
第 183回　東京医科大学医学会総会

プ ロ グ ラ ム

日　時　　令和元年 6月 1日（土）午前 11時 00分～午後 4時 50分

会　場　　東京医科大学病院　本館 6階

　　　≪臨　床　講　堂≫

　　　　1.　総会議事

　　　　2.　佐々記念賞及び東京医科大学研究助成金授与式

　　　　3.　受賞講演

　　　　　・ 医学会奨励賞受賞講演並びに表彰式

　　　　4.　特別講演

　　　≪第 1・2・3会議室≫

　　　　1.　ポスター展示・発表

　　　　2.　国際交流学生報告

当番分野　　形成外科学分野
　　　　　　医学教育学分野
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　お　知　ら　せ　
1. ポスター発表は、第 1（P1）・第 2（P2）・第 3（P3）会議室で行います。
2. ポスター展示の座長は、担当セッションの 10分前迄に受付を済ませ会場へお入りください。
 セッションの割り当て時間を厳守してください。
3. ○印は発表者です。
4. ＊印のある演題は、「平成 30年度東京医科大学研究助成金」による研究発表です。
5. 大学院生の方は、「大学院教育要項」の「履修報告及び単位取得成績報告書」をご持参ください。

 【投稿論文奨励賞受賞講演・医学会奨励賞・特別講演の皆様へ】

1. 投稿論文奨励賞受賞講演・医学会奨励賞受賞講演並びに表彰、特別講演は臨床講堂に於いて 13 : 40～
14 : 50 まで行います。

2. 医学会奨励賞受賞講演者の発表時間は各 7分です。特別講演者の発表時間は 30分です。
3. 講演者は受付を済ませ、試写は 10 : 30～11 : 50 の間に行ってください。
4. 原則としてパソコンの使用をお願い致します。
5. パソコンは医学会でも用意致しますが（OS : Windows）、万が一の不具合に備えて各自ご持参ください。

 【ポスター展示発表の皆様へ】

1. ポスター展示発表は、各セッションに分けて座長の指示に従って進行します。説明 4分、座長質疑 2分
の合計 6分です。

2. 自由討論の時間を設けていますので、自分の発表が終了しても帰らないでください。
 時間になりましたら、自分のポスターの前に立ち、質疑を受けてください。
3. 演者はポスター掲示時、又は当該セッション開始時間 10分前迄に受付を済ませ、各自のポスター前に集
合してください。（遅刻厳禁です。）

4. ポスター掲示準備は当日 10 : 00～11 : 00 の間とし（前日上記時間も可）展示時間は 11 : 00～12 : 00
までです。

5. 12 : 10～14 : 50 までの間は、受賞講演、特別講演の為、臨床講堂へお越しください。
6. ポスターの撤去は全体終了後に行ってください。閉会後、撤去していないものは医学会事務局で処分し
ます。

7. 臨床講堂ホールに軽食と飲み物を用意致しますので自由にご利用ください。

(前日 16 : 30
～17 : 30 可 )



 【ポスターについて】

1. ポスター貼付用の展示ボードは、縦 180×横 90 cmの大きさです。
2. 演題名、発表者名、所属を明記したもの（20×70 cm） をご用意ください。
 実際使用できるスペースは、130×85 cm位です。
 文字数、書体、文字のサイズは特に指定しません。
3. 演題番号（20×20 cm）は医学会事務局で用意します。
4. 展示ボードへの貼り付けは、会場内に用意してあります画鋲を使用してください。

【ポスターについて】 

1. ポスター貼付用の展示ボードは、縦 180×横 90cmの大きさです。

2. 演題名、発表者名、所属を明記したもの（20×70cm） をご用意ください。
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4. 展示ボードへの貼り付けは、会場内に用意してあります画鋲を使用してください。
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第 183回 東京医科大学医学会総会

