
	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 令和 2年 12月 

 
大	 阪	 市	 医	 学	 会 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会	 長	 河	 田	 則	 文 
 
 

	 	 	 大阪市医学会第 523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 3年 1月 21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、小講義室 1 
	 	 	 	 	 	 	 （1月の学位審査会は 2箇所で同時開催致しますので、ご注意下さい） 
 
	 	 	 当番教室： 大阪市立大学大学院医学研究科 
  	 呼吸器内科学 
  	  臨床腫瘍学 
	 	    
 
 
	 【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 523回	 大阪市医学会例会プログラム  
 
 

学位論文審査会（大講義室）  
 

1.  13時 30分～ 
  A Mouse Model of Rapidly Progressive Fatal Hemorrhagic Pneumonia caused by Stenotrophomonas 
  maltophilia 
 Stenotrophomonas maltophiliaによる急速進行性・致死性出血性肺炎マウスモデルの作成 
 

 	 	  井本
いもと

	 和紀
わ き

	 	 	 	    （大学院医学研究科・呼吸器内科学*） 
    【主査：川口 知哉	 副査：葭山 	 稔・吉川 貴仁】 
2.  13時 55分～ 
  Can Smoking Duration Alone Replace Pack-years to Predict the Risk of Smoking-related Oncogenic 
  Mutations in Non-small Cell Lung Cancer? A Cross-sectional Study in Japan 
 非小細胞肺癌の喫煙関連癌遺伝子変異のリスクを予測する上で、喫煙年数が pack-yearsに取って代わ 
 り得るか? 日本における横断研究 
 

 	 	 	  小川
おがわ

	 晃一
こういち

	 	 	 	    （大学院医学研究科・呼吸器内科学*） 
     【主査：川口 知哉	 副査：大平 雅一・澁谷 景子】 
3.  14時 20分～ 
  Circulating Tumor Cells with FGFR2 Expression might be Useful to Identify Patients with Existing 
  FGFR2-overexpression Tumor 
 FGFR2発現腫瘍患者の同定には血中の FGFR2陽性癌細胞解析が有用である 
 

 	 	 	  黒田
くろだ

	 顕慈
けん じ

	 	 	 	     （大学院医学研究科・消化器外科学*） 
     【主査：大平 雅一	 副査：鰐渕 英機・藤原 靖弘】 
4.  14時 45分～ 
  Safety of Endoscopic Mucosal Resection Using a Bipolar Snare for Superficial Nonampullary 
  Duodenal Epithelial Tumors and the Predictive Factors of Piecemeal Resection 
 表在型非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対するバイポーラスネアを用いた内視鏡的粘膜切除術の安全性 
 と分割切除の危険因子の検討 
 

 	 	 	  山村
やまむら

	 匡史
まさふみ

	 	 	 	     （大学院医学研究科・消化器内科学） 
     【主査：藤原 靖弘	 副査：大平 雅一・首藤 太一】 
5.  15時 10分～ 
  Gender Differences in Self-perceived Changes among Japanese Workers with Depression 
 うつ病の日本人就労者における主観的事例性の性差について 
 

 	 	 	  仁木
に き

	 晃
あき

大
ひろ

	 	 	 	     （大学院医学研究科・神経精神医学*） 
                                        【主査：井上 幸紀	 副査：葭山 	 稔・吉川 貴仁】 
6.  15時 35分～ 
  Body-focused Repetitive Behavior Disorders in Children and Adolescents 
 児童青年期における身体集中反復行動症 
 

 	 	 	  平井
ひらい

	 香
かおる

	 	 	 	     （大学院医学研究科・神経精神医学*） 
        【主査：井上 幸紀	 副査：濱崎 考史・吉川 貴仁】 
 
 
 



 
 

学位論文審査会（小講義室 1） 
 
1.  13時 55分～	  
  Long-term, Time-course Evaluation of Ligamentum Flavum Hypertrophy Induced by Mechanical  
 Stress: An Experimental Animal Study 
 力学負荷は継時的に黄色靭帯肥厚を引き起こす: 動物モデルを用いた検討 
 

 	 	  堀
ほり

	  悠
ゆう

介
すけ

    （大学院医学研究科・整形外科学*） 
                                   【主査：中村 博亮	 副査：吉川 貴仁・後藤 剛夫】 
2.  14時 20分～	  
  Deep Learning for MR Angiography: Automated Detection of Cerebral Aneurysms 
 MRAに対する深層学習: 脳動脈瘤の自動検出 
 

 	 	  植田
うえだ

	 大樹
だいじゅ

  （大学院医学研究科・放射線診断学・IVR学*） 
                                   【主査：三木 幸雄	 副査：伊藤 義彰・後藤 剛夫】 
3.  14時 45分～	  
  Survival Benefit of Radiofrequency Ablation with Intratumoral Cisplatin Administration in a Rabbit  
 VX2 Lung Tumor Model 
 ウサギVX2肺腫瘍モデルにおけるシスプラチン腫瘍内投与併用によるRFA後の生存期間への有益性 
 

 	 	  村井
むらい

	 一超
かず き

    （大学院医学研究科・放射線診断学・IVR学*） 
                                   【主査：三木 幸雄	 副査：柴田 利彦・川口 知哉】 
4.  15時 10分～	  
  Laparoscopic Percutaneous Extraperitoneal Closure for Inguinal Hernia in Young Adults:  
 Assessment of Safety, Efficacy, and Reliability 
 若年成人鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下経皮的腹膜外閉鎖法: 安全性、有効性、信頼性の評価 
 

 	 	  栄
さかえ

	 由
ゆ

香里
か り

    （大学院医学研究科・心臓血管外科学*） 
                                      【主査：柴田 利彦	 副査：濱崎 考史・内田 潤次】 
5.  15時 35分～	  
  Clinical and Histopathological Features of Acute Kidney Injury in Adult-onset Minimal Change  
 Nephrotic Syndrome 
 成人発症微小変化型ネフローゼ症候群における急性腎障害の臨床的および組織学的特徴 
 

 	 	  西出
にしで

	 孝蔵
こうぞう

  （大学院医学研究科・代謝内分泌病態内科学*） 
                                 【主査：繪本 正憲	 副査：葭山 	 稔・内田 潤次】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


