第 51 回日本眼感染症学会総会プログラム
日 時：2014 年 7 月 4 日（金）～5 日（土）
場 所：東京国際フォーラム
担当校：東京大学
会 長：山上 聡
7 月 4 日（金）
一般講演

8：50～11：41

基礎（感染モデル等）
1-1.

結膜嚢内 CNS に対するレボフロキサシンの抗菌効果：in vitro モデルを用いた検討
鈴木

1-2.

崇、山本敏弘、井上智之、大橋裕一（愛媛大）

緑膿菌性角膜炎に対する LVFX と GFLX 頻回点眼と角膜実質注射の比較
佐埜弘樹、宮本龍郎、江口

洋、堀田芙美香、Enkhmaa Tserennadmid、

三田村佳典（徳島大）
1-3.

ガチフロキサシン角膜実質注射が角膜内皮に及ぼす影響
赤岩

慶、宮本龍郎、江口

洋、堀田芙美香、Enkhmaa Tserennadmid、

三田村佳典（徳島大）
1-4.

緑膿菌角膜炎における臨床所見と分離株の鞭毛運動能の関連について
岡

奈央子、鈴木 崇（愛媛大）、林 直樹、後藤直正（京都薬大）、

大橋裕一（愛媛大）
1-5.

角膜電気抵抗測定法による 1.5%レボフロキサシン点眼液の眼表面への安全性評価
福田正道（金沢医大）、萩原健太（宇出津総合病院）、柴田伸亮、有本

淳、

柴田奈央子、柴田哲平、藤田信之、佐々木 洋（金沢医大）
1-6.

細菌感染による角膜リンパ管新生とそのメカニズムの解析
服部貴明（東京医大）、田島一樹（東京医大、慶應大・一般消化器外科）、
小池直人（東京医大・微生物）、中川 迅、片平晴己、熊倉重人、後藤

浩（東

京医大）
1-7.

ラクトフェリンの抗アカントアメーバ活性に及ぼすリゾチームおよびムチンの影響
鈴木智恵、矢内健洋（玉川大）、野町美弥、今安正樹（㈱メニコン）
佐々木香る（JCHO 星ヶ丘医療セ）、冨田信一（玉川大）

細菌性角膜炎
2-1.

Serratia marcescens による角膜炎の 3 例
石田

学（藤枝市立総合病院、町田病院）
、星

総合病院）、ト部公章（町田病院）

最智、新開陽一郎（藤枝市立

2-2.

MRSA が病因に関連し治療的表層角膜移植を行った 2 症例
佐伯有祐、岡村寛能、村田浩司、小沢昌彦、内尾英一（福岡大）

2-3.

Mycobacterium chelonae による角膜炎の 1 例
西田

崇、石田恭子、新美佑介、望月清文（岐阜大）、宮崎 崇（岐阜大・検

査部）、澤村治樹、末松寛之、山岸由佳、三鴨廣繁（愛知医大・臨床感染症学）
2-4.

瘢痕性角結膜症に角膜穿孔と重症 MRSA 角膜感染症を伴った 1 例
柴田奈央子（金沢医大、宇出津総合病院）、高橋依子、柴田哲平（金沢医大）
、
萩原健太（宇出津総合病院）、佐々木 洋、北川和子（金沢医大）

2-5.

身寄りのない超高齢者に生じた重症眼感染症 2 例の治療経験
東原尚代（ひがしはら眼科、京都府医大）、外園千恵、日野智之、木下

茂（京

都府医大）
2-6.

涙小管炎に合併した角膜穿孔および角膜潰瘍の 5 例
柴田元子、服部貴明（東京医大）、本橋良祐（東京医大・八王子）、熊倉重人、
後藤

2-7.

浩（東京医大）

アトピー性皮膚炎症例における細菌性角膜炎の検討
庄司真紀（日本大、女子医大・糖尿セ）、稲田紀子、庄司

純（日本大）

結膜炎・涙嚢炎・眼内炎
3-1.

Dandy-Walker 症候群に合併した小児リグニアス結膜炎の 1 例
吉川大和（大阪医大、高槻病院）
、田尻健介、清水一弘、米澤

昴（大阪医大）
、

光辻辰馬（大阪医大、高槻病院）、原田敦子、山崎麻美（高槻病院小児脳外科）
、
池田恒彦（大阪医大）
3-2.

