第 48 回日本眼感染症学会総会プログラム

日

時：2011 年 7 月 8 日（金）～9 日（土）

場

所：国立京都国際会館

担当校：京都府立医科大学眼科学教室
会

長：外園千恵

7 月 8 日（金）
一般講演 9：00～12：00
細菌 1
01. 眼部由来黄色ブドウ球菌株の Agr Quorum Sensing の分子疫学的解析
鈴木 崇、林 紗衣子（愛媛大）、和田智之、香西聖子（千寿製薬）、
大橋裕一（愛媛大）
02. 急性細菌性結膜炎における起炎菌毎の臨床的特徴
星

最智（藤枝市立総合病院）
、田中 寛、大塚斎史、卜部公章（町田病院）

03. 小児における結膜嚢の常在細菌叢の検討
熊谷京子（京都大、京都府医大）、外園千恵、上田真由美（京都府医大）、
坂本雅子（阪大微研）、星 最智（京都府医大）、吉村長久（京都大）、
木下 茂（京都府医大）

基礎研究
04. 洗眼殺菌剤 PA・ヨード点眼・洗眼液の角膜細胞に対する影響
福田正道、矢口裕基、藤田信之、稲垣伸亮、長田ひろみ、柴田奈央子、
北川和子、佐々木 洋（金沢医大）
05. 実験的多剤耐性緑膿菌角膜炎に対するポリミキシン B 点眼の効果に関する検討
田島一樹（東京医大）
、三宅

琢（東京医大、東京医大・微生物）、小池直人、

松本哲哉（東京医大・微生物）
、熊倉重人（東京医大）
、伊藤典彦（東京医大、
横浜市大）
、後藤 浩（東京医大）
06. バクテリオファージによるマウス緑膿菌角膜炎の抑制効果
福田 憲、石田わか、角

環（高知大）、森田珠恵（高知大附属病院・検査

部）、内山淳平、松崎茂展、大畑雅典（高知大・微生物学）、福島敦樹（高知
大）

ウイルス
07. 新しいアデノウイルス迅速診断法「クイックナビ－アデノ」の臨床評価
宮永嘉隆（西葛西井上眼科病院）、中川

尚（徳島診療所）、秦野

寛（ルミ

ネはたの眼科）
、井上賢治（お茶の水井上眼科クリニック）
08. 免疫抑制点眼薬使用中に発症した角膜ヘルペス
能谷紘子、高村悦子、小野まどか、三宮 瞳、木全奈都子、篠崎和美、
堀

貞夫（女子医大）

09. 医原性上皮型ヘルペスの誘因
子島良平（宮田眼科病院）
、佐々木香る、出田隆一（出田眼科病院）
、
宮田和典（宮田眼科病院）

真菌・クラミジア
10. フサリウムによる角膜真菌症におけるリポソーム化アンホテリシン B の使用経験
佐々木香る、樋口かおり、園山裕子（出田眼科病院）、加来 裕（慶徳加来病
院）、出田隆一、田中住美（出田眼科病院）
11. 角膜真菌症に対する 1％ボリコナゾール角膜実質内注射
仁木昌徳、江口 洋、宮本龍郎、三田村佳典（徳島大）
12. アジスロマイシン 2g 単回投与製剤による成人クラミジア結膜炎の治療
中川 尚、中川裕子（徳島診療所）

アメーバ
13. Acanthamoeba の増殖における大腸菌の影響
三宅 琢（東京医大）
、小池直人、江原友子（東京医大・微生物）
、田島一樹、
森

秀樹、熊倉重人（東京医大）、伊藤典彦（横浜市大）
、松本哲哉（東京医

大・微生物）、後藤 浩（東京医大）
14. アカントアメーバ臨床分離株に対するラクトフェリンの抗アメーバ活性
冨田信一、長谷川祥太、吉村光太、魚谷孝之、新本洋士（玉川大・農）
、
小幡博人（自治医大）、佐々木香る（出田眼科病院）
、東岸和明（玉川大・農）
15. アカントアメーバに対する in vitro での photodynamic therapy (PDT)効果の検討
水戸 毅、小林 剛、鈴木 崇、林 康人、白石 敦、大橋裕一（愛媛大）
16. シリコーンハイドロゲル SCL に発症したアカントアメーバ角膜炎の 2 例
石橋康久（東鷺宮病院）
17. アカントアメーバ角膜炎初期例の検討
篠崎和美、高村悦子（女子医大）、荒木博子（荒木眼科医院）
、木全奈都子、
能谷紘子、田尻晶子、堀 貞夫（女子医大）
18. わが国のアカントアメーバ角膜炎関連分離株の分子疫学多施設調査
井上幸次（鳥取大）、大橋裕一（愛媛大）、江口 洋（徳島大）
、杉原紀子（女
子医大・東医セ）、近間泰一郎（広島大）
、外園千恵（京都府医大）
、
八木田健司、野崎智義（国立感染症研究所・寄生動物部）

