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第 65 回東邦医学会総会プログラム 
平成 23 年 11 月 10 日(木)午後 1 時～5 時 02 分 
平成 23 年 11 月 11 日(金)午後 1 時～3 時 10 分 

東邦大学医学部大森臨床講堂（5 号館 B1） 
 

11 月 10 日(木) 
 
開会の辞 ______________________________________________________________________ 東邦大学医学会運営委員長 住野泰清 

当番教室 : 皮膚科学第 1 講座／精神神経医学講座   

A．一般講演                                                            

(発表：各 7 分，質疑応答：各 2 分） 

座長： 並木 温教授（教育開発室）1～3 席 （1:00-1:27） 

1. 東邦大学医学部シミュレーション教育への取り組み（7 分） 

○土井範子，髙松 研，藤代健太郎，並木 温，岸 太一，坪井康次(教育開発室) 

2. 研修医の研修振り返りについて効果の検討（7 分） 

○松崎淳人，廣井直樹，島田長人，松橋正和（大森病院研修管理委員会） 

3. 新医師臨床研修制度後の EPOC による指導医からの評価（7 分） 

○松崎淳人，島田長人，並木 温，松橋正和（大森病院臨床研修指導医連絡会） 

座長：舘田一博教授（微生物・感染症学）4～6 席 （1:27-1:54） 

4. 本邦におけるカルバペネム非感受性アシネトバクター属菌の分子疫学（7 分） 

○神山裕一，原田壮平，石井良和，嵯峨知生，吉住あゆみ，館田一博，山口惠三(微生・感染) 

5. マウス肺炎モデルを用いた肺炎球菌 L7/L12 リボソーム蛋白の検出と迅速検査への応用（7 分） 

○澤 友歌，佐地 勉（1 小児） 

6. 小児急性リンパ性白血病における非血縁者間同種骨髄移植と臍帯血移植の直接費用の比較（7 分） 

○羽賀洋一，佐藤真理，松裏裕行，佐地 勉(1 小児)，小原 明(輸血)， 

松本邦愛，長谷川友紀（医療政策・経営科学） 

座長： 土谷一晃准教授（整形外科学第 1 講座）7～11 席（1:54-2:39） 

7. 術後にＳＭＡ症状を呈した前頭葉腫瘍の１例（7 分） 

○原田雅史，福島大輔，北島 悟，野本 淳，近藤康介，原田直幸，根本匡章，周郷延雄（1脳） 

8. 人工膝関節用 vitamin-E 添加ポリエチレンの力学特性に関する研究（7 分） 

○小島英郎，勝呂 徹，中村卓司，宮崎芳安，土谷一晃(1 整) 

9. 東日本大震災被災に起因する大腿切断後歩行再獲得に至った 1 症例（7 分） 

○榊 乃理子，大国生幸，内 昌之，牛込伸行（リハ），横山雄一郎，石井 牧(1 整) 

10. 美容外科を対象とした日帰り麻酔における 

オンダンセトロンの術後悪心呕吐に対する予防効果（7分）         ○松岡孝明，落合亮一(1麻) 

11. Gangliocytic paraganglioma: 文献調査ならびにホルモン受容体検索からの新たな発見（7 分） 

○大久保陽一郎，渋谷和俊(大森病院病理) 
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B．特別講演                                                          

座長：石河 晃教授（皮膚科学第 1 講座） 12 席（2:39-3:09） 

12. 重症のアトピー性皮膚炎に対する積極的治療介入の有用性（30 分） 

 皮膚科学第 2 講座 教授 向井秀樹 

座長：芳野 原教授（大森糖尿病・代謝・内分泌科） 13 席（3:09-3:39） 

13. 最近の糖尿病の診断と治療（30 分） 

内科学講座（大橋）糖尿病科 教授 柴 輝男 

 

 

 

 

 

 

 

 

    シシンンポポジジウウムム    （3:39-5:02） 

企画 : 皮膚科学第 1 講座／精神神経医学講座／ 

    社会医学講座医療政策・経営科学,公衆衛生学／内科学講座(大森)糖尿病･代謝･内分泌科  

 

「皮膚からみた心，精神からみた肌」 

 

座長： 石河 晃教授（皮膚科学第 1 講座），水野雅文教授（精神神経医学講座） 

 