令和元年6月 1日（土）　午前 11時 00分

ポスター展示・国際交流学生報告展示 11 : 00～12 : 00　〔第 1・第 2・第 3会議室〕

開会の辞 12 : 00　松村　　一 主任教授（形成外科分野）　〔臨床講堂〕

会長挨拶 　　　　 林　由起子 学長　〔臨床講堂〕

総会議事 12 : 10～12 : 40

佐々記念賞・東京医科大学研究助成金授与式 12 : 40～12 : 50

■投稿論文奨励賞受賞講演演　　12 : 40～13 : 00　〔臨床講堂〕 （座長　/河合　　隆　主任教授）

　（1）　Involvement of psychological factors in spasmodic dysphonia

  （耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　臨床研究医） 　高野　愛弓
■医学会奨励賞受賞講演　　13 : 00～13 : 40　〔臨床講堂〕 （座長　/河合　　隆　主任教授）

　（1）　The polarity and property of radial glia-like neural stem cells are altered by seizures with status epilepticus

  （組織・神経解剖学大学院博士課程 4年） 　髙橋　奈都
　（2）　Antitumor effects of IL-27 against a mouse chronic myeloid leukemia model

  （医学総合研究所 : 免疫制御学研究部門大学院修士課程 2年） 　折井　直子
　（3）　Molecular imaging of the hCD19 CAR signalosomes, “CAR microclusters”

  （免疫学　講師） 　町山　裕亮

特別講演 13 : 40～14 : 50　〔臨床講堂〕

I. 演題「びまん性肺胞障害に対する新たな治療法の探索」

講演者　阿部　信二　主任教授（呼吸器内科学）

座　長　池田　徳彦　主任教授（呼吸器・甲状腺外科学）

II. 演題「これからの肝細胞癌における画像診断の方向性」

講演者　齋藤　和博　主任教授（放射線医学）

座　長　菅野　義彦　主任教授（腎臓内科学）

ポスター発表 15 : 00～　〔第 1・第 2・第 3会議室〕

＊詳細は次頁以降参照

自由討論 16 : 30～

閉会の辞 16 : 50　　三苫　　博　主任教授（医学教育学分野）　

〔ポスター会場〕



〈ポスター展示会場〉

会場 セッション名 時　　間 ポスターNo. セッション名 時　　間 ポスターNo.

P1

第
1
会
議
室

国際交流学生報告 15:30～16:30 G-01～G-10

P2

第
2
会
議
室

器官系機能解析 15:00～15:48 P2-01～P2-08 腫瘍系 I 15:00～15:42 P2-16～P2-22

分子・細胞機能解析 15:48～16:30 P2-09～P2-15 腫瘍系 II 15:42～16:24 P2-23～P2-29

P3

第
3
会
議
室

神経系 15:00～15:30 P3-30～P3-34 社会・情報・教育系 15:00～15:42 P3-43～P3-49

救急その他 15:30～16:24 P3-35～P3-42 生体防御系 15:42～16:24 P3-50～P3-56



〈第二会議室 P2〉　 

■器官系機能解析

　座長 :  大山　恭司（組織神経解剖学）　15 : 00～15 : 48

 P2-01 Clinical study of proteinuria affected by menstrual blood

  （社会人大学院博士課程 3年腎臓内科学） ○後藤菜津希
  （腎臓内科学） 　 長岡　由女，渡邊カンナ，宮岡　良卓，長井　美穂，知名理絵子，

菅野　義彦
  （循環器内科学） 　松本　知沙
 P2-02 ESI-09 and HJC0197, known EPAC inhibitors, sensitize lung cancer cells to glcose starvation by 

uncoupling mitochondrial electron transport, leading to bioenergetic crisis

  （社会人大学院博士課程 3年呼吸器内科） ○岩井　悠希
  （茨城 : 呼吸器内科） 　河越淳一郎，中村　博幸，青柴　和徹
  （茨城 : 臨床腫瘍科） 　小山　信之
 P2-03 Evaluation of Yanagihara facial nerve grading system based on a muscle fiber analysis of human 

facial muscles

  （社会人大学院博士課程 3年人体構造学） ○関川久美子
  （人体構造学） 　森山　浩志，宮宗　秀伸，伊藤　正裕
  （リハビリテーションセンター） 　長田　卓也，上野　竜一
 P2-04 Effect of phosphorylated estrogen receptor alpha on apoptosis in human endometrial epithelial 

