第 19 回日本内分泌学会中国支部学術集会

プログラム

平成 30 年 8 月 25 日（土） 米子市

第 1 会場（ 2 F 小ホール）
13：00 〜 13：05

開会挨拶
会 長：谷口

13：05 〜 13：30

晋一（ 鳥取大学医学部

一般演題 1


［ 遺伝性内分泌疾患 ］

01

地域医療学講座 教授）

座長：鬼形

和道（ 島根大学医学部

卒後臨床研修センター）

複数科での連携により迅速に診断、治療を行えた MEN2A の 1 例
○西岡 もも代、辰巳 文則、岡内 省三、小原 健司、下田 将司、中西 修平、宗 友厚、
加来 浩平、金藤 秀明
川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学

02

PHP1a と臨床診断されていた母より出生した PHP1b の女児例
○西村 玲 1）、山口 由起子 1）、宮原 直樹 1）、鞁嶋 有紀 1）、花木 啓一 2）、神崎 晋 1）
1 ）鳥取大学医学部 周産期・小児医学分野、2 ）鳥取大学医学部 保健学科 母性・小児家族看護学分野

03

ビタミン D 依存性くる病 2A 型の男児例
○長谷川 高誠 1）、二川 奈都子 1）、樋口 洋介 1）2）、塚原 宏一 2）
1 ）岡山大学病院 小児科、2 ）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 小児医科学

13：30 〜 14：30

JES We Can・第 19 回中国支部学術集会共同企画




座長：黒崎

雅道（ 鳥取大学医学部 脳神経外科学 ）
　　
伊澤 正一郎（ 鳥取大学医学部 病態情報内科学分野）

パネルディスカッション

「内分泌疾患の手術を円滑に行うための診療科連携」
ディスカッサント：

「円滑な手術導入にあたり、内科医ができること」

三好 智子（ 岡山大学医歯薬総合研究科附属

医療教育センター／岡山大学病院 卒後臨床研修センター）

「最近の下垂体手術」

木下 康之（広島大学大学院医歯薬保健学研究科
「分子標的薬時代の甲状腺癌診療」

正木 千恵（伊藤病院

外科）

「当院における鏡視下副腎摘除術の実際」

岩本 秀人（鳥取大学医学部

腎泌尿器学分野）
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脳神経外科学）

14：40 〜 15：40

特別講演



座長：谷口

「内分泌領域の核医学治療
絹谷 清剛 先生

15：45 〜 15：55

中国支部総会

16：00 〜 16：25

一般演題 5

地域医療学講座）

最近のトピック」
金沢大学医薬保健総合研究科医学系 核医学


［ 副甲状腺・骨代謝 ］

13

晋一（ 鳥取大学医学部

座長：山本

昌弘（ 島根大学医学部

内科学講座 内科学第一）

骨代謝マーカーが診断契機となった多発性骨髄腫の 1 例
○和田 里美、野津 雅和、槇野 裕文、田中 賢一郎、田中 小百合、守田 美和、
金沢 一平、山本 昌弘、山内 美香、杉本 利嗣
島根大学医学部 内科学講座内科学第一

14

生理的 O 脚として経過観察されていたビタミン D 欠乏性くる病の 1 例
○鞁嶋 有紀 1）、掛江 壮輔 1）、澤 由起子 1）、西村 玲 1）、辻 靖博 2）、田中 雄二 2）、
花木 啓一 1）、神﨑 晋 1）
1 ）鳥取大学医学部 周産期・小児医学、2 ）松江市立病院 小児科

15

大腿骨頚部骨折を契機に診断された若年女性クッシング症候群の 1 例
○伊藤 慶彦 1）、井上 愛子 1）、岡本 健太郎 2）、川島 彰透 2）、天野 綾 3）、浜松 圭太 2）、
岡﨑 恭子 1）、西澤 衡 1）、村部 浩之 1）、横田 敏彦 1）
1 ）倉敷中央病院 内分泌代謝・リウマチ内科、2 ）京都大学大学院 糖尿病・内分泌・栄養内科学、
3 ）国立病院機構 京都医療センター 内分泌・代謝内科

16：25 〜 17：30




YIA 候補演題口演
座長：大塚

文男（ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
田中 弘之（ 岡山県済生会総合病院 小児科 ）

総合内科学分野）

YIA-1 妊娠・出産を繰り返し、カベルゴリン内服中止の間に下垂体出血をきたした
プロラクチン産生腫瘍の 1 例

○芝尾 茉利子 1）2）、野津 和巳 1）3）、並河 哲志 1）、伊東 康男 1）、杉本 利嗣 2）
1 ）島根県立中央病院 内分泌代謝科、2 ）島根大学医学部 内分泌代謝科、3 ）大学前のつ内科クリニック

