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第 69 回東邦医学会総会プログラム 
 

平成 27 年 11 月 11 日(水)  17 時～19 時 50 分 
平成 27 年 11 月 12 日(木)  17 時～20 時 18 分 
平成 27 年 11 月 13 日(金)  17 時～20 時 05 分  

会 場： 11 月 11 日（水）・13 日（金）  東邦大学医学部大森臨床講堂（5 号館 B1F） 
11 月 12 日（木）  東邦大学医学部第 3 講義室（医学部正門入り左，自転車置場横 B1F） 

 
当番教室： 11 日 病理学講座         三上哲夫教授 

12 日 皮膚科学講座（大森）  石河 晃教授 

13 日 精神神経医学講座（大森）    水野雅文教授 

 
11 月 11 日(水)   

会場：大森臨床講堂(5 号館 B1F） 
 
開会の辞 _____________________________________________________    東邦大学医学会運営委員長 島田英昭教授 

当番教室： 病理学講座 

A．研修医発表（大森病院初期研修医） 1             (発表：各7分，討論:各2分） 

座長： 准教授 塩野則次先生 （大森心臓血管外科） 1 席 （17:00-17:09） 

1. 保存的加療を行った孤立性上腸間膜動脈解離の１例（7 分） 

中村保喜，指導：宮﨑泰斗（総診内科） 

座長： 講師 内野 泰先生 （大森糖尿病・代謝・内分泌科） 2・3 席 （17:09-17:27） 

2. 多飲酒を契機に急性膵炎，糖尿病性ケトアシドーシス，高中性脂肪血症を呈した１例（7 分） 

                                                       佐久間絢，指導：石井孝政（総診内科） 

3. 妊娠糖尿病について（7 分）                        橋本絢菜，指導：高橋賢司（大森産婦）  

B．大学院学生研究発表 1                                  (発表：8 分，討論:2 分） 

座長： 教授 岩崎泰雄先生 （大森神経内科） 4 席 （17:27-17:37） 

4. 糖尿病モデルラットにおける認知機能 （8 分） 

河越尚幸（代謝機能制御系），指導教授：瓜田純久教授(総合診療) 

審査員：岩崎泰雄教授，水野雅文教授，龍野一郎教授 

C．教授特別講演 1                                                        

座長： 教授 中島耕一先生（大森泌尿器科） 5 席 （17:37-17:57） 

5. 泌尿器科領域の陰茎形成術（20 分）      

泌尿器科学講座（大森） 永尾光一教授 

-- 休憩 3 分 （17:57-18:00） -- 
D．大森病院 CPC  Clinico-pathological conference（CPC）                           

司会： 准教授 名取一彦先生 （血液・腫瘍科） 6 席 （18:00-19:00） 

6. 腹痛と呼吸困難から心肺停止となった，５７歳女性の症例 

中川皓貴，一林 亮，佐藤大輔（救命救急），三上哲夫（病理） 
 

当番教室企画   特別講演  （19:00-19:30）- - -   <企画担当> 病理学講座 

座長： 准教授 緒方秀昭先生 （大森乳腺・内分泌外科） 

  「老年期女性の疾患とエストロゲン」     本間尚子（病理学） 

 

E．平成 26 年度プロジェクト研究報告 1                      (発表：各 8 分，討論:各 2 分） 

座長： 松澤康雄先生 （佐倉呼吸器内科） 7 席 （19:30-19:40） 

7. N-アセチルシステイン吸入療法およびピルフェニドン併用療法を要した特発性肺線維症における 

長期臨床効果と血中レドックスバランス，CCL-18、MMP-7 との関係（8 分） 

○杉野圭史（大森呼内）,栃木直文(大森病院病理)，松本敬子（大森放射） 
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座長： 准教授 根本哲生先生 （大森病院病理） 8 席 （19:40-19:50） 

8.  胃癌手術症例における NY-ESO-1 血清抗体および免疫染色による臨床病理学的検討（8 分）  

          ○谷島 聡，鈴木 隆（大森消外） 

 

