
第 22 回日本内分泌学会 

東海支部学術集会 
会 期：2022 年 10 月8 日（土） 

会 場：アクトシティ浜松 コングレスセンター 

〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1 

TEL: 053-451-1111（代表） 

会 長：佐々木 茂和（浜松医科大学内科学第二講座・内分泌代謝内科） 

事務局：松下 明生（浜松医科大学内科学第二講座・内分泌代謝内科） 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）予防対策を講じた上で、現地開催を予定。 

 

 

 ランチョンセミナーＡ「糖尿病治療における膵島細胞補充療法」 

 演 者：恒川 新 先生（愛知医科大学 糖尿病内科） 

 共 催：ＭＳＤ株式会社 

 

 ランチョンセミナーＢ「“一蓮托生” 糖尿病と心不全 

  ～なぜ私たち循環器医はSGLT2阻害薬を使用することに積極的なのか？～」 
 演 者：早乙女 雅夫 先生（浜松医科大学 内科学第三講座・循環器内科） 

 共 催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、日本イーライリリー株式会社 

 

 教育セミナー「明日から役立つ下垂体疾患ケーススタディ」 

 演 者：高橋 裕 先生（奈良県立医科大学 糖尿病内分泌内科学） 

 共 催：ノボ ノルディスクファーマ株式会社 

 

 JES We Can Tokai 企画セッション「まれな病気から学ぶステロイド代謝」 

 演 者：藤澤 泰子 先生（浜松医科大学 小児科学講座） 

 

 一般演題 38題（募集を締め切りました。多数のご演題ありがとうございました） 

 

 

― 多くの先生方のご参加をお待ちしております ― 

【お問い合わせ先】 第 22回日本内分泌学会東海支部学術集会事務局 

浜松医科大学 内科学第二講座・内分泌代謝内科  

Tel：053-435-2263 E-mail：tokai-end22@hama-med.ac.jp 

mailto:tokai-end22@hama-med.ac.jp


第 22 回日本内分泌学会東海支部学術集会 

プログラム訂正のご案内 

 

学会プログラムに下記のとおり誤りがありましたので、訂正いたします。 

 

⚫ 演題 38の掲載もれがありました。 

  日程表、プログラムを変更し、一般演題３（下垂体１）のセッションに演題 38を追加いたします。 

  演題 38の抄録は学会当日に会場で配布させていただきます。 

 

※関係の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しました。心よりお詫び申し上げます。 

                      第 22回日本内分泌学会東海支部学術集会 

                                          運営事務局 

  



日程表（予定） 
 

 

第 1 会場 第 2 会場 役員会 

 
 

４階 ４１会議室 ４階 ４３＋４４会議室 ５階 ５２会議室 

9:30 
 

受付開始 (～16:00 頃まで)   

10:00 

 

   

 

 

 

開会の辞 10:15～ 
  

11:00 

 

   

 

 

   

12:00 

 

   

 

 

   

13:00 

 

   

 

 

   

14:00 

 

   

 

 

   

15:00 

 

   

 

 

   

16:00 

 

   

 

 

   

17:00 

 

指定講演退場受付 

閉会の辞 16:45～ 

  

 
 

   

 

総会・評議員会 10:20～10:35 

一般演題１（糖代謝異常） 
 10:40～11:22 

座長：篠田 純治（トヨタ記念病院） 

一般演題２（副甲状腺・Ca代謝） 
 10:40～11:22 

座長：髙栁 武志（藤田医科大学） 

一般演題３（下垂体１） 
 11:22～11:57 

座長：有安 宏之（静岡県立総合病院） 

一般演題４（甲状腺１） 
 11:22～11:50 

座長：松下 明生（浜松医科大学） 

 ［ランチョンセミナーA］ 12:00～13:00 

「糖尿病治療における 
膵島細胞補充療法」 
座長：釣谷 大輔 
演者：恒川 新 

共催：ＭＳＤ株式会社 

 ［ランチョンセミナーB］ 12:00～13:00 
「“一蓮托生” 糖尿病と心不全 
   ～なぜ私たち循環器医は SGLT2阻害薬を 
     使用することに積極的なのか？～」 