学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13：50～14：20
角膜感染症における角膜実質細胞の機能
木村和博（山口大）
サイトメガロウイルス角膜内皮炎の診断と治療
小泉範子（同志社大・医工学）

第 45 回日本眼炎症学会 合同シンポジウム 14：30～16：00
自然免疫と炎症、感染症に関する合同シンポジウム
基調講演
自然免疫と炎症性疾患
竹田 潔（大阪大・免疫制御学）
S1-1

眼表面炎症性疾患と自然免疫
上田真由美（京都府医大、同志社大・生命医科学）

S1-2 A dichotomy of immune sentinels in corneal herpes
林

皓三郎（Lab. of Immunology, National Eye Inst., National Inst. of Health, USA）

第 45 回日本眼炎症学会 感染性眼内炎症 合同検討会 16：00～17；40
基調講演
感染症はここまで眼内炎症に関与する
－眼内液を用いた網羅的検査でわかったこと－
杉田 直（東京医歯大）
GE-1 眼内炎に関する PCR の有用性の検討
三重野洋喜、米田一仁、丸山和一、永田健児、小森秀樹、小嶋健太郎（京都
府医大）
、杉田 直、望月 學（東京医歯大・視覚応答調節学）
、木下 茂（京
都府医大）
GE-2 白内障術後感染性眼内炎に対する硝子体手術の成績
尾崎弘明、ファン ジェーン、小沢昌彦、内尾英一（福岡大）
GE-3 内因性細菌性眼内炎鎮静後晩期に発症した網膜剥離の 1 例
木村大作（市立枚方市民病院）
、佐藤孝樹、家久来啓吾、鈴木浩之、
石崎英介、池田恒彦（大阪医大）
GE-4 外傷性眼内炎に対し 2 回の硝子体手術と抗生剤の調整を行った 1 例
梅田和志、前田貴美人、澤田奏子、奈良枝里子、井口 純、大黒 浩（札幌
医大）
GE-5 当院における内因性眼内炎の治療経過
永田健児、米田一仁、丸山和一、小嶋健太郎、木下 茂（京都府医大）

GE-6 Poststreptococcal syndrome uveitis と考えられた 1 例
川添賢志、宮永嘉隆（西葛西井上眼科病院）、菅原道孝（井上眼科病院）
、
齋木 裕、佐野英子、野崎康嗣、清水健太郎、田中夏世（西葛西井上眼科病
院）、井上賢治（井上眼科病院）
GE-7 急性網膜壊死患者の前房水中ヘルペスウイルス DNA 量と臨床的意義
臼井嘉彦、森地陽子、奥貫陽子、毛塚剛司、坂井潤一、後藤 浩（東京医大）
GE-8 クリプトコッカス髄膜炎による視神経炎と CMV 網膜炎を併発した 1 例
松田隆作、毛塚剛司、臼井嘉彦、松永芳径、坂井潤一、後藤 浩（東京医大）

7月9日
一般講演 9：10～11：00
細菌 2
19. 角膜穿孔をきたした淋菌性結膜炎の 1 例
田中宏樹、重安千花、水野嘉信（東京医療センター）、羽飼 眞（用賀眼科）
、
山田昌和（東京医療センター）
20. 周辺部角膜浸潤巣より Streptomyces thermocarboxydus が分離された 1 例
川上秀昭、犬塚裕子（岐阜市民病院）
、望月清文（岐阜大）、武藤敏弘（岐阜
市民病院）
、大楠清文（岐阜大・病原体制御分野）
、矢口貴志（千葉大・真菌
医学研究センター）
、山岸由佳、三鴨廣繁（愛知医大・感染制御学）
21. 両眼性 Corynebacterium amycolatum 角膜炎
樋端透史、江口 洋、宮本龍郎、三田村佳典（徳島大）
22. アジスロマイシン点眼液による白内障手術終了時の外眼部滅菌効果の検討
鳥山浩二、鈴木 崇、平岡絵里、平松友佳子（愛媛大）
、大熊真一（市立宇和
島病院）、高野朋子（松山市民病院）
、坂根由梨（愛媛大、松山市民病院）、
宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）
23. CL 関連緑膿菌感染へのステロイド投与の影響
榊原智子、細谷友雅、神野早苗、三村

治（兵庫医大）

薬剤耐性
24. 内眼手術術前患者の結膜嚢細菌叢の薬剤耐性についての検討
桑原克之、水野嘉信、重安千花、山田昌和（東京医療センター）
25. 結膜嚢常在菌の分離・培養における検体採取法とキノロン耐性率の変化
三田村さやか、江口 洋、山中千尋、仙波賢太郎、三田村佳典（徳島大）
26. 眼科領域由来分離細菌の各種薬剤耐性に関する検討
土至田 宏（順天大・静岡、順天大）
、本田理峰、武田淳史、松井麻紀、
太田俊彦（順天大・静岡）
、村上 晶（順天大）

