
第187回医学会総会ポスター発表プログラム
発表番号 発表時間 分類名 氏名（姓） 氏名（名） 所属 職名 演題名

　1．神経系 ◆座長　　神経学　講師　加藤　陽久

1-1 14:30 秋津 憲佑 産科婦人科学分野 社会人大学院博士課程4年 自閉症スペクトラム指数（AQ）日本語版からみた ART出生児の精神運動発達

1-2 14:45 松島 健 大学病院：脳神経外科 助教
Intraoperative continuous vagus nerve monitoring with repetitive direct

stimulation in surgery for jugular foramen tumors

1-3 15:00 金丸 晃大 大学病院：脳神経内科 臨床研究医 潜因性脳梗塞におけるPFOの臨床的意義

1-4 15:15 Muto Eisuke 麻酔科学分野 社会人大学院博士課程3年
Licochalcones, a β-Amyloid Aggregation Inhibitor, Regulates Microglial M1/M2

Polarization via Inhibition of Choline Uptake

1-5 15:30 中島 淳 精神医学分野 社会人大学院博士課程3年
Influence of parental bonding, trait anxiety, and adulthood life events on well-

being in general adult population

1-6 15:45 朝蔭 正樹 眼科学分野 社会人大学院博士課程2年
Comprehensive Gene Analysis of IgG4-Related Ophthalmic Disease Using RNA

Sequencing

1-7 16:00 Alshebib Yasir 組織・神経解剖学分野 大学院博士課程4年
HOPX expression in adult hippocampal neural stem cells is downregulated in

mice experienced status epilepticus

　２．生体防御系 ◆座長　　小児科・思春期科学　准教授　山中　岳

2-1 14:30 渡邉 有麻 免疫制御研究部門 大学院修士課程1年
イミキモド誘導性乾癬モデルにおけるストレス応答性MAPキナーゼASK1の役割と

その作用機序

2-2 14:45 草川 剛 小児科・思春期科学分野 社会人大学院博士課程3年 Vitamin D in early infants infected with respiratory syncytial virus

2-3 15:00 山田 ひかり 小児科・思春期科学分野 社会人大学院博士課程4年
Comparison of Serum Cytokine/Chemokine and FGF23 levels between Steroid

Sensitive Nephrotic Syndrome and Frequently Relapsing Nephrotic Syndrome in

2-4 15:15 高田 美佐子 大学：微生物学分野 助手
非ワクチンタイプ(NVT)の肺炎球菌におけるβ-ラクタム薬耐性に関わる

<i>pbp1a</i>，<i>pbp2x</i>，<i>pbp2b</i>遺伝子の多様性

2-5 15:30 綾部 奈々子 大学病院：形成外科 後期研修医 HA-MRSA感染によりTSSを生じた人工物乳房再建の経験

　３．腫瘍系①（基礎系） ◆座長　　分子病理学　講師　金蔵　孝介

3-1 14:30 笠原 健大
大学病院：消化器小児外科

学分野
助教 AI解析を用いた新たなT1b大腸癌の治療戦略の適正化の可能性についての検討

3-2 14:45 宮澤 啓介 大学：生化学分野 主任教授 生化学分野の取り組みーオートファジー制御法の確立と臨床応用ー

3-3 15:00 山田 侑子 大学：分子病理学分野 研究助教 浸潤性肺腺癌における癌関連線維芽細胞の免疫組織学的検索

3-4 15:15 高田 一樹 呼吸器外科 社会人大学院博士課程2年 27-hydroxychoresterolによる肺がん細胞増殖促進作用

3-5 15:30 三宅 恵太郎
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

分野
社会人大学院博士課程2年

Combination treatment of adavosertib and ricolinostat enhanced cell death

induction in TP53-mutated head and neck squamous cell carcinoma cells via

3-6 15:45 三吉 健太 消化器・小児外科学 大学院博士課程４年
Interaction between Arginase-1-positive bone marrow-derived cells and CD3-

positive T cells in the primary lesion of colorectal cancer

3-7 16:00 岡﨑 美季 乳腺科学分野 社会人大学院博士課程４年
Beneficial effects of transdermal administration of tamoxifen on capsular

contracture after breast implantation in experimental animals

腫瘍系①

（基礎系）

神経系

生体防御系
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　４．腫瘍系②（臨床系） ◆座長　　消化器・小児外科学　教授　永川　裕一