座長：矢野 裕 
演者：早乙女雅夫 

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社  
    日本イーライリリー株式会社 

 ［教育セミナー］ 14:20～15:20 

    「明日から役立つ 
     下垂体疾患ケーススタディ」 

座長：佐々木 茂和 
演者：高橋 裕 

共催：ノボノルディスクファーマ株式会社 

［JES We Can Tokai企画セッション］ 
（日本内分泌学会 専門医資格更新単位付与 指定講演） 

（申請領域：小児科）  
15:30～16:30 

「まれな病気から学ぶステロイド代謝」 
座長：山下 美保 
演者：藤澤 泰子 

支部役員会 
 

9:30～10:10 

一般演題５（下垂体２） 
 13:10～13:38 

座長：岩間 信太郎（名古屋大学） 

一般演題６（甲状腺２） 
 13:10～13:38 

座長：近藤 國和（安城厚生病院） 

一般演題７（下垂体３） 
 13:38～14:06 

座長：諏訪 哲也（岐阜大学） 

一般演題８（副腎・性腺） 
 13:38～14:13 

座長：飯野 和美（磐田市立総合病院） 

指定講演入場受付 



 

会場：アクトシティ浜松 コングレスセンター４階（４１会議室、４３＋４４会議室） 

〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1 TEL：053-451-1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交 通

のご案内 

  

会場のご案内 



 

 
会場までのアクセス 



 

 
フロア図 



 

 

 

参加者へのご案内 

●受 付 

2022年 10月 8日（土）9：30〜16：00頃まで 

 

●参加費 

会員 2,000円、非会員 3,000円を参加受付でお支払いください。 

参加証をお受け取りいただき、記名のうえ着用してください。 

医師以外の医療従事者・初期研修医・学生（大学在学中の学生に限る）は無料ですが、参加受付に

てご記帳ください。 

 

●支部学術集会参加による専門医資格更新のための単位取得について 

取得単位数：5単位 

参加受付時にお申し出ください。 

認定更新研修単位登録票をお渡し致しますので、終了までに受付に提出してください。 

 

●指定講演聴講による専門医資格更新のための単位取得について 

取得単位数：1単位  申請領域：小児科  

受講証配布時間：開演 20分前～開演 5分後（入場受付時間は 15：10～15：35です。） 

退場受付：終演～終演 10分後 

会場入口にて受講証をお渡しし、退場時に「登録事務用」を回収します。 

途中入場および途中退出の場合は聴講単位として認められません。 

参加者控は、必ず持ち帰り、保管しておいてください。 

 

●会場内席数について 

各会場とも定員制限があり、ご入場いただけない場合があります。予めご了承ください。 

 

●託児室 

  託児室設置については、COVID-19 感染リスクを検討した結果、設置のデメリットがメリット 

  を上回ると判断したため、今回は設置を見送ります。 

 

座長へのご案内 

ご担当セッション開始 30分前までに座長受付をお済ませください。 

また、10分前までに次座長席にお着きください。 

発表時間は、発表 5分、質疑応答 2分の計 7分です。 

  進行が遅れないよう、司会を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

参加者・座長へのご案内 



 

 

USB メモリによるデータの持ち込み、もしくは各自のノート PCで発表をお願い致します。動画がある

場合は、PC のお持ち込みを推奨致します。発表は Power Point に限らせていただきます。 

スクリーンのアスペクト比は 4：3です。 

発表の 30分前までに、会場の発表データ受付にて、演題受付および動作確認をしてください。 

 

 データ持ち込みによるご発表  

1．メディアはウイルスチェック済みのもの、または新品を使用し、データ保存後に再度ウイルス 

チェックを行ってください。 

2．PCは、OSが Windows 10、プレゼンテーションソフトが Power Pointです。 

3．Power Pointにて作成したデータは「演題番号 氏名」で保存してください。 

例：「36 浜松一郎」 

4．発表は会場で用意するノート PCとマウスを使用し、発表者ご自身が進めてください。 

5．Macintoshでのご発表や動画がある場合には、各自の PCでの発表をお願い致します。 

 

 PC持ち込みによるご発表  

1．液晶プロジェクタとの接続は、ミニ D-sub15ピン外部出力コネクタです。薄型ノート PCでは 

特殊なコネクタ形状になっているものがありますので、変換アダプタのご用意をお願い致します。 

2．バッテリ切れにならないよう、発表には ACアダプタ（100V）をご用意ください。 

 

