第 50 回日本眼感染症学会総会プログラム

日

時：2013 年 7 月 12 日（金）～13 日（土）

場

所：大阪国際会議場

担当校：近畿大学
会

長：福田昌彦

7 月 12 日（金）
一般講演 8：50～11：40
細菌性角膜炎
01. Mycobacterium gordonae による難治性角膜炎の１例
川口亜佐子（鳥取県立中央病院）、三間由美子（関西医大）、三宅 瞳、
宮崎 大、井上幸次（鳥取大）
02. Eikenella corrodens 角膜炎の１例
清水啓史、大口剛司、水内一臣（北海道大）
、斉藤 学（喜早眼科）、
田川義継（北１条田川眼科）、石田 晋（北海道大）
03. アクチノマイセスによる角膜放線菌症の１例
中川 尚、中川裕子（徳島診療所）
、堀川沙紀（レインボー眼科）
04. 涙道感染を伴う角膜炎症例の検討
星

最智、南 泰明、近藤衣里（藤枝市立総合病院）

05. 慢性涙嚢炎が契機と考えられた角膜潰瘍の３症例
日野智之（済生会吹田病院、京都府医大）、外園千恵（京都府医大）、
東原尚代（京都府医大、ひがしはら内科眼科クリニック）、山田 潤（明治国
際医療大）
、上田幸典、渡辺彰英、木下 茂（京都府医大）

術後細菌性角膜炎
06. Corynebacterium pseudodiphtheriticum 角膜炎の 1 例
戸所大輔、山田教弘、福地真理子、岸 章治（群馬大）
07. 角膜内皮移植手術後に発症した MRSA 角膜炎の 1 例
宮本龍郎、エンヘマツェレンナジミヅ、江口 洋、三田村さやか、
三田村佳典（徳島大）
08. 放射状角膜切開術、乱視矯正角膜切開後 14 年で細菌性角膜潰瘍・創離開を来した１例
岡島行伸、岡部智子、小早川信一郎、渡辺 博、杤久保哲男（東邦大）
09. Escherichia coli による術後細菌性角膜炎の１例
沖永貴美子、藤代貴志、藤村茂人、越野
院）

崇、石井

清（さいたま赤十字病

基礎（薬剤感受性）

Stenotrophomonas maltophilia の各種抗菌薬、MPS に対する感受性の検討

10.

渡邊敬三（近畿大・奈良）
、Zhu Hua (Brien Holden Vision Institute)、
檜垣史郎（近畿大・堺）
、福田昌彦、下村嘉一（近畿大）
、Brien Holden (Brien
Holden Vision Institute)、Mark Willcox (School of Optometry and Vision
Science, University of New South Wales)
11. 多剤耐性緑膿菌角膜炎モデルに対する各種抗菌薬の点眼における効果と MIC の関係性
田島一樹（東京医大）
、小池直人（東京医大・微生物）
、高橋広樹、中川 迅、
服部貴明（東京医大）、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、東工大バイオ研究基盤支援総合センター大日精化バイ
オマテリアル創成寄附研究部門）、後藤 浩（東京医大）
12. in vitro シミュレーションモデルを用いたレボフロキサシンの結膜嚢内殺菌効果の検討
鈴木 崇、井上智之、大橋裕一（愛媛大）
13. 眼感染症由来 Staphylococcus aureus の in vitro biofilm に対する抗菌点眼薬の殺菌効
果
神鳥美智子、井上幸次、池田欣史（鳥取大）
、藤原弘光（鳥取大学病院検査部）
、
高畑正裕、高倉真理子（富山化学工業㈱総合研究所）

基礎（感染モデル）
14. 緑膿菌性角膜炎に対する GFLX 頻回点眼と角膜実質注射の比較
Enkhmaa Tserennadmid、江口 洋、宮本龍郎、堀田芙美香、樋端透史、
仁木昌徳、伊藤浩太郎、宮下領介、三田村佳典（徳島大）
15. 緑膿菌臨床分離株のマウス角膜における病原性の検討
山本恭輔、鈴木 崇、望月佑次、山口智史、大橋裕一（愛媛大）
16. マウス緑膿菌角膜炎における MucD プロテアーゼの役割
望月佑次、鈴木 崇、岡 奈央子、張 媛（愛媛大）、林 直樹、後藤直正（京
都薬科大）
、大橋裕一（愛媛大）
17. フルオロキノロン系抗菌点眼液の角膜細胞増殖に対する影響
福田正道、長田ひろみ、柴田奈央子、柴田伸亮、萩原健太、佐々木
医大）

