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第第第第 151515152222 回東邦医学会回東邦医学会回東邦医学会回東邦医学会例例例例会プログラム会プログラム会プログラム会プログラム    
 
 

平成 30年 6月 13日(水)  17時～20時 05分 

平成 30年 6月 14日(木)  17時～20時 09分 

平成 30年 6月 15日(金)  17時～20時 12分 
 

会 場：   東邦大学医学部大森臨床講堂（5号館 B1F） 

 

当番教室：   13 日 整形外科学講座（大森）   土谷 一晃 教授 

 14 日 社会医学講座衛生学分野            西脇 祐司 教授 

15 日 外科学講座呼吸器外科学分野（大森）     伊豫田 明 教授 

 

 

6666月月月月 13131313日日日日((((水水水水)))) 

開会の辞開会の辞開会の辞開会の辞 ---------------------------------------------------運営委員長運営委員長運営委員長運営委員長        島田島田島田島田    英昭英昭英昭英昭    教授教授教授教授    

        当番教室：当番教室：当番教室：当番教室：整形外科学講座（大森）整形外科学講座（大森）整形外科学講座（大森）整形外科学講座（大森）    

AAAA．．．．平成平成平成平成29292929年度年度年度年度    医学研究科推進研究報告医学研究科推進研究報告医学研究科推進研究報告医学研究科推進研究報告1111            （（（（17171717：：：：05050505----17171717：：：：20202020））））           (発表：10分，討論:5分）     

座長座長座長座長：：：：    桑原桑原桑原桑原    卓卓卓卓    先生先生先生先生    （免疫）  （17:05-17:30）    

1. 発現誘導型転写調節因子による免疫応答の制御 （10 分） 

○山﨑 創（生化） 

BBBB．．．．平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告 1111            （（（（17171717：：：：20202020----17171717：：：：40404040））））                  (発表：各8分，討論:各2分） 

2. サルコイドーシスにおける Matrix metalloproteinase 7 (MMP-7) のバイオマーカーとしての有用性（8分） 

○一色 琢磨 (大森呼内) 

座長：座長：座長：座長：    森田森田森田森田    峰人峰人峰人峰人    教授教授教授教授    （大森産婦）  （17:30-18:00）    

3．ラット中耳陰圧モデルおよび弛緩部型真珠腫におけるメカノトランスダクション関連タンパクの発現解析 

（8 分） 

○穐山 直太郎 (大橋耳鼻) 

CCCC．．．．大学院学生研究発表大学院学生研究発表大学院学生研究発表大学院学生研究発表 1111        (17(17(17(17：：：：40404040----18181818：：：：00)00)00)00)                                                                                (発表：各 8 分，討論:各 2 分） 

                                

4. 癌患者と非癌患者における急性期静脈血栓塞栓症に対するフォンダパリヌクスの治療効果の研究 

（8 分）  

 ○山下 麻美（循環器内科学），指導教授：池田 隆德（大森循内） 

審査員:中村 正人教授，諸井 雅男教授， 盛田 俊介教授 

5. 双胎間輸血症候群が受血児の循環動態に与える影響に関する検討（8 分） 

                    ○鷹野 真由実（産科婦人科学），指導教授：中田 雅彦（大森産婦） 

審査員:與田 仁志教授， 池田 隆德教授，松裏 裕行教授 

DDDD．大森病院．大森病院．大森病院．大森病院 CPC  CPC  CPC  CPC  Clinico-pathological conference（CPC）（（（（18181818：：：：00000000----19191919：：：：00000000））））                                                                 

司会：司会：司会：司会：名取名取名取名取    一彦一彦一彦一彦    先生先生先生先生    （大森血液）   

6. 進行胃癌の保存的マネジメント  

                            臨床：吉野 優（大森消外)，病理：二本柳 康博（大森病理） 

EEEE．．．．研修医研修医研修医研修医発表（大森病院初期研修医）発表（大森病院初期研修医）発表（大森病院初期研修医）発表（大森病院初期研修医）1111        （（（（19191919：：：：00000000----19191919：：：：45454545））））                                        (発表：各 7 分，討論：各 2 分）           

