第 3 回日本小児内分泌学会九州・沖縄地方会
日時：2020 年 2 月 23 日（日曜日）10:00 から 18：20
会場：鹿児島県医師会館中ホール１（鹿児島市中央町 8-1）
電話：鹿児島県医師会代表：099-254-8121

会場地図：会場には駐車場はありません。敷地内禁煙です。

連絡先：第 3 回日本小児内分泌学会九州・沖縄地方会事務局
今村総合病院小児科
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 11-23
電話番号：099-251-2221
代表世話人：溝田美智代（mmmizomizo@yahoo.co.jp）

【開催概要】
学会名
第 3 回日本小児内分泌学会 九州・沖縄地方会
当番世話人 今村総合病院小児科 溝田美智代
会期
2020 年 2 月 23 日
会場
鹿児島県医師会館 3 階中ホール１
学会スケジュール
受付開始（３階中ホール１前）：9 時から
世話人会（３階小会議室）：9：30-10：00
学会 10：00-18：20
懇親会：19：00 から：吾愛人鹿児島中央駅西口店（中央駅西口から 1-2 分）
【参加者へのご案内】
1. 会費 3000 円（学生・初期研修医は無料）：領収書と参加証を発行します
（懇親会会費 5000 円）
2. 日本内分泌学会単位取得講習会：2 単位（参加者）ただし必須対象外
3. プログラム構成：
一般演題：
カテゴリーA:一般演題（診断・治療確定した症例、臨床研究）
15 分（発表 10 分、質疑応答 5 分）
カテゴリーB:診断・治療難渋例（未診断例・治療に難渋している症例）
25 分（発表 10 分、指定発言 5 分、質疑応答 10 分）
教育講演
製品紹介：ノボノルディスクファーマ(株)
4. 発表時、カテゴリーA は 10 分と 15 分、カテゴリーB は 10 分と 25 分でタイ
マーがなります。
発表時間は厳守して下さい。発表が長引いた場合は質疑応答の時間が短くな
ります。
5.質問がある方はあらかじめマイクの前で準備をお願いします。
6.座長の先生はフロアから質問がない場合の質問やコメントをお願いします。

開会 10：00
開会挨拶 10：00-10：10

当番世話人

今村総合病院小児科

カテゴリーA-1（10：10-11：10）
座長：宮崎大学看護学科基礎看護学講座

溝田美智代

澤田浩武

10：10-10：25
Ａ１．過成長、言語発達遅滞を伴った Basedow 病の 3 歳女児例
浦川立貴１）、中山祐介１）、中嶋一寿１）、尹 忠秀２）、伊達木澄人３）
1）長崎みなとメディカルセンター小児科、 ２）おひさまこどもクリニック
３）長崎大学病院小児科
10：25-10：40
Ａ２．メルカゾール開始 4 か月後に無顆粒球症を発症したバセドウ病の 1 例
服部裕介１） 永松扶紗２）、間部裕代２）、中村公俊２）
１）天草地域医療センター小児科、２）熊本大学病院小児科
10：40-10：55
Ａ３．他科での間欠的ステロイド投与が成長に影響した 3 例
川村 遙、和泉 啓
長崎医療センター小児科
10：55-11：10
Ａ４．デキサメサゾン大量療法による精神症状が生理量のハイドロコルチゾン補充で軽減
した EB ウイルス関連血球貪食性リンパ組織球症の 3 歳女児例
小宅桃子、糸永知代、後藤洋徳、平野直樹、松田史佳、川野奈々江、前田美和子、
末延聡一、井原健二
大分大学医学部小児科

カテゴリーＡ-２（11：10-11：55）
座長：九州大学小児科 虫本雄一
11：10-11：25
Ａ５．T1DM テクノロジーの進歩：コントアネクスト Link2.4� の利用状況と患者満足度調査
大山紀子、松尾光通、都 研一
福岡市立こども病院内分泌・代謝科
11：25-11：40

Ａ６．糖尿病性ケトアシドーシス・高血糖高浸透圧症候群（DKA-HHS）に高 Na 血症を伴っ
た初発１型糖尿病の１0 歳女児例
海野聡子、牛嶋規久美、古賀木綿子、西岡淳子、八ツ賀秀一
久留米大学小児科
11：40-11：55
Ａ７．1A 型糖尿病におけるインスリン開始前の低血糖に関する前向き観察研究
--九州／沖縄地方会参加施設への協力のお願い--長谷川行洋１）山口健史２）、澤野堅太郎３）、中山加奈子２）、山本さやか２）、森川俊太郎２）、
都 研一４）、蜂屋瑠見１）、中村明枝２）
１）都立小児総合医療センター、２）北海道大学小児科、３）新潟大学小児科、
４）福岡こども病院内分泌・代謝科

教育講演１ （11：55-12：25）
座長：鹿児島大学病院小児科 柿本令奈
「１型糖尿病診療〜変わったもの、変わらないこと」
仙台市立病院小児科

藤原

12:25-12:55「成人 GHD における GH 治療効果について」
ノボノルディスクファーマ社開発本部メディカルアフェアーズ部
12:55-13:40 ランチ

