史郎 (福島県立医大微生物学教室)
■一般口演：細菌 2
41．感染性穿孔性角膜潰瘍に行った羊膜移植術の 2 例
後藤広樹、関

文治、村松隆次、臼井正彦 (東京医大)、

42．大阪大学における角膜感染症の最近の動向
仁、下村嘉一 (大阪大)

三木篤也、井上幸次、大黒伸行、前田直之、渡辺
檜垣史郎 (ガラシア病院)、切通

彰 (大手前病院)

43．急性水症様所見を呈する細菌感染を生じた円錐角膜の 2 症例
遠藤純子、崎元

暢、嘉村由美、庄司

純、澤

充 (日本大)

44．熊本大眼科における最近の細菌性角膜潰瘍症例の検討
宮嶋聖也、松本光希、奥田聡哉、竹下哲二、青木浩則、宮川朋子
武藤紋子、根木

昭 (熊本大)

45．緑膿菌培養上清の角膜上皮細胞傷害性について
石野

剛、玉井嗣彦 (鳥取大)、松葉隆司、高山寿雄、田中吉紀 (同細菌)

■一般口演：眼内炎・その他
46．視力予後の異なった Klebsiella pneumoniae 転移性眼内炎の 2 例
鳥崎真人、坂井尚登 (富山市民病院)、米脇克哉 (新湊市民病院)
47．猫ひっかき病に伴う両眼の視神経網膜炎の一例
辰巳和弘、佐々由季生、三松栄之、田原かすみ、山本正洋 (飯塚病院)
48．熱帯熱マラリア急性期に視神経炎を合併した 1 例
蟹江佳穂子、新城ゆかり、伊藤
(国立名古屋病院)
49．敗血症性海綿静脈洞血栓症の 1 例

正、鳥居良彦、安藤文隆

佐藤正樹、加畑隆通 (水戸済生会病院)、森
岡

修一 (同脳外科)

邦行 (同病理部)

50．悪性黒色腫との鑑別が困難であった脈絡膜結核腫の一例
末田

順、廣瀬晶一、棚成都子、疋田直文、山川良治 (久留米大)

■3 学会合同シンポジウム：眼感染・免疫疾患の治療戦略
1.

コンタクトレンズ装用者の感染症
前田直之 (大阪大)

2.

アレルギー性眼瞼・結膜疾患の新しい治療戦略
海老原伸行 (順天堂大アトピー疾患研究センター)

3.

角結膜の感染免疫疾患
宇野敏彦 (愛媛大)

4.

ウイルス性ぶどう膜炎
薄井紀夫 (東京医大)

5.

C 型肝炎ウイルスの関与した眼疾患とインターフェロンの眼合併症
阿部

徹 (秋田大)