 発表時間  

1．発表時間は、発表 5分、質疑応答 2分の計 7分です。 

2．スライド枚数に制限はありませんが、時間厳守にてお願い致します。 

 

 COI  

1．COI状態について、発表スライドの最初（または演題・発表者等を紹介するスライドの次）に 

学会の定める様式 1-Aにより開示してください。 

2．詳細は下記の学会 HPをご参照ください。 

  http://www.j-endo.jp/modules/about/index.php?content_id=8 

 

 スライド作成例  

【申告すべき COI状態（過去 3年間）がない時】【申告すべき COI状態（過去 3年間）がある時】 

 

 

 

 

 

 発表者要件  

日本内分泌学会東海支部規約により、発表者は原則として学会員であることが求められます 

（学生、研修医を除く）。学会当日までに入会手続きをお願いします。尚、当日、会場での入会 

手続きはできません。 

発表者へのご案内 



プログラム 

 

9:30～10:10 

 支部役員会 

 

10:15～ 

 開会の辞 

会長：佐々木 茂和（浜松医科大学 内科学第二講座・内分泌代謝内科） 

 

10:20～10:35 

 総会・評議員会 

 

10:40～11:22 

 一般演題１（糖代謝異常） 

座長：篠田 純治（トヨタ記念病院 内分泌・糖尿病内科） 

 

1. 健康診断で低血糖を指摘され、インスリノーマが証明された一例 

静岡赤十字病院 糖尿病・内分泌代謝内科 

〇山本 貴恵、 松本 朋美、平原 直子 

 

2. 左側への頭位傾斜による複視の増悪から左滑車神経麻痺と診断された2型糖尿病の1例 

名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 

〇大塚 晴佳、岩間 信太郎、有馬 寛 

 

3. 正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスから発見されたバセドウ病を合併した緩徐進行 

   1型糖尿病の一例 

JA愛知厚生連 江南厚生病院 内分泌・糖尿病内科 

〇桑原 美穂、栗本 隼樹、鈴木 亮太、仲 崇天、尾崎 緑、大竹 かおり、 

  有吉 陽 

 

4．血糖・疼痛管理、理学療法によりADLの改善を得た糖尿病性筋萎縮症の1例 

岐阜県総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 

○伊藤 悠、今泉 俊則、荒田 修治、坂口 賢太郎、髙橋 寛和、山中 麻美、 

大洞 尚司 

 

5. アナモレリンによる急激な血糖上昇を来した症例の内分泌学的検討 

静岡県立静岡がんセンター 内分泌・代謝内科 

○大川 雄太、古川 祥子 

 

６. COVID-19感染により惹起されたと考えられる糖尿病ケトアシドーシスの一例 

島田市立総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 

〇鈴木 智隆、坪井 堅太郎、成島 唯人、善當 翼、大石 敏弘 

 

 

５階（52 会議室） 

第 1 会場（41 会議室） 

第 1 会場（41 会議室） 

第 1 会場（41 会議室） 



10:40～11:22 

 一般演題２（副甲状腺・Ca代謝） 

座長：髙栁 武志（藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学講座） 

 

7. 著明な高Ca血症をきたしコントロールに難渋した原発性副甲状腺機能亢進症の１例 

  1浜松医科大学附属病院第2内科、 2同 第2外科 

○遠山 柚希乃1、柿沢 圭亮1、松下 明生1、平松 良浩2、竹内 裕也2、 

佐々木 茂和1 

 

8. 含糖酸化鉄注射液によるFGF23関連低リン血症性骨軟化症とステロイド性骨粗鬆症を 

   合併したクローン病の一例 

藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学 

○布施 裟智穂、垣田 彩子、吉野 寧維、植田 佐保子、平塚 いづみ、四馬田 恵、 

高柳 武志、清野 祐介、鈴木 敦詞 

 

９. GNASスプライスバリアントによる偽性副甲状腺機能低下症Iaの１例 
1静岡県立こども病院 糖尿病・代謝内科 
2三重大学医学部附属病院 小児・AYAがんトータルケアセンター 
3浜松医科大学小児科、4浜松医療センター小児科 

○佐野 伸一朗1、岩本 彰太郎2、加藤 芙弥子3、増永 陽平3、藤澤 泰子3、緒方 勤3,4 

 