11 月 12 日(木) 
会場：医学部第 3 講義室（医学部正門入り左，自転車置場横 B1F） 

当番教室： 皮膚科学講座（大森） 

F．平成 26年度医学研究科推進研究報告                          (発表：10分，討論: 5分） 

座長： 教授 池田隆徳先生 （大森循環器内科） 1 席 （17:00-17:15） 

1. ヒト iPS 由来心筋細胞を活用した薬物性心機能毒性の高精度予測システムの実用化（10 分） 

○杉山 篤，中村裕二（薬理） 

G．一般演題                                       (発表：各 7 分，討論:各 2 分） 

座長： 教授 池田隆徳先生 （大森循環器内科） 2 席 （17:15-17:24） 

2. 心静止に対するパーカッションペーシングの有効性の評価（7 分） 

○和田 剛，曹 新，中村裕二，中瀬古（泉）寛子，安東賢太郎，杉山 篤（薬理），小原 浩（大森循内） 

座長： 講師 原田直幸先生 （大森脳神経外科） 3 席 （17:24-17：33） 

3. 脳転移をきたした男性乳癌の 1 例（7 分） 

○渕之上裕，桝田博之，栄山雄紀，小此木信一，寺園 明，安藤俊平，福島大輔， 

野本 淳，近藤康介，原田直幸，根本匡章，周郷延雄（大森脳外） 

H．分科会報告                                        (発表：10 分，討論: 5 分） 

座長： 講師 原田直幸先生 （大森脳神経外科） 4 席 （17：33-17：48） 

4. 術中破裂した VA-PICA 動脈瘤の１例（10 分）             

○原田雅史，内野 圭，上田啓太，宮崎親男，黒木貴夫，長尾建樹（佐倉脳外） 

（東邦 NeuroIVR カンファレンス） 

I．平成 26 年度プロジェクト研究報告 2                        (発表：各 8 分，討論:各 2 分） 

座長： 教授 中野裕康先生 （生化学）5・6 席 （17：48-18：08） 

5. c-FLIP 結合タンパク質の同定と機能的役割の解析（8 分）            ○土屋勇一，村井 晋（生化） 

6. CD4＋T 細胞における核内タンパク質 SATB1 (special AT-rich sequence binding protein 1)の 

機能解析（8 分）                                          ○秋葉 靖（免疫），出口 裕（生化） 

J．大学院学生研究発表 2                               (発表：各 8 分，討論：各 2 分）  

座長： 教授 伊豫田 明先生（大森呼吸器外科）  7～9 席 （18:08-18:38） 

7. 特発性肺線維症急性増悪に対する遺伝子組み換えトロンボモジュリン製剤の効果（8 分）  

早川 翔（代謝機能制御系），指導教授：鈴木康夫教授(佐倉内科) 

審査員：本間 栄教授，龍野一郎教授，伊豫田 明教授 

8. 閉塞性動脈硬化症例における下肢血流 SPECT-CT による予後予測（8 分）  

橋本英伸（代謝機能制御系），指導教授：池田隆德教授（大森循環器内科) 

審査員：杉 薫教授，東丸貴信教授， 諸井雅男教授 

9. 数理モデルによる逆流性食道炎の病態解析（8 分） 

田中英樹（代謝機能制御系），指導教授：瓜田純久教授（総合診療) 

審査員：片田夏也教授，中野裕康教授，澁谷和俊教授 

K．研修医発表（大森病院初期研修医）2                       (発表：各 7 分，討論：各 2 分） 

座長： 准教授 渡邉 学先生 （大森消化器内科） 10～14 席 （18:38-19:23） 

10. 大腸菌 O-157 より HUS に発展した 30 歳女性の 1 例（7 分）    竹内泰三，指導：佐々木陽典（総診内科） 

11. 発症後 5 日目で死亡に至った Klebsiella pneumoniae による細菌性髄膜炎（7 分） 

                                                         小松哲也，指導：宮﨑泰斗（総診内科） 

12. アメーバ性肝膿瘍の 1 例（7 分）                       齋藤隆弘，指導：宮﨑泰斗（総診内科・感染） 

13. 診断に難渋した汎発性帯状疱疹の 1 例（7 分）                  森谷菜央，指導：宇山美樹（大森皮膚） 

14. GLP-1 作動薬と DPP4 阻害薬との併用が短期の血糖プロファイルに及ぼす影響：CGM を用いた 

2 型糖尿病患者 2 症例における検討（7 分）                 萬田 悟，指導：山口 崇（佐倉糖代内） 
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L．平成 27 年度東邦医学会賞 1                                                  

受賞記念講演 15席 

 座長： 教授 本間 栄先生 （大森呼吸器内科） 15席 （19:23-19:38）  

15. Clinical significance of BIM deletion polymorphism in non-small-cell lung cancer with epidermal  
growth factor receptor mutation 

内科学講座呼吸器内科学分野（大森）  磯部和順 

 

 - -  シンポジウム  （19:38-20:18） - -    <企画担当>皮膚科学講座（大森）  

 「皮膚バリア機能と老化の科学 」   座長： 教授 石河 晃先生（大森皮膚科） 

１） （光）老化皮膚における皮膚内部構造変化（30 分）           松永由紀子（資生堂） 

２） 皮膚疾患における皮膚乾燥症状の客観的評価法の検討（10 分）    

鷲崎久美子（大森町皮ふ科） 

 

11 月 13 日(金)  
会場：大森臨床講堂（5 号館 B1F） 

当番教室： 精神神経医学講座（大森） 

M．教授特別講演 2                                                        

座長： 教授 水野雅文先生（大森精神神経） 1 席 （17:00-17:20） 

1. アナログインスリンが変えた 2 型糖尿病のインスリン療法（20 分）  

内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野（大森） 弘世貴久教授     

N．大学院学生研究発表 3                                (発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長： 教授 川合眞一先生（大森膠原病）  2・3 席 （17:20-17:40） 