cells

  （大学院博士課程 3年人体構造学） ○Mierxiati Saimi

  （人体構造学） 　 Zhong-LianLi, Hidenobu Miyaso, Kenta Nagahori, Shinichi Kawata, 

Takuya Omotehara, Yuki Ogawa, Shunsuke Uchida, Masahiro Ito

 P2-05 デュシェンヌ型筋ジストロフィーモデルマウスの腎機能評価

  （病態生理学） ○和田　英治，林　由起子
 P2-06 Immunohistochemical study of cell differentiation and microvessel property in human mucosa 

with tooth marks

  （社会人大学院博士課程 2年人体構造学） ○猪俣　　徹
  （人体構造学） 　河田　晉一，伊藤　正裕
  （人体構造学，日本歯科大学 : 生命歯学部解剖学講座 I） 　佐藤　　巌
  （日本歯科大学 : 生命歯学部解剖学講座 I） 　三輪　容子
 P2-07 Utility of Implantable Cardiac Monitoring System for detecting cardiac arrhythmias in patients 

with unexplained syncope

  （循環器内科学） ○矢崎　義直，里見　和浩，高田　康之，嘉澤脩一郎，近森大志郎
 P2-08 Different ECG Changes of CRBBB with Time between Health Check-up Examinees and Patients 

with Cardiac Diseases

  （循環器内科） ○嘉澤脩一郎，里見　和浩，高田　康之，矢崎　義直，近森大志郎

■分子・細胞機能解析

　座長 :  倉田　　厚（分子病理学）　15 : 48～16 : 30

 P2-09 一酸化窒素の新規シグナル分子 8-nitro-cGMPによる骨リモデリング調整の解明

  （八王子 : 歯科口腔外科） ○金子児太郎，小川　　隆
  （口腔外科学） 　近津　大地
 P2-10 Single molecule imaging reveals a distinct difference in Lck-dynamics between CD4+ and CD8+ 

T cells

  （免疫学） ○ 町山　裕亮，若松　　英，秦　喜久美，矢那瀬紀子，古畑　昌枝，
豊田　博子，横須賀　忠



 P2-11 トランスジェニックゼブラフィッシュを用いた筋萎縮治療薬スクリーニング

  （病態生理学） ○川原　玄理，中屋敷真未，林　由起子
 P2-12 miR-34 family co-transcriptionally regulates BLU tumor suppressor via binding to antisense novel 

lncRNA transcribed from promoter locus in non-small cell lung cancer

  （分子病理学） ○大野慎一郎，老川　桂生，原田裕一郎，黒田　雅彦
 P2-13 Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells secrete the functional-exosomes which make an 

improvement of rheumatoid joints on mice

  （社会人大学院博士課程 4年分子病理学） ○辻丸光一郎
  （分子病理学） 　高梨　正勝，石川　章夫，峯尾松一郎，黒田　雅彦
  （疾患モデルセンター） 　須藤カツ子
 P2-14 Metabolomic Analyses of Brain Tissue in a Cecal Ligation and Puncture-induced septic mouse 

model of Cyclophilin D KO mouse

  （社会人大学院博士課程 3年麻酔科学） ○小林　賢礼
  （麻酔科学） 　内野　博之，石田　裕介，長島　史明，柴田勝一郎
  （医学総合研究所） 　中島　利博，藤田　英俊
 P2-15 Identifying novel candidate genes of early placentation using human induced pluripotent stem cell 

（hiPSC）-derived trophoblasts

  （社会人大学院博士課程 3年産科婦人科学） ○土田奈々枝，小島　淳哉，久慈　直昭，西　　洋孝

■腫瘍系Ⅰ

　座長 :  横須賀　忠（免疫学）　15 : 00～15 : 42

 P2-16 The Role of Quantitative Metabolic Metrics on FDG-PET/CT in Predicting pathological Invasive 

Factors in cN0 Lung Adenocarcinoma

  （社会人大学院博士課程 4年呼吸器・甲状腺外科学） ○田中　健彦
  （呼吸器・甲状腺外科学） 　 嶋田　善久，牧野洋二郎，前原　幸夫，萩原　　優，岡野　哲也，

垣花　昌俊，梶原　直央，大平　達夫，池田　徳彦
  （人体病理学） 　松林　　純
 P2-17 IMRTを施行された I期非小細胞癌における肺臓炎の範囲の検討

  （放射線医学） ○糸永　知広，三上　隆二，齋藤　辰彦，白石　沙眞，齋藤　和博
  （八王子 : 放射線科） 　大久保　充
  （茨城 : 放射線科） 　菅原　信二
 P2-18 Drug discovery from plant-derived natural products as treatment against pancreatic cancer :  

