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第 159 回東邦医学会例会プログラム 
 

日 時：令和 4年 2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) 

※CPCのみ 医学部２号館Ｍ３階第１講義室 
 

当番教室： 16日 微生物・感染症学講座        舘田 一博 教授 

17日 内科学講座循環器内科学分野（大森） 池田 隆德 教授 

18日 内科学講座神経内科学分野（大森）  狩野 修 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。 

2 月 16 日(水) 

 当番教室： 微生物・感染症学講座 

【大森臨床講堂】 

開会の辞 ______________________________________________________________________________  

A. 研修医発表 (17：00-17：45) (発表：各 7 分，討論：各 2 分) 

座長：青柳哲史 准教授（微生物） 

1. 水痘罹患後に発症した Wallenberg 症候群の１例 

〇安島和斗存（大森初期研修医），指導：小松史哉（総合診療内科） 

 

2. 喉頭に偽腫瘍を形成した IgG4 関連疾患の一例 

〇島田顕央（大森病院研修医），指導：松島康二（大森病院耳鼻咽喉科） 

 

3. カンピロバクター腸炎に対する 抗菌薬加療の検討 

〇福永 仁（大森初期研修医），指導：小松史哉（総合診療内科） 

 

4. 原因不明の心窩部痛を経験した症例 

〇大矢紘輔（研修医），指導：山田篤史（総合診療内科） 

 

5. ペムブロリズマブが奏功をした胸腺癌の 1 例 

〇山口明日香（東邦大学医療センター大森病院研修医） 

指導：卜部尚久（東邦大学医療センター大森病院呼吸器内科） 

 

B. 大学院生研究発表 (17：45-18：15) (発表：各 8 分，討論：各 2 分) 

座長：石井良和 教授（微生物） 

6. High Plasma Levels of Soluble Talin-1 in Patients with Coronary Artery Disease 

〇青山真之（代謝機能制御系循環器内科学） 

指導教授：中村正人（内科学講座循環器内科学分野（大橋）） 

指定討論者：諸井雅男 教授，池田隆徳 教授，並木 温 教授 
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7. 細胞診検体を対象とした AI による肺癌の遺伝子変異予測モデルの構築 

〇石井脩平（生体応答系病理学） 

指導教授：三上哲夫（病理学講座） 

指定討論者：澁谷和俊 教授，内藤篤彦 教授，岸 一馬 教授 

 

8. blaNDM-16b搭載 IncX3 プラスミドの分子生物学的解析 

〇有吉 司（生体応答系微生物・感染制御学） 

指導教授：石井良和（微生物・感染症学講座） 

指定討論者：南木敏宏 教授，近藤元就 教授，内藤篤彦 教授 

 

C. 2020 年度プロジェクト研究報告 (18：15-18：25) (発表：8 分，討論：2 分) 

座長：五味達哉 教授（放射橋） 

9. 心臓 MRI を活用した成人先天性心疾患診療部門の開設 

〇片山雄三（循外），本田拓也（中央放射線部） 

 

D. 2020 年度プロジェクト研究報告 (18：25-18：35) (発表：8 分，討論：2 分) 

座長：與田仁志 教授（新生森） 

10. 一絨毛膜二羊膜双胎に対するマルチコントラスト MRI 解析 

〇日根幸太郎（新生児科），石嶺里枝（新生児科），緒方公平（新生児科），

鷹野真由実（産婦人科），神谷晃平（放射線科） 

 

E. 分科会報告 (18：35-18：50) (発表：10 分，討論：5 分) 

座長：山口哲央 講師（微生物） 

11. 「佐倉病院学術集会」プレセプシンの新たな産生機序解明 

〇清水直美（東邦大学医療センター佐倉病院血液内科），山口 崇， 

龍野一郎（東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病代謝・内分泌センター） 

 

