第 4 回日本小児内分泌学会九州・沖縄地方会

日時：2021 年 2 月 21 日（日曜日）9:30 開始
会場：Zoom にて Web 開催

連絡先：第 4 回日本小児内分泌学会九州・沖縄地方会事務局
福岡市立こども病院 内分泌・代謝科
〒813-0017 福岡市東区香椎照葉 5-1-1
電話番号：092-682-7000
当番世話人：都 研一 (miyako.k@fcho.jp)

【開催概要】
・日時：2021 年 2 月 21 日（日）9:30 演題開始
・会場：Zoom にて Web 開催
・参加費：無料
・参加資格：事前参加登録した日本小児内分泌学会の九州･沖縄地区の会員およ
び世話人の指導のもとにある入会予定･希望者。

【プログラム概要】
1）一般演題
2）教育講演
･～若手へのメッセージ～ 小児内分泌学の手ほどき ABC
福岡市立こども病院 内分泌・代謝科 都研一
･小児肥満の療養指導：管理栄養士の立場から
福岡市立こども病院 栄養管理室 下村瑞代
3）世話人会

【参加者へのご案内】
・日本内分泌学会内分泌代謝科専門医 更新単位：2 単位取得可能
参加単位および参加証明書：会期中のどこかで申請用メールアドレスを呈示し
ますので、申し込みをしてください。後日、メールにて送付します。
・平服でご参加ください。
・事前参加登録者へは、近くになりましたら参加方法のご案内をメールしま
す。
1. 時間になりましたら、メール内ミーティングURLをクリックして入室くだ
さい。
（この入室方法がもっとも簡単です。）
2. 世話人会のミーティングURLは異なります。
メール内ミーティング URL をクリックすると、以下が表示されます。
1. アプリ参加しますか？ →Zoom アプリをお持ちの方はアプリからお入り下
さい。
2. ウェブブラウザから参加しますか？ →Google Chrome がベスト。
*ミーティング ID およびパスワードで入室する場合
・Zoom アプリの「ホーム」で「参加」をクリックし、メール内ミーティング
ID を入力。その後、メール内パスコード（パスワード）を入力して入室。
・ウェブブラウザで https://zoom.us/jp-jp/meetings.html にアクセスし、右上の
「ミーティングに参加する」をクリック。画面でメール内ミーティング ID を
入力し、「参加」をクリック。「Zoom Meetings を開く」、「ミーティングを
起動」をクリック、もしくは画面下「ブラウザから参加してください」をクリ

ック。大学名＋名前入力、「私はロボットではありません」にチェック。メー
ル内ミーティングパスコードを入力して入室。
デイスカッションの時に分かりやすくするため、表示名を（施設名+氏名）に
変更してください。
1. Zoom 画面下部（あるいは上部）にある「参加者」をクリック
2. ご自身の名前にカーソルを合わせて「詳細」をクリック
3. 「名前の変更」をクリック
4. 施設名＋氏名を記入
Zoom 画面左下で、ビデオ OFF・音声ミュートにしてご参加ください。
＊接続状況を安定させるため、ご協力のほどお願いいたします。
ご質問される際は、Zoom の「手を挙げる（挙手）」を行ってください。
*画面上端（もしくは下端）の「詳細」＞「手を挙げる」をクリック(Mac 系 Zoom
アプリ)、もしくは画面下端（もしくは上端）の「参加者」をクリックして参加
者リスト下にある「挙手」「手を挙げる」をクリック（WEB 系、Windows Zoom
アプリ）。
指名されましたら、ビデオ ON・音声ミュート解除してご発言ください。 万が一、
司会役が気づかなかった場合には、音声ミュートを解除してお知らせください。
セキュリティ上、公共の場で閲覧しない、および録音･録画･画面の撮影禁止を遵
守してください。また、URL の複製・転用・転送ならびに他人への譲渡も禁止で
す。

【発表者へのご案内】
・発表は 10 分、質疑応答は 5 分です。
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。
・利益相反の開示：共同演者を含む演者全員について、発表する研究内容に関
連する利益相反の申告（演題登録日を起点とする過去3年度分）が必要です。
筆頭演者、すべての共同演者の利益相反をスライドの2枚目（タイトルスライ
ドの後）に開示をしてください。利益相反自己申告の基準については、第53回
日本小児内分泌学会学術集会のHPをご参照ください
（http://jspe53.umin.jp/abstract.html）。
・個人を識別できる情報（氏名、生年月日、個人識別符号など）は発表から取
り除き、顔写真についてはマスキングなどして個人が特定できないようにして
ください。
・指定発言はありませんので、考察を十分に行ってください。
・可能ならば、発表者は有線での接続をお願いします。
・司会進行役のもと、各人が画面共有で発表していただきます。

1. 画面内にある「画面共有」をクリック
2. 一覧の中から共有したい項目を選択
3. 「画面の共有」をクリック
4. 共有が完了すると、ミュート機能やコメント機能など画面共有に対する
メニューが表示されます。

