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第 72 回東邦医学会総会 

プ ロ グ ラ ム 
 
 

平成 30年 11月 14日(水)  17時～20時 53分 
平成 30年 11月 15日(木)  17時～20時 45分 
平成 30年 11月 16日(金)  17時～20時 51分 

 

会   場： 東邦大学医学部大森臨床講堂（5号館 B1F） 

当番教室：  

14 日 眼科学講座   堀  裕一 教授 

                  15 日 耳鼻咽喉科講座  和田 弘太 教授 

16 日 薬理学講座   杉山  篤 教授 

 

 

 

<主なプログラム> 

 

14日 当番教室企画：シンポジウム   

<企画担当> 眼科学講座, 耳鼻咽喉科講座, 薬理学講座 

座長：杉山 篤 教授（薬理） 

感覚器領域における薬物治療 
                     小松 哲也（大森眼科), 井田 裕太郎（大森耳鼻）， 

安東 賢太郎(千葉科学大) 

15日 教授特別講演 1                                 

座長：和田弘太 教授（大森耳鼻） 

   教育研究に基づいた能動的学習の展開 
          廣井 直樹 教授（医教セ） 

16日 教授特別講演 2 
座長：榊原 隆次 教授（佐倉脳内） 

高齢者嚥下障害の機序と治療戦略 
                               海老原 覚 教授（大森リハ） 

 

16日 平成 30年度東邦医学会賞 授賞式および記念講演 
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第 72 回 東邦医学会総会 
 
 

平成 30年 11月 14日(水)  17時～20時 45分 

平成 30年 11月 15日(木)  17時～20時 53分 

平成 30年 11月 16日(金)  17時～20時 51分 

 

会 場： 東邦大学医学部大森臨床講堂（5号館 B1F） 

当番教室： 14 日 眼科学講座     堀  裕一 教授 

                      15 日 耳鼻咽喉科講座     和田 弘太 教授 

16日 薬理学講座                杉山  篤 教授 

 

11月 14日(水) 

 

開会の辞 _________________________________________________ 眼科学講座 堀 裕一 教授 

当番教室： 眼科学講座 

 

A. 大学院生研究発表 1 (17:00-17:30)             (発表：各 8分，討論:各 2分）                 

座長：石井 良和 教授 （微生感染）  

1. モルモット爪白癬モデルの作製およびその病理評価 

〇長谷川 奈海(病院病理学), 指導教授：澁谷 和俊（病理） 

審査員：石河 晃 教授，石井 良和 教授，樋口 哲也 教授 

2. Shewanella 属菌が染色体性に保有するβ‐ラクタマーゼ遺伝子とカルバペネマーゼ遺伝子の遺

伝的関連性に関与する研究 

〇大濵 侑季（微生物・感染制御学), 指導教授：石井 良和（微生感染） 

審査員：中野 裕康 教授，南木 敏宏 教授，三上 哲夫 教授 

3. Novel multiple tyrosine kinase inhibitor TAS-115 attenuates bleomycin-induced lung 

fibrosis in mice 

                〇小山 壱也（呼吸器内科学), 指導教授：本間 栄（大森呼内） 

審査員：杉山 篤 教授，盛田 俊介 教授，赤坂 喜清 教授 

 

B. 大学院生研究発表 2 (17:30-18:00)            (発表：各 8分，討論:各 2分） 

座長：瓜田 純久 教授（大森総診） 

4. カルバペネム耐性腸内細菌科細菌が保有する blaKPC搭載プラスミドゲノムの解析 

〇杉田 香代子（微生物・感染制御学），指導教授：石井 良和（微生感染） 

審査員：赤羽 悟美 教授，中野 裕康 教授，武城 英明 教授 

5. 安全性薬理評価モデルとしての microminipigの特徴づけ：fluvoxamineにより誘発される有害

作用の分析 

   〇谷川 洋一（薬理学），指導教授：杉山 篤（薬理） 

審査員:赤羽 悟美 教授，澁谷 和俊 教授，水野 雅文 教授 

6. 敗血症性心筋症に対する IABPの効果 

〇豊田 幸樹年（総合診療・救急医学），指導教授：瓜田 純久（大森総診） 

審査員:池田 隆德 教授，落合 亮一 教授，盛田 俊介 教授 
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C. 大森病院 CPC  Clinico-pathological conference（CPC）（18:00-19:00）                                