学術奨励賞（三井賞）受賞講演 13：50～14：10
ブドウ球菌属の感染疫学
星 最智（藤枝市立総合病院）

洋（金沢

第 47 回日本眼炎症学会 合同特別講演 14：20～15：20
アレルギー疾患の根本治療戦略
谷口 克（理化学研究所 総合生命医科学研究センター）

招待講演

15：30～16：10

Staphylococcus aureus corneal infection: host and bacterial perspectives
Mark DP Willcox (The University of New South Wales)
日本眼感染症学会 50 周年特別講演会

16：10～17：40

日本眼感染症学会学術奨励賞[三井賞]誕生の経過とその後
塩田 洋（回生病院）
流行性角結膜炎を発症するヒトアデノウイルス研究の 50 年
青木功喜（北海道大、横浜市大）
眼感染症学会 50 年の歩みと 21 世紀の課題
－細菌感染症とアメーバ角膜炎を中心に－
宮永嘉隆（西葛西・井上眼科病院、東京女子医大）
眼科化学療法の回顧
大石正夫（白根健生病院）

一般講演 7 月 13 日（土）9：00～11：30
常在菌・滅菌法
18. 白内障術前患者における結膜嚢内常在菌の薬剤感受性の比較
港 一美、飯田悠人（日高医療センター）
、須田謙治、石原健二（京都大）、
遠藤みう、矢坂幸枝、倉員敏明（日高医療センター）
19. 屈折矯正手術患者における鼻前庭および結膜嚢保菌の検討
佐々木美帆（バプテスト眼科）
、外園千恵（バプテスト眼科、京都府医大）、
北澤耕治（京都府医大）
、坂本雅子（阪大微生物病研究会）、稗田 牧（京都
府医大）、山崎俊秀（バプテスト眼科）、木下 茂（京都府医大）
20. 白内障術前患者における眼瞼縁の細菌検査結果
村上純子、村田恭子（咲花病院）、下村嘉一（近畿大）
21. 1.5％LVFX と 0.3％GFLX 点眼液の白内障周術期における結膜嚢滅菌化試験
藤 紀彦、近藤寛之、田原昭彦（産業医大）、坂本雅子（阪大微生物病研究会）
22. レボフロキサシン点眼液 1.5％の小児眼科周術期における滅菌化療法の検討
子島良平、寺田裕紀子、貝田智子、野口ゆかり、宮田和典（宮田眼科）

細菌性結膜炎・眼瞼炎・他

23. 再発を繰り返した慢性結膜炎の 1 例
川添賢志、宮永幸隆（西葛西・井上眼科病院）、若倉雅登（井上眼科病院）、
堀

貞夫（西葛西・井上眼科病院）

24. 薬剤熱を生じた淋菌性結膜炎の角膜穿孔例
清水一弘、田尻健介、吉川大和、池田恒彦（大阪医大）
25. 多剤耐性 Corynebacterium sp.が検出されたスティーブンス・ジョンソン症候群の 1
例
萩原健太（金沢医大、公立宇出津総合病院）、柴田伸亮、有本 淳、佐々木 洋、
北川和子（金沢医大）
26. Streptococcus pyogenes による重症眼瞼部軟部組織炎の１例
森川涼子（大阪鉄道病院）
、佐々木香る、田中智明、大浦淳史（星ケ丘厚生年
金病院）、細畠 淳、西田幸二（大阪大）
27. Achromobacter 属によるバックル感染の 1 例
堀田芙美香、江口 洋、内藤 毅、三田村佳典（徳島大）、楠島康平（楠島眼
科）

ウイルス・眼内炎
28. 眼部帯状疱疹における角膜炎発症の関連因子
齋藤勇祐、亀井裕子、三村達哉、五嶋摩理、松原正男（女子医大・東医セ）
29. 穿孔を来した角膜ヘルペスに対し保存的治療が有効であった１例
森

