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第 158 回東邦医学会例会プログラム 
 

日 時：令和 3年 6月 16 日(水)～18 日(金)  

 

会 場：東邦大学医学部 大森臨床講堂(5 号館 B1 階) 
 

当番教室：16 日  病理学講座           三上 哲夫 教授 

17 日 眼科学講座（大森）   堀  裕一 教授 

18 日 整形外科学講座（大森） 高橋 寛 教授 

ご来場の際には、必ずマスク着用のうえ，ご入室ください。 

6 月 16 日(水) 

 当番教室： 病理学講座 

開会の辞 ______________________________________________________________________________  

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

座長：澁谷 和俊 教授（大森病病） 

1. 17 種類の腫瘍関連抗体を用いた stage0/I 乳癌の血清学的診断法 

〇須磨﨑 真（代謝機能制御系臨床腫瘍学） 

指導教授：島田 英昭（臨床腫瘍学講座） 

指定討論者：三上 哲夫 教授，南木 敏宏 教授，近藤 元就 教授 

 
2. 診療参加型臨床実習後（Post-CC）OSCE におけるステーション内評価者間一致度の検討 

〇髙山 充（社会環境医療系医学教育学） 

指導教授：廣井 直樹（社会環境医療系医学教育学講座） 

指定討論者：佐藤 二美 教授，中村 陽一 教授，堀 裕一 教授 

 

B. 研修医発表 (17：20-17：56) (発表：各 7 分，討論：各 2 分) 

座長：永井 英成 教授（大森消内) 

3. アテゾリズマブ併用療法後に重症筋無力症を発症し、ステロイド治療などにより改善し得た肺

腺癌の 1 例 

〇今井 杏里（大森初期研修医），指導：吉澤 孝浩（内科学講座 呼吸器内科学分野 大森） 

 
4. 感染性腸炎の一例 

〇相川 萌子（大森病院研修医），指導：小松 史哉（総合診療救急医学講座） 

 
5. 血球貪食症候群を呈した一例 

〇篠原 朋（大森病院初期研修医），指導：小松 史哉（総合診療救急医学講座） 

 

6. 診断に難渋した嘔気の一例 

○米山 杏南（大森病院研修医），指導：小松 史哉（総合診療救急医学講座） 
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C. 一般演題 (17：56-18：05) （発表：7 分，討論：2 分） 

座長：藤井 毅郎 教授（大森心外） 

7. 高血糖の心血管系に対する急性作用：イソフルラン麻酔犬を用いた発生機序の解明 

○廣川 佳貴（大学院医学研究科），神林 隆一（薬理学講座），後藤 愛（大学院医学研究

科），長澤（萩原） 美帆子（薬理学講座），中瀬古（泉） 寛子（薬理学講座），武井 義則

（薬理学講座），松本 明郎（加齢薬理学講座），川合 眞一（炎症・疼痛制御学講座）， 

杉山 篤（薬理学講座） 

 

D. プロジェクト研究報告 (18：05-18：25) (発表：各 8 分，討論：各 2 分) 

座長：狩野 修 教授（大森神内） 

8. シリコーンハイドロゲルレンズに付着した汚れと涙液安定性と視機能の関連について 

〇糸川 貴之，鈴木 崇，岩下 紘子，小林 達彦，柿栖 康二，岡島 行伸，斎藤 智彦， 

堀 裕一（大森病院 眼科） 

 
9. 低出生体重児の視覚特性と脳内神経化学物質の検討 

〇星野 廣樹（佐倉病院小児科），中塚 智也（佐倉病院放射線科） 

 

E. 分科会報告 （18：25-19：10） （発表：各 10 分，討論：各 5 分） 

座長：伊豫田 明 教授（大森呼外） 

10. 「第 16 回東邦大学医療センター佐倉病院内科学講座例会,第 13 回東邦医学会佐倉内科分科会」 

Changes in arterial stiffness monitored with cardio-ankle vascular index (CAVI) 

during hemodialysis therapy  

〇佐藤 修司（佐倉病院内科学講座循環器内科学分野） 

 
11. 「東邦大学医療センター 大橋医学会」 

COVID-19 感染予防のための挿管・抜管を経験した１例 

〇甲斐 沙織，阿部 理沙，豊田 大介，小竹 良文(東邦大学医療センター大橋病院麻酔科) 