F. 分科会報告 (18：50-19：05) (発表：10 分，討論：5 分) 

座長：川邉清一 講師（神内森） 

12. （佐倉内科分科会）転倒関連手術を引き起こす脳疾患 

○澤井 摂(佐倉病院内科学講座脳神経内科学分野，佐倉病院認知症ケアチ

ーム)，榊原隆次（佐倉病院内科学講座脳神経内科学分野,佐倉病院認知症

ケアチーム），飯村綾子（佐倉病院認知症ケアチーム），尾形 剛（佐倉病

院内科学講座脳神経内科学分野，佐倉病院認知症ケアチーム），寺山圭一

郎（佐倉病院認知症ケアチーム），桂川修一（佐倉病院精神神経医学講座，

佐倉病院認知症ケアチーム），長尾孝晃（佐倉病院脳神経外科学講座，佐

倉病院認知症ケアチーム），鈴木惠子（佐倉病院認知症ケアチーム），井澤

香織（佐倉病院認知症ケアチーム），中島希和（佐倉病院認知症ケアチー

ム），舘野冬樹（佐倉病院内科学講座脳神経内科学分野，佐倉病院認知症

ケアチーム），相羽陽介（佐倉病院内科学講座脳神経内科学分野，佐倉病

院認知症ケアチーム），根本匡章（佐倉病院脳神経外科学講座，佐倉病院

認知症ケアチーム），中川晃一（佐倉病院整形外科学講座） 

 

 

G. 当番教室企画 (19：05-20：05)  

座長：石井良和 教授（微生物） 

13.  
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シンポジウム 

「COVID-19 との対峙 ～私たちの経験からの考察～」 

微生物・感染症学講座 感染制御学分野／感染病態・治療学分野 

舘田 一博  教授 

 

 

 

 

【医学部 2 号館 M3 階 第１講義室】 

H. 大森病院ＣＰＣ （18：20－19：20） 

司会：竹林ちあき 先生（血液・腫瘍科） 

14. 濾胞性リンパ腫寛解中に出血傾向・意識障害を認めた症例 

（臨床）長瀬大輔（血液・腫瘍科），(病理) 三上哲夫 教授 

 

 

 

 

 

2 月 17 日(木) 

 当番教室： 内科学講座循環器内科学分野（大森） 

I. 大学院生研究発表 (17：00 - 17：30) (発表：各 8 分，討論：各 2 分) 

座長：村上義孝 教授（統計） 

15. 職域の健康診断データを用いた腎機能と聴力低下との関連 

〇三宅広志（社会環境医療系衛生学） 

指導教授：西脇祐司（社会医学講座衛生学分野） 

指定討論者：村上義孝 教授，澁谷和俊 教授，鈴木光也 教授 

 

16. 小学生の体力テスト結果と関連する体格・生活因子の検討 

〇吉川 綾（社会環境医療系衛生学） 

指導：西脇祐司（社会医学講座衛生学分野） 

指定討論者：村上義孝 教授，高橋 寛 教授，弘世貴久 教授 

 

17. Characteristics of the Learning Curve for Caesarean Section: A Retrospective Study 
〇力武崇之（社会環境医療系医療政策経営科学） 

指導：長谷川友紀（社会医学講座医療政策経営科学分野） 

指定討論者：西脇祐司 教授，村上義孝 教授，澁谷和俊 教授 
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J. 大学院生研究発表 （17：30 - 17：40） （発表：8 分，討論：2 分） 

座長：狩野修 教授（大森神内） 

18. 健常者における味覚リハビリテーション法の研究 

〇大坪優太（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医学研究室） 

指定討論者：狩野 修 教授，堀 裕一 教授，和田弘太 教授 

 

K. 柴田洋子奨学助成金受賞講演（17：40 - 17：50） （講演：8 分，討論：2 分） 

座長：藤井毅郎 教授（大森心外） 

19. Assessment of the bleeding risk of anticoagulant treatment in non-severe frail octogenarians with 

atrial fibrillation. 

〇篠原正哉（内科学講座循環器内科学分野)，藤野紀之(東邦大学大学院医

学研究科)，八尾進太郎(内科学講座循環器内科学分野)，矢野健介(内科学

講座循環器内科学分野)，秋津克哉(内科学講座循環器内科学分野)，小池秀

樹(内科学講座循環器内科学分野)，木下利雄(内科学講座循環器内科学分

野)，湯澤ひとみ(内科学講座循環器内科学分野)，池田隆徳(東邦大学大学

院医学研究科) 

 

L. 2020 年度プロジェクト研究報告（17：50 - 18：10） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：藤井毅郎 教授（大森心外） 

20. 心房細動による左室駆出分画の保たれた心不全の重症度評価への 123I-BMIPP 心筋シンチ

グラフィの適用および予後予測法の開発 

〇篠原正哉(内科学講座循環器内科学分野)，橋本英伸(内科学講座循環器

内科学分野)，渡邉ひかる(放射線医学) 

 

21. 12 誘導心電図を用いたがん治療関連心機能障害(CTRCD)の早期検出 

〇木下利雄（東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野(佐倉)），名取

一彦（東邦大学医学部内科学講座血液腫瘍内科学分野），池田隆徳（東邦

大学医学部内科学講座循環器内科学分野(大森)） 

 

M. 2020 年度プロジェクト研究報告（18：10 - 18：20） （発表：8 分，討論：2 分） 

座長：伊豫田明 教授（大森呼外） 

22. 慢性炎症性肺疾患合併肺癌における microbiome の機能解析 

〇東 陽子(外科学講座呼吸器外科学分野 (大森)） 

 

N. 教授特別講演（18：20 - 18：40） 

座長：高橋寛 教授（大森整形） 

23.  

