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第 1 会場（シビックホール）

開会挨拶	 8:50 ～ 8:55

会長　荒木　栄一　熊本大学大学院生命科学研究部　代謝内科学

優秀演題賞選考セッション	 8:55 ～ 9:35

座長：久留米大学医学部内科学講座　内分泌代謝内科部門　  野村　政壽
　　　鹿児島大学大学院　糖尿病・内分泌内科　  西尾　善彦

	 A-1	 易骨折性を契機に発見された ENPP1 ヘテロ接合体変異の一家系

○内田 泰介 1）、山口 秀樹 1）、加藤 創生 2）、伊東 伸朗 2）、下田 和哉 1）

1）宮崎大学医学部 内科学講座血液・糖尿病・内分泌内科学分野
2）東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 / 骨粗鬆症センター

	 A-2	 ステロイド治療が有効であった後天性低 Ca 尿性高 Ca 血症（AHH）の
1 例

○阿部 隼希 1）、鍋島 公喜 1）、石川 実里 1）、塚本 真大 1）、岡田 淳子 1）、槙田 紀子 2）、 
飯利 太朗 2）、的場 ゆか 1）

1）国立病院機構小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科
2）東京大学医学部付属病院 腎臓・内分泌内科

	 A-3	 下垂体膿瘍との鑑別が悩まれた IgG4 関連下垂体炎の二例

○井上 惠理 1）、藤尾 信吾 1）、牧野 隆太郎 1）、増田 圭亮 1）、花田 朋子 1）、川出 茂 2）、 
花谷 亮典 1）

1）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科脳神経外科
2）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学

	 A-4	 オクトレオチドによる SSTR2 の発現低下が低血糖抑制効果の消失に
つながったと考えられたインスリノーマの一例

○羽根田 昌樹 1）、福田 一起 1）、蓑田 理彦 2）、近藤 龍也 1）、井形 元維 1）、岡川 章太 1）、 
阪口 雅司 1）、瀬ノ口 隆文 1）、本島 寛之 2）、水流添 覚 3）、荒木 栄一 1）

1）熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
2）独立行政法人 地域医療機能推進機構 熊本総合病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
3）天草市立栖本病院 内科
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若手奨励賞(YIA)選考セッション	 9:35 ～ 10:15

座長：産業医科大学病院　臨床研究推進センター　  岡田　洋右
　　　福岡大学医学部　内分泌・糖尿病内科学　  川浪　大治

	 Y-1	 低 Ca 血症の診断の遅れから横紋筋融解症をきたした偽性副甲状腺機
能低下症 Ib 型の 1 例

○齋藤 桃、田中 健一、岡田 洋右、田中 良哉
産業医科大学病院 第 1 内科学講座

	 Y-2	 三次性副甲状腺機能亢進症を示した低リン血症性くる病の一例

○力武 純二郎 1）2）、蘆田 健二 1）、三浦 満美 1）、永山 綾子 1）、喜多村 美幸 3）、井口 志洋 1）、 
椛島 正治 1）、蓮澤 奈央 1）、本村 誠一 1）、野村 政壽 1）

1）久留米大学医学部 内分泌代謝内科
2）久留米大学病院 臨床研修センター
3）久留米大学医学部 小児科

	 Y-3	 糖尿病性ケトーシスで入院中に Wallenberg 症候群と診断し、クッシ
ング病の合併も疑われた一例

○藤本 博樹、西田 周平、荒木 裕大、井手口 拓弥、木下 博之、西川 武志、高橋 毅
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科

	 Y-4	 高齢発症のインスリノーマに対して内科的治療で低血糖制御を行っ
た一例

○山角 秀、浜田 英明、工藤 泉璃、三島 ともみ、狩場 宏美、大久保 美那、西田 健朗
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科
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シンポジウム1	 10:15 ～ 11:45 
下垂体機能性疾患の基礎とアップデート
座長：宮崎大学　フロンティア科学総合研究センター 
　　　大阪大学　蛋白質研究所　　　　　　　　　　　　  　　　　 中里　雅光
　　　九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学（第三内科）　　 小川　佳宏