座長：座長：座長：座長：    佐藤佐藤佐藤佐藤    真理真理真理真理    先生先生先生先生    （大森小児）  （19:00-19:27） 

7. 学童期の淋菌感染による結膜炎の一例（7 分） 

○中西 菜月，指導：岡島 行伸（大森眼科） 

8. 初期治療に難渋した Wheezy dyspnea の一例（7 分） 

○渡邉 沙耶香，指導：佐々木 陽典（大森総診） 
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9. 低体温症で入院し経過中に穿孔性胆嚢炎を発症した一例（7 分） 

○佐藤 信維，指導：石井 孝政（大森総診） 

座長：座長：座長：座長：    財財財財    裕明裕明裕明裕明    先生先生先生先生    （大森総診）  （19:27-19:45） 

10. 前置血管の 1 例（7 分） 

○山本 咲，指導：早田 英二郎（大森産婦） 

11. 多発肺結節と大動脈炎をきたした多発血管炎性肉芽腫症の一例（7 分） 

○川村 悠太，指導：佐々木 陽典 （大森総診） 

FFFF．．．．大学院学生研究発表大学院学生研究発表大学院学生研究発表大学院学生研究発表 2222        （（（（19191919：：：：45454545----20202020：：：：05050505））））                                                                             (発表：各 8 分，討論:各 2 分）                                    

座長：座長：座長：座長：    周郷周郷周郷周郷    延雄延雄延雄延雄    教授教授教授教授    （大森脳外）  （19:45-20:05） 

12. 4DCT による大動脈弁輪の動態評価（8 分） 

○酒井 浩多（循環器内科学），指導教授: 池田 隆德（大森循内） 

審査員:中村 正人教授，諸井 雅男教授，五味 達哉教授 

13. Repeat Hyperventilation における脳血管疾患（脳出血後、脳梗塞後）、頭部外傷後、てんかんの脳波に

よる臨床脳波学的研究（8 分） 

○吉井 信哉（脳神経外科学），指導教授：岩渕 聡（大橋脳外） 

審査員:周郷 延雄教授，藤岡 俊樹教授，並木 温教授 

    

6666月月月月 14141414日日日日((((木木木木))))    

当番教室：社会医学講座衛生学分野当番教室：社会医学講座衛生学分野当番教室：社会医学講座衛生学分野当番教室：社会医学講座衛生学分野    

GGGG．．．．研修医発表（大森病院初期研修医）研修医発表（大森病院初期研修医）研修医発表（大森病院初期研修医）研修医発表（大森病院初期研修医）2222        （（（（17171717：：：：00000000----17171717：：：：36363636））））                                            (発表：各7分，討論:各2分）  

座長：座長：座長：座長：朝倉朝倉朝倉朝倉    敬子敬子敬子敬子    先生先生先生先生    （衛生）  （17:00-17:46）    

1. 大腸憩室炎と大腸癌の鑑別に難渋した１例（7 分） 

○岡田 奈央子，指導：中嶋 均（大森総診） 

2. 左房内巨大血栓に対して内科的治療により良好な経過を辿った一例（7 分） 

○千野 南，指導：橋本 英伸 (大森循内) 

3. 原因不明の低 Na 血症から MRHE と診断した 1 例（7 分） 

○副島 宏美，指導：竹本 育聖（大森総診） 

4. リードレスペースメーカ留置を行った一例（7 分） 

○佐野 隆英，指導：矢野健介（大森循内） 

HHHH．．．．大学院学生研究発表大学院学生研究発表大学院学生研究発表大学院学生研究発表 3333        （（（（17171717：：：：36363636----17171717：：：：46464646））））                                                                                         (発表：8 分，討論:2 分）  

5. 肥満女性における子宮内膜上皮細胞の DNA メチル化異常に関する研究（8 分） 

○長島 克(臨床腫瘍学)，指導教授：森田 峰人（大森産婦） 

審査員：澁谷 和俊教授, 木下 俊彦教授, 中田 雅彦教授 

IIII．．．．一般演題一般演題一般演題一般演題    （（（（11117777：：：：44446666----18181818：：：：00004444））））                                                                                                                    (発表：各 7 分，討論:各 2 分） 