10. 高カルシウム血症クリーゼを来したPTH-rP産生乳癌の一例 
1藤枝市立総合病院 糖尿病・内分泌内科、2浜松医科大学 内科学第二講座、 
3浜松北病院 内科 

〇柴崎 晃司1、髙山 尚輝1、内田 玲子1、今井 ゆき子1、向山 拓矢1、芝田 尚子1、 

森田 浩1、佐々木 茂和2、沖 隆3 

 

11. 原発性副甲状腺機能亢進症の早期診断に向けた新たなアルブミン補正カルシウム式 

    の検討 

公立学校共済組合東海中央病院 1内分泌・糖尿病内科、 2同 薬剤部、 
3同 健康管理センター 

○芦田 涼成1、奥村 中1、久納 光皓1、板東 達也2、水口 敏宏3、内田 一生3 

 

12. ビタミンD軟膏とステロイド軟膏の大量塗布により著明な高Ca血症と副腎不全を 

    きたした一例 
1JA愛知厚生連 安城更生病院 内分泌糖尿病内科、 
2名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科  

〇中ノ瀬 友稀1、宇仁田 紗也香1、秋山 知大1、井手 天翔1、安藤 安佐子1、 

村瀨 萌絵2、伊藤 真梨子1、近藤 國和1、水谷 直広1 

 

 

 

 

 

 

第２会場（43+44 会議室） 



11:22～11:57 

 一般演題3（下垂体１） 

 座長：有安 宏之（静岡県立総合病院 内分泌内科） 
 
13. 重度の特発性低身長を呈するACAN両アレル変異陽性患者 

1浜松医科大学 小児科、2静岡済生会総合病院 小児科、3浜松医療センター 小児科 

◯増永 陽平1、大久保 由美子2、福岡 哲哉2、藤澤 泰子1、緒方 勤3 
 
14. 身体的特徴を呈さなかった先端巨大症の一例 

1富士市立中央病院 初期臨床研修医、 2同 糖尿病・内分泌・血液内科 

〇岩山 望明1、 廣津 貴夫2、山崎 永幹2、 大橋 慎二2、金井 里奈2、島田 崇弘2 
 
15. IgG4関連下垂体炎により汎下垂体機能低下症をきたし, 治療後GH分泌の改善を認め 

    た1例 

中濃厚生病院 

〇塚田 大智、正村 友基、桑原 弥生、澁谷 高志、鈴木 英司、島田 武 
 

16. 無痛性甲状腺炎による甲状腺中毒症を契機に顕在化したSheehan症候群の1例 

藤田医科大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学 

〇岩井 京子、淺田 陽平、森川 理佐、藤沢 治樹、平塚 いづみ、植田 佐保子、 

垣田 彩子、四馬田 恵、清野 祐介、高柳 武志、鈴木 敦詞 
 

38. 当院で経験した TSH 産生下垂体腫瘍の 2 例 

 岡崎市民病院 

 〇冨田 修平、橡谷 昌佳、滝 啓吾、伊藤 大貴、渡邉 峰守 
 

11:22～11:50 

 一般演題４（甲状腺１） 

座長：松下 明生（浜松医科大学内科学第二講座・内分泌代謝内科） 
 

17. 巨大甲状腺腫を伴ったT3優位型バセドウ病の２手術例 
1岐阜赤十字病院 甲状腺・糖尿病内科 2岐阜赤十字病院 外科 

○中村 重徳1、石森 正敏1、 高橋 啓2、丹羽 眞佐夫2、林 昌俊2 

 

18. SARS-CoV-2ワクチン接種後に発症したと考えられるBasedow病の1例 
1トヨタ記念病院 内科、 2同 内分泌・糖尿病内科 

〇三輪 大介1、加藤 桜子2、半田 克成2、村瀬 正敏2、篠田 純治2 
 

19. MPO-ANCA陽性PTU服用バセドウ病患者において、RI治療後のANCAの推移を観察 

    した２症例 
1稲沢市民病院 研修医、 2同 糖尿病・内分泌内科 

〇廣田 悠 1、新居 晶子2、伊藤 真衣2、和田 絵梨2、一柳 亞季2、深見 亜也子2、 

野呂 晴子2、野村 由夫2 
 

20. たこつぼ型心筋症治療後、嘔気を契機に診断された高齢者バセドウ病の1例 
1浜松医療センター 内分泌・代謝内科、2浜松北病院 学術顧問 

〇補永 えり子1 栁田 修1、安島 宏1、織笠 桜子1、青島 美咲1、長山 浩士1、 

沖 隆2 
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12:00～13:00 

 ランチョンセミナーA 

 「糖尿病治療における膵島細胞補充療法」 

（共催：ＭＳＤ株式会社） 

座長：釣谷 大輔（浜松医科大学 内科学第二講座・内分泌代謝内科） 

演者：恒川 新 （愛知医科大学 糖尿病内科） 

 