SY1-1  下垂体疾患の総合的診療とコロ
ナ禍での対応

岡山大学学術研究院
医歯薬学域・総合内科学

大塚　文男

SY1-2  機能性下垂体腺腫：薬物療法の
アップデート

奈良県立医科大学　糖尿病内分泌内科学

高橋　裕

SY1-3  下垂体手術 - 私たちが心がけてい
ること -

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 
脳神経外科学  
鹿児島大学病院下垂体疾患センター

藤尾　信吾

ランチョンセミナー 1	 12:00 ～ 12:50

座長：筑波大学　医学医療系 / スポーツ医学専攻　 竹越　一博

LS1  腸脳連関を活かす２型糖尿病診
療と GLP- １受容体作動薬の 
ポジショニング

琉球大学 大学院医学研究科 
内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座 

（第二内科）

益崎　裕章
共催：日本イーライリリー株式会社
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JES We Can九州支部賞・受賞講演	 13:30 ～ 14:00

座長：産業医科大学医学部　医学教育担当教員 / 小児科　 山本　幸代

1  Relationship between blood glucose 
variability in ambulatory glucose 
profile and standardized continuous 
glucose monitoring metrics: 
Subanalysis of a prospective cohort 
study.

産業医科大学　第 1 内科学講座、
株式会社
吉積労働衛生コンサルタント事務所

得津　明美

2  An Open-label Phase I/IIa Clinical 
Trial of 11 β -HSD1 Inhibitor for 
Cushing’s Syndrome and 
Autonomous Cortisol Secretion

九州大学大学院医学研究院　 
病態制御内科学（第三内科）

織田　聡子

3  Preoperative detection of the TERT 
promoter mutations in papillary 
thyroid carcinomas

佐世保市総合医療センター

中尾　朋恵

指定講演（領域：内科）	 14:00 ～ 15:00

座長：熊本大学大学院生命科学研究部　代謝内科学　 荒木　栄一

「糖尿病」のない世界を目指して
国立国際医療研究センター研究所　
糖尿病研究センター

植木　浩二郎
入場受付：開演30分前〜開演５分後
退場受付：終演〜終演10分後
※指定講演受講証を配布します。
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アフタヌーンセミナー 1	 15:10 ～ 16:00

座長：国立国際医療研究センター研究所　糖尿病研究センター　 植木　浩二郎

AS1  CGM が変えたインスリン治療

徳島大学先端酵素学研究所
糖尿病臨床・研究開発センター

松久　宗英
共催：アボットジャパン合同会社

シンポジウム2	 16:10 ～ 17:40 
副腎機能性疾患の基礎とアップデート
座長：久留米大学医学部内科学講座　内分泌代謝内科部門　 野村　政壽
　　　琉球大学大学院医学研究科　内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座 ( 第二内科 )　 益崎　裕章

SY2-1  クッシング症候群 (CS)/ サブクリ
ニカル CS(SCS)

誠和会牟田病院

柳瀬　敏彦

SY2-2  原発性アルドステロン症診療ガ
イドラインの現状と今後の課題

医仁会武田総合病院　
内分泌センター・臨床研究センター

成瀬　光栄

SY2-3  褐色細胞腫 / パラガングリオーマ
（PPGL）診断の UPDATE　 

- 時を告げるだけでなく時計を作る-

筑波大学医学
医療系スポーツ医学・検査医学

竹越　一博
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カッティングエッジ・内分泌研究・診療の展望！	 17:40 ～ 19:10

座長：一般財団法人杏仁会　江南病院　糖尿病・内分泌内科　 河島　淳司
　　　熊本大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科　 近藤　龍也
　　　熊本大学大学院生命科学研究部　代謝内科学　 井形　元維
　　　熊本大学大学院生命科学研究部　代謝内科学　 瀬ノ口　隆文