YIA-2

出血により高 PRL 血症を呈した胸髄海綿状血管腫の 1 例
○森本 栄作、稲垣 兼一、原 孝行、藤澤 諭、越智 可奈子、三好 智子、
大塚 文男、和田 淳
岡山大学病院 腎臓・糖尿病・内分泌内科／内分泌センター／総合内科
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YIA-3 妊娠を契機に発症したプランマー病の 1 例
○野津 雅和、竹谷 海、田中 賢一郎、田中 小百合、守田 美和、金沢 一平、
山本 昌弘、山内 美香、杉本 利嗣
島根大学医学部 内科学講座 内科学第一

YIA-4 コルチゾール日内変動の評価における夜間 ACTH 値の有効性
〜副腎偶発腫瘍症例の検討から〜

○馬場 隆太、沖 健司、小武家 和博、一町 澄宜、大久保 博史、大野 晴也、
米田 真康
広島大学病院 内分泌・糖尿病内科

YIA-5 不妊治療を契機に診断に至った副腎 Oncocytic tumor の 1 例
○小倉 有李子 1）、伊澤 正一郎 1）、松本 和久 1）、松澤 和彦 1）、大倉 毅 1）、
引田 克弥 2）、本田 正史 2）、武中 篤 2）、谷口 晋一 3）、山本 一博 1）
1 ）鳥取大学医学部 病態情報内科学分野、2 ）鳥取大学医学部 腎泌尿器学分野、
3 ）鳥取大学医学部 地域医療学講座

YIA-6 MEN1 に合併し血圧上昇と低 K 血症を来した副腎皮質癌 myxoid variant の 1 例
○安田 美帆 1）、長谷川 功 1）、三好 智子 1）、吉田 龍一 2）、小林 泰之 3）、那須 保友 3）、
山崎 有人 4）、笹野 公伸 4）、大塚 文男 1）
1 ）岡山大学病院 総合内科、2 ）岡山大学病院 肝胆膵外科、3 ）岡山大学病院 泌尿器科、
4 ）東北大学大学院 病理診断学分野

17：30 〜 17：35

閉会挨拶
会 長：谷口

晋一（ 鳥取大学医学部
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地域医療学講座 教授）

第 2 会場（ 3 F 第 3 会議室）
11：50 〜 12：40

中国支部連絡会議

13：15 〜 13：40

一般演題 2


［副 腎］

04

座長：沖

健司（ 広島大学病院

内分泌・糖尿病内科）

鬱血性心不全を合併したクッシング症候群の一例
○半田 祐喜 1）、児玉 尭也 2）、佐川 純司 2）、壷井 知子 2）、小武家 和博 2）、一町 澄宜 2）、
大久保 博史 2）、大野 晴也 2）、沖 健司 2）、米田 真康 2）
1 ）広島大学病院 卒後臨床研修センター、2 ）広島大学病院 内分泌・糖尿病内科

05

副腎偶発腫瘍として発見された ACTH 非依存性大結節性副腎皮質過形成の一例
○安東 史博、村尾 和良、楢崎 晃史
鳥取県立中央病院

06

超音波画像から疑い診断し得た明らかなカテコラミン過剰のない
無症候性褐色細胞腫の一例
○菅 勇貴、辰巳 文則、岡内 省三、小原 健司、下田 将司、中西 修平、宗 友厚、
加来 浩平、金藤 秀明
川崎医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学

13：40 〜 14：05

一般演題 3


［ 糖尿病 ］

07

座長：谷澤

幸生（ 山口大学大学院医学系研究科

病態制御内科学）

バセドウ病と抗 GAD 抗体陽性 1 型糖尿病を併発した 1 例
○児玉 福美、櫻木 哲詩、庄司 恭子、本田 彬、松澤 和彦、伊澤 正一郎、宮本 美香
山陰労災病院 糖尿病・代謝内科

08

2 型糖尿病の加療中に発症した ACTH 単独欠損症
○能野 翔太、松村 卓郎、富永 貴元、井上 康
山口県立総合医療センター 内分泌内科

09

糖尿病性ケトアシドーシス発症時にたこつぼ型心筋症を併発した肺小細胞癌の 1 例
○楢崎 晃史 1）、安東 史博 1）、村尾 和良 1）、陶山 久司 2）、影嶋 健二 3）、菅 敏光 3）、
那須 博司 3）、吉田 泰之 3）、門脇 佳名子 4）、岡本 勝 4）
1 ）鳥取県立中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科、2 ）鳥取県立中央病院 腫瘍内科、
3 ）鳥取県立中央病院 心臓内科、4 ）鳥取県立中央病院 総合内科
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一般演題 4