座長：座長：座長：座長：西脇西脇西脇西脇    祐司祐司祐司祐司    教授教授教授教授    （衛生）  （17:46-18:19）    

6. 回腸異所性膵による消化管出血をきたした１例（7 分） 

○勝俣 雅夫 (佐倉消内) 

7. 自家培養表皮移植による広範囲熱傷の治療経験（7 分） 

○望月 聖太（大森形成） 

JJJJ．．．．分科会報告１分科会報告１分科会報告１分科会報告１    （（（（18181818：：：：04040404----18181818：：：：19191919））））                                                                                                                            (発表：10 分，討論:5 分） 

8. ICD に於ける、Dual Coil と Single Coil の検討（10 分） 

○杉﨑 雄太（佐倉内科） （分科会名：佐倉病院内科学講座例会） 

KKKK．．．．平成平成平成平成 29292929 年度プロジェクト研究報告年度プロジェクト研究報告年度プロジェクト研究報告年度プロジェクト研究報告 2222            （（（（18181818：：：：11119999----18181818：：：：55559999））））                   (発表：各 8 分，討論:各 2 分） 

座長：座長：座長：座長：三上三上三上三上    哲夫哲夫哲夫哲夫    教授教授教授教授    （病理）  （18:19-18:59）    

9. 新規ニューモシスチス肺炎モデルマウスの確立と発症機構の解明（8 分） 

○三好 嗣臣（大森呼内） 



 -3- 

10. bFGF による瘢痕線維化を制御する microRNA 探索と機能解析（8 分） 

○深澤 由里（病理） 

11. 血液凝固分析装置を用いた小児心臓外科周術期における輸血療法の最適化（8 分） 

○片山 雄三（大森心外） 

12. 淋菌における新規セフトリアキソン耐性因子の同定（8 分） 

                                                    ○青木 弘太郎(微生)    

LLLL．．．．教授特別講演教授特別講演教授特別講演教授特別講演 1111        （（（（18181818：：：：55559999----19191919：：：：11119999））））                                                                                                                                                 （20 分）                     

座長：座長：座長：座長：    落合落合落合落合    亮一亮一亮一亮一    教授教授教授教授    （大森麻酔） （18:59-19:19） 

13. 術中血糖管理における人工膵臓の有用性 

      ○北村 享之 教授（佐倉麻酔） 

MMMM．．．．大学院学生研究発表大学院学生研究発表大学院学生研究発表大学院学生研究発表 4444        （（（（19191919：：：：11119999----20202020：：：：00009999））））                                                     (発表：各 8 分，討論:各 2 分） 

座長：座長：座長：座長：西脇西脇西脇西脇    祐司祐司祐司祐司    教授教授教授教授    （衛生）  （19:19-20:09） 

14. Comprehensive cost of illness of dementia in Japan – a time trend analysis based on Japanese official 

statistics（8 分） 

○花岡 晋平（医療政策経営科学），指導教授：長谷川 友紀 （医政） 

審査員：西脇 祐司教授，村上 義孝教授，水野 雅文教授 

15. 分子標的薬 Tivantinib による 5-FU 代謝に与える影響について（8 分） 

○小林 康次郎（臨床腫瘍学），指導教授:五十嵐 良典（大森消内） 

審査員:瓜田 純久教授，島田 英昭教授，前谷 容教授 

16. 血糖コントロール不十分な 2 型糖尿病に対する SGLT-2 阻害薬の頓服療法の食事療法に対する動機

付けおよび血糖コントロールへの効果の検討（8 分） 

○吉川 芙久美（糖尿病・代謝・内分泌学），指導教授:弘世 貴久（大森糖内） 

審査員:瓜田 純久教授，池田 隆德教授，龍野 一郎教授 

17. 急性冠症候群におけるインドキシル硫酸（Indoxyl Sulfate: IS）の予後予測能の検討（8 分） 

○藤井 崇博（循環器内科学），指導教授：池田 隆德（大森循内） 

審査員：中村 正人教授，諸井 雅男教授，杉山 篤教授 

18. 栄養サポートチーム（nutrition support team : NST）介入遅延に関わる臨床データの検索（8 分） 

○松村 洋明（臨床検査医学），指導教授：盛田 俊介（大森臨検） 

審査員：西脇 祐司教授，島田 英昭教授，龍野 一郎教授 

    