副腎疾患への多角的アプローチ
九州大学大学院医学研究院　
病態制御内科学（第三内科）

松田　やよい

非自己免疫性甲状腺機能亢進症の臨床 
―診断と治療の問題点―

医療法人神甲会　隈病院

深田　修司

モデル動物を用いた新たな内分泌研究の
展開

大分大学医学部神経生理学講座　 

花田　礼子

クリニックで内分泌疾患を見逃さないポ
イント

土井内科クリニック　糖尿病・内分泌内科

土井　賢
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第 2 会場（A1 会議室）

一般演題　間脳・下垂体①	 9:30 ～ 10:00

座長：久留米大学医学部内科学講座　内分泌代謝内科部門　  蘆田  健二

	 O-1	 下垂体機能低下症を契機に診断に到った血液疾患の 2 例

○大城 俊貴
琉球大学病院 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座 ( 第二内科 )

	 O-2	 副腎不全経過中に急性冠症候群を生じた ACTH 単独欠損症の 1 例

○櫨川 岩穂 1）、坂本 和香奈 1）、佐藤 幸治 2）

1）熊本市民病院 代謝内科
2）熊本市民病院 循環器内科

	 O-3	 当院における 4K・3D・ICG 内視鏡導入後の下垂体手術成績

○牧野 隆太郎、藤尾 信吾、花田 朋子、花谷 亮典
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 脳神経外科学

一般演題　間脳・下垂体②	 10:00 ～ 10:30

座長：九州大学病院　内分泌代謝・糖尿病内科　  武市  幸奈

	 O-8	 アベルマブ使用中に免疫関連有害事象による ACTH 単独欠損症を発
症し副腎クリーゼに至った膀胱癌の一例

○田口 裕祐 1）、本城 聡 1）、小笠原 純子 1）、阿部 太陽 1）、山岡 彩香 1）、大橋 克彦 1）、 
小林 拳 1）、松本 卓矢 2）、山本 卓宜 2）、矢野 雅隆 2）

1）多摩南部地域病院 内科
2）多摩南部地域病院 泌尿器科

	 O-9	 マスクを外して気づかれた先端巨大症の一例

○岡本 全史、水落 紘一郎、井上 愛子、有満 啓史、谷 淳一、西嶋 由衣、檜垣 直幸、野口 仁志、 
村上 司

野口記念会 野口病院 内科
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	 O-10	 消化器症状および糖尿病ケトーシス発症が契機となって診断された
中枢性尿崩症の 1 例

○高木 優樹 1）、本島 寛之 1）、大村 和寛 1）、蓑田 理彦 1）、松本 さ月 1）、山縣 和也 1）3）、 
荒木 栄一 2）

1） JCHO 熊本総合病院 糖尿病センター
2）熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学
3）熊本大学大学院生命科学研究部 病態生化学

一般演題　糖尿病・低血糖①	 10:30 ～ 11:00

座長：久留米大学医学部　内科学講座　内分泌代謝内科部門　  蓮澤  奈央

	 O-15	 経過中にインスリン抗体の出現を認めた多腺性自己免疫症候群 3 型
の一例

○二ノ村 聖 1）、小野 恵子 1）、吉永 礼香 1）、狩場 佑一 1）、豊永 哲至 1）、荒木 栄一 2）

1）菊池郡市医師会立病院 代謝・内分泌内科
2）熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学

	 O-16	 遷延する低血糖に肺水腫・たこつぼ型心筋障害を合併した膵性糖尿病
の一例

○最勝寺 芙美 1）、德永 理衣 1）、櫻井 希美 1）、岩下 晋輔 1）、金子 健吾 1）、荒木 栄一 2）

1）独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本労災病院 糖尿病・代謝内科
2）熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

	 O-17	 当院健康管理センターにおける糖尿病未治療者への受診勧奨と医療
機関受診状況

○蓑田 理彦 1）、田中 瞳 2）、橋本 彩子 2）、宮﨑 春美 2）、髙木 優樹 1）、大村 和寛 1）、松本 さ月 1）、 
和田 敏明 2）3）、荒木 栄一 3）、本島 寛之 1）