[質疑応答 各 2 分] 

基調講演 1  皮膚からみた心 （20 分）                  関東裕美 (皮膚科学第 1 講座) 

基調講演 2  精神からみた肌 (20 分）                  根本隆洋 (精神神経医学講座) 

症例報告 1  精神科の意見を聞きたい皮膚科症例 (10 分）    

鷲崎久美子 (皮膚科学第 1 講座) 

症例報告 2  皮膚科の意見を聞きたい精神科症例 (10 分）   

八島章浩 (精神神経医学講座) 

 

ディスカッション (15 分） 
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11 月 11 日(金) 
 

当番教室 :社会医学講座医療政策・経営科学,公衆衛生学／ 

内科学講座(大森)糖尿病･代謝･内分泌科   

C．平成 22 年度医学研究科推進研究報告                                                             

(発表：各 15 分 質疑応答含） 

座長：山下 茂教授（生化学） 1～3 席 （1:00-1:45） 

1. 難治性ネフローゼ症候群発症の分子メカニズムの解明（15 分） 

関根孝司(2 小児) 

2. 自己免疫疾患発症におけるケモカインの機能解析（15 分） 

桑原 卓(免疫) 

3. 脳虚血による神経細胞死の誘導機構および抑止機構の解析（15 分） 

小林正明(細胞生理) 

 

D．平成 22 年度プロジェクト研究報告                                        

(発表：各 8 分，質疑応答：各 2 分） 

座長：髙松 研教授（細胞生理学）4～6 席（1:45-2:05） 

4. ヘムタンパク質の新規活性中間体を解明するモデル研究（8 分） 

○池崎 章（化学），中村真樹（生物） 

5. ダイカルシンによる受精調節機能の解析（8 分） 

○三輪尚史，花上まゆ（細胞生理） 

座長：渋谷和俊教授（大森 病院病理学）7～9 席（2:05-2:35） 

6. 関節リウマチ(RA)患者関節内のヒアルロン酸(HA)の分解（8 分） 

○宇月美和，横尾智子（病理） 

7. 低酸素状態における DNA ミスマッチ修復遺伝子転写抑制の分子機構の解明（8 分） 

○李  傑 （免疫），小池淳一（一般・消外） 

8. サイトカインによる高血圧性心不全心筋リモデリングの分子制御機構（8 分） 

○木下利雄，鈴木健也(大森循内) 
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E. 平成 23 年度東邦医学会賞                                                           

選考経過報告（住野選考委員長） （2：35-2：40） 

受賞記念講演  9～10 席 

座長：長尾二郎教授（外科学第 3 講座） 9 席 （2:40-2：55） 

9. Outcome of 141 cases of self-expandable metallic stent placements for malignant  

and benign colorectal strictures in a single center.  

 外科学第 3 講座 斉田芳久 

座長：山下 茂教授（生化学） 10 席 （2:55-3：10） 

10. Anti-apoptotic activity and proteasome-mediated degradation of Xenopus Mcl-1 protein 

in egg extracts. 

生化学 土屋勇一 

 

 

授賞式  

 

閉会の辞  ___________________________________________________________________________ 東邦大学医学会長 黒田 優 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1) 一般講演，プロジェクト研究報告，医学研究科推進研究報告，の演者の先生は，必ず総会当日までに「雑誌掲

載用講演抄録」(400字程度)と「*Keywords」(英語 3語以内)を出力紙とデータ（FD・CD-R・USB等）を受付にご提

出になるか，e-mail 添付でお送りください（E-mail ：igakukai@med.toho-u.ac.jp）。* Keywords は東邦医学会雑

誌総索引に掲載されますので，適切な用語を選んで下さい。 

2) 企画講演の先生は，総会当日より 4 週間以内に 3200 字程度に総説としてまとめて提出してください。 

3) 特別講演の先生は，総会当日より 4 週間以内に 4000 字程度にご講演内容をまとめて提出してください。 

4) 東邦医学会賞受賞の先生は，総会当日より４週間以内に 2000 字程度に用紙をまとめて提出してください 

 

注：1）～4）とも東邦医学会雑誌近刊号に掲載の予定です。2，3，4 につきましては，詳細を受付におたずねください。 

 

 5 号館地下臨床講堂 内線：3862  


