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第 161回東邦医学会例会プログラム 
 

日 時：令和 5年 2月 8日（水）～10日（金）  

 

会 場：東邦大学医学部 大森臨床講堂（５号館Ｂ１階） 
 

当番教室： 

8 日（水） 薬理学講座 杉山 篤 教授 

9 日（木） 放射線医学講座（大森） 堀 正明 教授 

10日（金） 麻酔科学講座（大森） 武田 吉正 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 8 日（水） 

 当番教室： 薬理学講座 

開会の辞 _______________________________________________________________________  

A. 教授特別講演 ( 17：00 － 17：20 ) 

座長：中瀨古 (泉) 寛子 准教授（薬理） 

1.   「シヌクレイノパチーの自律神経障害」 

 
東邦大学医療センター佐倉病院 

内科学脳神経内科 

榊原 隆次 教授 

 

B. 研修医発表 ( 17：20 － 17：56 ) 発表：各 7分，質疑：各 2分 

座長：中瀨古 (泉) 寛子 准教授（薬理） 

2.  失神精査目的でチルト試験を実施し診断に至った一例 

 岡田 慈孝（研修医） 

指導：八尾 進太郎（循環器内科） 

 

3.  発熱を主訴に入院となった CV ポート留置中の症例 

 井口 優（研修医） 

指導：鈴木 銀河（救命救急） 
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4.  高齢発症関節リウマチの一例 

 林 亮秀（東邦大学医療センター研修医） 

指導：小松 史哉（東邦大学医療センター大森病院総合診療内科） 

 

5.  十二指腸穿孔に対する OPE 後後腹膜膿瘍が発症した一例 

 山藤 寿三礼（研修医） 

指導：小松 史哉（総診内科） 

 

C. プロジェクト研究報告 ( 17：56 － 18：06 ) 発表：8分，質疑：2分 

座長：中瀨古 (泉) 寛子 准教授（薬理） 

6.  冠動脈慢性完全閉塞病変に対する経皮的冠動脈形成術における冠微小循環障害

を考慮した新たな予後予測因子の解明 

 〇矢部 敬之（東邦大学医療センター大森病院 循環器内科）、平野 正二郎（循

環器内科）、坪野 雅一（循環器内科）、小松 洋介（循環器内科）、小島 至正

（循環器内科）、岡 洋佑（循環器内科）、相川 博音（循環器内科）、野池 亮

太（循環器内科）、天野 英夫（循環器内科）、池田 隆德（循環器内科） 

 

D. プロジェクト研究報告 ( 18：06 － 19：06 ) 発表：各 8分，質疑：各 2分 

座長：武井 義則 准教授（薬理） 

7.  神経内視鏡手術における練習用脳室立体模型の作製と教育的有用性の検討 

 

〇内野 圭（脳神経外科学講座(佐倉)）、長尾 考晃（東邦大学医学部医学科脳

神経外科学講座(佐倉)）、近藤 康介、寺園 明、根本 匡章、周郷 延雄（東邦

大学医学部医学科脳神経外科学講座(大森)）立木 一博、関口 幸二、北村 拓

也（東邦大学医療センター大森病院中央放射線部） 

 

8.  脂質-Ca2+シグナル連関機構を介した膵臓β細胞のインスリン分泌制御 

 
〇大島 大輔（東邦大学医学部生理学講座統合生理学分野），山口 優也（生理

学講座細胞生理学分野） 

 

9.  体温管理療法に伴う低体温誘発性致死性不整脈回避のための薬物治療戦略 

 
〇近藤 嘉紀，後藤 愛（薬理学講座） 

 

10.  COVID-19 感染後患者に対する胸部外科手術の安全性の検討 

 〇坂井 貴志，草野 萌，肥塚 智，東 陽子，伊豫田 明（外科学講座呼吸器外

科学分野） 

 

11.  マウス生得的行動中枢で発見した新規脳領域の巣作り行動における機能解明 

 〇田川 菜月（解剖学講座微細形態学分野），星 秀夫（解剖学講座生体構造学

分野） 
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12.  脂肪肝・インスリン抵抗性に対する Rho family GTPase2 抑制効果の検討 

 
鴫山 文華（金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学） 

 

E. 当番教室企画 ( 19：06 － 20：06 ) 

座長：杉山 篤 教授（薬理） 

13.  
特別講演 

「医療現場からの新しい医療機器・システムの開発と 

その国際標準化：8K 内視鏡により外科解剖学が変わる」 

 
順天堂大学医学部超高精細画像医療応用講座 / 

メディカル・イノベーション・コンソーシアム（MIC） 

千葉 敏雄 先生 

 

 

  

 

 

【医学部第 1 講義室】 

大森病院ＣＰＣ ( 18：00 － 19：00 ) 