1）独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 糖尿病センター
2）独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 健康管理センター
3）熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学
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一般演題　糖尿病・低血糖②	 11:00 ～ 11:30

座長：筑後市立病院　内分泌・代謝内科　  中山  ひとみ

	 O-21	 清涼飲料水ケトアシドーシスに重症感染を合併した一例

○木下 博之 1）、大村 和寛 2）、荒木 裕大 1）、井手口 拓弥 1）、西田 周平 1）、西川 武志 1）、 
高橋 毅 1）

1）国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科
2）独立行政法人熊本総合病院 糖尿病・内分泌内科

	 O-22	 Yale 大学インスリン持続静注プロトコールを用いた心臓外科手術後
の ICU 血糖管理 (pilot study)

○松尾 靖人 1）、下田 誠也 2）、星乃 明彦 1）、髙山 洋平 3）、菅田 愛子 3）、宮窪 亮太朗 3）、 
荒木 栄一 4）

1）済生会熊本病院 糖尿病センター
2）熊本県立大学 環境共生学部食健康科学科臨床病態代謝学
3）済生会熊本病院 看護部
4）熊本大学大学院 生命科学研究部代謝内科学

	 O-23	 成人 Still 病を合併した２型糖尿病の一例

○吉田 知史 1）、古庄 正嗣 1）、佐田 公範 1）、藤澤 和夫 1）、荒木 栄一 2）

1）国保水俣市立総合医療センター 代謝内科
2）熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学

ランチョンセミナー 2	 12:00 ～ 12:50

座長：岡山大学　学術研究院医歯薬学域　総合内科学　 大塚　文男

LS2-1  日常診療に潜む希少疾患　 
～ ALP 低値への気づきから低ホ
スファターゼ症の診断へ～

福岡大学医学部　内分泌・糖尿病内科学

髙士　祐一

LS2-2  成人低ホスファターゼ症の治療
とモニタリング

東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科

伊東　伸朗

共催：アレクシオンファーマ合同会社
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市民公開講座	 15:00 ～ 17:00 
よくある内分泌の病気をもっと知ろう！
司会：熊本大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科　 近藤　龍也

もっと知りたい糖尿病の予防と治療
熊本大学大学院生命科学研究部　
代謝内科学講座

荒木　栄一

もっと知りたい甲状腺のヒミツ
保険医療機関 医療法人 野口病院

村上　司

知っているようで知らない高血圧の話
大分大学医学部
内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座

柴田　洋孝

一般演題　甲状腺②	 17:10 ～ 18:00

座長：長崎大学病院　内分泌・代謝内科　  堀江  一郎

	 O-33	 当院における過去 6 年間の粘液水腫性昏睡 12 例の検討

○井手口 拓弥、荒木 裕大、西田 周平、木下 博之、西川 武志、高橋 毅
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科

	 O-34	 無痛性甲状腺炎によると推察された甲状腺クリーゼの一例

○牧野 美和 1）2）、郡山 暢之 1）、當房 卓也 1）2）、児島 奈弥 1）2）、西尾 善彦 2）

1）国立病院機構鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科
2）鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科

	 O-35	 進行性放射性ヨウ素内用療法抵抗性分化型甲状腺癌（RR-DTC）に対す
るレンバチニブ使用症例予後の検討

○中嶋 遥美、堀江 一郎、今泉 美彩、宇佐 俊郎、川上 純
長崎大学病院 第一内科 内分泌代謝内科
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	 O-36	 術前の甲状腺ホルモン制御に難渋したバセドウ病の 1 例

○今井 佑衣子 1）、西田 彩子 1）、最勝寺 芙美 2）、前田 沙梨恵 1）、宮川 展和 1）、花谷 聡子 1）、 
村田 雄介 1）、井形 元維 1）、瀬ノ口 隆文 1）、荒木 栄一 1）

1）熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
2）独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 糖尿病・代謝内科