 
12. 「大橋病院外科分科会」 

肺癌術後再発を疑うも縦隔鏡検査にて判明した乳癌縦隔リンパ節転移の 1 例 

〇佐々木 彩，長田 拓哉，岡本 康，斉田 芳久（東邦大学医療センター大橋病院外科） 

 

F. 大学院生研究発表（19：10－19：30） （発表：各 8 分，討論 2分） 

座長：亀田 秀人 教授（大橋膠原） 

13. アトピー性皮膚炎患者におけるパッチテスト陽性率の検討 

〇本村 緩奈（生体応答系皮膚科学），指導教授：石河 晃（皮膚科学講座（大森）） 

指定討論者：樋口 哲也 教授，村上 義孝 教授，荻野 晶弘 教授 

 
14. 足関節外側靱帯損傷に対する鏡視下 Broström 法と鏡視下 Broström-Gould 法の臨床成績の検討 

〇鮫島 雄仁（高次機能制御系整形外科学） 

指導教授：池上 博泰（東邦大学医療センター大橋病院） 

指定討論者：高橋 寛 教授，中川 晃一 教授，亀田 秀人 教授 
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6 月 17 日(木) 

 当番教室： 眼科学講座（大森） 

G. 研修医発表 (17：00-17：18) (発表：各 7 分，討論：各 2 分) 

座長：瓜田 純久 教授（大森総診） 

15. 緩徐進行 1型糖尿病に縦隔気腫を合併した 1例 

〇山田 真奈美（大森初期研修医），指導：佐藤 源記（糖尿病・代謝・内分泌センター） 

 
16. 胸鎖関節痛を呈しリウマチ性疾患との鑑別を要した感染性心内膜炎の一例 

○渡邉 芳（大森病院研修医），指導：山田 壯一(大森病院膠原病科） 

 

H. プロジェクト研究報告 （17：18-17：48） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：堀 裕一 教授（大森眼科） 

17. 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 

〇高木 誠二（医学部臨床支援室 大森病院眼科），齋藤 智彦（大森病院眼科），渡辺 研

人（大森病院眼科），石田 政弘（大橋病院眼科），竹内 忍（竹内眼科クリニック），堀祐

一（大森病院眼科） 

 

18. 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―第 2 報― 

○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） 

 

19. 抗 VEGF 受容体阻害薬により作製された未熟児網膜症(ROP)様眼底の血流測定 

〇富田 匡彦（眼科大森病院），加藤 桂子（眼科大森病院） 

 

I. 大学院生研究発表（17：48－18：08） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：堀 裕一 教授（大森眼科） 

20. 超音波ガイド下脊柱起立筋膜面ブロック(Erector spinae plane block: ESPB)施行時のエピネ

フリン添加の有無によるレボブピバカイン血中濃度の比較 

〇茂田 宏恵（高次機能制御系麻酔科学），指導教授：小竹 良文（大橋麻酔科） 

指定討論者：武田 吉正 教授，北村 享之 教授，船橋 公彦 教授 

 

21. ドライアイによる慢性的な角膜上皮障害における神経因性疼痛の解析 

○鄭 有人（高次機能制御系眼科学）指導教授：堀 裕一（大森病院眼科） 

指定討論者：石田 政弘 教授，藤岡 俊樹 教授，前野 貴俊 教授 

 

J. 大学院生研究発表（18：08－18：28） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：渡邉 学 教授（大橋外科） 

22. 自動多項目同時遺伝子検査システムを用いた急性胆道炎 108 例における胆汁内細菌の検討 

〇渡邉 隆太郎（代謝機能制御系臨床腫瘍学），指導教授：渡邉 学（大橋病院外科） 

指定討論者：石井 良和 教授，岡住 慎一 教授，前谷 容 教授 

 
23. ノイズパレイドリアテストを応用した高齢患者のせん妄予測の有用性の検討 

〇橋本 裕（高次機能制御系リハビリテーション医学） 

指導教授：海老原 覚（リハビリテーション科） 

指定討論者：狩野 修 教授，堀 裕一 教授，本多 満 教授 
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K. 大学院生研究発表（18：28－18：58） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：盛田 俊介 医学部長 

24. 双胎間輸血症候群における心血管障害と内分泌ホルモンの関連-胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー