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌涙嚢炎の検討
児玉俊夫、山本康明、山西茂喜、堀内良紀、鳥山浩二、池川泰民（松山日赤）

3-3.

長期臥床後の硝子体手術を契機に発症した MRSE による眼内炎の 1 例
馬詰和比古、八木浩倫、有本

剛、服部貴明、若林美宏、後藤

大）
3-4.

認知症患者における眼感染症の治療
宮村有佳（綾部市立病院）
、外園千恵、木下 茂（京都府医大）

学術奨励賞（三井賞）受賞講演

13：50～14：10

眼感染症における腸球菌の研究
戸所大輔（群馬大）
第 48 回日本眼炎症学会 合同特別講演
免疫制御の新戦略

14：30～15：30

浩（東京医

奥村 康（順天大）
シンポジウム 1

15：40～17：10

ウイルス眼感染症を極める
1. アデノウイルスの分子疫学
内尾英一（福岡大）
2. Real-time PCR のウイルス眼感染症への応用
井上智之（愛媛大）
3. Corneal Latency
檜垣史郎（近畿大・堺）
4. サイトメガロウイルスの角膜内皮感染応答
宮崎
一般講演

大（鳥取大）

17：10～17：55

ウイルス感染症
4-1.

専用リーダーを用いた新しいアデノウイルス迅速診断法の臨床評価
中川

尚（徳島診療所）、宮田和典（宮田眼科病院）、松本治恵（松本眼科）、

金子久俊（ほばら眼科）
、秦野
4-2.

寛（ルミネはたの眼科）

ハードコンタクトレンズにて加療中の円錐角膜に角膜ヘルペスが生じた 2 症例
河本庄平、福田昌彦、渡邊敬三、杉岡孝二（近畿大）、檜垣史郎（近畿大・堺）、
下村嘉一（近畿大）

4-3.

サイトメガロウイルス網膜炎患者の臨床像の検討
柳田淳子、蕪城俊克、田中理恵、大友一義（東京大）中原久恵（せんぽ東京
高輪）、高本光子（東京警察病院）、松田順子（東京都健康長寿医療セ）、
藤野雄次郎（JCHO 東京新宿）、天野史郎（東京大）

4-4.

サイトメガロウイルス網膜炎の免疫状態に応じた臨床像とその病態
細貝真弓（群馬大、群馬大・分子予防医学）、秋山英雄（群馬大）、磯村寛樹
（群馬大・分子予防医学）
、柳沢邦雄、小川孔幸、野島美久（群馬大・血液内
科）、岸

4-5.

章治（群馬大）

ポスナー・シュロスマン症候群におけるサイトメガロウイルス陽性・陰性の臨床像
の検討
宮負惣介（宮田眼科病院、東京大）
、蕪城俊克、田中理恵、中原久恵（東京大）
、
小前恵子（河北総合病院）、冲永貴美子（さいたま日赤）、宮田和典（宮田眼
科病院）、藤野雄次郎（JCHO 東京新宿）、天野史郎（東京大）

7 月 5 日（土）

一般講演

9：00～10：21

常在菌・滅菌法・診断法
5-1.

日本国内での白内障周術期の消毒法および抗菌薬投与法の実状
松浦一貴（野島病院、鳥取大・視覚病態学）、寺坂祐樹（野島病院）、
井上幸次（鳥取大・視覚病態学）

5-2.

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薬剤感受性動態の検討
子島良平、貝田智子、野口ゆかり、宮田和典（宮田眼科病院）

5-3.

結膜嚢内常在細菌叢と鼻腔内細菌叢との相互関係の検討
坂本則敏、宇津見義一、清水公也（北里大）

5-4.

MALDI-TOF 質量分析計を用いた眼感染症由来モラクセラ属の同定
井上英紀、鈴木 崇、山本敏弘、宮本仁志、大橋裕一（愛媛大）

5-5.

Nested-PCR 法を用いた眼感染症起因菌同定の成績
中山恵介（県立日南病院）
、中馬秀樹、直井信久（宮崎大）

真菌感染症１
6-1.

近畿大学眼科で加療を行った角膜真菌症の検討
渡邊敬三、福田昌彦、坂本万寿夫、児玉 彩、河本庄平、杉岡孝二（近畿大）、
檜垣史郎（近畿大・堺）
、下村嘉一（近畿大）

6-2.