6666月月月月 11115555日日日日((((金金金金))))    

当番教室：当番教室：当番教室：当番教室：外科学講座呼吸器外科学分野外科学講座呼吸器外科学分野外科学講座呼吸器外科学分野外科学講座呼吸器外科学分野（大森）（大森）（大森）（大森）    

NNNN．．．．大学院学大学院学大学院学大学院学生研究発表生研究発表生研究発表生研究発表 5555        （（（（11117777：：：：00000000----17171717：：：：40404040））））                                                     (発表：各 8 分，討論:各 2 分）     

座長：座長：座長：座長：    南木南木南木南木    敏宏敏宏敏宏敏宏    教授教授教授教授    （大森膠原）  （17:00-17:40） 

1. Paravertebral block と Retrolaminar block におけるレボブピバカイン血中濃度の比較検討（8 分） 

○杉浦 孝広（麻酔科学），指導教授：落合 亮一（大森麻酔） 

審査員：小竹 良文教授，北村 享之教授，杉山 篤教授 

2. 脈波伝搬時間法による心拍出量測定は胸部大動脈瘤手術においても妥当か？（8 分） 

○梶谷 美砂（麻酔科学），指導教授：落合 亮一（大森麻酔） 

審査員:小竹 良文教授，北村 享之教授，高松 研教授 

3. 潰瘍性大腸炎関連腫瘍におけるエストロゲン受容体β発現について（8 分） 

○松野高久（臨床腫瘍学），指導教授：五十嵐 良典（大森消内） 

審査員：赤坂 喜清教授，瓜田 純久教授，前谷 容教授 

4. ケミカルピーリング施術の皮膚に対する作用メカニズムの解明（8 分） 

○松永由紀子（皮膚科学），指導教授：石河 晃 教授（大森皮膚） 

審査員：樋口 哲也教授，大西 清教授，中野 裕康教授 



 -4- 

OOOO．．．．分科会報告分科会報告分科会報告分科会報告 2222        （（（（17171717：：：：40404040----17171717：：：：55555555））））                                                                                                                  (発表：10 分，討論:5 分）     

座長：座長：座長：座長：    中田中田中田中田    雅彦雅彦雅彦雅彦    教授教授教授教授    （大森産婦）  （17：40-18:05） 

5. 小型光電子増倍管(PMT)を用いた高速Ⅹ線フォトンカウンティングとデュアルエネルギーCT への応用

（10 分）                         

○森山 穂高（大橋外科）（分科会名:大橋外科集談会） 

PPPP．．．．平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度    プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告 3333            （（（（17171717：：：：55555555----18181818：：：：35353535））））                 (発表：各 8 分，討論:各 2 分） 

6. MRSA 治療における plasma biofilm の影響（8 分） 

○佐藤 礼実（佐倉消外） 

座長：座長：座長：座長：    高井高井高井高井    雄二郎雄二郎雄二郎雄二郎    先生先生先生先生    （大森呼内）  （18：05-18:35） 

7. 腸管上皮バリアにおける転写因子 JunB の役割（8 分） 

○片桐 翔治（大橋膠原） 

8. 抗血小板薬によるβラクタム系薬の抗 MRSA 活性増強効果の検討（8 分） 

○小野 大輔（微生） 

9. 脊椎固定術後の歩行能力、重心動揺、易転倒性に関する検討（8 分）  

                                                  ○中村 一将（大森整形） 

QQQQ．教授特別講演．教授特別講演．教授特別講演．教授特別講演 2222        （（（（18181818：：：：35353535----18181818：：：：55555555））））                                                                                                                                             （20 分）                              

