
	 	 	 	 	 令和元年 9月 
 

大	 阪	 市	 医	 学	 会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会	 長	 大  畑  建  治 

 
 

	 	 	 大阪市医学会第 515回例会を下記のとおり開催致しますの 
	 で、お繰り合せの上御来聴下さるようご案内申し上げます。 
 
 
  

記 
 
 
	 	 	 日	 	 時： 令和元年 10月 17日（木）午後 1時 30分〜（予定） 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	   
 
	 	 	 場	 	 所： 大阪市立大学医学部学舎 4Ｆ・大講義室 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
	 	 	 当番教室： 大阪市立大学大学院医学研究科 
  	 病態生理学 
  	  神経生理学 
 
 
 
 
	 【普通演題：注意事項】 
 
	 	  	 ○普通講演の発表は 1題 15分以内 
	 	  	 	 （13分以内が発表で 2分が質疑応答の時間とします） 
	 	  	 	 （講演時間終了 1分前	 ベル 1回、終了時 13分	 ベル 2回鳴ります） 
 	 ○コンピュータは各自で用意して下さい。（スライドは不可）  

	 ○討論は 2分以内、発言者は所属と姓名を告げ、座長の許可を得て下さい。 
 	 ○次演者は所定の席に着席して下さい。 
 
 
	 【学位論文審査会：注意事項】 
 
 	 ○審査時間は１人 25分です。 
 	 	 （10分以内が発表で、約 15分が質疑応答の時間とします）   
 	 	 （発表時間開始 8分後および 10分後にベルが鳴ります）	    

	 ○コンピュータは各自で用意して下さい。   
 	 ○審査開始時刻の 20分前には発表会場の受付にお越し下さい。  
 	 ○次演者は所定の席に着席して下さい。   
	  



 
第 515回	 大阪市医学会例会プログラム 

 
○普	 通	 演	 題 
1. The Proportional Relationship between Pre-transplant WT1 mRNA Levels and Risk of Mortality after  
 Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation in Acute Myeloid Leukemia not in Remission 
非寛解期急性骨髄性白血病において同種造血細胞移植前末梢血WT1 mRNAレベルに比例して移植後
の死亡リスクが増加する 

 井戸健太郎
いど 	 け ん た ろ う

・中前	 美佳・ 
 康	 	 秀男・岡村	 浩史・ 
  南野	 	 智・西本	 光孝・ 
  武岡	 康信・廣瀬	 朝生・ 
  中嶋	 康博  （大学院医学研究科・血液腫瘍制御学） 
  橋本	 由徳  （鳥取県立中央病院・血液内科） 
  中根	 孝彦・日野	 雅之・ 
  中前	 博久    （大学院医学研究科・血液腫瘍制御学） 
 
2. Significance of Intrinsic Breast Cancer Subtypes on the Long-term Prognosis after Neoadjuvant 
  Chemotherapy 
 乳癌術前化学療法症例の長期予後におけるサブタイプ別評価の意義 

  後藤	 	 航
ごとう 	 	 わたる

  （大阪市立総合医療センター・消化器外科） 
  柏木伸一郎  （大学院医学研究科・乳腺・内分泌外科学） 
  高田	 晃次  （石 切 生 喜 病 院・乳腺外科） 
  浅野	 有香  （大学院医学研究科・乳腺・内分泌外科学） 
  高橋	 克之  （大学院医学研究科・分子病態薬理学） 
  藤田	 寿一  （大学院看護学研究科・看護支援基礎科学） 
  高島	 	 勉  （大学院医学研究科・乳腺・内分泌外科学） 
  冨田	 修平  （大学院医学研究科・分子病態薬理学） 
  平川	 弘聖  （市立柏原病院） 
  大平	 雅一  （大学院医学研究科・乳腺・内分泌外科学） 
 
3. Denosumab Improves Glomerular Filtration Rate in Osteoporotic Patients with Normal Kidney  
 Function by Lowering Serum Phosphorus 
 腎機能正常骨粗鬆症患者に対するデノスマブ投与は血清リン濃度の低下を介して糸球体濾過量を改 
 善する 

  宮岡	 大知
みやおか 	 だいち

・稲葉	 雅章・ 
  今西	 康雄  （大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学） 
  林	 	 礼行  （寿楽会大野記念病院・内科） 
  小原	 正也  （大阪市立総合医療センター・糖尿病内科） 
  永田	 友貴・蔵城	 雅文・  
  山田	 真介  （大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学） 
  森	 	 克仁  （大学院医学研究科・腎臓病態内科学） 
  絵本	 正憲  （大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学） 
 