凝固術例の検討- 

〇村井 裕香(生体応答系新生児学)，指導教授：與田 仁志（新生児学講座） 

指定討論者：松裏 裕行 教授，清水 教一 教授，金村 英秋 教授 

 
25. 潰瘍性大腸炎関連腫瘍における癌幹細胞の関与について 

〇中込 英理子（代謝機能制御系臨床腫瘍学），指導教授：五十嵐良典（消化器内科） 

指定討論者：高橋 啓 教授，船橋 公彦 教授，松岡 克善 教授 

 
26. 慢性房室ブロック（CAVB）モデルを用いた催不整脈リスク評価：包括的 in vitro 催不整脈アッ

セイ （CiPA）in silico モデルとの比較 

〇後藤 愛（代謝機能制御系薬理学），指導教授：杉山 篤（薬理学講座） 

指定討論者：内藤 篤彦 教授，赤羽 悟美 教授，池田 隆徳 教授 

 

L. 大学院生研究発表（18：58－19：08） （発表：8 分，討論：2 分） 

座長：根本 隆洋 教授（大森精神） 

27. 質量分析を用いたマウス脳内におけるモノアミン酸化酵素 Bの基質の解析 

〇小畑 洋平（社会環境医療系精神神経医学） 

指導教授：桂川 修一（佐倉病院メンタルヘルスクリニック） 

指定討論者：杉山 篤 教授，船戸 弘正 教授，狩野 修 教授 

 

M. 医学研究科推進研究報告（19：08－19：23） （発表 10 分，討論 5 分） 

座長：根本 隆洋 教授（大森精神） 

28. 酸化ストレス性細胞死抑制因子を指標とした筋萎縮性側索硬化症バイオマーカーの同定 

○狩野 修（大学院内科学講座（神経内科学）） 

 

N. 教授特別講演（19：23－19：43） 

座長：内藤 篤彦 教授（細胞生理） 

29.  

「ストロングスタチンの心血管病予防効果はすべて同じか？ 

－TOHO-LIP 研究の結果から―」 

 
東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野（大橋） 

諸井 雅男 教授 

 

O. 当番教室企画(19：43-20：58)  

座長：堀 裕一 教授（大森眼科） 

30. シンポジウム 

東邦大学における AI医療の可能性について 

〇基調講演（25 分） 
「 最近の医療 AI の動向に関する話題提供」 
間木 重行先生（生理学講座細胞生理学分野） 
 
〇講演（各 10 分） 
堀 正明先生（放射医学講座） 
「放射線画像のＡＩ」 
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栃木直文先生（病院病理学講座） 
「AI 技術を用いた糸状菌菌種推定の試み」 
 
小林秀行先生（泌尿器科学講座） 
「コーディング不要の医療ＡＩモデルのすすめ 

 ～物事をきっちりやりたければ人任せにするな～」 
 

丸山貴大先生（眼科学講座） 
「機械学習による眼血流年齢モデルの構築と検証」 
 
〇ディスカッション 

 
 
 

6 月 18 日(金) 

 当番教室： 整形外科学講座（大森） 

P. プロジェクト研究報告（17：00－17：50） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：高橋 寛 教授（大森整形） 

31. 間質性肺炎における常在細菌叢の関与機構 

〇山田 善登（膠原病学分野），西尾 純子（膠原病学分野），村岡 成(膠原病学分野) 

南木 敏宏((膠原病学分野) 

 
32. 肺炎及び虚血性心疾患における病院標準化再入院比の開発について 

〇大西 遼（社会医学講座公衆衛生学分野），藤田 茂（大森病院医療安全管理部） 

瀬戸 加奈子（社会医学講座公衆衛生学分野），畠山 洋輔（社会医学講座公衆衛生学分野） 

 
33. ABCG２阻害とインドキシル硫酸の排泄動態からみた新規尿酸降下薬の心血管病予防効果の解明 

○小池 秀樹（内科学講座循環器内科学分野），斎藤 彰信（腎臓学講座） 

 
34. MRSA 感染症に対するβ-ラクタム系抗菌薬の新しい活用法に関する検討 

○佐藤 高広（大森病院総合診療・救急医学講座），山口 哲央（微生物感染症学講座） 

 
35. 薬剤感受性検査標準化のためのカルバペネム耐性腸内細菌目細菌菌株セット構築に関する研究 

○青木 弘太郎（微生物・感染症学講座），辛島 遼（消化器内科） 

 

Q. 教授特別講演（17：50－18：10） 

座長：青木 秀之 講師（大森整形） 

36.  

