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特別講演1	 4月23日（金）15:40～16:25　第1配信会場

座長：赤水　尚史�（		隈病院）

医療とAI（人工知能）のマッチング
慶應義塾大学　　　.榊原　康文　　

特別講演2	 4月23日（金）16:40～17:25　第1配信会場

座長：伊藤　　裕�（		慶應義塾大学医学部	腎臓内分泌代謝内科）

新規バイオマーカー検出法（SATIC法）の開発と今後の展望
日本大学.文理学部.化学科　　　.桒原　正靖　　

特別講演3	 4月24日（土）13:20～14:05　第1配信会場

座長：山田　正信�（		群馬大学大学院医学系研究科内科学講座	内分泌代謝内科学分野）

生殖細胞の性分化機構
国立遺伝学研究所　　　.相賀裕美子　　

特別講演4	 4月22日（木）13:30～14:10　第1配信会場

座長：山田　正信�（		群馬大学大学院医学系研究科内科学講座	内分泌代謝内科学分野）

The�Molecular�Basis�of�Hypogonadism:�From�Mouse�to�Human�Models.
Department.of.Pediatrics,Rutgers-Robert.Wood.Johnson.Medical.School　　　.Sally�Radovick　　

特別講演5	 4月22日（木）14:10～14:50　第1配信会場

座長：山田　正信�（		群馬大学大学院医学系研究科内科学講座	内分泌代謝内科学分野）

New�Thoughts�on�Hepatic�Gluconeogenesis�in�Diabetes�Mellitus
Department.of.Medicine,.Rutgers-Robert.Wood.Johnson.Medical.School　　　.Fredric�E.�Wondisford　　

会長講演	 4月23日（金）15:00～15:30　第1配信会場

座長：森　　昌朋�（		群馬大学）

40年の研究成果とやり残した事：一期一会の大切さ
群馬大学大学院医学系研究科内科学講座.内分泌代謝内科学　　　.山田　正信　　

学術プログラム
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特別シンポジウム1	 4月22日（木）15:00～16:30　第1配信会場

座長：岩﨑　泰正�（		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�（		高知大学医学部）

ここまで解明された内分泌腫瘍発症メカニズム

これまで解明された内分泌腫瘍“副腎腫瘍”発症メカニズム
群馬大学医学部付属病院.内分泌糖尿病内科　　　.中島　康代　　

TERTと甲状腺癌の高度悪性化
長崎大学.原爆後障害医療研究所　　　.光武　範吏　　

先端解析技術から視た副腎性クッシング・サブクッシング症候群のメカニズム
千葉大学.医学研究院.分子病態解析学　　　.田中　知明　　

ここまで解明された下垂体腺腫発症メカニズム
群馬大学大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.堀口　和彦　他

特別シンポジウム2	 4月23日（金）10:40～12:10　第1配信会場

座長：春日　雅人�（		朝日生命成人病研究所）
　　　河盛　隆造�（		順天堂大学）

インスリン発見100周年企画：ホルモンとしてのインスリン1

インスリン製剤の歴史
日本イーライリリー株式会社.研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部　　　.平瀬　徹明　他

グルコースとcAMPによるインスリン分泌の調節機構
千葉大学大学院.医学研究院.代謝生理学　　　.三木　隆司　　

インスリン分泌顆粒の開口放出機序
群馬大学.生体調節研究所.遺伝生化学分野　　　.泉　　哲郎　　

特別シンポジウム3	 4月23日（金）13:20～14:50　第1配信会場

座長：小川　佳宏�（		九州大学大学院医学研究院	病態制御内科学）
　　　中里　雅光�（		宮崎大学医学部	内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野）

内分泌研究のインパクト

内分泌疾患を招くGNAS異常症の新知見
国立成育医療研究センター.分子内分泌研究部　　　.深見　真紀　他

遺伝性アロマターゼ・プロラクチン異常症
千葉大学大学院医学研究院生殖医学　　　.生水真紀夫　　

自己免疫性下垂体疾患の新たな病態の解明と革新的アプローチ
奈良県立医科大学.糖尿病内分泌内科学　　　.高橋　　裕　他
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特別シンポジウム4	 4月24日（土）10:40～12:10　第1配信会場

座長：稲垣　暢也�（		京都大学大学院医学研究科	糖尿病・内分泌・栄養内科学）
　　　門脇　　孝�（		国家公務員共済組合連合会	虎の門病院）

インスリン発見100周年企画：ホルモンとしてのインスリン2

インスリンシグナル研究の変遷と糖尿病
神戸大学.大学院医学研究科.糖尿病・内分泌内科　　　.小川　　渉　　

インスリン抵抗性とは何か
国立国際医療研究センター.研究所　　　.植木浩二郎　　

インスリン治療の歴史
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　　　.黒田　暁生　　
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シンポジウム1	 4月22日（木）9:00～10:30　第1配信会場

