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プログラム

メルパルク京都 スタジオ2
9:00～9:30　幹事会

メルパルク京都 スタジオ1 
9:40 ～9:45　開会挨拶　

9:45 ～10:25　一般演題1：優秀演題賞候補1（1～4）
　　　　　　座長：阿部    恵 （大阪府済生会野江病院 糖尿病・内分泌内科）
                          藏城 雅文 （大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学）

　　　　　   1. 巨大副腎嚢胞と低レニン性高アルドステロン血症を併発した末期腎不全の一例
　　　　　　　　　　　　　  大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学   坂上 貴章

　　　　　　2. 診療所における原発性アルドステロン症の特徴と治療の意義　　
　　　　　　　　　　　　                                                                    玉田クリニック１　

大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科 2   北村 哲宏

　　　　　　3. MAX 遺伝子変異を認めた両側褐色細胞腫の一例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　
　　　　　　　　　　　　　　　京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学   畑 真之介

　　　　　　4. 骨形成不全症患者における海綿骨スコア（TBS）についての検討
　　　　　　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科 小児科学   北岡 太一

10:27～11:07　一般演題 2：優秀演題賞候補 2（5～8）
　　　　　　座長：丸尾 良浩（滋賀医科大学 小児科学講座）
　　　　　　　     有安 宏之（和歌山県立医科大学 内科学第一講座）

　　　　　　5. 日本人における低ホスファターゼ症の分子遺伝学的特徴
　　　　　　　　　　　　　　　　    大阪母子医療センター 研究所 環境影響部門   道上 敏美　　　　　　　　　　　　

　　　　　　6. 当院における拡大蝶形骨洞手術の現状と課題
　　　　　　　　　　　　　 済生会滋賀県病院 脳神経外科   後藤 幸大

　　　　　   7. 母体甲状腺機能亢進症の第一子および第二子ともに胎児甲状腺腫を認めた1症例
京都府立医科大学附属北部医療センター   髙岡    宰

　　　　　   8. 高齢先端巨大症患者におけるQOLの特徴とその低下に寄与する因子の検討
　　　　　　　　神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科   山本 直希
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11:15 ～11:45　Jes We Can　
　　　　　　   「患者の視点に立脚した診療を目指す：patient-reported outcomeの活用」　
　　　　　　   座長：浅原 哲子（京都医療センター 内分泌代謝高血圧研究部）
　　　　　　　　　  新谷 光世（大阪府済生会中津病院 糖尿病内分泌内科）
　　　　　　　演者：島津   章（草津総合病院）
　　　　　　   共催：ノボ ノルディスクファーマ株式会社

11:55 ～12:25　教育講演1
　　　　　　  「副腎疾患に対する診断と治療」　
　　　　　　   座長：稲垣 暢也（京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学）　
　　　　　　　演者：成瀬 光栄（医仁会武田総合病院 内分泌センター）　　　　　　　　　　　
　　　　　　   共催：第一三共株式会社

12:25 ～12:55　教育講演 2
　　　　　　  「日常診療からいかに新しい疾患を見出すのか」　
　　　　　　   座長：前川    聡（滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科）　
　　　　　　　演者：高橋    裕（神戸大学大学院医学研究科 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

13:05 ～13:35　総会・評議員会

13:40 ～14:20　特別講演
　　　　　　  「閉経後ホルモン補充療法と心血管疾患」　
　　　　　　   座長：北脇    城（京都府立医科大学大学院医学研究科 女性生涯医科学）　
　　　　　　　演者：若槻 明彦（愛知医科大学 産婦人科学講座）
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14:30 ～15:02　一般演題 3：下垂体（9～12）
　　　　　　座長：卯木    智 （滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科）
　　　　　　　     福岡 秀規 （神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科学）

　　　　　　9. 下垂体卒中後に尿崩症が疑われたが診断基準を満たさず治療適応の判断に難渋した一例
　　　　　　　　　　　　　　　　    和歌山県立医科大学 内科学第一講座   中尾 友美　　　　　　　　　　　　

　　　　　  10. 後頚部痛を契機に診断に至った汎下垂体機能低下症の1例
　　　　　　　　　　　　　 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 総合内科   田村 有里