「がん生殖医療」 

 
産科婦人科学講座（大森） 

片桐 由起子 教授 
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R. 研修医発表（18：10－18：28） （発表：各 7 分，討論：各 2 分） 

座長：窪田 綾子 講師（大森整形） 

37. ビタミン D欠乏症による低 Ca 血症によりテタニーをきたした子宮頸癌患者の一例 

〇伊藤 敬（研修医） 

指導者：佐々木 陽典（総合診療内科） 

 
38. 硬性気管支鏡下に切除した左主気管支腺様嚢胞癌の 1例 

〇溝口 敬基（大森病院初期研修医） 

指導者： 坂井 貴志（外科学講座呼吸器外科学分野） 

 

S. 大学院生研究発表（18：28－18：48） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：窪田 綾子 講師（大森整形） 

39. 食道癌における治療前血清 C Y F R A21−１の予後因子としての意義 

〇石岡 伸規（代謝機能制御系臨床腫瘍学） 

指導教授：島田 英昭（代謝機能制御系臨床腫瘍学講座（大森）） 

指定討論者：岡住 慎一 教授，伊豫田 明 教授，三上 哲夫 教授  

 
40. 側方注視による音像定位変化の年齢による影響を調べる研究 

〇三澤 建（高次機能制御系耳鼻咽喉科学） 

指導教授：鈴木 光也（東邦大学耳鼻咽喉科学講座（佐倉）） 

指定討論者：佐藤 二美 教授，和田 弘太 教授，堀 裕一 教授  

 

T. 大学院生研究発表（18：48－19：38） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：関口 昌之 准教授（大森整形） 

41. 小児がん経験者の晩期内分泌合併症に関する検討 

〇花川 純子（社会環境医療系衛生学） 

指導教授：西脇 祐司 教授（社会医学講座衛生学分野） 

指定討論者：村上 義孝 教授，長谷川 友紀 教授，弘世 貴久 教授  

 
42. 肝細胞癌細胞株における DPYD 遺伝子の低酸素模倣剤 DFO による転写制御機構の解明 

〇渡邉 剛（代謝機能制御系消化器内科学） 

指導教授：五十嵐 良典（東邦大学医療センター大森病院消化器内科） 

指定討論者：瓜田 純久 教授，島田 英昭 教授，前谷 容 教授  

 
43. 18F-FDG PET/MRI による肺癌患者の有用性評価 

〇橋本 亜希子（生体応答系放射線医学） 

指導教授：五味 達哉（東邦大学医療センタ－大橋病院放射線科） 

指定討論者：寺田 一志 教授，松瀬 厚人 教授，高橋 啓 教授  

 
44. Prognostic impact of CEA/CA19-9 at the time of recurrence in patients with gastric 

cancer 

〇森山 仁（代謝機能制御系臨床腫瘍学），指導教授：島田 英昭（臨床腫瘍学講座） 

指定討論者：岡住 慎一 教授，伊豫田 明 教授，三上 哲夫 教授  

 
45. 血液透析患者の疲労に関連する病気認知 

〇種本陽子（社会環境医療系心身医学），指導教授：端詰勝敬（心療内科） 

指定討論者：酒井 謙 教授，常喜信彦 教授，桂川修一 教授 
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■ 発表抄録に関するお願い 

1)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，分科会報告，医学研究科推進研

究報告の演者は，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)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)。 

2)教授特別講演の先生は，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

後を目安に本文 2，000words 前後にご講演内容をまとめてご提出ください(詳細執筆要項は編集事務局

よりお伝えします)。 

3)当番教室企画講演の先生は，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

週間後を目安に 3，200 字程度の総説形式講演要旨をご提出ください(詳細執筆要項は編集事務局よりお

伝えします)。 

※1)，3)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。 

※詳細は東邦医学会雑誌編集事務局までお問い合わせください(電話 03-3910-4311)。 

 

 5 号館地下臨床講堂 内線：3862  /  PHS：74178 (開催日のみ)  