MRSA・MRCNS
27. 眼科看護師におけるメチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌の鼻腔保菌率
田中 寛（町田病院）
、星 最智（藤枝市立総合病院）、大塚斎史、山本恭三、
橋田正継、卜部公章（町田病院）
28. MRSA 角膜炎臨床株の分子疫学的解析
林 紗衣子、鈴木 崇、大橋裕一（愛媛大）
29. MRSA 眼感染症から角膜穿孔に至った乳児の 1 症例
向井規子、服部昌子、田尻健介、勝村浩三、清水一弘、池田恒彦（大阪医大）
30. 屈折矯正術後の重篤な MRSA 角膜炎 2 症例
外園千恵、中村

周、中山琴美、吉川晴菜、中村隆宏、稲富

勉、木下

茂

（京都府医大）

特別講演 11：00～12：00
ブドウ球菌感染と生体防御
岩瀬忠行（東京慈恵医大・細菌学）

一般講演 13：30～14：50
細菌 3
31. アイカップ法により得られた検体の Real time PCR 法における結果
板橋幹城（近畿大）、檜垣史郎、河本庄平（近畿大・堺）
、福田昌彦、
下村嘉一（近畿大）
32. 老人ホーム入居者の眼瞼部細菌検査結果と次亜塩素酸水洗顔の効果
鈴木武敏、柏田真季子、藤本美和子（鈴木眼科吉小路）
33. 血清クォンティフェロンが早期診断に有用であった結核性網膜血管炎の 1 例
荒木陽子、尾崎弘明（福岡大）、中森玄司、井上浩利（済生会八幡総合病院）
、
内尾英一（福岡大）
34. 吊り上げ法にて用いたシルク糸が原因と考えられる縫合糸感染の 1 例
岡島行伸、丸山貴大、小早川信一郎、杤久保哲男（東邦大）
、中里宣幸（太田
総合病院）

症例報告
35. 睫毛の迷入が原因と考えられた非外傷性眼内炎の 1 例
金 学海（滝川市立病院、北海道大）
、南場研一、岩田大樹、齋藤 航、
加瀬 諭（北海道大）
、田中祥恵（JR 札幌病院）
、大野重昭（北海道大・炎症
眼科学）、石田 晋（北海道大）

36. 表層角膜移植後に発症した真菌性結膜炎の 1 例
萩原健太（金沢医大、宇出津総合病院）、稲垣伸亮、佐々木 洋（金沢医大）
、
外園千恵（京都府医大）、北川和子（金沢医大）
37. 地図状角膜潰瘍と末梢性外転神経麻痺を認めた重症眼部帯状疱疹の 1 例
三宅敦子、矢倉慶子、宮崎 大、井上幸次（鳥取大）、広江 靖（広江眼科）
38. デング熱罹患後に視力低下を認めた 1 例
山本和弘、高橋秀徳、譚

雪、杉山浩司、野田康雄、菅野美貴子、

藤野雄次郎（東京厚生年金病院）

第 54 回日本コンタクトレンズ学会総会 合同シンポジウム 14：55～16：10
コンタクトレンズの未来を語る
S2-1

コンタクトレンズの展開
稲葉昌丸（稲葉眼科）

S2-2

コンタクトレンズの諸問題 眼科医が今考えるべきこと
糸井素純（道玄坂糸井眼科医院）

S2-3

コンタクトレンズ関連角膜感染症の未来における予防と治療
鈴木 崇（愛媛大）

S2-4

日本の CL に未来はない！
石橋康久（東鷺宮病院）

3 学会合同震災関連特別セッション
一般講演 16：10～16：40
JP-1 東日本大震災を石巻で経験して
野口三太朗、渡邊 亮、高橋秀肇（石巻赤十字病院）
JP-2 大震災の経験で痛感した情報とそのスピードの重要性
佐渡一成（さど眼科）
JP-3 大震災直後の患者動向 被害の少ない眼科の場合
佐渡一成（さど眼科）

緊急座談会 16：40～17：10
UD-1 避難所におけるコンタクトレンズの需要と装用に関する問題点
横倉俊二（東北大）
UD-2 東日本大震災における支援コンタクトレンズ
加藤圭一（宮城県眼科医会・震災対策委員会）

3 学会合同シンポジウム 17：10～18；10

症例からみたリスクマネージメント
薄井紀夫（総合新川橋病院）、大黒伸行（大阪厚生年金病院）、前田直之（大阪大）、
外園千恵（京都府医大）

