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第 67 回東邦医学会総会プログラム 
 

平成 25 年 11 月 13 日(水) 午後 5 時～6 時 49 分 
平成 25 年 11 月 14 日(木) 午後 5 時～8 時 33 分 
平成 25 年 11 月 15 日(金) 午後 5 時～8 時 07 分 

13 日 東邦大学医学部第 3 講義室 
14 日・15 日 東邦大学医学部大森臨床講堂（5 号館 B1） 

 

11 月 13 日(水) 
 

開会の辞 ________________________________________________________________  東邦大学医学会運営委員長 住野泰清 

当番教室：産科婦人科学講座（大森）    

A．一般演題1                                        (発表：各7分，討論：各2分） 

座長：前村俊満准教授（大森産科婦人科） 1 席 （5:00-5:09） 

1. Ⅹa 阻害薬が著効した肺塞栓症の 1 例（7 分）   ○野池亮太，木内俊介，久武真二，冠木敬之， 

  斉藤大雅，若倉真吾，山﨑純一，池田隆德（大森循内） 

B．大学院生研究発表                                      (発表：各 10 分，討論含） 

座長：三上哲夫教授（病理学） 2 席 （5:09-5:19） 

2. Remodeling of the pulmonary artery induced by metastatic gastric carcinoma: A histopathological analysis of 

51 autopsy cases（10 分）      石渡誉郎（内科系），指導教授：渋谷和俊教授（大森病院病理学） 

C．平成 24 年度プロジェクト研究報告                         (発表：各 8 分，討論：各 2 分） 

3. Remodeling of the pulmonary artery induced by metastatic gastric carcinoma: A histopathological analysis of 
51 autopsy cases（※大学院生研究発表をもってプロジェクト研究報告も行ったこととする） 

○石渡誉郎（大森病院病理），下平佳代子（大森小児） 

座長：小田哲子講師（微細形態学） 4～6 席 （5:19-5:49） 

4. 金属タンパク質における新規活性中間体のモデル研究（8 分） ○池崎 章（化学），中村真樹（生物） 

5. T 細胞特異的転写制御因子欠損による自己免疫疾患発症機序の解析（8 分） 

○郭 向華，田中ゆり子（免疫），永井英成（大森消内） 

6. 摂食・睡眠調節神経回路における HDAC ファミリー発現の検討（8 分） 

○高瀬堅吉，横藤田純子（微細形態） 

座長：根本哲生准教授（大森病院病理） 7・8 席 （5:49-6:09） 

7. クリプトコックス感染症における病態解析ならびに毒力規定因子の解明（8 分） 

○大久保陽一郎（大森病院病理），須江麻里子（大森糖代内） 

8. 低分化型肺扁平上皮癌に対する特異的マーカー探索の試み（8 分） 

○栃木直文（大森病院病理），鏑木教平（大森呼内） 

座長：遠藤平仁准教授（大森膠原病）  9・10 席 （6:09-6:29） 

9. レプチンの IL-6 産生増加作用に関与するシグナル伝達系に関する研究：滑膜細胞の検討（8 分） 

○楠 夏子，村岡 成（大森膠原病） 

10. 大量ステロイド療法におけるビスホスホネート製剤単独およびビタミンK2 併用療法に関する観察研究（8分） 

        ○金子開知，鹿野孝太郎（大森膠原病） 
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D．特別講演 1                                                          

座長：田中政信教授（大森産科婦人科） 11 席 （6:29-6:49） 

11. 免疫電顕法による分子局在の解明：自己免疫性水疱症研究に果たした役割（20 分） 

皮膚科学講座(大森) 教授 石河 晃 

 

 

 
 

11 月 14 日(木) 

当番教室： 心身医学講座   

E．一般演題 2                                (発表：各 7 分，討論：各 2 分）      

座長：本間 栄教授（大森呼吸器内科） 1 席（5:00-5:09） 

1. 慢性肺アスペルギルス症に対する外科治療成績の検討（7 分） 

   ○秦 美暢，大塚 創，牧野 崇，肥塚 智，酒井隆光，布井啓雄，佐藤史朋，田巻一義，笹本修一，  

 伊豫田明（大森呼外），後町杏子（大森呼内），白神伸之（大森放射），栃木直文，渋谷和俊（大森病院病理） 

F．平成 24 年度医学研究科推進研究報告                (発表：各 15 分，討論含）      

座長：本間 栄教授（大森呼吸器内科） 2 席（5:09-5:24） 

2.  心臓突然死予知における T-wave alternans と heart rate variability の有用性（15 分）  

  池田隆德(大森循内) 