司会：竹林 ちあき 臨床准教授（血液･腫瘍科） 

 骨髄生検が診断に有用であった胃癌と急性骨髄性白血病の同時性重複がん 

 
臨床：入田 博史 先生（血液･腫瘍科）， 

病理：園部 聡 先生（大森病病），指導：深澤 由里 先生（大森病病） 
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2 月 9 日（木） 

 当番教室：放射線医学講座（大森） 

 

F. 教授特別講演 ( 17：00 － 17：20 ) 

座長：五味 達哉 教授（大橋放射） 

14.  
「閉塞性大腸癌に対する大腸ステント治療」 

 
東邦大学医療センター大橋病院 外科 

斉田芳久 教授 

 

G. 研修医発表 ( 17：20 － 17：47 ) 発表：各 7分，質疑：各 2分 

座長：小林 正周 助教（大森放射） 

15.  脳室拡大を伴う意識障害を認め正常圧水頭症が疑われた症例 

 成瀬 謙（東邦大学医療センター大森病院） 

指導：小松 史哉（総合診療内科） 

 

16.  高血糖を伴ったアルコール性ケトアシドーシスの一例 

 石井 咲貴（大森病院研修医） 

指導：小松 史哉（総合診療・急病センター(内科)） 

 

17.  保存的加療で軽快した感染性大動脈瘤の一例 

 宮本 奈央子（初期研修医） 

指導：前田 正（総合診療・救急医学講座） 

 

H. プロジェクト研究報告 ( 17：47 － 18：17 ) 発表：各 8分，質疑：各 2分 

座長：稲岡 努 准教授（佐倉放射） 

18.  L-FABP 測定を用いた、VA-ECMO 治療患者の病態把握 

 〇一林亮（総合診療・救急医学講座）、山本 咲（総合診療・救急医学講座）、

中道 嘉（総合診療・救急医学講座）、増山 由華（総合診療・救急医学講座）、

芹澤 響（総合診療・救急医学講座）、渡辺 雅之（総合診療・救急医学講座）、

本多 満（総合診療・救急医学講座） 

 

19.  ω3 系多価不飽和脂肪酸欠乏食による中枢神経遺伝子発現パターンの変化とそ

の機序 

 
山口 崇（東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病内分泌代謝センター） 
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20.  HFpEF 合併心房細動の予後改善における冠微小循環を指標とした新たな治療

戦略の確立 

 〇和田 遼（循環器内科），篠原 正哉（循環器内科），土橋 慎太郎（循環器内

科） 

 

I. 大学院生研究発表 ( 18：17 － 18：47 ) 発表：各 8分，質疑：各 2分 

座長：堀 正明 教授（大森放射） 

21.  2 型肺胞上皮細胞の細胞老化は間質性肺炎の発症および進行に関与する 

 山田 善登（生体応答系膠原病内科学） 

指導教授：南木 敏宏（内科学講座膠原病学分野(大森)） 

指定討論者：亀田 秀人 教授，岸 一馬 教授，近藤 元就 教授 

 

22.  慢性腎臓病を伴う安定狭心症患者における Dynamic coronary roadmap 

(DCR) を用いた経皮的冠動脈形成術の治療成績 

 平野 正二郎（代謝機能制御系循環器内科学） 

指導教授：池田 隆德（内科学講座循環器内科学分野(大森)） 

指定討論者：諸井 雅男 教授，藤井 毅郎 教授，酒井 謙 教授 

 

23.  日本の医療安全の専門家と医療安全管理者における医療安全施策の 

優先度の違い 

 林 凌甫（社会環境医療系医療政策経営科学） 

指導教授：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：村上 義孝 教授，西脇 祐司 教授，島田 英昭 教授 

 

J. 分科会報告 ( 18：47 － 19：17 ) 発表：各 10分，質疑：各 5分 

座長：水村 直 臨床教授（大森放射） 

24.  「心臓の会」 

HFpEF の治療戦略～最新の話題～ 

 木内 俊介（東邦大学医学部内科学講座循環器内科学分野(大森)） 

 

25.  「第 15 回東邦医学会佐倉内科分科会」 

N-MTT 基を有する抗菌薬使用によりビタミン K 欠乏症を来した一例 

 〇横塚 大和（東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病・内分泌・代謝センタ

ー）、中村 祥子、恩田 洋紀、齋木 厚人（東邦大学医療センター佐倉病院糖

尿病・内分泌・代謝センター） 
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K. 当番教室企画 ( 19：17 － 19：57 ) 

座長：寺田 一志 教授（佐倉放射） 

26.  
教育講演 

「造影剤の現状と今後の展望」 

 
小林 正周 先生（放射線医学講座(大森)） 

長谷川 誠 先生（放射線医学講座(大橋)） 

 

