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第 75回東邦医学会総会プログラム 
 

日 時：令和 3年 11月 10 日(水)～12 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 医学部第 2 実習室 
 

当番教室：10日 内科学講座消化器内科学分野(大森) 五十嵐 良典 教授 

11日 法医学講座 黒﨑 久仁彦 教授 

12日 産科婦人科学講座（大森） 中田 雅彦  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。 

11 月 10 日(水) 

 当番教室： 内科学講座消化器内科学分野(大森) 

【大森臨床講堂】 

開会の辞 ______________________________________________________________________________  

A. プロジェクト研究報告 (17：00-17：10) (発表：8分，討論：2分) 

座長：瓜田 純久 教授（大森総診） 

1. Elovl3抑制に伴う睡眠障害による肝脂肪蓄積とインスリン抵抗性改善の検討 

〇渕上 彩子，鴫山 文華(内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野) 

 

B. プロジェクト研究報告 (17：10-17：20) (発表：8分，討論：2分) 

座長：狩野 修 教授（大森神内） 

2. 手持ち型 Laser Speckle Flow Graphyを用いたベッドサイドにおける眼血流測定法の確立 

〇渡辺 研人，堀 裕一(眼科学講座) 

 

C. 柳瀬武司奨学基金受賞講演 (17：20-17：30) （発表：8分，討論：2分） 

座長：澁谷 和俊 教授（大森病病） 

3. 潰瘍性大腸炎関連腫瘍におけるエストロゲン受容体β発現について 

〇松野 高久(大森病院消化器内科)，三上 哲夫(医学部病理学)，林 宏行(横浜

市民病院病理診断科)，船橋 公彦(大森病院消化器外科)，岡住 慎一(佐倉病院

消化器外科)，蛭田 啓之(佐倉病院病院病理学)，澁谷 和俊(大森病院病院病理

学)，五十嵐 良典(大森病院消化器内科) 

 

D. 大学院生研究発表 (17：30-17：40) (発表：8分，討論：2分) 

座長：伊豫田 明 教授（大森呼外） 

4. 間質性肺炎合併肺癌における血清 Exosome中の microRNAの検討 

〇砂川 泉子(生体応答系呼吸器内科学) 

指導教授：岸 一馬(内科学講座呼吸器内科学分野(大森)） 

指定討論者：赤坂 喜清 教授，海老原 覚 教授，松瀬 厚人 教授 
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E. 大学院生研究発表 （17：40-17：50） （発表：8分，討論：2分） 

座長：池田 隆徳 教授（大森循内） 

5. 心臓超音波画像のフラクタル解析による定量的数理解析 

〇竹内 泰三(代謝機能制御系総合診療・救急医学) 

指導教授：瓜田 純久(大森病院総合診療・急病センター) 

指定討論者：池田 隆徳 教授，渡邉 善則 教授，岡住 慎一 教授 

 

F. 教授特別講演 （17：50－18：10） 

座長：松裏 裕行 教授（大森小児） 

6.  

「小児てんかんにおける QOL 関連因子」 

小児科学講座(佐倉) 金村 英秋 教授 

 

休憩 (18:10－19:10) 

 

G. 当番教室企画 （19：10－19：50） 

座長：五十嵐 良典 教授（大森消内） 

7.  

特別講演 

「日本における大腸癌スクリーニングの現状と問題点－大腸癌で死なないために」 

内科学講座消化器内科学分野(大森) 松田 尚久 教授 

 

 

 

 

 

 

【医学部第 2 実習室】 

H. 大森病院ＣＰＣ （18：00－19：00） 

司会：山口 和久 先生（消化器内科） 

8. 総胆管結石治療後に急速な転帰をたどった 1例 

(臨床)渡辺 浩二(消化器内科），(病理)黒瀬 泰子 
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11 月 11 日(木) 

 当番教室： 法医学講座 

I. 研修医発表 (17：00-17：36) (発表：各 7分，討論：各 2分) 

座長：山田 篤史 助教（大森総診） 

9. 息切れを主訴に受診し、悪性リンパ腫の診断に至った一例 

〇田中 真帆（研修医），指導：山田 篤史，竹本 育聖（総合診療内科） 

 

10. 日本紅斑熱と診断された 1例 

〇時田 望(研修医)，指導：前田 正(総合診療・急病センター 感染症科) 

 

11. フグの自己調理、摂取し、tetrodotoxin中毒に至った一例 

〇小堀 俊満（研修医），指導：山田 篤史（総合診療科） 

 

12. 左右注視方向性眼振を呈し Wernicke脳症の診断に至った 1例 

〇海老原 椿(大森初期研修医)，指導：竹本 育聖，山田 篤史(大森総合診療内科) 

 

J. 研修医発表 （17：36-18：12） （発表：各 7分，討論：各 2分） 

座長：海老原 覚 教授（大森リハ） 

13. 既往のない 46歳男性に生じた突発性痙攣の一例 

〇渡邉 健太郎 (大森初期研修医)，指導：山田 篤史，竹本 育聖(総合診療科) 

 

14. 診断に難渋した代謝性アシドーシスを認めた一例 

〇小野 拓真（研修医 2年目），指導：竹本 育聖，山田 篤史(総合診療内科) 

 