座長：川合眞一教授（大森膠原病） 3～5 席（5:24-6:09） 

3. ヒストン脱アセチル化酵素による神経ペプチドを介したマウス行動制御の分子機構解明（15 分） 

船戸弘正（微細形態） 

4. 関節リウマチ滑膜中の Th17 分画と IL-17 の発現および実臨床における 

関節破壊に関する研究（15 分）                              中島 新(佐倉整外) 

5. 筋萎縮性側索硬化症モデルマウスの神経筋接合部における形態学的初発変化の特定（15 分） 

狩野 修（大森神内） 

G．分科会報告 1                                   (発表：各 15 分，討論含）        

座長： 塩野則次准教授（大森心臓血管外科）6・7 席（6:09-6:39） 

6. Resveratrol がマウス成熟脂肪細胞の中性脂肪蓄積および LPL 活性に及ぼす影響（15 分） 

今村榛樹（佐倉内科：佐倉病院内科学講座例会） 

7. 分子レベルイメージングのための蛍光 X 線 CT システムの開発（15 分） 

  萩原令彦（大橋外科：大橋外科集談会） 

H．研修医発表 1 （大森病院初期研修医）                  (発表：各 7 分，討論：各 2 分）      

座長： 本多 満准教授（総合診療・救急医学）8～10 席（6:39-7:06） 

8. 意識障害を主訴に来院した甲状腺クリーゼの 1 例 （7 分）  ○佐藤高広，藤井悠一郎 

9. 不明熱で見つかった感染性心内膜炎の 1 例（7 分）                    天沼 誠 

10. 透析患者に発症した S. lugdunensis による感染性心内膜炎の 1 例（7 分）  渡辺浩二 
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座長： 中嶋 均教授（大森病院先端健康解析センター） 11～13 席（7:06-7:33） 

11. 鼓室形成術後の発熱を契機に診断へと至った Wegener 肉芽腫症の１例（7 分） 

                    ○島田長怜，宮崎泰斗，中西員茂，瓜田純久 

12. 下腿切断に至った糖尿病性足壊疽の１例（7 分）   ○馬場加那子，中村元泰 

13. 一時留置型下大静脈フィルターの抜去が困難であった肺癌に合併した静脈血栓症の 1 例（7 分） 

 片倉雅文 

 

- -  パネルディスカッション    企画担当：心身医学講座 （7:33-8:33） - - - 

当当科科でではは臨臨床床実実習習ををここうう行行っってていいるる          （発表：15 分，討論 5 分）  

座長： 中嶋 均教授（大森病院先端健康解析センター），天野雄一（心身医学）   

1. 呼吸器内科における臨床実習（15 分）  高井雄二郎（大森呼内） 

2. 総合診療・救急医学における臨床実習（15 分） 中嶋 均（先端健康解析センター） 

3. 心療内科における臨床実習（15 分）  天野雄一（心身医学） 

 

 

11 月 15 日(金) 