　　　　　  11. 放射線治療 20 年後に遷延する低ナトリウム血症を契機に視床下部性下垂体前葉
                      機能低下症と診断した一例

天理よろづ相談所病院 内分泌内科   中西    章

　　　　　  12. 抗 PD-1 製剤（Nivolumab）による下垂体免疫関連有害事象の一例
　　　　　　　                                     京都大学医学部附属病院 糖尿病内分泌栄養内科１　   

京都大学医学部医学研究科 ウイルス・再生研究所 増殖制御システム分野 2   馬場 麻悠子

15:03 ～15:43　一般演題 4：異所性 ACTH 症候群・その他（13 ～17）
　　　　　　座長：福井 道明（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学）
　　　　　　　     小松 弥郷（京都市立病院 内分泌内科）　　　

　　　　　  13. 原発巣の同定に難渋した異所性ACTH症候群の一例
　　　　　　　　　　　　　 公立甲賀病院 糖尿病・内分泌内科   村田 幸一郎

　　　　　  14. 2 年間以上形態学的変化のなかった肺腫瘤が原因であった異所性
                      ACTH症候群の一例

社会医療法人愛仁会明石医療センター 糖尿病・内分泌内科   辻本 泰貴

　　　　　  15. 健診後の産業医面談が診断の契機となった異所性ACTH症候群の一例
　　　　　　　公立甲賀病院 糖尿病・内分泌内科   大村    寧

　　　　　  16. 術前検査で責任病変を明確化できなかった重症インスリノーマの一例
兵庫医科大学 糖尿病・内分泌・代謝科   堀部 拓哉

　　　　　  17. 小児に認められた自己免疫性高中性脂肪血症の2症例
　　　　　　　　　　　　   大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 心血管代謝学教室科１　   

兵庫医科大学 糖尿病・内分泌・代謝内科 2   今井 みなみ
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15:44 ～16:16　一般演題 5：副腎（18 ～ 21）
　　　　　　座長：曽根 正勝（京都大学医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科）
　　　　　　　     浅野 麻衣（京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学）　　　

　　　　　  18. 左上腹部痛を契機に診断された褐色細胞腫の一例
　　　　　　                                               　　　　　　　       京都市立病院 内分泌科１　  

京都市立病院 泌尿器科 2   小嶋 勝利

　　　　　  19. メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患による両側副腎病変の1例
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学   吉田    潮

　　　　　  20. 最近経験した両側副腎腫大の2症例 :画像と機能について
　　　　　　　草津総合病院 糖尿病内分泌内科   関根    理

　　　　　  21. 免疫チェックポイント阻害薬 (ICI) 投与後に低 Na 血症を来した 3例の検討
市立池田病院 内分泌・代謝内科   満塩 研人

16:17～16:57　一般演題 6：甲状腺・副甲状腺（22～ 26）   　

　　　　　　座長：辻井    悟（天理よろづ相談所病院 内分泌内科）
　　　　　　　     山上 啓子（大阪市立総合医療センター 内分泌内科）

　　　　　  22. 薬物治療に難渋し外科的手術を施行した部分的縦隔内甲状腺腫の一例　
　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学附属病院   糖尿病内分泌・腎臓内科   伊藤 沙貴

　　　　　  23. 甲状腺機能性正常化後も著明な心拍出量低下が遷延した甲状腺クリーゼの一例
近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科   池田    守

　　　　　  24. 腎細胞癌術後肺転移に対するニボルマブ投与により原発性副腎皮質　　
                      機能低下症と中枢性甲状腺機能低下症を発症した1例

　　　　　　　第二大阪警察病院 糖尿病・内分泌内科   花岡    希

　　　　　  25. 橋本病に自己免疫性溶血性貧血および肝性脳症を合併した多腺性自己免疫
                      症候群 (APS)3C 型の1例

近江八幡市立総合医療センター 代謝・内分泌内科   石塚 義崇

　　　　　  26. 原発性副甲状腺機能亢進症術後の偽痛風に関節リウマチを合併した1例
兵庫県立加古川医療センター 糖尿病・内分泌内科   石井 佳子

 
16:58 ～17:00　閉会挨拶