 ランチョンセミナーＢ 

 「“一蓮托生” 糖尿病と心不全 

  ～なぜ私たち循環器医はSGLT2阻害薬を使用することに積極的なのか？～」 

（共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社・日本イーライリリー株式会社） 

座長：矢野 裕（三重大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌内科） 

演者：早乙女 雅夫（浜松医科大学 内科学第三講座・循環器内科） 

 

13:10～13:38 

 一般演題５（下垂体２） 

座長：岩間 信太郎（名古屋大学医学部付属病院 糖尿病・内分泌内科） 

 

21. ニボルマブ投与後に1型糖尿病とACTH単独欠損症を続けて発症した一例 

浜松医科大学 内分泌代謝内科  

○長尾 夕夏、徳丸 光彬、松下 明生、大場 健司、橋本 卓也、釣谷 大輔、 

山下 美保、佐々木 茂和 

 

22. 下垂体腫瘍術後に異所性後葉を伴う視床下部下垂体路障害を認めた1例 
1JA愛知厚生連豊田厚生病院 内科、 2同 内分泌代謝内科 

〇大垣内 琢也1、戸松 瑛介2、関本 ちひろ2、竹中 徳子2、増田 富2、澤井 喜邦2 

 

23. 家族性中枢性尿崩症(FNDI)の一家系の報告 
1藤枝市立総合病院 糖尿病･内分泌内科、 
2名古屋大学医学部附属病院 糖尿病･内分泌内科 
3浜松医科大学医学部附属病院 内分泌･代謝内科、4浜松北病院 内科 

〇今井 ゆき子1、高山 尚輝1、柴崎 晃司1、内田 玲子1、向山 拓矢1、芝田 尚子1、 

森田 浩1、津村 哲郎2、蓬臺 優一2、川口 頌平2、宮田 崇2、萩原 大輔2、有馬 寛2、 

佐々木 茂和3、沖 隆4 

 

24. シェーグレン症候群を合併した中枢性尿崩症の一例 

三重大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 

○杉岡 直弥、荒木 賢、西口 晴菜、長嶋 一訓、川村 公平、田中 壮一郎、 

江口 和人、井上 知紗、岡野 優子、西濱 康太、上村 明、鈴木 俊成、矢野 裕 
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13:10～13:38 

 一般演題６（甲状腺２） 

座長：近藤 國和（ＪＡ愛知厚生連 安城厚生病院 内分泌・糖尿病内科） 

 

25. 巨大甲状腺腫瘍に対しレンバチニブ を投与し窒息をきたした１例 

春日井市民病院 

○若山 尚寛、渡邊 梨紗子、岡田 由紀子、松田 淳一、佐々木 洋光 

 

26. 甲状腺穿刺吸引細胞診後に一過性甲状腺腫大を呈した一例 

岐阜県総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 

○荒田 修治、伊藤 悠、坂口 賢太郎、今泉 俊則、高橋 寛和、山中 麻美、 

大洞 尚司 

 

27. 遷延する高度な貧血を生じた橋本病の1例 

JA静岡厚生連 遠州病院 内分泌内科 

○伊藤 暉、伊藤 佳祐、鈴木 究子、後藤 良重 

 

28. ステロイド中止後にTSAb陽性バセドウ病からTSBAb関連甲状腺機能低下症に移行

したと考えられた一例      

名古屋市立大学病院 内分泌・糖尿病内科      

○荒川 真里奈、長谷川 千恵、竹田 勝志、服部 麗、小山 博之、青谷 大介、 

田中 智洋 

 

13:38～14:06 

 一般演題７（下垂体３） 

 座長：諏訪 哲也（岐阜大学医学部付属病院 糖尿病代謝内科/免疫内分泌内科） 

 

