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第 156 回東邦医学会例会プログラム 
 

I. 集合集会 令和 2年 6月 17日(水)17時～ 

II. WEB 発表 東邦大学医学会ホームページ上に掲載 

 

I. 集合集会 

日 時：  令和 2年 6月 17日(水) 17時～17時 40分 

会 場：  東邦大学医学部 大森臨床講堂(5号館 B1F) 

当 番 教 室：  心身医学講座 端詰 勝敬 教授 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

6月 17日(水) 
当番教室：心身医学講座 

 

開会の辞 _____________________________________________________ 運営委員長 島田 英昭 教授 

 

A. 大学院生研究発表１ (17：00-17：20) (発表：8 分，討論:2分) 

座長：狩野 修 教授（神内森） 

1. 小児重症紫斑病性腎炎の全国疫学調査研究 

〇寺野 千香子（代謝機能制御系糖尿病・代謝・内分泌学） 

指導教授：龍野 一郎（糖内佐） 

指定討論者：酒井 謙 教授，村上 義孝 教授，武城 英明 教授 

 

2. MUS症例のベンゾジアゼピン使用に対するリラクセーション療法の効果 

〇橋本 和明（心身医学） 

指導教授：端詰 勝敬（心身森） 

指定討論者：狩野 修 教授，桂川 修一 教授，水野 雅文 教授 

 

B. 大学院生研究発表 2 （17：20-17：40) (発表：8 分，討論:2分) 

座長：内藤 篤彦 教授（細胞） 

3. 肺 MAC症モデルマウスにおける N-アセチルシステインの効果（プロジェクト研究採択番号 19-03） 

〇塩沢 綾子（生体応答系 微生物・感染制御学） 

指導教授：舘田 一博（微制） 

指定討論者：岸 一馬 教授，内藤 篤彦 教授，松瀬 厚人 教授 

 

4. 心臓血管外科手術後に人工呼吸管理を要した患者における舌圧の変化が術後嚥下機能に与える影響 

〇山田 亨（高次機能制御系麻酔科学） 

指導教授：小竹 良文（麻酔橋） 

指定討論者：海老原 覚 教授，北村 享之 教授，武田 吉正 教授 

 

閉会の辞 _______________________________________________________ 運営委員長 島田 英昭 教授 

 

 

 

■ 発表抄録に関するお願い 

大学院学生研究発表の演者は，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)を e-maill にてデータ添付で

お送りください(E-mail ：igakukai@med.toho-u.ac.jp)。 

※東邦医学会雑誌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(医学部本館 3 階 内線 2465)。 

 5 号館地下臨床講堂 内線：3862    
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II. WEB発表 
東邦医学会ホームページに掲載いたします 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

C. 一般演題  

 

5. 胸部 X線画像および深層学習を用いた COVID-19検出法の検討 

〇間木 重行，内藤 篤彦（細胞） 

 

6. 小児脳神経外科疾患における磁場式ニューロナビゲーションシステムの有用性 

〇根本 匡章，久保田 修平，野手 康宏，上田 啓太，長尾 建樹（脳外佐） 

 

 

D. 研修医発表  

 

7. 治療抵抗性の心不全に腎動脈形成術が奏功した１例 

〇小村 彩之，指導：牧野 憲嗣（済生会横浜市東部病院循環器内科） 

 

8. 起立性低血圧により失神をきたした 1例 

〇佐々木 英人，指導：相馬 裕樹（川崎市立川崎病院総合内科） 

 

9. IVUS（intravascular ultrasound）と FFR(fractional flow reserve)が有用であった腎動脈ステン

ト内再狭窄の一例 

〇杉本 英純，石井 梨奈，粟屋 徹，高亀 則博，新倉 寛輝，指導：池田 長生（循内橋） 

 

10. 治療に難渋した Pembrolizumab による硬化性胆管炎の 1 例 

〇加藤 千明，指導：関谷 宗之（呼内森） 

 