司会：名取 一彦 先生（大森血液）  

7. 急速に右心不全が進行した COPDの一例 

臨床：本橋 巧（研修医), 病理：定本 聡太（病理） 

-------当番教室企画：シンポジウム  (19:00-19:45) ------- 
 

<企画担当> 眼科学講座, 耳鼻咽喉科講座, 薬理学講座 

座長：杉山 篤 教授（薬理） 

感覚器領域における薬物治療 

  ○小松 哲也（大森眼科), ○井田 裕太郎（大森耳鼻）， 

○安東 賢太郎(千葉科学大)  

     

D. 平成 29 年度プロジェクト研究報告 1 （19:45-19:55）     (発表：8 分, 討論:2 分) 

座長：松本 直 先生（大森眼科） 

8. 多学部と単学部では、臨床倫理討論を通した学びにどのような差があるか 

○岸 太一（医教セ） 

 

E. 研修医発表（大森病院初期研修医）１ （19:55-20:13）   (発表：各７分, 討論：各 2分) 

座長：松本 直 先生（大森眼科） 

9. 一絨毛膜二羊膜双胎で一児破水後に胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術を施行した一例 

○内堀 超, 指導：長崎 澄人（大森産婦） 

10. 膣悪性腫瘍を疑った 2例 

○佐藤 洋一郎, 指導：谷口 智子（大森産婦） 

 

F. 大学院生研究発表 3 (20:13-20:33)            (発表：各 8分，討論:各 2分）                       

座長：盛田 俊介 教授（大森臨検） 

11. 酸素雰囲気中での真空紫外光照射によって表面改質したポリエーテルエーテルケトン基板およ

び平織メッシュ袋の作製と評価 

○吉澤 秀（整形外科学），指導教授：武者 芳朗（大橋整形） 

審査員: 土谷 一晃 教授，中川 晃一 教授，大西 清 教授 

12. Impact of Electrophysiological and Pharmacological Non-inducibility Following Pulmonary 

Vein Isolation in Patients with Paroxysmal and Persistent Atrial Fibrillation 

○大塚 崇之（循環器内科学），指導教授：池田 隆德（大森循内） 

審査員: 中村 正人 教授，諸井 雅男 教授，杉山 篤 教授 

 

G. 大学院生研究発表 4 (20:33-20:53)            (発表：各 8分，討論:各 2分）                                          

座長：松裏 裕行 教授（大森小児） 

13. ４DCTを用いた左室の捻れ機能の評価 

○和田 遼（循環器内科学），指導教授：池田 隆德（大森循内） 

審査員: 諸井 雅男 教授，中村 正人 教授，渡邉 善則 教授 

14. 安定狭心症患者における血小板凝集能に関する検討 

○浅田 俊樹（循環器内科学），指導教授：池田 隆德（大森循内） 

審査員: 中村 正人 教授，渡邉 善則 教授，杉山 篤 教授 
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11月 15日(木) 

当番教室： 耳鼻咽喉科講座 

 

H. 大学院生研究発表 5 (17:00-17:40)            (発表：各 8分，討論:各 2分） 

     座長：本間 栄 教授（大森呼内） 

15. Mycobacterium aviumのヘテロ耐性の検討 

○伊藤 愛（呼吸器内科学），指導教授：本間 栄（大森呼内） 

審査員: 松瀬 厚人 教授，澁谷 和俊 教授，海老原 覚 教授 

※この発表は平成 28 年度プロジェクト研究報告を兼ねる 

16. 実験的自己免疫性神経炎に対するαトコフェロール投与の有用性 

○木原 英雄（神経内科学），指導教授：藤岡 俊樹（大橋神内） 

審査員: 岩淵 聡 教授，高橋 啓 教授，岩崎 泰雄 教授 

17. RET融合遺伝子変異陽性肺癌に対するソラフェニブの前向き臨床試験 

○堀池 篤（臨床腫瘍学），指導教授：本間 栄（大森呼内） 

審査員: 伊豫田 明 教授，松瀬 厚人 教授，海老原 覚 教授 

18. 日本における消化器外科術後感染症の現状 ~JPICS’15から~ 

○新妻 徹（消化器外科学），指導教授：草地 信也（大橋外科） 

審査員: 舘田 一博 教授，船橋 公彦 教授，岡住 慎一 教授 

 

