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第 74回東邦医学会総会プログラム 
 

日 時：  令和 2年 11月 11日(水) 17時～19時 54分 

令和 2年 11月 12日(木) 17時～20時 29分 

令和 2年 11月 13日(金) 17時～19時 54分 

会 場：  東邦大学医学部 大森臨床講堂(5号館 B1階) 

※CPCのみ 第一講義室（医学部 2号館 M3階） 

当番教室：  11日 外科学講座心臓血管外科学分野(大森) 藤井 毅郎 教授 

 12日 解剖学講座微細形態学分野 船戸 弘正 教授 

 13日 脳神経外科学講座（大森） 周郷 延雄 教授 

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

11月 11日(水) 
当番教室： 外科学講座心臓血管外科学分野(大森) 

 

開会の辞 _____________________________________________________ 運営委員長 島田 英昭 教授 

A. 研修医発表 (17：00-17：09) (発表：7分，討論:2分) 

座長：渡邉 学 教授（大橋消外) 

1. 診断に難渋した膿瘍形成性虫垂炎の一例 

〇峰岸 靖人，指導：前田 正（総合診療急病センター内科・感染症） 

 

B. プロジェクト研究報告 (17：09-17：29) (発表：各 8分，討論:各 2分) 

座長：渡邉 学 教授（大橋消外) 

2. 腫瘍関連抗原を発現する細胞外小胞を用いた固形癌マススクリーニング系の開発 

〇須磨崎 真（臨床腫瘍学講座） 

3. リン酸化酵素 SIK3が睡眠を制御する脳領域および神経細胞種の同定 

○古部 瑛莉子（微細），石原 義久（生体） 

 

C. 分科会報告 (17：29-17：44) (発表：10分，討論:5分) 

座長：岸 一馬 教授（大森呼内） 

4. （心臓の会）心臓の会 150回の歴史 

〇木内 俊介（循環器内科），池田 隆徳、渡邉 善則 

 

D. 大学院生研究発表 (17：44-18：14) (発表：各 8分，討論:各 2分) 

座長：髙月 晋一 准教授（大森小児） 

5. 胎児 MRIによる出生後の機能的肺低形成についての検討 

〇佐久間 淳也（産科・婦人科学），指導教授：中田 雅彦（大森産婦） 

指定討論者：與田 仁志 教授，堀 正明 教授，田中 京子 教授 
 

6. 妊娠期間中の PM2.5曝露と胎盤重量との関連 

〇武田 悠希（衛生学），指導教授：西脇 祐司（衛生） 

指定討論者：村上 義孝 教授，中田 雅彦 教授，澁谷 和俊 教授 
 

7. Dual-gate Doppler法を用いた正常新生児の出生後の心機能の経時的変化についての検討 

〇森谷 菜央（新生児学），指導教授：與田 仁志（大森新生） 

指定討論者：松裏 裕行 教授，池田 隆徳 教授，清水 教一 教授 
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E. 教授特別講演 (18：14-18:34)  

座長：盛田 俊介 教授（大森臨検) 

8-A． 

iPS 細胞を用いた創薬研究 

生理学講座細胞生理学分野    内藤 篤彦 教授 

 

 

F. 大森病院 CPC （18：14-19：14） ※第一講義室（医学部 2号館 M3階）  

司会：緒方 秀昭 教授（乳腺・内分泌外科） 

8-B．頸部リンパ筋腫脹の鑑別 

臨床：須磨崎 真(乳腺・内分泌外科），病理：定本 聡太(大森病病) 

 

G. 当番教室企画 パネルディスカッション (18：34-19:54)  

企画担当：外科学講座心臓血管外科学分野 

座長：藤井 毅郎 教授(大森心外) 

9.  

The Work Shift 

―働き方改革や COVID-19 感染症における各診療科の現状と取り組みー 

（パネラー） 

心臓血管外科 原 真範 先生 

救命救急センター 一林 亮 先生 

脳神経外科 桝田 博之 先生 

整形外科 青木 秀之 先生 

産婦人科 早田 英二郎 先生 

消化器外科 前田 徹也 先生 
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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11月 12日(木) 

当番教室： 解剖学講座微細形態学分野 

H. 研修医発表 (17：00-17：27) (発表：各 7分，討論:各 2分) 

座長：黒岩 実 教授（大森小外） 

10. 視力低下を主訴に受診し原発性アルドステロン症の診断に至った 1例 

〇村上 来地，指導：竹本 育聖（大森総診） 
 

11. 葛西手術後に胆管炎を併発し再手術となった胆道閉鎖症の一例 

〇松村 智彦，指導：黒岩 実（大森小外） 
 

12. 有棘細胞癌術後 1年 8ヶ月目に多発骨転移を発症した一例 

○安達 千紗，指導：今井 俊輔，吉田 憲司（大森皮膚） 

 