11. 呼吸困難を主訴に来院したアルコール性ケトアシドーシスの一例 

〇藤盛 莉乃，指導：山田 篤史（総診森） 

 

12. 診断に難渋し臨床症状より診断した破傷風の 1例 

○坂齋 健人，指導：佐々木 陽典（総診森） 

 

13. 頭痛を主訴に来院しアルコール離脱症候群と診断した症例 

〇中村 翔吾，指導：竹本 育聖(総診森) 

 

 

E. プロジェクト研究報告  

 

14. 慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症における効果的な治療のために画像評価方法の開発(採択番号 19-01) 

〇橋本 英伸（循環器内科），岡 崇（循環器内科），梶山 亜希子（放射線医学） 

 

15. 後頭頚椎固定術における頚椎アライメント嚥下連関の解明（採択番号 19-22） 

〇宮城 翠（リハビリテーション医学研究室），福武 勝典（大森整形外科） 
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16. 「抱っこ」からみる乳児の心拍制御機構の発達（採択番号 19-12） 

〇吉田 さちね（解剖学講座微細形態学分野），豊田 理奈（新生児学講座） 

 

 

17. 黄色ブドウ球菌による壊死性肺炎，菌血症の重症化メカニズムの検討（採択番号 19-25） 

〇佐藤 高広（総合診療・救急医学講座），山口 哲央（微生物感染症学講座） 

 

18. 肝細胞癌に対する新規の血液自己抗体マーカーの開発（採択番号 19-21） 

〇岡田 嶺，池田 裕一（外科学講座一般・消化器外科学分野） 

 

19. 硝子体手術による網膜下網膜色素上皮細胞懸濁液移植のウサギモデルの確立と術中の移植細胞の 

挙動の検討（採択番号 19-16） 

〇高木 誠二（臨支，眼科森），齋藤 智彦，渡辺 研人，小松 哲也，熊代 俊，小林 達彦， 

鈴木 崇（眼科森），石田 政弘（眼科橋），竹内 忍（竹内眼科クリニック），堀 祐一（眼科森） 

 

20. 川崎病類似血管炎マウスモデルにおける Syk阻害薬の血管炎抑制効果に対する検討(採択番号 19-

23) 

○浅川 奈々絵（大橋病理），湯浅 瑛介（大橋病理），宇都宮 真司（大橋小児） 

 

21. ドライアイによる神経障害性疼痛の機序解明を目的としたドライアイモデルラット三叉神経核の解

析検討（採択番号 19-11） 

○鄭 有人（大森眼科），三上 義礼（統合生理） 

 

22. 低分子 VEGF 阻害薬により作製された未熟児網膜症眼底の血流測定（採択番号 19-17） 

〇富田 匡彦（大森眼科），加藤 桂子（大森眼科） 

 

23. バクテリオファージを用いたレジオネラ属菌制御に資する研究（採択番号 19-09） 

◯青木 弘太郎（微生）, 関谷 宗之 

 

24. 抗心房細動薬の有効性と安全性の向上を目的とした重水素化誘導体の循環薬理学的検討（採択

番号 19-06） 

〇神林 隆一（薬理），長澤(萩原) 美帆子（薬理） 

 

 

F. 分科会報告  

 

25. （第 15回東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座例会・第 12 回東邦医学会佐倉内科分科会） 

未治療・早期パーキンソン病における線条体変性と排尿障害の関連についての検討 

舘野 冬樹(神内佐) 

 

26. （東邦大学医療センター大橋病院 大橋病院医学会） 

未治療 2 型糖尿病で皮下深部膿瘍の感染が契機になったと考えられる DKAの一例 

〇山田 有佳（研修医），岡畑 純江，鈴木 淑能，近藤 佑子，三松 貴子， 

上芝 元（糖内橋），柴 輝男（総合東京病院 糖尿病センター） 