座長：座長：座長：座長：    和田和田和田和田    弘太弘太弘太弘太    教授教授教授教授    （大森耳鼻）  （18：35-18:55） 

10. 眼科医ができる社会貢献 ～東邦大学眼科の取り組み～ 

○堀 裕一 教授（大森眼科） 

RRRR．研修医発表（大森病院初期研修医）．研修医発表（大森病院初期研修医）．研修医発表（大森病院初期研修医）．研修医発表（大森病院初期研修医）3333        （（（（18181818：：：：55555555----19191919：：：：22222222））））                                        (発表：各 7 分，討論:各 2 分） 

座長：座長：座長：座長：    東東東東    陽子陽子陽子陽子    先生先生先生先生    （大森呼外）  （18：55-19:22） 

 

11. EGFR exon18 G719X + exon 20 S768I 遺伝子変異を診断した IVb 期肺腺癌の 1 例（7 分） 

○島貫 結衣，指導：鏑木 教平（大森呼内） 

12. ASD-PH に中枢性 CTEPH を合併した一例（7 分） 

○本橋 巧，指導：岡 崇(大森循内) 

13. 肺結節影に悩まされた不明熱の一例（7 分） 

○吉田 隆之，指導：佐々木 陽典（大森総診） 

----    ----    ----    --------    --------    ----        当当当当    番番番番    教教教教    室室室室    企企企企    画画画画        ----    ----    ----    --------    --------    ----    （（（（19:2219:2219:2219:22----22220:070:070:070:07））））     

<企画担当> 外科学講座呼吸器外科学分野（大森） 
                         

座長：座長：座長：座長：    秦秦秦秦    美暢美暢美暢美暢    先生先生先生先生    （（（（大森呼外大森呼外大森呼外大森呼外））））                    

14. 東邦大学三病院における呼吸器外科の現状と新人教育を含めた今後の展望 

○桐林 孝治（大橋呼外），○長島 誠（佐倉呼外），○大塚 創(大森呼外) 

 

閉会の辞閉会の辞閉会の辞閉会の辞--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    外科学講座呼吸器外科学分野（大森）外科学講座呼吸器外科学分野（大森）外科学講座呼吸器外科学分野（大森）外科学講座呼吸器外科学分野（大森）    伊豫田伊豫田伊豫田伊豫田    明明明明    教授教授教授教授    

    

 
1111))))    一般演題一般演題一般演題一般演題，，，，大学院大学院大学院大学院学学学学生研究発表，生研究発表，生研究発表，生研究発表，プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告プロジェクト研究報告，，，，研修医発表，研修医発表，研修医発表，研修医発表，分科会報告，分科会報告，分科会報告，分科会報告，医学研究医学研究医学研究医学研究科推進研究報告科推進研究報告科推進研究報告科推進研究報告の演者

は，開催開催開催開催当日まで当日まで当日まで当日までにににに必ず必ず必ず必ず「雑誌掲載用講演抄録」（演題，演者名，本文 400 字程度）を e-maill にデータ添付でお送りくださ
い（E-mail ：igakukai@med.toho-u.ac.jp）。     

2222))))教授教授教授教授特別講演特別講演特別講演特別講演の先生は，例会・総会当日より 4 週間後に本文 2,000words 前後（詳細執筆要項参照）にご講演内容をまとめ
てご提出ください。 

3)3)3)3)CPCCPCCPCCPC の先生は編集事務局より別途執筆依頼を差し上げますので，例会・総会当日より 4 週間後に抄録をご提出ください。    
4444))))当番教室当番教室当番教室当番教室企画講演企画講演企画講演企画講演の先生は，編集事務局より別途執筆依頼を差し上げますので，例会・総会当日より 4 週間後に 3,200 字
程度の総説形式講演要旨をご提出ください。 

※※※※1）,3）,4）は東邦医学会雑誌，2）は Toho Journal of Medicine 近刊号に掲載の予定です。 
※※※※詳細は事務局までお問い合わせください（内線 2465）。 

           5 号館地下臨床講堂 内線：3862   /  PHS：79120（開催日のみ）              