I. 研修医発表（大森病院初期研修医）2 （17:40-18:07）   (発表：各７分, 討論：各 2分) 

座長：原田 雅史 先生（大森脳外） 

19. 意識障害で搬送され，ALSの診断に至った一例 

○恩田 直輝, 指導：野口 晃司（大森救命） 

20. 不明熱精査行い急性巣状細菌性腎炎（AFBN）を疑った１例 

○古賀 麻祐子, 指導：竹本 育聖（大森総診） 

21. 悪性関節リウマチに脳梁膨大部病変を有する脳炎を合併した一例 

○古川 果林, 指導：川添 麻衣（大森膠原） 

 

J. 分科会報告 1 (18:07-18:22)                                  (発表：10分, 討論：5分) 

座長：原田 雅史 先生（大森脳外） 

22. LSAへの配慮を疎かにしてしまった short M1動脈瘤の 1例 

     ○栄山 雄紀, 原田 雅史，寺園 明，長尾 考晃，根本 匡章，長尾 建樹(佐倉脳外) 

 

K. 教授特別講演 1 (18：22-18:42)                                 

座長：和田弘太 教授（大森耳鼻） 

 

23. 教育研究に基づいた能動的学習の展開 

          ○廣井 直樹 教授（医教セ） 

 

L. 平成 29年度プロジェクト研究報告 2 （18:42-19:02）    (発表：各 8分, 討論:各 2分) 

座長：和田 弘太 教授（大森耳鼻） 

24. 病理解剖例を対象とし，in situ hybridization法を用いた酵母血流感染症の発生動向調査 

○定本 聡太（大森病理), 澁谷 和俊（大森病理） 

25. 空間記憶および情動記憶の成立基盤としての subiculum（海馬台）の神経解剖学的解析 

○石原 義久（生体構造), 星 秀夫（生体構造) 
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M. 研修医発表（大森病院初期研修医）3 （19:02-19:29）   (発表：各７分, 討論：各 2分) 

座長：財 裕明 先生（大森総診） 

26. 三叉神経痛を疑われたフォークト・小柳・原田病の 1例 

〇土井 彩花, 指導：内匠 哲郎（大橋眼科） 

27. 腹部症状を主訴に来院し、腸間膜脂肪識炎が疑われた一例 

〇神山 和久, 指導：貴島 祥（大森総診） 

 

28. 肺癌転移巣に対し放射線治療後、Nivolumab投与中にすりガラス病変が出現した 1例 

〇大久保 直人, 指導：澤田 哲郎（大森呼内） 

 

N. 大学院生研究発表 6 (19:29-20:09)            (発表：各 8分，討論:各 2分） 

     座長：南木 敏宏 教授（大森膠原病） 

29. 両側肺静脈隔離術直後の持続性心房細動に対する心内電気的除細動と再発との関係 

〇八尾 進太郎（循環器内科学），指導教授：池田 隆德（大森循内） 

審査員: 渡邉 善則 教授，中村 正人 教授，諸井 雅男 教授 

30. 癌を有する非弁膜症性心房細動患者における出血および脳梗塞発症のリスク 

〇秋津 克哉（循環器内科学），指導教授：池田 隆德（大森循内） 

審査員: 中村 正人 教授，諸井 雅男 教授，渡邉 善則 教授 

31. 膠原病に伴う間質性肺炎の病態と治療方法の解明について 

〇山田 壯一（膠原病内科学），指導教授：南木 敏宏（大森膠原） 

審査員: 本間 栄 教授，亀田 秀人 教授，近藤 元就 教授 

※この発表は平成 29 年度プロジェクト研究報告を兼ねる 

32. 鼻腔機能と CPAPコンプライアンス 

〇井上 彰子（耳鼻咽喉科学），指導教授：和田 弘太（大森耳鼻） 

審査員: 吉川 衛 教授，澁谷 和俊 教授，堀 裕一 教授 

 