4. Neural Effects of Hand-grip-activity Induced Fatigue Sensation on Appetite: A  
 Magnetoencephalography Study 
 ハンドグリップ負荷による疲労感が食欲に与える影響に関する脳磁図研究 

  松尾	 貴司
ま つ お 	 た か し

・石井	 	 聡・ 
  中村	 千華・石田	 梨佳・ 
  山口	 貴大・高田	 勝子・   
  宇治	 正人・吉川	 貴仁  （大学院医学研究科・運動生体医学） 



 
 

学位論文審査会  
 

1.  14時 30分～ 
  Neointimal Coverage after Second Generation Drug-eluting Stent Implantation has a Relationship with 
  Pre-existing Atherosclerotic Lesion Characteristics 
 第二世代薬剤溶出性ステント留置後の新生内膜厚と既存の動脈硬化病変との関係について 
 

 	 	  野元
のもと

	 陽
よう

太
た

	 	 	 	    （大学院医学研究科・循環器内科学*） 
    【主査：葭山	  稔：川口 知哉・柴田 利彦】 
 
2.  14時 55分～ 
  Greater Nocturnal Blood Pressure is Associated with Natriuretic Peptide Level in Aortic Stenosis 
  Patients with Preserved Ejection Fraction 
 左室駆出率の保たれた大動脈弁狭窄症患者において、夜間血圧は血漿ナトリウム利尿ペプチド値と相 
 関する 
 

 	 	 	  田村
たむら

	 聡一郎
そういちろう

	 	 	 	    （大学院医学研究科・循環器内科学*） 
     【主査：葭山	  稔	 副査：稲葉 雅章・川口 知哉】 
 
3.  15時 20分～ 
  Plasma Omentin Levels are Associated with Vascular Endothelial Function in Patients with Type 2 
  Diabetes at Elevated Cardiovascular Risk 
 心血管リスクの高い２型糖尿病患者において血漿オメンチン濃度は血管内皮機能と関連する 
 

 	 	 	  林
はやし

    麻
ま

里子
り こ

	 	 	 	     （大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学*） 
     【主査：稲葉 雅章	 副査：葭山	  稔・植松 	 智】 
 
4.  15時 45分～ 
  Oncostatin M Induces C2C12 Myotube Atrophy by Modulating Muscle Differentiation and 
  Degradation 
 オンコスタチン Mは筋分化および分解の調節を介して C2C12筋管の萎縮を引き起こす 
 

 	 	 	  三木
み き

	 祐
ゆう

哉
や

	 	 	 	     （大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学*） 
     【主査：稲葉 雅章	 副査：葭山	  稔・植松 	 智】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

学位論文審査会（10/15開催） 
 
1.  15時 00分～	 市大学舎 18階 会議室 
  Quantitative Evaluation of Age-related Changes to Pelvic Floor Muscles in Magnetic Resonance 
  Images from 369 Patients 
 369症例の MRI画像における骨盤底筋の加齢性変化の定量的評価 
 

 	 	  米
こめ

虫
むし

	 良
よし

允
みつ

  （大学院医学研究科・泌尿器病態学*） 
                                 【主査：仲谷 達也	 副査：古山 将康・三木 幸雄】 
 
2.  16時 00分～	 市大学舎 12階 ミナー室 
  Prevention of Nerve Root Thermal Injury Caused by Bipolar Cauterization Near the Nerve Roots 
 バイポーラ焼灼止血操作による神経根熱損傷と予防法の検証 
 

 	 	  大山
おおやま

	 翔一
しょういち

朗
ろう

  （大学院医学研究科・整形外科学*） 
                                 【主査：中村 博亮	 副査：池田 一雄・吉川 貴仁】 
 
3.  16時 25分～	 市大学舎 12階 ミナー室 
  Nerve Capping with a Nerve Conduit for the Treatment of Painful Neuroma in the Rat Sciatic Nerve 
 人工神経を応用したラット坐骨神経有痛性断端神経腫形成の予防的治療 
 

 	 	  斧
おの

出
で

	 絵
え

麻
ま

  （大学院医学研究科・整形外科学*） 
                                 【主査：中村 博亮	 副査：池田 一雄・吉川 貴仁】 
 
 
 
 
 
 

学位論文審査会（10/18開催） 
 

 1.  15時 00分～	 市大学舎 4階 大講義室 
  Aerobic Exercise Training with Brisk Walking Increases Intestinal Bacteroides in Healthy Elderly 
  Women 
 速歩での有酸素運動は高齢女性の腸内 Bacteroides菌群を増加させる 
 

 	 	  森田
もりた

	 恵美子
え み こ

  （大学院医学研究科・運動環境生理学*） 
                                 【主査：岡﨑 和伸	 副査：稲葉 雅章・吉川 貴仁】 
 
 