座長：稲垣　暢也�（		京都大学大学院医学研究科	糖尿病・内分泌・栄養内科学）
　　　北村　忠弘�（		群馬大学生体調節研究所・代謝シグナル解析分野）

膵島研究～現状と今後の展望～

SY1-1 ヒトiPS細胞からの膵島作成とモデル細胞としての利用
東京工業大学.生命理工学院　　　.粂　　昭苑　　

SY1-2 膵臓立体構築における細胞間相互作用
京都大学.iPS細胞研究所　　　.川口　義弥　　

SY1-3 膵ラ氏島の残されたフロンティア―PP細胞の生物学
群馬大学.生体調節研究所.分子糖代謝制御分野　　　.藤谷与士夫　　

シンポジウム2	 4月22日（木）9:00～10:30　第4配信会場

座長：浦野　友彦�（		国際医療福祉大学医学部老年病学講座）
　　　大薗　恵一�（		大阪大学大学院医学系研究科小児科学）

骨・筋研究における最近の進歩

SY2-1 進行性骨化性線維異形成症(FOP)の病態と治療の開発
埼玉医科大学.医学部.ゲノム基礎医学　　　.片桐　岳信　　

SY2-2 メカニカルストレスと筋・骨連関
近畿大学.医学部.再生機能医学　　　.梶　　博史　　

SY2-3 サルコペニアと筋骨連関
東京大学.大学院医学系研究科.老年病学　　　.小川　純人　　

シンポジウム3	 4月22日（木）9:00～10:30　第5配信会場

座長：上田　陽一�（		産業医科大学医学部第1生理学）
　　　下村伊一郎�（		大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学）

内分泌研究の新展開

SY3-1 ゲノム編集技術の新展開
広島大学.統合生命科学研究科　　　.山本　　卓　　

SY3-2 マウス視床下部新規神経領域の機能形態解析　
奈良県立医科大学　　　.西　　真弓　　

SY3-3 どこの研究室でも導入・運用可能な新しいテクノロジー
慶應義塾大学.医学部.小児科学教室　　　.長谷川奉延　　

SY3-4 両側大結節性副腎皮質過形成の原因遺伝子ARMC5は全長型SREBPの新規ユビキチンリガーゼ
である

大阪大学大学院.医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.奥野　陽亮　他
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シンポジウム4	 4月22日（木）10:40～12:10　第1配信会場

座長：田島　敏広�（		自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科）
　　　長谷川奉延�（		慶應義塾大学医学部小児科学教室）

最新技術による疾患モデルと治療戦略

SY4-1 新世代技術によるタンパク質相互作用解析
国立成育医療研究センター.研究所.分子内分泌研究部　　　.鳴海　覚志　他

SY4-2 グルコキナーゼ活性化？不活性化？ヒト、マウスモデルからの糖尿病治療への教訓
大阪市立総合医療センター.小児代謝・内分泌内科　　　.依藤　　亨　　

SY4-3 小児骨疾患の疾患モデルと新規治療法の開発
大阪大学.大学院.医学系研究科.小児科学　　　.窪田　拓生　　

シンポジウム5	 4月22日（木）10:40～12:10　第3配信会場

座長：鈴木　眞一�（		福島県立医科大学甲状腺内分泌学講座）
　　　村上　　司�（		野口記念会野口病院）

甲状腺微小癌　アクティブサーベーランス

SY5-1 成人の低リスク微小乳頭癌に対する非手術経過観察：標準化のための日本甲状腺学会による�
ポジション・ペーパーおよび日本内分泌外科学会によるコンセンサス・ステートメントの発行

日本医科大学.内分泌外科　　　.杉谷　　巌　　

SY5-2 甲状腺微小癌�-active�surveillance-
隈病院.外科　　　.伊藤　康弘　他

SY5-3 低リスク甲状腺微小乳頭癌の取扱いの現状
群馬大学大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.堀口　和彦　他

シンポジウム6	 4月22日（木）10:40～12:10　第4配信会場

座長：鈴木　敦詞�（		藤田医科大学医学部	内分泌・代謝内科学）
　　　道上　敏美�（		地方独立行政法人大阪府立病院機構	大阪母子医療センター		研究所	骨発育疾患研究