2. ステロイド投与患者におけるビタミン K2 の有効性の検討（8 分）  

鹿野孝太郎（生体応答系），指導教授：川合眞一教授(大森膠原病) 

審査員：龍野一郎教授，土谷一晃教授，亀田秀人教授 

3. アクチグラフを用いた乳幼児の睡眠発達調査（8 分）  

中川真智子（生体応答系），指導教授：與田仁志教授(新生児) 

審査員：小原 明教授，中野弘一教授，水野雅文教授 

O．平成26年度プロジェクト研究報告 3                        (発表：各8分，討論:各2分） 

座長： 教授  高橋 寛先生（大森整形外科） 4～6 席 （17:40-18:10） 

4. レーザースペックルフローグラフィーを用いた新生児眼底血流測定（8 分）        

○松本 直，片山雄治，有村 哲，糸川貴之（大森眼科）， 

荒井博子、水書教雄、玉置一智（新生児）   

5. Micro- CT を用いた後縦靭帯に観察される硬組織の解析（8 分） 

○福武勝典（大森整形），山本慶郎（大森消内） 

6. 微生物の網羅的検出方法を用いた ARDS(急性呼吸促迫症候群)の基礎疾患の検索（8 分） 

 ○坂本 晋，卜部尚久，佐藤大輔（大森呼内） 

P．研修医発表（大森病院初期研修医） 3                      (発表：各 7 分，討論：各 2 分） 

座長： 教授 宍戸誠一郎先生（大森腎臓学） 7～11 席 （18:10-18：55） 

7. 卵巣癌疑いにて癌性腹膜炎をきたした 1 例（7 分）                 山田篤史，指導：森山 梓（大森産婦） 

8. 保存期の慢性腎不全患者に StanfordA 型大動脈解離を併発した 1 例（7 分）  

長谷川 誠，指導：大橋 靖（大森腎臓）   

9. 初期対応に輪状甲状間膜切開を選択した気道緊急の 1 例（7 分）   

梶原理子，指導：武田鉄平(大森耳鼻)    

10. くも膜下出血後に両側硝子体出血を合併し，Telson 症候群が疑われた 1 例（7 分）  

富田匡彦，指導：片山雄治（大森眼科）  

11. 術前補助化学療法が奏効した子宮頸部扁平上皮癌の 1 例（7 分）   中田憲司,指導：釘宮剛城（大森産婦） 
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 - -  シンポジウム  （18:55-19:45） - - -  <企画担当> 精神神経医学講座（大森）  

 「ユース世代に対する包括的なメンタルヘルスケア ― 東邦大学における取り組み ―」 

座長： 教授 水野雅文先生（精神神経医学講座(大森)） 

１） 若者に特化したデイケア：イルボスコ（10 分）   舩渡川智之（大森精神） 

2） 個別性を重視し集団力動を生かした早期介入アプローチ： 

イルボスコにおける復学支援の実践報告（10 分）    田中友紀（大森精神） 

3） 地域連携の充実と発展に向けて（10 分）    岩脇共美（大森精神） 

4） 認知機能と社会機能の改善により，就労への道が開けた統合失調症の１例（10 分） 

石井絢子（大森精神） 

総合討論（10 分） 

 

 
 

Q．平成 27 年度東邦医学会賞 2                                                  

選考経過報告（島田選考委員長）  （19:45-19:50）  

受賞記念講演 12席 

 座長：教授 長谷弘記先生 （腎臓学講座（大橋）） 12席 （19:50-20:05） 

12. Declining prevalence of coronary artery disease in incident dialysis patients over the past  
two decades   

腎臓学講座（大橋） 岩﨑昌樹 

授賞式 

 

 

 

閉会の辞  ___________________________________________________________  東邦大学医学会 会長 高松 研教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）  「休憩」は当日の進行状況によっては割愛することがあります。 

2) 一般演題，大学院学生研究発表，プロジェクト研究報告，研修医発表，医学研究科推進研究報告，分科会報告の演

者は，開催当日までに必ず「雑誌掲載用講演抄録」（演題，演者名，本文 400 字程度， Keywords 英語 3 語以内* ）の

出力紙とデータ（CD-R・USB 等）を受付にご提出になるか，e-mail にデータ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。 

3)教授特別講演の先生は，例会当日より 4 週間後に 4,000 字程度にご講演内容をまとめて提出してください。 

4)当番教室企画講演の先生は，例会当日より 4 週間後に 3,200 字程度の総説形式講演要旨として提出してください。 

5)医学会賞受賞記念講演の先生は，例会当日より 4 週間後に 2,000 字程度の講演要旨を提出してください。 

※2）～5）とも東邦医学会雑誌近刊号に掲載の予定です。3），4)，5)については，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 / 医学部第 3 講義室 内線：2242  /  PHS：79912 （開催日のみ） 