15. 左脚ブロックを伴う低左心機能に合併した洞不全症候群に対し、心臓再同期療法（CRT）を施行

した一例 

〇松井 貴裕（初期臨床研修医 2年），指導：秋津 克哉（大森 循環器内科） 

 

16. 眼窩先端症候群を生じた深在性真菌症の一例 

〇藤川 桃紀（大森初期研修医），指導：神山 和久（耳鼻咽喉科） 

 

K. 研修医発表（18：12－18：21） （発表：7分，討論：2分） 

座長：髙橋 啓 教授（大橋病病） 

17. 汎血球減少をきたし再生不良性貧血と診断された一例 

〇田原 紘樹（大森病院研修医），指導：河越 尚幸（大橋病院総合内科） 

 

L. 一般演題（18：21－18：30） （発表：7分，討論：2分） 

座長：髙橋 啓 教授（大橋病病） 

18. 腸管熱傷の一例 

〇関 駿介，小林 楓，内藤 大輔，射矢 れい，西宮 哲生，大内 祐香，木村 

道明，柴本 麻衣，岩下 裕明，古川 潔人，宮村 美幸，菊地 秀昌，山田 哲

弘，中村 健太郎，髙田 伸夫，松岡 克善（佐倉病院内科学講座消化器内科学

分野） 
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M. 大学院生研究発表（18：30－18：40） （発表：8分，討論：2分） 

座長：髙橋 啓 教授（大橋病病） 

19. Syk阻害薬の川崎病類似血管炎マウスモデルにおける血管炎抑制効果 

〇浅川 奈々絵（生体応答系病院病理学） 

指導教授：髙橋 啓（病院病理学講座（大橋）） 

指定討論者：澁谷 和俊 教授，三上 哲夫 教授，松裏 裕行 教授 

 

N. 分科会報告（18：40－18：55） （発表：10分，討論：5分） 

座長：髙橋 啓 教授（大橋病病） 

20. （佐倉神経精神セミナー）脳疾患と転倒関連手術 

〇榊原 隆次，飯村 綾子，尾形 剛，寺山 圭一郎，桂川 修一, 長尾 孝晃，鈴

木 惠子，井澤 香織，中島 希和，舘野 冬樹，相羽 陽介，根本 匡章（佐倉病

院認知症ケアチーム(脳神経内科他)），中川 晃一(佐倉病院整形外科) 
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11 月 12 日(金) 

 当番教室： 産科婦人科学講座(大森) 

O. 令和 3年度 東邦医学会賞 （17：00－17：45） 

審査結果報告：東邦大学医学会 運営委員長 島田 英昭 教授 

 

受賞記念講演(17:00-17:15) 

座長：熊代 尚記 准教授（大森糖内） 

 

Efficacy of dapagliflozin versus sitagliptin on cardiometabolic risk factors in 

Japanese patients with type 2 diabetes: a prospective, randomized study (DIVERSITY-

CVR). 

内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野 鴫山 文華 

 

受賞記念講演(17:15-17:30) 

座長：石河 晃 教授(大森皮膚) 

 

Pemphigus Vulgaris and Foliaceus IgG Autoantibodies Directly Block Heterophilic 

Transinteraction between Desmoglein and Desmocollin. 

皮膚科学講座 石井 健 

 

受賞式（17:30－17:45）：東邦大学医学会 会長 盛田 俊介 教授 

 

P. 研修医発表 （17：45－17：54） （発表：7分，討論：2分） 

座長：宮﨑 泰斗 講師（大森感染管理部） 

21. ：不明熱を主訴に来院され原因不明の脳幹脳炎を発症した１例 

〇玄 宇京(研修医),指導者：佐々木 陽典(大森病院総合診療内科) 

 

Q. プロジェクト研究報告 （17：54－18：04） （発表：8分，討論：2分） 

座長：髙井 雄二郎 准教授（大森呼内） 

22. 間質性肺炎における血中 Autotaxin濃度の解析 

〇清水 宏繁，一色 琢磨，坂本 晋，岸 一馬(内科学講座呼吸器内科学分野(大森)) 

 

R. 大学院生研究発表 （18：04－18：14） （発表：8分，討論：2分） 

座長：狩野 修 教授（大森神内） 

23. グリオーマ細胞における ephrin-A2の機能解析 

〇平井 希(高次機能制御系脳神経外科学) 

指導教授：岩渕 聡(大橋病院脳神経外科) 

指定討論者：髙橋 啓 教授，藤岡 俊樹 教授，周郷 延雄 教授 

 

S. プロジェクト研究報告 （18：14－18：24） （発表：8分，討論：2分） 

座長：堀 裕一 教授（大森眼科） 

24. ドライアイ誘発神経障害性疼痛に対する三叉神経核を標的とした新規治療法の開発 

○鄭 有人(眼科学講座)，三上 義礼(生理学講座統合生理学分野) 
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T. 当番教室企画 （18：24－19：34） 

座長：黒﨑久仁彦 教授（法医） 

25.  

特別講演 

「乳腺外科医事件から考えるせん妄対策と医療安全」 

東京神楽坂法律事務所・弁護士 

東邦大学医学部非常勤講師 

水沼 直樹 先生 

 

 

U. 教授特別講演 (19：34－19：54) 

座長：佐藤二美 教授（生体） 

26.  

「本能行動の神経科学」 

解剖学講座微細形態学分野 

船戸 弘正 教授 

 

 

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：74135 (開催日のみ)  