部門）

腸管と骨ミネラル代謝

SY6-1 腸管におけるカルシウム吸収とビタミンDの作用
立命館大学.大学院.食マネジメント研究科　　　.増山　律子　　

SY6-2 腸管におけるリン吸収の制御機構
徳島大学.先端酵素学研究所.藤井節郎記念医科学センター　　　.福本　誠二　　

SY6-3 腸管生物時計と骨ミネラル代謝
大阪母子医療センター.研究所.骨発育疾患研究部門　　　.川井　正信　　
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シンポジウム7	 4月22日（木）10:40～12:10　第5配信会場

座長：高橋　　裕�（		奈良県立医科大学	糖尿病内分泌内科学）
　　　人見　浩史�（		関西医科大学医学部iPS・幹細胞再生医学講座）

内分泌とiPS・ES細胞

SY7-1 慢性腎臓病に対するiPS細胞由来内分泌細胞を用いた新規治療開発
関西医科大学.医学部.iPS・幹細胞再生医学講座　　　.人見　浩史　　

SY7-2 試験管内で再現する視床下部-下垂体オルガノイド
東海国立大学機構.名古屋大学大学院.医学系研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.須賀　英隆　他

SY7-3 ヒトiPS細胞を用いた内分泌疾患に対する再生医療の開発
京都大学iPS細胞研究所　　　.長船　健二　　

シンポジウム8	 4月22日（木）15:00～16:30　第2配信会場

座長：尾仲　達史�（		自治医科大学・生理学講座・神経脳生理学部門）
　　　束村　博子�（		名古屋大学大学院生命農学研究科）

神経内分泌研究のアップデート

SY8-1 痒みの神経伝達基盤　―疾患モデル動物を用いた検討―
国立遺伝学研究所.マウス開発研究室　　　.高浪　景子　他

SY8-2 下垂体の毛細血管に必須な「孔」の構築機序
帝京大学.医学部.解剖学講座　　　.中倉　　敬　　

SY8-3 バソプレシンニューロンにおける小胞体ストレスとオートファジー
名古屋大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.萩原　大輔　他

SY8-4 発達期エストロゲン曝露による生殖機能不全をもたらす神経内分泌メカニズム
日本医科大学大学院.医学研究科／名古屋大学大学院.生命農学研究科　　　.美辺　詩織　他

シンポジウム9	 4月22日（木）15:00～16:30　第3配信会場

座長：杉谷　　巌�（		日本医科大学	内分泌外科）
　　　堀内喜代美�（		東京女子医科大学	乳腺・内分泌外科）

甲状腺癌治療における患者視点の健康状態 patient-reported outcomes

SY9-1 外科治療
東京女子医科大学.乳腺・内分泌外科　　　.吉田　有策　他

SY9-2 放射性ヨウ素核医学治療
東京慈恵会医科大学.放射線医学講座　　　.内山　眞幸　他

SY9-3 甲状腺分化癌術後のTSH抑制療法
隈病院.内科　　　.伊藤　　充　　
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シンポジウム10	 4月22日（木）15:00～16:30　第4配信会場

座長：野村　政壽�（		久留米大学医学部	内科学講座	内分泌代謝内科部門）
　　　柳　　茂　　�（		学習院大学	理学部	生命科学科）

ミトコンドリアと疾患・老化

SY10-1 ミトコンドリアによる炎症性サイトカインの産生制御と慢性炎症
長崎大学.大学院医歯薬学総合研究科.細胞制御学分野　　　.武田　弘資　　

SY10-2 糖尿病の病態形成におけるミトコンドリアダイナミクスの役割
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　他

SY10-3 活性イオウによるミトコンドリア品質管理と心筋早期老化制御
九州大学.大学院薬学研究院／.

自然科学研究機構生命創成探究センター（生理学研究所）　　　.西田　基宏　他

SY10-4 卵子老化とミトコンドリア
埼玉医科大学.総合医療センター.産婦人科　　　.高井　　泰　　

シンポジウム11	 4月23日（金）8:30～10:00　第5配信会場

座長：小山　徹也�（		群馬大学大学院病理診断学）
　　　笹野　公伸�（		東北大学大学院医学系研究科医科学専攻	病理病態学講座	病理診断学分野）

内分泌臓器とその疾患における細胞老化の意義

SY11-1 内分泌臓器とその疾患における細胞老化の意義：緒言
東北大学大学院.医学系研究科.医科学専攻.病理病態学講座.病理診断学分野　　　.笹野　公伸　　

SY11-2 老化細胞の分布、及び、細胞老化と内分泌機能との関連性Systemic�distribution�of�
senescent�cells�and�their�association�of�hormonal�activity