「上肢人工関節の現状と未来」 

整形外科学講座（大橋） 

池上 博泰  教授 
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O. 研修医発表（18：40 - 19：07） （発表：各 7 分，討論：各 2 分） 

座長：南木敏宏 教授（大森膠原） 

24. リウマチ性多発筋痛症との鑑別に難渋した関節リウマチの 1 例 

〇小澤遼久（研修医） 

指導：河越尚幸（東邦大学医療センター大橋病院糖尿病代謝内分泌センタ

ー） 

 

25. 身体表現性障害と診断されていた繰り返す腹痛の 1 例 

○吉岡慶太郎（東邦大学医療センター大森病院研修医） 

指導：小松史哉(東邦大学医療センター大森病院総合診療・急病センター

(内科)） 

 

26. 若年発症の結節性多発動脈炎の 1 例 

〇田中 崇（東邦大学医療センター大森病院 初期研修医) 

指導：佐々木陽典(東邦大学医療センター大森病院総合診療・急病センタ

ー内科) 

 

P. 分科会報告（19：07 - 19：22） （発表：10 分，討論：5 分） 

座長：木内俊介 講師（大森循内） 

27. 「心臓の会」不整脈治療の最前線 

〇藤野紀之（内科学講座循環器内科学分野（大森）） 

 

 

Q. 分科会報告（19：22 - 19：37） （発表：10 分，討論：5 分） 

座長：近藤康介 講師（大森脳外） 

28. 「東邦 Neuro IVR研究会」急性期脳梗塞における Arterial Spin Labeling の有用性 

〇上田啓太(脳神経外科），阿部光義，長尾考晃，桝田博之，根本匡章（脳

神経外科） 

 

R. 当番教室企画（19：37 - 20：37）  

座長：池田隆德 教授（大森循内） 

29.  

シンポジウム 

「大森病院内科学講座の研究・診療活動報告（研修医・学生向け）」 

消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿病内分泌代謝内科 

脳神経内科・腎臓内科・膠原病内科・血液腫瘍内科・総合診療科（内科） 
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2 月 18 日(金) 

 当番教室： 内科学講座神経内科学分野(大森) 

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

座長：松本邦愛 准教授（医政） 

30. 小学生による体格申告誤差と関連する要因：その性差について 

〇森 幸恵（社会環境医療系衛生学） 

指導教授：西脇祐司（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，清水教一 教授 

 

31. 医療ビッグデータを活用したがん患者のオピオイド使用実態調査 

〇高橋理智（社会環境医療系医療統計学） 

指導教授：村上義孝（社会医学講座医療統計学分野） 

指定討論者：島田英昭 教授，中村陽一 教授，西脇祐司 教授 

 

 

T. 大学院生研究発表 （17：20 - 17：30） （発表：8 分，討論：2 分） 

座長：松田尚久 教授（大森消内） 

32. Prognostic significance of preoperative low serum creatine kinase levels in gastric cancer  

血清 creatine kinase 低値の胃癌における予後因子としての意義の解析 

〇山﨑信人（代謝機能制御系臨床腫瘍学）， 

指導教授：島田英昭（外科学講座一般・消化器外科学分野，代謝機能制御

系臨床腫瘍学） 

指定討論者：岡住慎一 教授，松田尚久 教授，三上哲夫 教授 

 

 

U. 一般演題 （17：30 - 17：39） （発表：7 分，討論：2 分） 

座長：松田尚久 教授（大森消内） 

33. 診断と治療に難渋したステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の 1 歳男児例 

○橋本淳也（東邦大学医学部腎臓学講座），財津亜友子（東邦大学医学部

小児腎臓学講座），久保田舞，濱崎祐子，酒井 謙（東邦大学医学部腎臓学

講座） 

 

 