優、篠崎和美、高村悦子、林 理穂、田尻晶子、木全奈都子、

飯田知弘（東京女子医大）
30. サイトメガロウイルス感染に対する角膜内皮の分子応答
宮崎 大、神鳥美智子、野口由美子、矢倉慶子（鳥取大）
、山上 聡（東京大）
、
錫谷達夫（福島県医大）
、井上幸次（鳥取大）
31. モキシフロキサシン抗菌薬前房内投与後の眼内炎発症率
松浦一貴（野島病院、鳥取大）
、井上幸次（鳥取大）
、三好輝行（三好眼科）
32. 腸球菌セリンプロテアーゼによるマウス網膜障害の検討
三谷亜里沙、鈴木 崇、林 康人（愛媛大）、田中ゆき（愛媛大総合科学研究
支援センター）
、大橋裕一（愛媛大）

特別講演 13：10～14：00
真菌・アメーバと眼
石橋康久（筑波病院）

第 50 回日本コンタクトレンズ学会 合同招待講演 14：20～15：05

Myopia Control – The Best Way Forward. Contact Lens Related Infection
Brien Holden (The University of New South Wales/Brien Holden Vision
Institute)
第 50 回日本コンタクトレンズ学会 合同シンポジウム 15：15～16：35
カラーコンタクトレンズについて考える
1. 今、眼科医は何をすべきか？眼障害調査の結果からカラーCL の将来を考える
渡邉 潔（ワタナベ眼科）
2. カラーコンタクトレンズによる感染症
江口 洋（徳島大）
3. コンタクトレンズ装用に伴う角膜障害
外園千恵（京都府医大）
4. カラーコンタクトレンズの問題点
植田喜一（ウエダ眼科）

一般講演 16：40～18：10
角膜真菌症
33. 白内障手術創に生じた Alternaria alternata による角膜真菌症の 1 例
諸戸尚也、望月清文（岐阜大）
、大楠清文（岐阜大・病原体制御学）
、
砂田淳子（大阪大・臨床検査部）、浅利誠志（大阪大・感染制御部）、
槇村浩一（帝京大・宇宙環境医学・医真菌研）
34. 前房内抗真菌薬投与、前房洗浄を行った Fusarium 角膜真菌症の 1 例
高野博子、當重遼子、太田有夕美、豊田文彦、榛村真智子、木下 望、
梯

彰弘（自治医大・さいたま医）

35. DSAEK 施行眼に発症した晩期角膜真菌症 1 例から得られた知見
福本敦子（永田眼科）、佐々木香る（星ケ丘厚生年金病院）、刑部安弘（東京
医大・分子病理学）
、木村英也、黒田真一郎（永田眼科）
36. Eurotium 属と Scedosporium 属の混合感染による真菌性強角膜炎の 1 例
樋端透史、江口 洋、宮本龍郎、四宮加容、三田村さやか、三田村佳典（徳
島大）
37. ボリコナゾール角膜実質注射の適正濃度の検討
仁木昌徳、江口 洋、宮崎純志、宮本龍郎、堀田芙美香、樋端透史、
伊藤浩太郎、宮下領介、三田村佳典（徳島大）

寄生虫・他
38. 蛍光免疫クロマトグラフィ法を用いたアカントアメーバ抗原検出キットの開発

鳥山浩二、鈴木 崇（愛媛大）
、會澤英樹、三好一富、大久保典雄、西田昌貴
（古河電工）、大橋裕一（愛媛大）
39. アカントアメーバと共生菌の関係性の検討
中川 迅（東京医大）
、小池直人、江原友子（東京医大・微生物学）
、
服部貴明、田島一樹、高橋宏樹、熊倉重人（東京医大）、松本哲哉（東京医大・
微生物学）
、後藤 浩（東京医大）
40. 真菌性角膜炎に合併した Microspordial keratitis の 1 例
友岡真美、鈴木 崇、鳥山浩二、白石

敦、宇野敏彦、大橋裕一（愛媛大）

41. 角膜真菌症様の所見を呈したまつ毛エクステンションによる角膜浸潤の 1 例
西川優子（東京医療センター）
、重安千花（東京医療センター、杏林大）
、
山崎梨沙（東京医療センター）
、山田昌和（東京医療センター、杏林大）