東北大学.大学院.医学系研究科.病理診断学分野　　　.山崎　有人　他

SY11-3 副腎皮質における慢性ストレスと細胞老化の関連
東京都健康長寿医療センター.病理診断科　　　.野中　敬介　他

SY11-4 下垂体の老化　解剖例における検討
地方独立行政法人.東京都健康長寿医療センター.病理診断科　　　.井下　尚子　他

シンポジウム12	 4月23日（金）9:00～10:30　第2配信会場

座長：鈴木　和浩�（		群馬大学大学院医学系研究科泌尿器科学）
　　　武田　　卓�（		近畿大学東洋医学研究所）

男女の更年期を再考する

SY12-1 日本ナースヘルス研究からみた女性の更年期について
群馬大学医学部附属病院周産母子センター　　　.北原　慈和　他

SY12-2 更年期を見過ごさない
徳島大学.大学院.生殖・更年期医療学分野　　　.安井　敏之　　

SY12-3 LOH症候群の潜在とGERD症状との関連
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科.総合内科学　　　.大塚　文男　　
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シンポジウム13	 4月23日（金）10:40～12:10　第3配信会場

座長：菅間　　博�（		杏林大学医学部病理学教室）
　　　筒井　英光�（		東京医科大学	呼吸器・甲状腺外科学分野）

甲状腺境界悪性病変の診断と意義

SY13-1 甲状腺境界悪性病変ー診断の実際
がん研究所.病理部　　　.千葉　知宏　　

SY13-2 FT-UMP/WDT-UMP
東京女子医科大学附属八千代医療センター　　　.中澤　匡男　　

SY13-3 細胞診不確定の病変に対する分子診断の可能性
東京女子医科大学.内分泌外科　　　.岡本　高宏　　

シンポジウム14	 4月23日（金）10:40～12:10　第4配信会場

座長：柴田　洋孝�（		大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座）
　　　諸橋憲一郎�（		九州大学大学院医学研究院）

ステロイドホルモン研究最前線

SY14-1 アルドステロン産生細胞と遺伝子変異�ーアルドステロン産生病変の進展様式ー
埼玉医科大学国際医療センター／慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター　　　.西本紘嗣郎　他

SY14-2 ミネラルコルチコイド及びグルココルチコイド受容体モジュレーターのエピジェネティクス
金沢大学.内分泌代謝内科　　　.武田　仁裕　他

SY14-3 骨格筋グルココルチコイド受容体とエネルギー代謝、疾患
東京大学医科学研究所附属病院抗体・ワクチンセンター　　　.田中　廣壽　　

SY14-4 男性の健康とテストステロン
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科　　　.井手　久満　　

シンポジウム15	 4月23日（金）13:20～14:50　第2配信会場

座長：久具　宏司�（		東京都立墨東病院）
　　　堀川　玲子�（		国立成育医療研究センター内分泌代謝科）

小児から成人へ―注目されるトランジション

SY15-1 本邦における初経遅延および原発性無月経の実態
東京大学.産婦人科　　　.原田美由紀　　

SY15-2 小児泌尿器科における泌尿生殖器疾患のトランジション
国立成育医療研究センター泌尿器科　　　.長谷川雄一　　

SY15-3 小児期発症内分泌疾患の縦断的病像から考える、移行期医療のあり方
東京医科歯科大学発生発達病態学分野　　　.鹿島田健一　　
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シンポジウム16	 4月23日（金）13:20～14:50　第3配信会場

座長：橋本　貢士�（		獨協医科大学埼玉医療センター	糖尿病内分泌・血液内科）
　　　渡邊奈津子�（		伊藤病院	内科）

甲状腺治療の最近の知見

SY16-1 ATDと肝機能障害
伊藤病院　　　.鈴木　菜美　　

SY16-2 甲状腺術後およびバセドウ病131I内用療法後のLT4補充療法
隈病院.内科　　　.伊藤　　充　　

SY16-3 免疫関連有害事象（irAE）による甲状腺機能異常の臨床像
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.山内　一郎　他

シンポジウム17	 4月23日（金）13:20～14:50　第4配信会場

座長：北村　和雄�（		宮崎大学）
　　　樂木　宏実�（		大阪大学大学院医学系研究科	老年・総合内科学）

内分泌学的視点からみた本態性高血圧病態

SY17-1 交感神経系
東京女子医科大学.内分泌学講座　　　.森本　　聡　他

SY17-2 レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系（RAAS）
香川大学.医学部.薬理学　　　.西山　　成　　