Search for choline transporter inhibitors

  （大学院修士課程 1年医学総合研究所） ○平井　花歩
  （医学総合研究所） 　渡邊才一郎，西島　　希，稲津　正人
  （口腔外科学） 　柴田　　薫
  （分子予防医学） 　山中　　力，稲津　正人
 P2-19 膵癌個別化治療を目指した HOXB9による EMT誘導と血管新生亢進についての検討

  （八王子 : 消化器外科・移植外科） ○ 疋田　康祐，千葉　斉一，中川　　雅，小金澤　樹，横塚　　慧，
小林　敏倫，佐野　　達，富田　晃一，筒井　りな，河地　茂行

 P2-20 Usefulness of DCF-R therapy for Stage IV esophageal cancer

  （社会人大学院博士課程 4年消化器・小児外科学） ○ 高橋　恒輔
  （消化器・小児外科学） 　 太田　喜洋，渡辺　隆文，三吉　健太，岩崎　謙一，幕内　洋介，

須田　　健，逢坂　由昭，瀬下　明良，勝又　健次，土田　明彦
 P2-21 Differentiation of orbital lymphoproliferative diseases by metabolomics

  （社会人大学院博士課程 1年眼科学） ○清水　広之
  （低侵襲医療開発総合センター） 　杉本　昌弘
  （眼科学） 　 臼井　嘉彦，坪田　欣也，禰津　直也，小川麻里奈，朝蔭　正樹，

後藤　　浩



 P2-22 LONG TERM CLINICOPATHOLIGICAL OUTCOME OF ENDOSCOPIC RESECTION FOR PE-

DUNCULATED TYPE EARLY INVASIVE COLORECTAL CANCER

  （社会人大学院博士課程 2年消化器内科学） ○勝呂　麻弥
  （消化器内科学） 　 松本　泰輔，内田久美子，班目　　明，森瀬　貴之，小山　洋平，

山口　隼人，杉本　暁彦，青木　勇樹，山内　芳也，河野　　真，
福澤　誠克，糸井　隆夫

  （病理診断科） 　山口　　浩，長尾　俊孝

■腫瘍系Ⅱ

　座長 :  杉本　勝俊（消化器内科学）　15 : 42～16 : 24

 P2-23 QUANTITATIVE NUCLEAR FEATURES OF HEMATOXYLIN-EOSIN SPECIMENS FROM INI-

TIAL TRANSURETHRAL RESECTION FOR PREDICTING NON-MUSCLE INVASIVE BLAD-

DER CANCER RECURRENCE

  （社会人大学院博士課程 3年泌尿器科） ○Tokuyama Naoto

  （Department of Urology） 　 Matsubara Syuya, Hirasawa Yosuke, Hashimoto Takeshi, Satake Naoya, 

Nakagami Yoshihiro, Namiki Kazunori, Ohno Yoshio

  （Department of Molecular Pathology） 　Saito Akira, Watanabe Noriko, Kuroda Masahiko

 P2-24 Analysis of heterogeneity in uveal melanoma cell lines using flow cytometry

  （眼科） ○坪田　欣也，臼井　嘉彦，後藤　　浩
 P2-25 CHARACTERISTICS OF ENDOSCOPIC FEATURES IN JUVENILE POLYPS IN ADULTS :  NO 

LONGER REMOVAL OF POLYPS ?