V. 研修医発表（17：39 - 17：57） （発表：各 7 分，討論：各 2 分） 

座長：平山剛久 講師（大森神内） 

34. 重症腎不全を合併した急性心不全患者の一例 

〇渡邉菜帆（東邦大学医療センター大森病院初期研修医）， 

指導：松本新吾（東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野） 

 

35. BPSD が顕著であったアルツハイマー病型認知症の一例 

〇岩﨑愛実（初期臨床研修医） 

指導：山口大樹，塩野良太（精神神経科） 
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W. 2020 年度プロジェクト研究報告 （17：57 - 18：27） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：中瀨古寛子 准教授（薬理） 

36. induced microglia-like cell を用いた筋萎縮性側索硬化症の早期診断バイオマーカーの確立 

〇渋川茉莉（内科学講座神経内科） 

 

37. COVID-19 IgG index と重症度の相関について 

〇柏木克仁（東邦大学医療センター大森病院総合診療・急病センター（感

染症）），吉澤定子(東邦大学医学部微生物・感染症学講座)，前田 正(東邦

大学医療センター大森病院総合診療・急病センター(感染症))，佐藤高広

(東邦大学医療センター大森病院総合診療・急病センター(感染症)，東邦大

学医学部微生物・感染症学講座)，青木弘太郎(東邦大学医学部微生物・感

染症学講座)，石井良和(東邦大学医学部微生物・感染症学講座)，舘田一博

(東邦大学医学部微生物・感染症学講座) 

 

38. Hydroxychloroquine（HCQ）により誘発される致死性心室不整脈 torsade de pointes（TdP）

の発生機序の検討 

〇布井啓雄(東邦大学医学部薬理学講座，東邦大学医学部外科学講座心臓

血管外科学分野)，神林隆一（東邦大学医学部薬理学講座） 

 

 

X. 令和 2 年度（2020 年度）医学研究科推進研究報告 （18：27 - 18：42） （発表：10 分，討論：5 分） 

座長：中野裕康 教授（生化学） 

39. 膠原病に合併する間質性肺炎の病態解明と新規治療開発 

○南木敏宏（内科学講座膠原病学分野），水谷 聡(内科学講座膠原病学分

野)，西尾純子(免疫疾患病態制御学講座，内科学講座膠原病学分野)，本村

香織(内科学講座膠原病学分野)，山田善登(内科学講座膠原病学分野)，増

岡正太郎(内科学講座膠原病学分野)，山田壯一(内科学講座膠原病学分野)，

村岡 成(内科学講座膠原病学分野)，三上哲夫（病理学講座） 

 

 

Y. 教授特別講演（18：42 - 19：02）  

座長：太田康 准教授（佐倉耳鼻） 

40.  

「Type2 炎症性疾患としての好酸球性副鼻腔炎マネジメント」 

耳鼻咽喉科学講座（大橋） 

吉川 衛  教授 
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Z. 大学院生研究発表 （19：02 - 19：32） （発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

座長：高橋寛 教授（大森整形） 

41. 当院での MRSA 菌血症の臨床像、遺伝子の解析 

〇佐藤高広（代謝機能制御系総合診療・救急医学） 

指導教授：瓜田純久（総合診療・救急医学講座） 

指定討論者：澁谷和俊 教授，松瀬厚人 教授，高橋 寛 教授 

 

42. 人工膝関節置換術後の冠状面下肢アライメント及び関節面傾斜と臨床成績との関連 

〇山田 学（高次機能制御系整形外科学）， 

指導教授：中川晃一（整形外科学講座（佐倉）） 

指定討論者：高橋 寛 教授，南木敏宏 教授，武者芳朗 教授 

 

43. 精神疾患発症のピークの年齢層である中学生を対象にしたメンタルヘルスリテラシー教育

プログラムの効果 

〇森 良一（社会環境医療系精神神経医学） 

指導教授：根本隆洋（精神神経医学講座（大森）） 

指定討論者：桂川修一 教授，端詰勝敬 教授，西脇祐司 教授 

 

 

AA. 当番教室企画 （19：32－20：32） 

座長：狩野修 教授（大森神内） 

44.  

特別講演 

「産業と共創した医療現場の生産性の向上と 

ワーキングイノベーション：カギはデザイン思考」 

 

東北大学病院特任教授／東邦大学客員教授 

中川 敦寛  先生 

 

開会の辞 ______________________________________________________________________________  

 

■ 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，柴田洋子奨学助成金・柳瀬武司奨学基金受賞講演の演者は，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：74176 (開催日のみ)  