幾磨先生

大久保

勝

カテゴリーA-3（13：40-14：25）
座長：長崎大学小児科 伊達木澄人
13：40-13：55
Ａ８．1 歳から多発性の結節性皮膚黄色腫を呈していた、家族性高コレステロール血症の 5
歳男児例
島本太郎 1)2)、山本幸代 1)3)、池上朋美 1)、多久 葵 1)、桑村真美 1)、齋藤玲子 1)、後藤元秀
1)

、久保和泰 1)、川越倫子 1)、河田泰定 2)、楠原浩一 1)

１）産業医科大学医学部小児科、２）九州労災病院小児科、３）産業医科大学医学部医学
教育担当教員
13：55-14：10
Ａ９．ヨウ素摂取状況の学童全国調査における種子島の状況
光延拓朗１）、中村達郎１）、伊藤善也２）、溝田美智代３）、岩元二郎１）
１）種子島医療センター小児科、２）日赤赤十字北海道看護大学臨床医学領域、

３）今村総合病院小児科
14：10-14：25
Ａ10．男性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に対する乳児期ゴナドトロピン療法の有効
性、安全性についての多施設共同探索的試験
--九州／沖縄地方会参加施設への協力のお願い--長谷川行洋１）佐藤聡子２）、糸永知代３）、永松扶紗４）、井原健二３）、
１）都立小児総合医療センター、２）東京女子医大学八千代医療センター、
３）大分大学小児科、４）熊本大学小児科

カテゴリーB-1（14：25-15：40）
座長：福岡こども病院内分泌・代謝科

都

研一

14：25-14：50

指定発言：福岡大学小児科

佐々木聡子

Ｂ1．軽度甲状腺腫大の経過観察中、急激な甲状腺機能低下をきたした萎縮性甲状腺炎を疑
う1例
橋本和彦１）、宮副祥一１）、内田信宏１）、伊達木澄人２）
１）長崎県島原病院小児科、２）長崎大学病院小児科
14：50-15：15

指定発言：琉球大学小児科

兼次拓也

Ｂ2．2 型糖尿病を発症し、インスリン補充を要した相撲部の 12 歳男児例 ～体重増加を期
待されるスポーツにおける適切な栄養指導は？～
山本晶子、小松なぎさ
熊本中央病院小児科
15：15-15：40

指定発言：大分大学小児科

糸永知代

Ｂ3．治療に難渋している先天性高インスリン性低血糖症の女児例
浦島真由美、江藤潤也
佐賀県医療センター好生館小児科

15：40－15：50 コーヒーブレイク
カテゴリーB-2（15：50-16：55）
座長：佐賀県医療センター好生館小児科
15：50-16：15

江藤潤也

指定発言：熊本大学小児科

永松扶紗

Ｂ4．急性リンパ性白血病に対する臍帯血骨髄移植後様々な晩期障害を来たした小児がん経
験者(CCS)の一例
島本太郎１）、河田泰定１）、齋藤玲子２）、山本幸代３）、本田裕子２）、楠原浩一２）、
井上 譲４）
１）九州労災病院

小児科、２）産業医科大学医学部

小児科、３）産業医科大学医学部

医学教育担当教員、４）産業医科大学医学部 第一外科
16:15-16：40

指定発言：産業医科大学

医学部

医学教育担当教員

山本幸代

Ｂ5．SGA で出生し、著明な成長障害を呈する 3 歳女児の 1 例
古賀信彦１）、児島加奈子１）、笹岡大記１）、佐々木聡子１）、西 美和２）、廣瀬伸一２）
１）福岡大学病院小児科、２）広島赤十字・原爆病院小児科
16：40-17：05

指定発言：久留米大学小児科

八ツ賀秀一

Ｂ6．本態性高 Na 血症に仮面尿崩症の合併を疑っている症例
麻田智子１）、明利聡瑠１）、宇藤山麻衣子１）、松山美靜代１）、澤田浩武２）
１）宮崎大学医学部小児科、２）宮崎大学医学部看護学科

カテゴリーA-3、B-2（17：05-17：40）
座長：今村総合病院小児科 溝田美智代
17:05-17：20
Ａ11．血清 PLP が高値であった歯限局型低ホスファターゼ症の一例
石井加奈子、戸田尚子、トカン・ヴラッド、虫本雄一
九州大学小児科
17:20-17：40（指定発言：大薗恵一先生）
Ｂ7.SGA 性低身長症を合併した低ホスファターゼ症の 1 例
德永美菜子１）柿本令奈１）関

祐子１）玉田 泉１）森田 智１）佐藤秀夫２）溝田美智代１）

１）鹿児島大学病院小児科、２）鹿児島大学病院小児歯科

教育講演２ （17：40－ 18：15）
「低ホスファターゼ症の診断と治療」
大阪大学医学部小児科 大薗恵一先生
18：15-18:20
閉会の辞 次回当番世話人 福岡こども病院内分泌・代謝科 都 研一先生