	 O-37	 子宮卵管造影法後の妊娠にて胎児甲状腺腫を呈した 1 例；次妊娠へ向
けての検討

○吉村 早織 1）、小寺 千聡 1）、片渕 充沙子 1）、中村 美和 1）、河島 淳司 2）、永田 康志 3）、 
大場 隆 1）、荒木 栄一 2）、近藤 英治 1）

1）熊本大学大学院生命科学研究部 産科婦人科学
2）熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学
3）森川レディースクリニック

一般演題　高血圧・副腎②	 18:00 ～ 18:30

座長：熊本大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科　  後藤  理英子

	 O-43	 閉経期における副腎皮質機能低下症の臨床的検討

○三宅 育代、片山 直美
社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 内分泌代謝内科

	 O-44	 血中アドレナリンが高値である機能性 composite paraganglioma
の１例

○後藤 瞳 1）、緒方 大聖 1）、坂本 竜一 1）、白石 弘樹 3）、島内 英 1）、小笠原 諒 1）、北村 雄哉 1）、 
坂口 千尋 1）、松田 やよい 1）、大中 佳三 2）、小川 佳宏 1）

1）九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科
2）九州大学大学院医学研究院 老年医学
3）独立行政法人 JCHO 九州病院 内分泌代謝内科

	 O-45	 症候性下肢閉塞性動脈硬化疾患に対する血管内治療で腎血管性高血
圧症を発症した一例

○二見 貴人 1）、緒方 大聖 1）、坂本 竜一 1）、坂口 千尋 1）、島内 英 1）、小笠原 諒 1）、北村 雄哉 1）、 
後藤 瞳 1）、松田 やよい 1）、白石 弘樹 2）、小川 佳弘 1）

1）九州大学病院 内分泌代謝糖尿病内科
2）JCHO 九州病院 内分泌代謝糖尿病内科
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第 3 会場（A2 会議室）

一般演題　甲状腺①	 9:30 ～ 10:10

座長：一般財団法人杏仁会　江南病院　糖尿病・内分泌内科　  河島  淳司

	 O-4	 COVID19 ワクチン接種後、不明熱の精査で亜急性甲状腺炎と診断さ
れた高齢男性の一例

○津留 里紗、藤原 裕矢、柳瀬 敏彦、牟田 和男
医療法人誠和会 牟田病院 内分泌・糖尿病内科

	 O-5	 チアマゾール投与再開 3 年後、チアマゾール増量を契機に無顆粒球
症、発熱性好中球減少症を呈したバセドウ病の 1 例

○錦戸 慎平 1）、久保 萌子 1）、五反田 幸一郎 1）、中村 祐太 1）、三谷 紗貴 1）、重野 里代子 1）、 
池岡 俊幸 1）、堀江 一郎 1）、川上 純 2）

1）独立行政法人長崎大学病院 内分泌代謝内科
2）独立行政法人長崎大学病院 リウマチ膠原病内科

	 O-6	 急性化膿性甲状腺炎の一例

○入江 晃士朗 1）、水流添 覚 1）、守田 雄太郎 2）、矢野 雄久 2）、福田 一起 3）

1）天草市立栖本病院 内科
2）天草地域医療センター 代謝内科
3）熊本大学大学院 健康長寿代謝制御研究センター

	 O-7	 健診での胸部レントゲン，心電図異常にて診断された心不全、心房細
動を合併したバセドウ病の一例

○小野 恵子 1）、豊永 哲至 1）、狩場 佑一 1）、ニノ村 聖 1）、吉永 礼香 1）、蓑田 理彦 3）、 
古賀 敏 4）、荒木 栄一 2）

1）菊池郡市医師会立病院 糖尿病・内分泌内科
2）熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学
3）熊本総合病院 糖尿病・内分泌内科
4）菊池郡市医師会立病院 循環器内科
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一般演題　高血圧・副腎①	 10:10 ～ 10:50