4-1 14:30 香川 泰之 消化器内科学分野 社会人大学院博士課程４年
Which is the optimal endoscopic treatment for small rectal neuroendocrine

tumors?: ESD versus ESMR?L

4-2 14:45 刑部 弘哲
大学：消化器・小児外科学

分野
助教

Causative bacteria of clinically relevant postoperative pancreatic fistula

infection after distal pancreatectomy

4-3 15:00 呉 蓉榕 乳腺科学分野 大学院博士課程2年 Clinicopathological features of early recurrence of triple-negative breast cancer

4-4 15:15 村岡　 龍 泌尿器科学分野 社会人大学院博士課程3年

Prediction of postoperative recurrence risk and effect of chemotherapy on postoperative

recurrence in patients with upper tract urothelial carcinoma by cell nucleus morphological

information analysis by artificial intelligence

4-5 15:30 瀧下 智恵
大学：消化器・小児外科学

分野
助教

Clinical impact of conversion surgery in patients with locally advanced pancreatic

cancer

4-6 15:45 河合 優佑 内視鏡センター 社会人大学院博士課程3年 LCI visibility in endoscopic finding

4-7 16:00 下田 陽太 大学：東京医科大学 助教授
Effect of Muscle Mass Loss After Esophagectomy on Prognosis of

Oesophageal Cancer

　５．器官系機能解析①（基礎系） ◆座長　　人体構造学　准教授　李 忠連

5-1 14:30 杉崎 リサ
大学病院：歯科口腔外科・

矯正歯科
助教 活性イオウ分子種の破骨細胞分化における作用機序の解明

5-2 14:45 中村 千晶 人体構造学分野 社会人大学院博士課程3年

Expression of calcitonin gene-related peptide in the pulmonary neuroendocrine

cells of mouse lung from embryonic to postnatal stages

5-3 15:00 前川 麻人 整形外科学分野 社会人大学院博士課程4年
Prostaglandin E2 induces dual-specificity phosphatase 1, thereby attenuating

inflammatory genes expression in human synovial fibroblasts

　６．器官系機能解析②（臨床系） ◆座長　　整形外科学　教授　西田　淳

6-1 14:30 上原 太郎 整形外科学分野 社会人大学院博士課程4年
Reliability Assessment of Variability of Distal Tibial Rotation References for Total

Knee Arthroplasty.

6-2 14:45 加納 正樹 大学病院：心臓血管外科 助教

Association of high sensitivity C-reactive protein to aneurysm sac　shrinkage in

patients with abdominal aortic aneurysms undergoing　endovascular aneurysm

repair

6-3 15:00 岡崎 倫和 医学部 医学科4年
Gross anatomical study on a vacant space of arteries in the transverse

mesocolon

6-4 15:15 長山 恭平 整形外科学分野 社会人大学院博士課程4年
Relationship between the changes of body composition and recovery of muscle

after total knee arthroplasty

6-5 15:30 藤井 昌玄 大学病院：循環器内科 助教
Differences in longitudinal associations of cardiovascular risk factors with

arterial stiffness and pressure wave reflection in middle-aged Japanese men

器官系機能解析①

（基礎系）

器官系機能解析②

（臨床系）

腫瘍系②

（臨床系）
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　７．分子・細胞機能解析 ◆座長　　細胞生理学　准教授　田代　倫子

7-1 14:30 片平 泰弘 大学：医学総合研究所 特任助教
褥瘡モデルマウスの皮膚潰瘍形成に対するヒト歯髄由来間葉系幹細胞(MSC)細胞株

培養上清の治療効果

7-2 14:45 関谷 綾子 臨床検査医学分野 社会人大学院博士課程３年
Tenofovir alafenamide fumarate with dolutegravir is associated with weight gain

in Japanese HIV-infected patients.

7-3 15:00 岡田 寿郎  麻酔科学分野 大学院博士課程3年
Functional expression of choline transporters in microglia and its regulation of

microglial M1/M2 polarization

7-4 15:15 禰津 直也 眼科学分野 社会人大学院博士課程3年
Machine learning approach for 17 intraocular disease prediction based on

aqueous humor immune mediator profiles

　８．社会・情報・教育系 ◆座長　　公衆衛生学　准教授　高宮　朋子

8-1 14:30 高窪 毅 公衆衛生学分野 社会人大学院博士課程4年
Changes in the medical treatment status of Japanese<BR>outpatients during the

coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic

8-2 14:45 白井 隆之 人体構造学分野 専攻生 SSS法固定Cadaverによる手外科領域の皮弁挙上トレーニングの有用性

8-3 15:00 小原 寛史 医学部 医学科4年 インシデント報告の読み手の意見がばらつく原因

分子・細胞機能解析

社会・情報・教育系