  （社会人大学院博士課程 1年消化器内科学） ○松本　泰輔
  （消化器内科学） 　 河野　　真，勝呂　麻弥，小山　洋平，内田久美子，班目　　明，

森瀬　貴之，山口　　隼，青木　勇樹，杉本　暁彦，山内　芳也，
福澤　誠克，糸井　隆夫

  （消化器内視鏡学） 　河合　　隆
 P2-26 Clinical significance of urinary titin in cancers of the digestive system

  （社会人大学院博士課程 1年消化器外科学） ○ 三吉　健太
  （茨城 : 消化器外科） 　 下田　　貢，黒田　　純，西田　清孝，大城　幸雄，丸山　常彦，

島崎　二郎，鈴木　修司
 P2-27 Comparison of autophagy inducing effect in various tyrosine kinase inhibitors in cancer cells by 

quantitative autophagy flux monitoring system

  （社会人大学院博士課程 3年耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） ○田中　英基
  （生化学） 　 日野　浩嗣，森谷　昇太，風間　宏美，高野　直治，平本　正樹，

宮澤　啓介
  （耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 　塚原　清彰
 P2-28 Comparison of amino acid profile between non-tumor and tumor regions in the patients with lung 

cancer

  （社会人大学院博士課程 4年呼吸器・甲状腺外科学） ○並川　晴佳
  （茨城 : 共同研究センター） 　宮﨑　照雄，本多　　彰
  （茨城 : 呼吸器外科） 　小野祥太郎，中嶋　英治，古川　欣也
 P2-29 分子イメージングによる PD-1-PD-L2を介する T細胞抑制機構の解明

  （研究生 : 免疫学、慶応義塾大学 : 呼吸器内科） ○ 竹原　朋宏
  （免疫学） 　 若松　　英，町山　裕亮，矢那瀬紀子，秦　喜久美，豊田　博子，

古畑　昌枝，横須賀　忠



〈第三会議室 P3〉　 

■神経系

　座長 :  赫　寛雄（神経学）　15 : 00～15 : 30

 P3-30 CHCHD10遺伝子変異による ALS/FTD発症メカニズムの解明

  （薬理学） ○草苅　伸也，小林　悠理，鈴木　宏昌，松岡　正明
 P3-31 Experience of bullying in childhood affects depression in adulthood via neuroticism ;  a structural 

equation modeling study

  （社会人大学院博士課程 4年精神医学、成仁病院） ○館　脩一郎
  （精神医学） 　井上　　猛
  （成仁病院） 　片山　成仁
 P3-32 塞栓源不明脳塞栓症における微小出血による病態鑑別の検討

  （神経学） ○菊野　宗明，金丸　晃大，加藤　陽久，相澤　仁志
  （国立循環器病研究センター : 脳血管内科） 　 古賀　政利，安藤　大祐，塩澤　真之，豊田　一則
  （順天堂大学 : 脳神経内科） 　上野　祐司
  （国立循環器病研究センター : 脳神経内科） 　猪原　匡史
 P3-33 Classification of clinically diagnosed Alzheimer disease associated with diabetes based on amyloid 

and tau PET

  （社会人大学院博士課程 3年高齢総合医学） ○ 竹野下尚仁
  （高齢総合医学） 　 清水聰一朗，廣瀬　大輔，深澤　雷太，平尾健太郎，金高　秀和，

櫻井　博文，羽生　春夫
  （糖尿病・代謝・内分泌内科学） 　三輪　　隆，鈴木　　亮，小田原雅人
 P3-34 東京都多摩地域における頭蓋外内頚動脈閉塞症に対する発症後 6-24時間の endovascular therapy  

─ 東京都多摩地区血栓回収療法レジストリー（TREAT ; Tama-REgistry of Acute endovascular 

Thrombectomy）から ─

  （八王子 : 救命救急センター） ○奥村栄太郎，弦切　純也
  （八王子 : 脳神経外科） 　神保　洋之
  （東京都立多摩総合医療センター : 脳神経外科） 　太田　貴裕
  （独立行政法人国立病院機構災害医療センター : 脳神経外科） 　重田　恵吾
  （杏林大学医学部付属病院 : 脳卒中医学科） 　天野　達雄，平野　照之
  （杏林大学医学部付属病院 : 脳神経外科） 　塩川　芳昭

■救急その他

　座長 :  内田康太郎（医学教育学）　15 : 30～16 : 24

 P3-35 III度熱中症で非閉塞性腸管虚血（NOMI ; non-occlusivemesenteric ischemiaI）が併発しプロスタ

グランジン E1動注で改善した 1例

  （救急・災害医学） ○三井　太智，谷野　雄亮，三浪　陽介，河井健太郎，織田　　順
 P3-36 意識障害により上肢コンパートメント症候群を併発したクラッシュ症候群の一例