座長：九州大学病院　内分泌代謝・糖尿病内科　  馬越  洋宜

	 O-11	 原発性アルドステロン症の病型診断における複数の機能確認検査の
役割

○兼子 大輝 1）、馬越 洋宜 1）、福元 多鶴 1）、和田 典男 2）、一城 貴政 3）、坂本 昌平 4）、 
渡邉 哲博 4）、馬越 真希 1）、松田 やよい 1）、坂本 竜一 1）、小川 佳宏 1）

1）九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学
2）市立札幌病院 糖尿病・内分泌内科
3）済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科
4）国立病院機構九州医療センター 代謝内分泌内科

	 O-12	 糖尿病患者におけるレニン及びアルドステロン測定の有用性

○浜田 英明、工藤 泉璃、三島 ともみ、狩場 宏美、大久保 美那、西田 健朗
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科

	 O-13	 繰り返すたこつぼ型心筋症患者において、FDG-PET が褐色細胞腫の
診断に有用であった一例

○コーヘン 朋子 1）、野崎 彩 1）、土山 秀之 1）、竹原 浩介 2）、門田 淳一 1）

1）長崎みなとメディカルセンター 糖尿病・内分泌内科
2）長崎みなとメディカルセンター 泌尿器科

	 O-14	 FFPE 検体を用いた副腎皮質腫瘍の whole transcriptome profiling

○岩橋 徳英、馬越 洋宜、緒方 大聖、兼子 大輝、寺田 英李子、馬越 真希、松田 やよい、 
坂本 竜一、小川 佳宏

九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学

― 26 ―



一般演題　生殖内分泌・性腺・更年期・その他	 10:50 ～ 11:20

座長：九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学（第三内科）　  松田  やよい

	 O-18	 小脳性運動失調に低ゴナドトロピン性性腺機能低下症による原発性
無月経を合併した一例

○久冨 茜音、井上 瑛、荒木 大夢、江頭 志穂、吉富 裕加、山﨑 有菜、髙栁 宏樹、安西 慶三
佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科

	 O-19	 テストステロン欠乏を感知する質問票の作成

○明比 祐子 1）2）3）、田邉 真紀人 2）4）、矢野 博美 5）、高士 祐一 2）、川浪 大治 2）、野見山 崇 2）6）、 
柳瀬 敏彦 2）7）

1）医療法人天神会新古賀病院 糖尿病・内分泌内科
2）福岡大学 内分泌糖尿病内科
3）徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター
4）福岡徳州会病院 内分泌・糖尿病内科
5）飯塚病院 予防医学センター
6）国際医療福祉大学市川病院 糖尿病・代謝・内分泌内科
7）医療法人誠和会牟田病院

	 O-20	 沖縄県メタボリックシンドローム保有者を対象としたランダム化比較試験による玄米発酵
飲料 （ノンアルコルタイプ玄米甘酒） の腸内細菌叢バランス・発酵に及ぼす効果の解析

○赤嶺 ゆかり 1）、jasmine Frances Millman1）、上間 次己 1）、岡本 士毅 1）、上原 盛幸 1）、 
小塚 智沙代 2）、要 匡 3）、島袋 充生 4）、満田 昌代 5）

1）琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）
2）理化学研究所 生命医科学研究センター 代謝エピジェネティクス YCI ラボ
3）国立成育医療研究センター ゲノム医療研究部
4）福島県立医大学 糖尿病内分泌代謝内科学講座
5）会津天宝醸造株式会社
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一般演題　ホルモンと神経内分泌腫瘍・その他	 11:20 ～ 11:50

座長：熊本大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科　  近藤  龍也

	 O-24	 鼻腔内に発生したパラガングリオーマの一例

○堀切 陽祐、山神 大、小木曽 和磨、有村 愛子、橋口 裕、出口 尚寿、西尾 善彦
鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科

	 O-25	 異所性 ACTH 産生腫瘍に重症敗血症を発症した 1 例

○荒木 裕大、西田 周平、井手口 拓弥、木下 博之、西川 武志、高橋 毅
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科