  

 

2 月 10 日（金） 

 当番教室： 麻酔科学講座（大森） 

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

座長：川瀬 宏和 講師（大森麻酔） 

27.  腎機能障害により発見された ANCA 関連血管炎の 1 例 

 荘光 樹生（研修医） 

指導：小口 英世（腎センター） 

 

28.  感染性腸炎の診断で入院となり入院後前立腺炎の診断に至った 1 例 

 別所 孝篤（研修医） 

指導：山田 篤史（総合診療内科） 

 

29.  結腸内異物を契機に進行大腸癌を偶発的に発見した一例 

 佐藤 順一（東邦大学医療センター大森病院初期臨床研修医） 

指導：竹本 育聖，前田 正（総合診療内科） 

 

M. 分科会報告 ( 17：27 － 17：42 ) 発表：10 分，質疑：5分 

座長：川瀬 宏和 講師（大森麻酔） 

30.  「第 15 回佐倉病院学術集会」 

明らかな予防・治療法のない疾患における発症前診断の遺伝カウンセリング 

 〇荒川 航太（臨床検査医学講座臨床遺伝診療センター）、榊原 隆次（内科学

講座神経内科学分野）、澤井 摂（内科学講座神経内科学分野）、竹下 直樹（臨

床検査医学講座臨床遺伝診療センター） 
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N. 大学院生研究発表 ( 17：42 － 18：22 ) 発表：各 8分，質疑：各 2分 

座長：サムナ ロバート 助教（大森麻酔） 

31.  過去３５年間に分離された Neisseria gonorrhoeae の分子疫学解析 

 香川 成人（生体応答系微生物・感染制御学） 

指導教授：石井 良和（微生物・感染症学講座感染制御学分野） 

指定討論者：中島 耕一 教授，内藤 篤彦 教授，三上 哲夫 教授 

 

32.  カルバペネム系薬薬剤感受性検査の精度管理用標品作製およびその検証 

 平山 純一（生体応答系微生物・感染制御学） 

指導教授：石井 良和（微生物・感染症学講座感染制御学分野） 

指定討論者：杉山 篤 教授，松瀬 厚人 教授，南木 敏宏 教授 

 

33.  Attenuated psychosis syndrome における上視床放線と neurological soft sign

の関連 

 荒井 悠（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，堀 裕一 教授 

 

34.  Attenuated psychosis syndrome における前頭前野-線条体-視床回路と血清中

多価不飽和脂肪酸濃度の関連 

 今川 弘（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，狩野 修 教授 

 

O. 一般演題 ( 18：22 － 18：31 ) 発表：7分，質疑：2分 

座長：武田 吉正 教授（大森麻酔） 

35.  大森病院がんセンターがん口腔機能管理部門設置による化学療法口腔有害事象

抑制効果の検討（第 1 報）口腔粘膜炎 

 
〇関谷 秀樹（口腔外科学研究室）、高橋 謙一郎、兼古 晃輔、中村 一浩、 

福西 佑真、中村 紘彰、菊池 由宣、島田 英昭 

 

P. プロジェクト研究報告 ( 18：31 － 19：01 ) 発表：各 8分，質疑：各 2分 

座長：武田 吉正 教授（大森麻酔） 

36.  睡眠と鎮静の異同を生む視索前野アドレナリンα２受容体介在回路の同定 

 〇山形 朋子（解剖学講座微細形態学分野），成清 公弥（解剖学講座微細形態

学分野） 

 

37.  早期胃癌の範囲診断における酢酸インジゴカルミン染色の有用性に関する粘液

形質発現の臨床病理学的検討 

 
〇藤本 愛（内科学講座消化器内科学分野(大森)），深澤 由里（医学部病理学

講座），山口 和久（内科学講座消化器内科学分野(大森)），松田 尚久（内科

学講座消化器内科学分野(大森)） 
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38.  下気道及び腸管マイクロバイオーム解析によるびまん性肺疾患の病態解明及び

増悪因子の同定 

 
〇鹿子木 拓海，卜部 尚久（内科学講座呼吸器内科学分野(大森)） 

 

Q. 当番教室企画 ( 19：01 － 20：01 ) 

座長：佐藤 二美 教授（生体） 

39.  
教育講演 

「3D で理解する臨床解剖」 

 
「肝右葉切除に必要な外科解剖」 

大塚 由一郎 先生（大森病院消化器外科） 

 

「尺骨神経移行術に必要な解剖学」 

関口 昌之 先生（整形外科客員講師） 

 

「腕神経叢の神経ブロックに必要な解剖学」 

武田 吉正 先生 （大森病院麻酔科） 

 

 

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-mail 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： 74180 （開催日のみ） . 

 