O. 一般演題  (20:09-20:45)                             (発表： 各 7分, 討論 ：各 2分) 

     座長：松島 康二 先生（大森耳鼻） 

33.  Perospironeおよび blonanserin投与後に TdPを発症した LQT3型症例における不整脈発生機

序の実験的検討 

      〇神林 隆一，長澤（萩原）美帆子，後藤 愛，千葉 浩輝，近藤 嘉紀， 

        谷川 洋一，篠崎 誠，中瀬古（泉）寛子，内藤 篤彦，杉山 篤 （薬理） 

34. 脊髄小脳変性症における前頭葉機能障害と運動障害の関連について 

 〇舘野 冬樹，相羽 陽介，岸 雅彦，榊原 隆次（佐倉内科） 

35. 系統解剖学実習への正常画像解剖教育導入の試み 

 〇川島 友和，星 秀夫，石原 義久，高柳 雅朗，佐藤 二美（生体構造） 

36. ビデオ講義視聴（Video Lecture Delivery: VLD）システムの利用状況に関する調査報告 

 〇小林 正明（細胞生理），岸 太一，中村 陽一，中田 亜希子， 

土井 範子，佐藤 二美，廣井 直樹（医教セ） 
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11月 16日(金) 

当番教室： 薬理学講座 

 

P. 研修医発表（大森病院初期研修医）4 （17:00-17:36）   (発表：各７分, 討論：各 2分) 

座長：内藤 篤彦 先生（薬理） 

37. 腎提供後約 30年間で透析導入となった 1例 

〇石井 侃，指導：澁谷 正樹（大森腎セ） 

38. タンポン使用を契機に発症した toxic shock syndromeの一例 

〇木村 ゆりあ，指導：岸上 大輝（大森循内），佐藤 高広，前田 正（大森総診） 

39. 根治的胸膜切除/剥皮術（P/D）を施行した二相型悪性胸膜中皮腫の 1例 

〇坪井 栄佑，指導：大塚 創（大森呼外） 

40. 若年発症で発症した ST 上昇型急性下壁心筋梗塞に対して迅速な経皮的冠動脈形成術を施行し

た一例 

〇長谷川 稜，指導：小林 範弘（横浜市東部病院循環器） 

 

Q. 教授特別講演 2 (17：36-17:56)                                  

座長：榊原 隆次 教授（佐倉脳内） 

 

41. 高齢者嚥下障害の機序と治療戦略 

          〇海老原 覚 教授（大森リハ） 

 

R. 平成 29年度医学研究科推進研究報告  （17:56-18:11）  (発表:各 10分, 討論：各 5分)                                  

座長：榊原 隆次 教授（佐倉脳内） 

42. 摂食嚥下リハビリテーションでの嚥下調整食新評価機器の開発 

          ○海老原 覚（大森リハ） 

 

S. 分科会報告 2 (18:11-18:26)                                  (発表：10分, 討論：5分) 

座長：海老原 覚 教授（大森リハ） 

43. レヴィー小体型便秘 

          ○榊原 隆次, 松岡 克善（佐倉消内） 

 

T. 平成 29年度プロジェクト研究報告 3 （18:26-19:06）    (発表：各 8分, 討論:各 2分) 

座長：中瀬古（泉）寛子 先生（薬理） 

44. 関節リウマチにおけるレジスチンの関与の解明 

○村岡 成, 佐藤 洋志（大森膠原） 

45. 関節リウマチ滑膜組織における Epstein-Barr ウイルス遺伝子発現および遺伝子変異について

の研究 

○増岡 正太郎, 楠 夏子（大森膠原） 

46. 非小細胞肺癌における HER2遺伝子変異の検討 

○小林 紘, 磯部 和順（大森呼内） 

47. アルツハイマー病治療薬による致死性不整脈の発生機序の解明および回避戦略の検討 

○長澤(萩原)美帆子, 本田 淳（薬理） 
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U. 大学院生研究発表 7 (19:06-19:46)            (発表：各 8分，討論:各 2分） 