	 O-26	 来院時血清 Na198mEq/L と致死的高ナトリウム血症を認めたが末梢
輸液療法で救命可能であった一例

○岩下 晋輔 1）、最勝寺 芙美 1）、德永 理衣 1）、櫻井 希美 1）、金子 健吾 1）、荒木 栄一 2）

1）独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 糖尿病代謝内科
2）熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

ランチョンセミナー３	 12:00 ～ 12:50

座長：奈良県立医科大学　糖尿病・内分泌内科学　  髙橋  裕

LS3  これからの成人成長ホルモン分
泌不全症 (AGHD) 診療とは

NTT 東日本札幌病院　糖尿病内分泌内科

永井　聡
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

アフタヌーンセミナー 2	 15:10 ～ 16:00

座長：医仁会武田総合病院　内分泌センター・臨床研究センター　 成瀬　光栄

AS2  先端巨大症の早期発見・治療のた
めに内分泌医が知っておくべき
こと

一般財団法人杏仁会　江南病院　
糖尿病・内分泌内科

河島　淳司
共催：帝人ヘルスケア株式会社
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一般演題　間脳・下垂体③	 16:10 ～ 16:40

座長：福岡大学筑紫病院　内分泌・糖尿病内科　  阿部　一朗

	 O-27	 術前診断に苦慮したトルコ鞍部腫瘍の一例

○長友 雄麻 1）、山口 秀樹 1）、渡邉 孝 2）、上平 雄大 1）、内田 泰介 1）、清水 浩一郎 1）、 
寺田 珠沙 3）、田中 弘之 4）、東 美菜子 3）、下田 和哉 1）

1）宮崎大学医学部 内科学講座 血液・糖尿病・内分泌内科学分野
2）宮崎大学医学部 臨床神経科学講座 脳神経外科学分野
3）宮崎大学医学部 病態解析医学講座 放射線医学分野
4）宮崎大学医学部 病理診断科・病理部

	 O-28	 macroadenoma に Addison 病を合併した一例

○大木 友之 1）、千田 友紀 1）、秀島 早紀 1）、牟田 芳実 1）、髙士 祐一 1）、横溝 久 1）、濱田 義浩 2）、 
野中 将 3）、川浪 大治 1）

1）福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科
2）福岡大学病院 病理部・病理診断科
3）福岡大学病院 脳神経外科

	 O-29	 COVID-19 ワクチン接種を契機に副腎不全が顕在化した免疫チェッ
クポイント阻害薬関連下垂体機能低下症の 1 例

○北村 雄哉 1）、緒方 大聖 2）、坂本 竜一 1）、島内 英 1）、小笠原 諒 1）、後藤 瞳 1）、坂口 千尋 1）、 
松田 やよい 1）、大中 佳三 3）、小川 佳宏 2）

1）九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科
2）九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学
3）九州大学大学院医学研究院 老年医学
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一般演題　間脳・下垂体④	 16:40 ～ 17:10

座長：土井内科クリニック　糖尿病・内分泌内科　  土井  賢

	 O-30	 Big ACTH により ACTH 高値を来した中枢性副腎皮質機能低下症の一
例

○大塚 由理、前田 沙梨恵、梶原 伸宏、小野 薫、吉永 佳代、井形 元維、瀬ノ口 隆文、荒木 栄一
熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

	 O-31	 IgG4 関連疾患に対してステロイド加療中に新たに下垂体病変を発症
した一例

○村上 龍之介、吉田 萌、柴田 茉祐、勝原 俊亮、堀内 由布子、坂本 昌平、渡邉 哲博
独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 代謝内分泌内科 臨床研修センター

	 O-32	 カルバマゼピン、バルプロ酸 Na の長期内服中に難治性低 Na 血症を
呈した視床下部性副腎皮質機能低下症の一例

○濵小路 美貴 1）、佐藤 雄一 1）、岩屋 智加予 2）、田邉 真紀人 3）、横溝 舞子 1）、納富 威充 1）、 
井手 誠 1）、内薗 祐二 1）、大隈 俊明 4）、北園 孝成 4）

