
第 44 回京都甲状腺研究会プログラム 
※日本内分泌学会内分泌代謝科専門医認定更新単位として 2 単位取得しております。 

※単位取得をご希望の方は、事前参加登録時に必要事項のご入力をお願いいたします。 

 

 日  時：令和５年 1 月 21 日（土）15：30～18：00 

 

 場  所：ハイブリッド開催 （Zoom ウェビナー） 

（京都タワーホテル TKP ガーデンシティ） 

       京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町 721-1 ６F アテネ 

       TEL：075-342-1533 

 

 演 題 発 表：1 題につき発表 7 分以内、討論５分を予定しています 

 

 会  費：なし 

 

 当番世話人： 静岡県立総合病院          井上 達秀  

 天理よろづ相談所病院      御前 隆 

 顧   問： 北山武田病院 稲田 満夫  

  杉田玄白記念公立小浜病院 小西 淳二 

  隈病院 中村 浩淑 

  高松赤十字病院 笠木 寛治 

  京都大学 中尾 一和 

  隈病院 西川 光重 

  神戸市立医療センター中央市民病院 石原 隆 

  隈病院               赤水 尚史  

 

 世 話 人： 大阪市立総合医療センター 金本 巨哲 関西医科大学 豊田 長興 

 京都医療センター 田上 哲也 京都市立病院 小松 弥郷 

北野病院 稲垣 暢也 京都大学 小杉  眞司 

倉敷中央病院  横田 敏彦 

神戸市立医療センター中央市民病院 籏谷 雄二 

静岡県立総合病院     井上 達秀  須川クリニック 須川 秀夫 

天理よろづ相談所病院   御前 隆 浜松医科大学 佐々木 茂和 

                           （施設五十音順） 

 

 事 務 局： 京都大学 藤井 寿人、山内 一郎 

 

 共   催： 京都甲状腺研究会 / 住友ファーマ株式会社  
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【 開 会 の 辞 】  当番世話人 井上 達秀、御前 隆 

 

【 一 般 演 題 Ⅰ 】 （15：35～） 

座長：天理よろづ相談所病院 御前 隆 

 

１)「 肺腺癌の転移性甲状腺腫瘍により破壊性甲状腺炎を来たし、 

甲状腺全摘術を施行した一例 」 

静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌代謝センター１)、遺伝診療科２) 

静岡社会健康医学大学院大学３) 

酒井 勇輝１)、澤部 史一１)、早房 良１)、齋藤 洸平１)、姜 知佳１)、小杉 理英子１) 

小川 達雄１)、有安 宏之１)、小谷 仁人１)、臼井 健２) 3)、井上 達秀１) 

 

２）「 集学的治療により救命し得た COVID-19 感染症を合併した甲状腺クリーゼの一例 」 

関西医科大学 循環器腎内分泌代謝内科１)、救急救命科２) 

竹川 達也１)、奥野 沙織１)、堂本 薫２)、中嶋 麻里２)、諏訪 恵信１)、丸岡 あずさ１) 

石井 晴香１)、原 宏幸１)、上田 莉子１)、髙橋 一久１)、西村 久美子１)、野村 惠巳子１) 

鍬方 安行２)、塩島 一朗１)、豊田 長興１) 

 

３）「 インフルエンザ感染を契機にバセドウ病クリーゼを発症した１例 」 

京都市立病院 内分泌内科 

小嶋 勝利、小松 弥郷 

 

４）「 下垂体優位型甲状腺ホルモン不応症に対する Block &  

T4-replacement 療法の可能性について 」 

浜松医科大学第２内科内分泌代謝科１)、医学教育推進センター２) 

静岡県立総合病院内分泌代謝科３)、聖隷浜松病院内分泌代謝科４) 

佐々木 茂和１)、大場 健司２)、竹下 啓１)、徳丸 光彬１)、中村 啓子１)、酒井 勇輝３) 

林 千雅４)、松下 明生１) 

 

５）「 オクトレオチド負荷試験が診断に有用であった TSH 産生下垂体腫瘍の一例 」 

浜松医科大学第２内科１)、国際化推進センター２)、医学教育推進センター３)、脳神経外科４) 