14：05 〜 14：30


［ 甲状腺・産婦人科 ］

10

座長：中村

康彦（ 山口県立総合医療センター

産婦人科）

胎児甲状腺腫を認めたバセドウ病合併妊娠の一例
○三輪 照未、浅田 裕美、中村 康彦
山口県立総合医療センター 産婦人科

11

未治療バセドウ病のため妊娠中に心不全をきたし緊急帝王切開術を施行した 1 例
○岡田 裕枝 1）、栗岡 裕子 1）、並河 哲志 2）、吉田 雅昭 3）、小田 強 3）、江川 恵子 1）、
山上 育子 1）、西村 淳一 1）、奈良井 曜子 1）、森山 政司 1）
1 ）島根県立中央病院 産婦人科、2 ）島根県立中央病院 内分泌代謝科、3 ）島根県立中央病院 循環器科

12

胞状奇胎に伴い甲状腺機能亢進症と心不全をきたした一例
○大田垣 裕、宮原 弥恵、稲垣 沙織、亀井 望
広島赤十字・原爆病院 内分泌・代謝内科

一般演題 6

16：05 〜 16：30


［ 画像診断 ］

16

座長：横田

敏彦（ 倉敷中央病院

内分泌代謝・リウマチ内科）

軽微な甲状腺機能検査異常を契機に下垂体 MRI を実施し、
下垂体生検でリンパ球性汎下垂体炎と診断しえた 1 例
○北尾 苑子 1）、伊澤 正一郎 1）、小椋 貴文 3）、伊藤 祐一 1）、松本 和久 1）、松澤 和彦 1）、
大倉 毅 1）、黒崎 雅道 3）、谷口 晋一 2）、山本 一博 1）
1 ）鳥取大学医学部 病態情報内科学分野、2 ）鳥取大学医学部 地域医療学講座、
3 ）鳥取大学医学部 脳神経外科学分野

17

特異な進展を示した ACTH 産生下垂体腺腫の一例
○迫口 哲彦、富永 篤、竹下 真一郎、岐浦 禎展、籬 拓郎、近藤 浩、前田 雄洋
県立広島病院 脳神経外科・脳血管内治療科

18

FDG の著明な取り込みを呈した縦隔に達する甲状腺腫の 1 例
○岡 浩介 1）、安田 美帆 1）、長谷川 功 1）、三好 智子 1）、小比賀 美香子 1）、花山 宜久 1）、
細谷 武史 2）、平 成人 3）、大塚 文男 1）
1 ）岡山大学病院 総合内科、2 ）岡山大学病院 内分泌センター、3 ）岡山大学病院 乳腺内分泌外科
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一般演題 7

16：30 〜 16：55


［ 下垂体① ］

19

座長：宗

友厚（ 川崎医科大学

糖尿病・代謝・内分泌内科学）

健康診断で指摘された低血糖を契機に診断した Sheehan 症候群の一例
○門脇 佳名子 1）、岡本 勝 1）、三原 周 1）、井上 直也 2）、中瀬 一希 1）、遠藤 功二 1）、
安東 史博 3）、村尾 和良 3）、楢崎 晃史 3）
1 ）鳥取県立中央病院 総合内科、2 ）岩美町国民健康保険 岩美病院、
3 ）鳥取県立中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科

20

頭蓋咽頭腫術後の経過観察中に脳梗塞を発症した 1 例
○小椋 貴文 1）、神部 敦司 1）、坂本 誠 1）、黒﨑 雅道 1）、伊澤 正一郎 2）
1 ）鳥取大学医学部 脳神経外科、2 ）鳥取大学医学部 病態情報内科

21

プラチナ製剤投与にて抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（ SIADH ）を発症した 2 症例
○白蓋 雄一郎、中島 健吾、梶邑 匠彌、末岡 幸太郎、杉野 法広
山口大学医学部附属病院 産婦人科

一般演題 8

16：55 〜 17：20


［ 下垂体② ］

22

座長：富永

篤（ 県立広島病院

脳神経外科）

キスペプチンの下垂体プロラクチン産生細胞に対する直接作用について
○原 友美、金崎 春彦、折出 亜希、Tuvshintugus Tumurrbaatar、岡田 裕枝、京 哲
島根大学医学部附属病院 産科婦人科

23

オクトレオチド LAR からパシレオチド LAR に切り替えた先端巨大症の 2 例
○檀原 尚典 1）、廣谷 茜 2）、久代 昌彦 1）、谷水 將邦 1）
1 ）鳥取市立病院 内科、2 ）同 総合診療科

24

治療に難渋した若年の先端巨大症の一例
○藤本 留理子 1）、竹田 孔明 1）、近藤 学 1）2）、秋山 優 1）、山田 正三 3）、谷澤 幸生 1）
1 ）山口大学医学部附属病院 第三内科、2 ）山口赤十字病院 内科、
3 ）東京脳神経センター病院 間脳下垂体センター

懇親会場（ル・ポルト）
17 : 45 〜 18 : 45

懇 親 会
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