  （救命救急センター） ○米山沙恵子，下山京一郎，東　　一成，三浪　陽介，織田　　順
 P3-37 S状結腸穿孔術後の Open Abdominal Management が奏功した症例

  （救命センター） ○ 小堀　文正，三浪　陽介，田中　佑一，谷野　雄亮，内堀健一郎，
内田康太郎，鈴木　彰二，河井健太郎，織田　　順

 P3-38 Impact of sleep-disordered breathing on ventricular tachyarrhythmia after left ventricular assist 

device implantation

  （専攻生 : 循環器内科） ○熊井　優人
  （循環器内科） 　近森大志郎
 P3-39 Do the assisted reproductive technology children remain big at 6 years of age ?

  （産科婦人科学） ○上野　啓子，久慈　直昭，長谷川朋也，小島　淳哉，西　　洋孝



 P3-40 CVC挿入に伴う感染性血栓に対して内科的治療を選択した一例

  （救命センター） ○ 本橋　直樹，三浪　陽介，中村　俊貴，木村　　佑，小堀　文正，
谷野　雄亮，櫻井　雅子，上田　康弘，東　　一成，織田　　順

 P3-41 What is the difference of surgical outcomes between individuals carrying TGFBR1 and TGFBR2 

mutation in Loeys-Dietz Syndrome ?

  （専攻生 : Department of Cardiovascular Surgery） ○Seike Yoshimasa, Matsuda Hitoshi, Ogino Hitoshi

  （National Cerebral and Cardiovascular Center, Department of Cardiovascular Surgery） 　Matsuda Hitoshi

  （National Cerebral and Cardiovascular Center, Department of Pathology） 　Ishibashi-Ueda Hatsue

  （Sakakibara Heart Institute, Department of Medical Genetics） 　Morisaki Hiroko

  （Tokyo University of Technology School of Health Sciences, Department of Clinical Engineering） 　Morisaki Takayuki

 P3-42 Tracheocutaneus fistula closure using double piled V-Y advancement flap of platysma

  （茨城 : 形成外科） ○佐藤　宗範
  （形成外科学） 　井田夕紀子，松村　　一

■社会・情報・教育系

　座長 :  浦松　雅史（医療の質・安全管理学）　15 : 00～15 : 42

 P3-43 Zebrafish as a model for haloperidol-induced catalepsy

  （大学院博士課程 3年法医学） ○蓮見　昭洋，前田　秀将，清水　照美，吉田　謙一
  （病態生理学） 　川原　玄理，林　由起子
 P3-44 Research into the role of the family doctor during response to an emergency for patients receiving 

at-home care : Phase 1

  （社会人大学院博士課程 4年総合診療医学） ○ 遠井　敬大
  （総合診療医学） 　平山　陽示，原田　芳巳，川上　浩平，安彦壮一郎
  （北海道大学医学研究院医学教育・国際交流推進センター） 　大滝　純司
 P3-45 The availability of screening tests of risk assessment of VTE by Caprini Risk Score ～A retrospec-

tive study of patients who underwent Total Knee Arthroplasty～

  （社会人大学院博士課程 3年看護学部看護学科） ○樋口　美樹
  （整形外科学） 　立岩　俊之
  （医療の質・安全管理学） 　三木　　保
 P3-46 東京医科大学における DREEM（Dundee Ready Education Environment Measure）を用いた学習環

境調査の実施と学生による評価

  （教育 IRセンター） ○菰田　孝行
  （医学教育学、教育 IRセンター） 　荒井　貞夫
  （生物学、教育 IRセンター専門委員会） 　篠田　　章
  （英語、教育 IRセンター専門委員会） 　R．ブルーヘルマンス
  （公衆衛生学、教育 IRセンター専門委員会） 　井上　　茂
  （総合診療科、教育 IRセンター専門委員会） 　平山　陽示
  （耳鼻咽喉科・頭頸部外科、教育 IRセンター専門委員会） 　大塚　康司
  （医学教育学） 　山崎　由花
 P3-47 医学科導入を念頭に置いた看護学科におけるブレンド型反転授業の試み