きらりタウンかわい内科医院５) 

原田 莉紗子１)、松下 明生１)、山下 美保２)、大場 健司３)、徳丸 光彬１)、竹下 啓１) 

黒住 和彦４)、小泉 慎一郎４)、川合 弘太郎５)、佐々木 茂和１) 

 

 

 

 

 

 



【一般演題Ⅱ】（16：45～）  

座長：京都大学 山内 一郎 

 

６）「 甲状腺の炎症の 1 例 」 

神戸市立医療センター中央市民病院 糖尿病内分泌内科 

藤本 寛太、栗原 崇、大久保 万理江、籏谷 雄二、岩倉 敏夫、松岡 直樹 

 

７）「 現行アッセイに基づくサイログロブリン測定の意義 

－質量分析(LC-MS/MS)法による評価を加えた症例報告－ 」 

京都医療センター臨床研究センター１)、大阪大学医学部附属病院医療技術検査部門２) 

京都医療センター内分泌・代謝内科３)、耳鼻咽喉科・頭頚部外科４)、小児科５)、 

中谷 理恵子１)、畑 伸顕２)、岩井 篤５)、廣嶋 佳歩３)、須川 琢３)、田上 哲也１) ３) 

伊藤 通子４)、山本 卓也４)、安田 佳織４)、長原 佳菜４)、辻 拓也４)、牛呂 幸司４) 

嘉田 真平４)、安里 亮４)、浅原 哲子１)、八十田 明宏１) 

 

８）「 縦隔内進展，気管圧排・狭小化を伴う超巨大甲状腺腫の 1 例 」 

大阪市立総合医療センター 内分泌内科 

金本 巨哲、源 優樹、山下 唯、笹井 有美子、山上 啓子 

 

９）「 Van Wyk-Grumbach 症候群の 1 例 」 

倉敷中央病院 内分泌代謝・リウマチ内科、糖尿病・内分泌代謝センター１)、小児科２) 

産婦人科３) 

石黒 太朗１)、澤井 瑠一１)、稲垣 雄一郎１)、浜松 圭太１)、岡﨑 恭子１)、西澤 衡１) 

服部 真也２)、吉崎 加奈子２)、川北 理恵２)、細川 悠紀２)、田中 優３)、本田 徹郎３) 

横田 敏彦１)、村部 浩之１) 

 

 
【 閉 会 の 辞 】  次回当番世話人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ご参加申し込み方法】 

【事前登録について】 

２次元コード読み取り後、必要事項の入力をお願いします。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3gM6qAa_TPi8L8r4avTSHA 

 

「日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医認定更新単位」を取得希望の方へ 

事前登録の際に下記の項目について追加記載が必要となります。 

ご希望の際には、必ず、事前参加登録時に記載欄への入力をお願いいたします。 

 

・「会員番号」 ・「専門医認定番号」 ・「氏名」 ・「生年月日」 ・「所属」 

 

【ご視聴の流れ】 

登録いただいたメールアドレスに、“1 週間前”“前日”“当日”に視聴用 URL を送付いたします。 

開始 10 分前より送付した URL より入室し、ご視聴ください。 

 

万一、開催前日までにご視聴の URL が届かない場合には大変お手数ですが、運営事務局までご連絡をお願い申

し上げます。ご連絡頂く「個人情報」は本会運営の目的のみに使用させていただきます。 

 

【お問い合わせ先】 第 44 回京都甲状腺研究会 運営事務局 住友ファーマ株式会社 樋口 浩司 

TEL：075-251-1351 E-MAIL：koji.higuchi@sumitomo-pharma.co.jp 

 

＜会場地図＞ 

京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町 721-1 ６F アテネ 

会場でご参加希望の先生は視聴申し込み時に「会場参加」を選択ください。 

一般参加の先生方の交通費は弊社でご負担ができません。予めご了承ください。 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3gM6qAa_TPi8L8r4avTSHA
mailto:TEL%EF%BC%9A075-251-1351