真菌性角膜炎に関する多施設共同前向き観察研究
井上幸次（鳥取大）、大橋裕一（愛媛大）、下村嘉一（近畿大）
、矢口貴志（千
葉大・真菌医学研究セ）
、槇村浩一（帝京大・医真菌研究セ）、砂田淳子、
浅利誠志（大阪大・感染制御部）、真菌性角膜炎多施設スタディグループ

6-3.

Aspergillus udagawae による難治性真菌性角膜炎の 1 例
春木智子、上田麻奈美、池田欣史、宮崎 大、山崎厚志、井上幸次（鳥取大）、
浅利誠志（大阪大・感染制御部）、矢口貴志（千葉大・真菌医学研究セ）

6-4.

MMC 併用翼状片手術後に強膜融解および強角膜真菌感染をきたした 1 例
日野智之、外園千恵（京都府医大）、加賀郁子、舘野寛子（関西医大・枚方）
、
木下

茂（京都府医大）

シンポジウム 2 10：40～11：40
ステロイドの刃先
1. 感染性結膜炎におけるステロイド治療
中川 尚（徳島診療所）
2. 細菌性角膜炎における刃の使い方－ステロイドの出番－
佐々木香る（JCHO 星ケ丘医療セ）
3. 角膜真菌症におけるステロイドの使い加減

外園千恵（京都府医大）
特別講演

13：10～14：10

術後感染予防の戦略
宮田和典（宮田眼科病院）
一般講演

14：10～14：55

真菌感染症 2
7-1.

ANCA 関連血管炎に合併した Scedosporium proficans による日和見感染症の 1 例
宇山紘史（神戸中央市民病院、先端医療セ、京都府医大）
、黒田麻紗子（神戸
中央市民病院、先端医療セ）、中村隆宏（神戸中央市民病院、先端医療セ、京
都府医大）、杉田

直、今井幸弘（神戸中央市民病院）、外園千恵（神戸中央

市民病院、先端医療セ、京都府医大）
、栗本康夫（神戸中央市民病院、先端医
療セ）
7-2.

治療に抵抗した Scedosporium 属による角膜真菌症の 1 例
南

真弓、福田昌彦、河本庄平、渡邊敬三（近畿大）、檜垣史郎（近畿大・堺）、

下村嘉一（近畿大）
7-3.

Fusarium 角膜炎 2 症例による初期治療の検討
若月

7-4.

優、稲田紀子、庄司

純（日本大）

前眼部 OCT 所見による経過観察が有用だった真菌性角膜炎の 1 例
木村真智子、篠崎和美、高村悦子、木全奈都子、田尻晶子、小野まどか、
三橋純子、飯田知弘（女子医大）

7-5.

Exophiala dermatitidis による結膜感染症の 1 例
田川義晃、大口剛司（北海道大）、福元達也（北大病院細菌検査室）、
清水啓史、山本哲平、水内一臣（北海道大）、田川義継（北１条田川眼科）、
石田

晋（北海道大）

第 57 回日本コンタクトレンズ学会

合同シンポジウム

カラーコンタクトレンズ障害を解剖する
1. カラーコンタクトレンズ装用の実態
鈴木

崇（愛媛大）

2. 日本コンタクトレンズ学会のスタディからの提言
渡邉

潔（ワタナベ眼科、近畿大）

3. 国民生活センタースタディの臨床試験から
糸井素純（道玄坂糸井眼科医院）
4. レンズケアの見地から

15：00～16：20

松澤亜紀子（聖マリ医大）
5. カラーコンタクトレンズ障害の基礎的見地からの検討
江口

洋（徳島大）

6. カラーコンタクトレンズの課題と今後の対策
植田喜一（ウエダ眼科）
7. Current Status of Color Contact Lens in South Korea
Tae-im Kim (Yonsei University)
シンポジウム 3 16：30～17：30
眼感染症と自然免疫
1. 細菌・真菌感染と自然免疫
庄司

純（日本大）

2. 単純ヘルペス感染角膜内皮における自然免疫系の関与
宮崎

大（鳥取大）

3. 自然免疫異常と眼表面炎症性疾患
上田真由美（京都府医大、同志社大・生命医科学部炎症再生医療研究セ）
4. 自然免疫系が修飾する後眼部疾患
園田康平（山口大）