Zoom 開場 9：00
開会挨拶 9：25-9：30
当番世話人 福岡市立こども病院
午前の部（9：30-12：15）
司会：福岡市立こども病院

内分泌・代謝科

内分泌・代謝科

科長

都

研一

牧村美佳

演題【1】9:30-9:45
学校検診の成長曲線で発見された胚細胞腫の一例
関祐子 1)、柿本令奈 1)、堀口達史 1)、森田智 1)、溝田美智代 1)2)
1)鹿児島大学病院小児科、2)今村総合病院小児科
演題【2】9:50-10:05
ホルモン非産生神経節細胞腫に伴いゴナドトロピン非依存性思春期早発症を呈した 5 才女
児例
虫本雄一 1)、トカンヴラット 1)、戸田尚子 1)、石井加奈子 1)、川久保尚徳 2)、松浦俊治 2)、
玉城昭彦 3)、渋井勇一 3)、孝橋賢一 3)
1)九州大学小児科、2)九州大学小児外科、3)九州大学大学院形態機能病理学
演題【3】10:10-10:25
脳腫瘍に対して化学放射線療法を施行後、中枢性甲状腺機能低下症の管理中にバセドウ病
を発症した 1 例
明利聡瑠 1)、宇藤山麻衣子 1)、麻田智子 1)、松山美靜代 1)、澤田浩武 2)、盛武浩 1)
1)宮崎大学医学部 発達泌尿生殖医学講座 小児科学分野、
2)宮崎大学医学部 看護学科基礎看護学領域

教育講演１ （10：30-11：15）
「～若手へのメッセージ～小児内分泌学の手ほどき ABC」
福岡市立こども病院 内分泌・代謝科

都

研一

演題【4】11:15-11:30
学校心臓検診での洞性頻脈の精査を契機に診断された無痛性甲状腺炎の一例
桑村真美 1)、山本幸代 1)、神代万壽美 2)、島本太郎 1)、後藤元秀 1)、久保和泰 1)、川越倫子
1)
、河田泰定 1)、楠原浩一 1)
1)産業医科大学小児科、2)北九州総合病院小児科
演題【5】11:35-11:50
夜尿と睡眠時遊行症を契機に診断に至った Basedow 病の 1 例
児島加奈子 1)、佐々木聡子 1)、笹岡大記 2)、古賀信彦 3)、廣瀬伸一 1)
1)福岡大学病院、2)筑紫病院、3)西新病院
演題【6】11:55-12:10
周期性四肢麻痺を契機に診断されたバセドウ病の男児例
浦島真由美
NHO 嬉野医療センター小児科

世話人会（12：20-12：50）
午後の部（13：30-16：15）
司会：福岡市立こども病院 内分泌・代謝科

都

研一

演題【7】13:30-13:45
社会的性決定に苦慮した 46,XX/46,XY キメラによる卵精巣性性分化疾患の一例
田中沙紀 1)、本川未都里 1)、二里茉莉 1)、小坂太一郎 3)、木原敏晴 2)、伊達木澄人 1)
1) 長崎大学病院小児科、2)長崎大学病院泌尿器科、3)長崎大学病院小児外科
演題【8】13:50-14:05
無熱性痙攣にて同定された、ビタミン D 欠乏症/ビタミン D 欠乏性くる病の 1 乳児例
兼次拓也
琉球大学大学院医学研究科育成医学講座
演題【9】14:10-14:25
AVPR2 遺伝子に新規ナンセンス変異を認め、異なる臨床像を呈した 3 例の先天性腎性尿崩症
永沼節子、草場綾子、橘秀和、濱口正義、吉牟田純一郎
熊本労災病院小児科

教育講演 2 （14：30-15：15）
「小児肥満の療養指導：管理栄養士の立場から」
福岡市立こども病院

栄養管理室

下村瑞代

演題【10】15:15-15:30
パッチ式インスリンポンプの利点と課題
～ダウン症 1 型糖尿病患者における「メディセーフウィズ」の使用経験より～
牧村美佳、小山紀子、都研一
福岡市立こども病院内分泌・代謝科
演題【11】15:35-15:50
網羅的遺伝子解析でバリアントが同定された濃厚な家族歴のある糖尿病の 2 例
小宅桃子、糸永知代、糸長昌彦、佐藤亮介、前田美和子、井原健二
大分大学医学部小児科
演題【12】15:55-16:10
1 型糖尿病発症時の血小板減少から汎血球減少に進行し、再生不良性貧血の診断に至った
一例
島本太郎 1)、山本幸代 1) 2)、水城和義 1)、加藤稚子 1)、川越倫子 3）、梶原康巨 3)、
荒木俊介 1)、本田裕子 1)、楠原浩一 1)
1)産業医科大学医学部小児科、2)産業医科大学医学部医学教育担当教員、
3)戸畑総合病院小児科

16:20-16:25
閉会の辞 次回当番世話人

熊本大学小児科

中村公俊先生