     座長：並木 温 教授（医教セ） 

48. 肩関節周囲炎における低酸素状態の評価および血管内治療後におけるその変化についての検討 

○眞宅 崇徳（整形外科学），指導教授：池上 博泰（大橋整形） 

審査員: 五味 達哉 教授，亀田 秀人 教授，武者 芳朗 教授 

49. ホルモンレセプター陽性乳がん患者に対する生殖補助医療におけるホルモン補充許容投与量の

検討 

○伊藤 歩（産科・婦人科学），指導教授：片桐 由起子（大森産婦） 

審査員: 森田 峰人 教授，永尾 光一 教授，島田 英昭 教授 

50. CT workstationに付属する汎用アプリケーションを用いた仮想気管支鏡の有用性の検討 

○三好 嗣臣（呼吸器内科学），指導教授：本間 栄（大森呼内） 

審査員: 海老原 覚 教授，草地 信也 教授，松瀬 厚人 教授 

51. 統合失調症患者における社会機能と日常生活技能との乖離に関与する性格特性について 

○内野 敬（精神神経医学），指導教授：水野 雅文（大森神経） 

審査員: 桂川 修一 教授，村上 義孝 教授，端詰 勝敬 教授 

 

V. 大学院生研究発表 8 (19:46-20:26)            (発表：各 8分，討論:各 2分） 

     座長：杉山 篤 教授（薬理） 

52. 精神病発症危険状態（ARMS）における血清中低分子濃度の解析 

○田形 弘実（精神神経医学），指導教授：水野 雅文（大森神経） 

審査員: 桂川 修一 教授，杉山 篤 授，西脇 祐司 教授 

53. 2Dトラッキング法による Auto FSを用いた胎児心収縮能の検討 

○長崎 澄人（産科・婦人科学），指導教授：中田 雅彦（大森産婦） 

審査員: 與田 仁志 教授，松裏 裕行 教授，池田 隆德 教授 

54. 胎児中大脳動脈/臍帯動脈の拍動係数比による胎児胎盤機能の評価 

○上山 怜（産科・婦人科学），指導教授：中田 雅彦（大森産婦） 

審査員: 木下 俊彦 教授，與田 仁志 教授，松裏 裕行 教授 

55.未定 

○田中 裕美（微生物・感染制御学），指導教授：舘田 一博（微生感染） 

審査員: 杉山 篤 教授，瓜田 純久 教授，草地 信也 教授 

※この発表は平成 29 年度プロジェクト研究報告を兼ねる 

W. 平成 30年度 東邦医学会賞 （20:26-21:01）                                 

  審査経過報告:島田 英昭  教授 （運営委員長・選考委員長）  

 

受賞記念講演 

 座長：島田 英昭 教授(大森消外） 

Prognostic Value of 123I-BMIPP SPECT in Patients with Nonischemic Heart Failure with 

Preserved Ejection Fraction. 

〇橋本 英伸（大森循内） 

授賞式 

 

 

閉会の辞                      東邦大学医学会 会長  渡邉 善則 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，例会・総会当日より 4週間後に本文 2,000words前後（詳細執筆要項参照）に

ご講演内容をまとめてご提出ください。 

3) CPC 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 週間後に抄録

をご提出ください。 

4) 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 週間後に 3,200 字程度の総説形式講演要旨をご提出ください。 

 

※1）,3）,4）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。 

※詳細は事務局までお問い合わせください（内線 2465）。 

         5 号館地下臨床講堂 内線：3862   /  PHS：79120（開催日のみ）              

 

■ 次回・次々回 開催予定 

第 153 回東邦医学会例会 

期  日：平成 31 年 2 月 13 日（水），14 日（木），15 日（金)  各日 17：00～20：30（予定） 

会  場：5 号館地下臨床講堂（3 日とも）（予定） 

当番教室：統合生理，大森消内，精神神経 

 

第 154 回東邦医学会例会 

期  日：平成 31 年 6 月 19 日（水），20 日（木），21 日（金)  各日 17：00～20：30（予定） 

会  場：5 号館地下臨床講堂（3 日とも）（予定） 

当番教室：社会医学医政経営，大森皮膚，大森小児 