1）社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 糖尿病内分泌内科
2）社会福祉法人福岡県済生会大牟田病院 内分泌糖尿病内科
3）医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 心療内科・内分泌・糖尿病内科
4）九州大学病院病態機能内科学
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一般演題　骨代謝・副甲状腺	 17:10 ～ 18:00

座長：大分大学医学部　内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座　  後藤  孔郎

	 O-38	 低マグネシウム血症による低カルシウム血症性テタニーを来した
PPI 長期内服中の回腸ストーマ造設後クローン病の 1 例

○中村 孝之、鍋倉 弘樹、堀 竜太、椎屋 智美、日高 博之、栗林 忠信
社会医療法人同心会古賀総合病院 内科

	 O-39	 ソマトスタチン受容体シンチグラフィが局在診断に有用であった
FGF23 産生腫瘍の一例

○荒木 大夢、髙栁 宏樹、江頭 志穂、吉富 裕加、久冨 茜音、井上 瑛、山﨑 有菜、安西 慶三
佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科

	 O-40	 繰り返すけいれんに対して成人後に副甲状腺機能低下症の診断に
至った一例

○長尾 敏彦、白石 弘樹、豊川 絢子、加来 真理子
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 内分泌代謝内科

	 O-41	 低 Alb、腹水貯留を伴い、血清 Ca 5.6 mg/dL と低値を認めた 1 例

○矢野 雄久 1）、守田 雄太郎 1）、水流添 覚 2）、入江 晃士朗 2）

1）天草郡市医師会立天草地域医療センター 代謝内科
2）天草市立栖本病院 糖尿病内科

	 O-42	 全身痙攣の発症を契機に治療再開した原発性副甲状腺機能低下症の
成人例

○川崎 修二 1）、荒木 栄一 2）

1）山鹿市民医療センター 内分泌・代謝内科
2）熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学
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一般演題　甲状腺③	 18:00 ～ 18:50

座長：熊本大学大学院生命科学研究部　糖尿病・代謝病態解析学寄附講座　  吉永  佳代

	 O-46	 レンバチニブが肺転移に著効したものの、血気胸を来たし死亡した
甲状腺未分化癌の一例

○山﨑 悠介、上田 真由、中村 祐太、中路 啓太、中嶋 遥美、池岡 俊幸、赤澤 諭、堀江 一郎、 
川上 純

長崎大学病院 内分泌・代謝内科

	 O-47	 SGLT2 阻害薬内服中に Basedow 病を発症し、正常血糖ケトアシドー
シスを契機に甲状腺クリーゼに至った 1 型糖尿病の 1 例

○坂本 和香奈 1）、櫨川 岩穂 1）、小寺 厚志 2）

1）熊本市民病院 代謝内科
2）熊本市民病院 麻酔科

	 O-48	 薏苡仁湯投与中に粘液水腫性昏睡様症状と偽性アルドステロン症を
来した高齢甲状腺機能低下症の 1 例

○中山 ひとみ 1）2）、原田 奈佳 1）2）、永山 真佑子 2）3）、中山 聡 2）4）、野村 政壽 2）

1）地方独立行政法人 筑後市立病院 内分泌・代謝内科
2）久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝内科
3）社会医療法人弘恵会 ヨコクラ病院 糖尿病外来
4）医療法人静光園 白川病院 内科

	 O-49	 Euthyroid Graves’ Disease と鑑別を要した両側眼窩内転移を来した
乳癌の一例

○片山 直美、三宅 育代
社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 内分泌代謝内科

	 O-50	 甲状腺穿刺針洗浄液が術前診断に有用であった甲状腺髄様癌の一例

○麻生 皆人 1）、北村 雄哉 1）、緒方 大聖 2）、坂本 竜一 1）、島内 英 1）、小笠原 諒 1）、 
後藤 瞳 1）、坂口 千尋 1）、松田 やよい 1）、大中 佳三 3）、小川 佳宏 2）

1）九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科
2）九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学
3）九州大学大学院医学研究院 老年医学