I. 研修医発表 (17：27-17：45) (発表：各 7分，討論:各 2分) 

座長：佐々木 陽典 助教（大森総診) 

13. 難治性吃逆を主訴に受診した視神経脊髄炎の一例 

〇鈴木 琢途，指導：佐々木 陽典（大森総診） 

 

14. 尿路感染症を契機に高アンモニア血症をきたした一例 

〇柳川 靖人，指導：佐々木 陽典(大森総診) 
 

J. 大学院生研究発表 (17：45-17：55) (発表：8分，討論:2分) 

座長：佐々木 陽典 助教（大森総診) 

15. 麻酔導入前に異常高血圧を呈する患者における麻酔中の血行動態と術後合併症の関連性 

〇両角 幸平（麻酔科学），指導教授：小竹 良文（大橋麻酔） 

指定討論者：武田 吉正 教授，北村 享之 教授，酒井 謙 教授 
 

K. 一般演題 (17：55-18：04) （発表 7分，討論 2分） 

座長：榊原 隆次 教授(佐倉神内) 

16. M R Iで open ring signを呈した中枢神経系原発リンパ腫の一例 

◯阿部 光義，渡邉 陽，三海 正隆，中田 知恵，渕之上 裕，寺園 明，

安藤俊平，桝田博之，近藤康介，原田直幸，周郷延雄（大森脳

外） 

 

L. 分科会報告 (18：04-18：19) (発表：10分，討論：5分) 

座長：船戸 弘正 教授(微細) 

17. （佐倉神経精神セミナー）急性期総合病院でのせん妄/認知症の神経老年学的アプローチ 

〇榊原 隆次，飯村 綾子，尾形 剛，寺山 圭一郎，土井 啓員，舘野 冬樹，相羽 陽介（佐

倉病院 DST(認知症サポートチーム)脳神経内科），佐藤 めぐみ（医学部 M2医学研究原著コ

ース），桂川 修一，鈴木 惠子（佐倉病院 DST(認知症サポートチーム)メンタルヘルスクリ

ニック） 

 

M. 大学院生研究発表 (18：19-18：29) (発表：8分，討論:2分) 

座長：恒岡 洋右 講師（微細） 

18. 頚部固有背筋を支配する脊髄運動ニューロンの形態解析 

〇佐々木 一正（人体構造機能学），指導教授：佐藤 二美（生体） 

指定討論者：船戸 弘正 教授，高橋 寛 教授，狩野 修 教授 
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N. 当番教室企画：招聘講演 (18：29-19：14) (発表：40分，質疑応答：5分) 

企画担当：解剖学講座微細形態学分野 

座長：船戸 弘正 教授（微細） 

19.  

マウスの行動表現型解析をツールとした基礎・臨床医学研究との連携 

自治医科大学大学院医学研究科 発達生物心理学専攻科 髙瀨 堅吉 教授 

 

O. 大学院生研究発表 (19：14-19：24) (発表：8分，討論:2分) 

座長：弘世 貴久 教授（大森糖内） 

20. 異所性脂肪蓄積とインスリン抵抗性に対する SGLT2阻害薬と DPP4阻害薬の効果の比較検討 

〇蛭間 重典（糖尿病代謝内分泌学分），指導教授 弘世 貴久（大森糖内） 

指定討論者：瓜田 純久 教授，池田 隆徳 教授，堀 正明 教授 
 

 

P. 大学院生研究発表 (19：24-19：44) (発表：各 8分，討論:各 2分) 

座長：池田 隆徳 教授（大森循内） 

21. A Novel and Simple Scoring System for Assessing the Indication for Catheter Ablation 

in Patients with Atrial Fibrillation: The HEAL-AF Score 

〇大塚 崇之（循環器内科学），指導教授：池田 隆徳（大森循内） 

指定討論者：諸井 雅男 教授，藤井 毅郎 教授，杉山 篤 教授 
 

22. 冠攣縮性狭心症例における BMIPP心筋シンチグラフィと予後の関連 

〇石田秀一（循環器内科学），指導教授：池田 隆徳（大森循内） 

指定討論者：諸井 雅男 教授，堀 正明 教授，瓜田 純久 教授 

 

Q. プロジェクト研究報告 (19：44-19：54) (発表：8分，討論:2分) 

座長：池田 隆徳 教授（大森循内） 

23. 肺 Non-tuberculousis mycobacteria症の診断におけるブラシ擦過の有用性の検討 

◯卜部尚久（呼吸器内科学分野(大森) 

 

R. 教授特別講演 (19：54-20:14)  

座長：船戸 弘正 教授（微細） 

24.  