  （産科婦人科学） ○野平　知良
  （医学教育学） 　油川ひとみ，三苫　　博



 P3-48 eポートフォリオは「知識基盤型社会」を生きる学生の成長の力になれるか

  （医学教育学） ○ 油川ひとみ，青木　昭子，ブルーヘルマンスラウール，三苫　　博，
山科　　章

  （産科婦人科学） 　野平　知良
  （耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 　清水　　顕
  （精神医学） 　市来　真彦
  （腎臓内科学） 　長岡　由女
  （血液内科学） 　赤羽　大悟
  （医療の質・安全管理学） 　三島　史朗
  （臨床検査医学） 　天野　景裕
  （糖尿病代謝内分泌リウマチ膠原病内科学） 　太原恒一郎
  （泌尿器科学） 　中神　義弘
 P3-49 Construction of a factorial model for medication adherence in patients with chronic diseases re-

ceiving home care services

  （大学院博士課程 4年医療の質・安全管理学） ○大堀　　昇
  （医療の質・安全管理学） 　三木　　保

■生体防御系

　座長 :  溝口　　出（医学総合研究所）　15 : 42～16 : 24

 P3-50 Prediction of Organ Injury by Measuring Venous Lactic Acid Levels of Patients Presenting to the 

Secondary Emergency Department

  （社会人大学院博士課程 2年救急・災害医学） ○ 三浪　陽介，織田　　順，鈴木　彰二，内田康太郎，石井　友理，
東　　一成

 P3-51 Staphylococcus aureus Bacteremia due to Central Venous Catheter Infection :  A Clinical Compar-

ison of Infections Caused by Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Strains

  （聖路加国際病院 : 大学院博士課程 1年、聖路加国際病院 : 感染症科） ○石川　和宏
  （聖路加国際病院 : 感染症科） 　古川　惠一
  （聖路加国際大学 : 公衆衛生大学院） 　星野　絵里
 P3-52 保存加療に奏功した重症肝損傷 IIIbの一例

  （救急災害医学） ○中村　俊貴，織田　　順，三浪　陽介
 P3-53 A novel heterodimeric cytokine consisting of IL-23p19 promotes the differentiation into GM-CSF-

producing CD4+ T cells

  （大学院博士課程 3年医学総合研究所免疫制御） ○長谷川英哲，折井　直子，溝口　　出，善本　隆之
 P3-54 胸腺選択における c-SMACの機能的意義の解明

  （免疫学） ○ 秦　喜久美，町山　裕亮，矢那瀬紀子，古畑　昌枝，豊田　博子，
若松　　英，横須賀　忠

 P3-55 Differences in cytokine and chemokine levels among various diseases and between serum and 

plasma samples

  （社会人大学院博士課程 2年小児科・思春期科学） ○ 山田　　舞
  （小児科・思春期科学） 　柏木　保代，税所　純也，加藤　幸子，赤松　信子，河島　尚志
 P3-56 Molecular imaging of the hCD19 CAR signalosomes, “CAR microclusters”

  （免疫学） ○ 矢那瀬紀子，町山　裕亮，若松　　英，豊田　博子，古畑　昌枝，
秦　喜久美，横須賀　忠



〈第一会議室 P1〉　 

■国際交流学生報告

　座長 :  小島多香子（国際医学情報学）　15 : 30～16 : 30

 G-01 カンザス大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○佐野　貴俊，深浦　将太
 G-02 ユトレヒト大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○阿部　　怜
 G-03 台北医学大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○長尾　佳奈，山本　　諒
 G-04 ホーチミン市医科薬科大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○夏目隆太郎
 G-05 マインツ大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○水谷　久紀，須原　悠史
 G-06 ペーチ大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○中沢　紘右，岡田このみ
 G-07 モンペリエ大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○二階堂靖訓
 G-08 ウディーネ大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○太田　行紀，小宮山紘史
 G-09 ロイアルビクトリアン アイ アンド イヤー ホスピタル　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○北川　幹高
 G-10 センメルワイス大学　留学報告

  （医学部医学科第 6学年） ○東野　有依，小野澤美波