当番教室： 生化学講座  

I．一般演題 3                                 (発表：各 7 分，討論：各 2 分）      

座長：與田仁志教授（新生児） 1・2 席 （5:00-5:18） 

1.当院周産期センターにおける新生児の MRSA 保菌および感染に関わる因子の検討（7 分） 

 ○白井陽子，荒井博子，與田仁志（新生児），吉澤定子，舘田一博（大森感染管理部） 

2. Completion pneumonectomy 症例の検討（7 分） 

  ○牧野 崇，肥塚 智，佐藤史朋，大塚 創，田巻一義，秦 美暢，伊豫田明（大森呼外） 

J．分科会報告 2                                  (発表：各 15 分，討論含）       

座長：三輪尚史准教授（細胞生理学） 3・4 席 （5:18-5:48） 

3. 実験室進化系を用いたストレス適応進化機構の解明：癌化との接点を求めて（15 分） 

  ○岸本利彦，花神彩香，松浦梨恵，鶴切真由美（理学部生物分子科学科）， 

高田伸夫（佐倉内科），寺井謙介，蛭田啓之（佐倉病院病理） 

4. 小脳橋角部に発生した脳動静脈奇形の 1 例（15 分） 

  ○岩間淳哉，林 盛人，佐藤健一郎，青木和哉，中山晴雄， 

伊藤圭介，石井 匡，飯塚有応 ，岩渕 聡（大橋脳外） 

K．特別講演 2                                                           

座長：渡邉正志教授（医療安全管理部） 5 席 （5:48-6:08） 

5. 新生児の消化管穿孔：治療法の変遷と intact survival に向けて（20 分） 

外科学講座小児外科学分野 教授 黒岩 実 

L．研修医発表 2 （大森病院初期研修医）                    (発表：各 7 分，討論 2 分）       

座長：石井良和教授（微生物・感染症学） 6～8 席 （6:08-6:35） 

6. Tubo-ovarian abscess の１例 （7 分）     ○伊藤 歩，松江陽一 

7. Sphingomonas paucimobilis による敗血症をきたした１例（7 分）      遠藤康弘 

8. 眼球破裂をきたした K. pneuomoniae 眼内炎の１例（7 分）      花城里依 
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座長：瓜田純久教授（総合診療・救急医学） 9～11 席 （6:35-7:02） 

9. 腹部症状を伴い診断に苦渋した atypical HUS の 1 例（7 分）  

○下出祥子，長谷川慶，中島美彩，荒井太一，橋本淳也，新津靖雄，岡田隆之， 

         濱崎祐子，鈴木沙耶香，小嶋靖子，酒井 謙，相川 厚，小原 明，佐地 勉  

10. 猫咬傷を契機に敗血症性ショックを来たした 1 例（7 分）      吉峰尚幸 

11. 発熱を主訴とした成人 Still 病の１例（7 分）       鹿島由貴 
 
 

- -  教育講演   企画担当：生化学講座  （7:02-7:32） - - - -  

座長：山下 茂教授（生化学）  

「細胞周期の分子遺伝学的解析：分裂酵母を用いた研究」  三宅早苗（生化学） 
 

 

M. 平成 25 年度東邦医学会賞                                                        

選考経過報告（住野選考委員長） （7:32-7:37） 
受賞記念講演  12・13 席 
 

座長：渋谷和俊教授（大森病院病理）  12 席 （7:37-7:52） 

12. Gene expression analysis of a murine model with pulmonary vascular remodeling compared to 
end-stage IPAH lungs 

小児科学講座（大森）下平佳代子 
 

座長：川合眞一教授（大森膠原病）  13 席 （7:52-8:07） 

13. Changes of serum soluble receptor activator for nuclear factor-κB ligand after glucocorticoid therapy 
reflect regulation of its expression by osteoblasts 

内科学講座膠原病学分野（大森）金子開知 
 
授賞式 

 
閉会の辞  ___________________________________________________________________________東邦大学医学会長 高松 研 
 

 

 

 

1) 一般演題，大学院生研究発表，プロジェクト研究報告，医学研究科推進研究報告，研修医発表，分科会報告の演者

は，開催当日までに必ず「雑誌掲載用講演抄録」（本文 400 字程度， Keywords 英語 3 語以内* ）の出力紙とデータ

（FD・CD・USB 等）を受付にご提出になるか，e-mail データ添付でお送りください（E-mail ：igakukai@med.toho-u.ac.jp）。    

* Keywords は東邦医学会雑誌総索引に掲載されますので，適切な用語を選んで下さい。 

2)特別講演の先生は，例会当日より 4 週間後に 4,000 字程度にご講演内容をまとめて提出してください。 

3)当番教室企画講演の先生は，例会当日より 4 週間後に 3,200 字程度に総説形式の講演要旨として提出してください。 

4)医学会賞受賞記念講演の先生は，例会当日より 4 週間後に 2,000 字程度の講演要旨を提出してください。 

※1）～4）とも東邦医学会雑誌近刊号に掲載の予定です。2），3)，4)については，詳細を受付におたずねください。 

医学部第 3 講義室 内線：2242    5 号館地下臨床講堂 内線：3862    PHS：79124（開催日のみ） 