29. 汎下垂体機能低下症に合併した仮面尿崩症の1例 

藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学 

〇小出 晴香、山口 健介、西田 康貴、公文 尚子、松尾 悠志、平塚 いづみ、  

清野 祐介、鈴木 敦詞 

 

30. 自己免疫性膵炎の既往があり入院後の急激な血清ナトリウム値の上昇を契機に診断 

  に至った仮面尿崩症の一例 

 名古屋市立大学病院 内分泌・糖尿病内科 

 〇森 一憲、小山 博之、田中 奈那、伊藤 隆彦、位田 敬明、長谷川 千恵、浜田 けい子、 

    竹田 勝志、青谷 大介、田中 智洋 

 

31. インスリン中止後も繰り返す低血糖や低体温を契機に鞍上部腫瘍を診断された一例 

 1JA愛知厚生連 豊田厚生病院 内分泌・代謝内科、 2同 内科 

  ○戸松 瑛介 1、 大垣内 琢也2、 関本 ちひろ1、 竹中 徳子1、 増田 富1、  

    澤井 喜邦1 
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32. 特発性小脳失調症に対するステロイドパルス療法を契機に診断した部分 

    型中枢性尿崩症の一例 
 1岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学／膠原病・免疫内科学 
 2岐阜大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科／免疫内分泌内科、3同 脳神経内科 
 4岐阜大学 保健管理センター 

  〇川島 知也1,2、酒井 麻有1,2、加藤 丈博1,2、堀谷 愛美1,2、廣田 卓男1,2、 

    諏訪 哲也1,2、堀川 幸男1,2、吉倉 延亮3、下畑 享良3、山本 眞由美1,2,4、 

    矢部 大介1,2 

 

13:38～14:13 

 一般演題８（副腎・性腺） 

 座長：飯野 和美（磐田市立総合病院 糖尿病・内分泌内科） 

 

33. チアノーゼ性先天性心疾患に合併したパラガングリオーマの一例 
 1静岡県立総合病院糖尿病内分泌内科 2同 遺伝診療科 

 ○木村 有華1、有安 宏之1、早房 良1、齋藤 洸平1、酒井 勇樹1、姜 知佳1、小杉 理英子1,2、 

    米本 崇子1,2、小川 達雄1、小谷 仁人1、臼井 健1,2、井上 達秀1 

 

34. 長期生存副腎皮質癌の1例 

 岐阜大学医学部附属病院 総合内科 

 〇森 一郎、吉田 智瑛、清水 裕、玉井 裕也、水野 佑一、立山 翔大、 

    加藤 あや香、不破 雅之、浅野 元尋、森田 浩之 

 

35. 褐色細胞腫による周産期心筋症を発症し、母児共に救命しえた一例 

 聖隷浜松病院 内分泌内科 

 ○岩崎 文菜、森嶌 早紀、綿引 基、林 千雅、柏原 裕美子 

 

36. 意識障害、高カルシウム血症で入院時、右副腎腫瘍と多発リンパ節腫大を認め、剖検 

  にてびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)と診断された一例 
 1静岡市立静岡病院 内分泌・代謝内科、 2同 病理診断科 

  ○清水 洋佑1、八木 直人1、田邊 雄大1、三神 瑞樹1、近藤 仁江1、田村 尚久1、 

    江河 勇樹2、森木 利昭2 

 

37. 女性ホルモン製剤により肺血栓塞栓症をきたした男性例 
 1磐田市立総合病院 糖尿病・内分泌内科、 2同 循環器内科 

 ○川島 大喜1，糟谷 真樹子1，鈴木 智恵子1，飯野 和美1，水野 候人2 

 

14:20～15:20 

 教育セミナー 

 「明日から役立つ下垂体疾患ケーススタディ」 

（共催：ノボノルディスクファーマ株式会社） 

座長：佐々木 茂和（浜松医科大学 内科学第二講座・内分泌代謝内科） 

演者：高橋 裕 （奈良県立医科大学 糖尿病内分泌内科学） 
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15:30～16:30 

 JES We Can Tokai企画セッション 

 「まれな病気から学ぶステロイド代謝」 

座長：山下 美保（浜松医科大学 国際化推進センター） 

演者：藤澤 泰子（浜松医科大学 小児科学講座） 

 

16:45～ 

 閉会の辞 

会長：佐々木 茂和（浜松医科大学 内科学第二講座・内分泌代謝内科） 
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