日本における副腎偶発腫 

内科学講座糖尿病代謝内分泌学分野（大橋）  上芝 元 教授 

 

S. 医学研究科推進研究報告 (20:14-20:29) (発表：10分，討論:5分) 

座長：船戸 弘正 教授（微細） 

25. 精液酸化還元能が生殖能および生殖医療の臨床成績におよぼす影響 

○天野 賢治（リプロダクションセンター），片桐 由起子，福田 雄介（大森産婦） 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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11月 13日(金) 

当番教室： 脳神経外科学講座（大森） 

T. 大学院生研究発表 (17：00-17：10) (発表：8分，討論:2分) 

座長：関口 昌之 准教授(大森整形) 

26. 上腕骨近位部骨折治療における tension band sutureに関する基礎研究 

〇石井 秀明（整形外科学），指導教授：池上 博泰（大橋整形) 

指定討論者：高橋 寛 教授，亀田 秀人 教授，中川 晃一 教授 
 

U. 大学院生研究発表 (17：10-17：40) (発表：各 8分，討論:各 2分) 

座長：藤井 毅郎 教授(大森心臓) 

27. Glasgow Prognostic Score(GPS)は PCI施行後の患者の予後予測因子となりうる。 

〇野池 亮太（循環器内科学），指導教授：池田 隆徳（大森循内） 

指定討論者：諸井 雅男 教授，藤井 毅郎 教授，渡邉 善則 教授 

 

28. 手指と足趾で同時測定した estimated Continuous Cardiac Indexの相関性の検討 

〇長谷川 誠（麻酔科学），指導教授：小竹 良文（大橋麻酔） 

指定討論者：武田 吉正 教授，北村 享之 教授，藤井 毅郎 教授 
 

29. APTT測定試薬 2試薬の試薬特性についての比較検討 

〇安井 優太郎（臨床検査医学)，指導教授：盛田 俊介（大森臨検） 

指定討論者：内藤 篤彦 教授，武城 英明 教授，島田 英昭 教授 

 

V. プロジェクト研究報告 (17：40-18：00) (発表：各 8分，討論:各 2分) 

座長：伊豫田 明 教授(大森呼外) 

30. 間質性肺炎急性増悪における血中脂質解析による新規バイオマーカーの探索的研究 

〇清水 宏繁，一色 琢磨，岡 真悠子，坂本 晋，岸 一馬（大森呼内) 

 

31. IL-7の皮膚バリアにおける機能の解析 〇伊勢まりい（免疫学） 

 

W. 大学院生研究発表（18：00-18：10) (発表：8分，討論：2分) 

座長：原田 直幸 講師（大森脳外） 

32. 白内障術後患者における眼表面温度変化と瞬目回数の関係について 

〇糸川 貴之（眼科学），指導教授：堀 裕一（大森眼科） 

指定討論者：海老原 覚 教授，村上 義孝 教授，石田 政弘 教授 

 

X. 研修医発表 (18：10-18：19) (発表：7分，討論：2分) 

座長：原田 直幸 講師（大森脳外） 

33. 頭痛と右上肢不随意運動を呈した抗 MOG抗体関連皮質性脳炎の 22歳女性例 

〇杉山 瑠菜，指導：川邉 清一（大森脳内） 
 

Y. プロジェクト研究 (18：19-18：29) (発表：8分，討論：2分) 

座長：原田 直幸 講師（大森脳外） 

34. レーザースペックルフローグラフィーを用いた頭蓋外・頭蓋内動脈吻合術における 

術中脳血流評価 

〇寺園 明（脳神経外科） 
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Z. 当番教室企画：招聘講演 (18：29-19：14) (発表：40分，質疑応答：5分) 

企画担当：脳神経外科学講座 

座長：周郷 延雄 教授（大森脳外） 

35.  

低侵襲治療としての神経内視鏡手術の役割 

済生会横浜市南部病院脳神経外科部長 青木美憲 先生 

 

 

AA. 令和２年度 東邦医学会賞 (19：14-19：54)  

審査結果報告：東邦大学医学会 運営委員長 島田 英昭 教授 

 

36. 受賞記念講演（19：14-19：29） 

座長：岩渕 聡 教授（大橋脳外） 

Genetic and Lineage Classification of Glioma-Initiating Cells Identifies a 

Clinically Relevant Glioblastoma Model. Cancers. 11(10): 1564,  2019. doi : 

10:3390/cansers11101564. 

脳神経外科学講座（大橋）齋藤 紀彦 

 

37. 受賞記念講演（19：29 – 19：44） 

座長：亀田 秀人 教授（大橋膠原） 

JunB plays a crucial role in development of regulatory T cells by promoting 

IL-2 signaling.Mucosal Immunol. 2019 Sep;12(5):1104-1117. 

内科学講座膠原病学分野(大橋）片桐 翔治 

授賞式  19：44 – 19：54 

 

閉会の辞 ______________________________________________ 東邦大学医学会 会長 渡邉 善則 教授 

 

 

■ 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)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 週間後を目安に

抄録をご提出ください(詳細執筆要項は編集事務局よりお伝えします)。 

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)，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：74154(開催日のみ)  