SY17-3 アドレノメデュリンと高血圧
国際医療福祉大学.医学部.臨床検査医学　　　.下澤　達雄　　

SY17-4 ナトリウム利尿ペプチド系からみた高血圧病態と臓器連関
熊本大学.大学院生命科学研究部.腎臓内科学　　　.向山　政志　　

シンポジウム18	 4月24日（土）9:00～10:30　第1配信会場

座長：浦上　達彦�（		日本大学小児科学系小児科学教室）
　　　菊池　　透�（		埼玉医科大学小児科）

小児1型糖尿病の年齢による治療と管理の問題点

SY18-1 小児1型糖尿病の年齢による治療と管理の問題点乳児期・幼小児期
D.Medical.Clinic.Osaka　　　.広瀬　正和　　

SY18-2 小児1型糖尿病の年齢による治療と管理の問題点�学童期�思春期
横浜労災病院　　　.菊池　信行　　

SY18-3 小児・思春期1型糖尿病患者の心理的問題
大阪市立大学大学院発達小児医学　　　.川村　智行　　
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シンポジウム19	 4月24日（土）9:00～10:30　第2配信会場

座長：有馬　　寛�（		名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科学）
　　　小川　佳宏�（		九州大学大学院医学研究院	病態制御内科学）

オルガノイド研究の最前線

SY19-1 内分泌相互作用を加味した肝臓オルガノイド研究
東京医科歯科大学.統合研究機構／.

シンシナティ小児病院.オルガノイドセンター／.
シンシナティ小児病院.消化器部門・発生生物学部門／.

横浜市立大学.コミュニケーション・デザイン・センター　　　.武部　貴則　　

SY19-2 オルガノイドによるヒト内分泌腫瘍疾患へのアプローチ
慶應義塾大学.医学部　　　.佐藤　俊朗　　

シンポジウム20	 4月24日（土）9:00～10:30　第3配信会場

座長：岡﨑　具樹�（		帝京平成大学ヒューマンケア学部）
　　　竹内　靖博�（		虎の門病院	内分泌センター）

無症候性原発性副甲状腺機能亢進症の管理

SY20-1 無症候性原発性副甲状腺機能亢進症　外科治療
東京女子医科大学.乳腺・内分泌外科　　　.尾身　葉子　他

SY20-2 無症候性原発性副甲状腺機能亢進症の管理�内科治療
東京大学医学部附属病院.腎臓・内分泌内科　　　.伊東　伸朗　　

SY20-3 「副甲状腺機能亢進症診療ガイドライン」が提示する無症候性原発性副甲状腺機能亢進症の�
管理・治療についての推奨

藤田医科大学.医学部.内分泌外科　　　.日比　八束　　

シンポジウム21	 4月24日（土）10:40～12:10　第2配信会場

座長：荒田　尚子�（		国立成育医療研究センター	周産期・母性診療センター母性内科）
　　　苛原　　稔�（		徳島大学	産婦人科）

プレコンセプションケアの視点からの甲状腺疾患：基礎と臨床

SY21-1 プレコンセプションケアの視点からの甲状腺疾患：基礎と臨床
関西医科大学.産科学婦人科学講座／.

国立病院機構.京都医療センター.内分泌・代謝内科　　　.小林真以子　他

SY21-2 甲状腺疾患と卵巣予備能評価
名古屋大学.産科婦人科　　　.大須賀智子　　

SY21-3 内科医と産婦人科医の連携による甲状腺疾患のプレコンセプションケア
鳥取大学.医学部.循環器・内分泌代謝内科学分野　　　.伊澤正一郎　他
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シンポジウム22	 4月24日（土）10:40～12:10　第4配信会場

座長：有馬　　寛�（		名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科学）

下垂体の疾患へのアプローチ

SY22-1 下垂体疾患の病態解明を目指したiPS細胞の応用
奈良県立医科大学.糖尿病内分泌内科学／.

神戸大学大学院医学研究科.糖尿病内分泌内科学　　　.高橋　　裕　他

SY22-2 機能性下垂体腫瘍のホルモン分泌過剰評価の最新知見
大阪大学大学院.医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.大月　道夫　　

SY22-3 免疫チェックポイント阻害薬による下垂体障害
名古屋大学.医学部.附属病院　　　.小林　朋子　他

SY22-4 POMC遺伝子メチル化とクッシング病の関連性
University.of.Minnesota,.Department.of.Medicine,.Division.of.Diabetes,.

Endocrinology.and.Metabolism　　　.荒木　貴子　他
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クリニカルアワー1	 4月22日（木）9:00～10:30　第2配信会場

座長：岡本　高宏�（		東京女子医科大学	乳腺・内分泌外科）
　　　山﨑　有人�（		東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野）

病理所見は内分泌腫瘍の予後判定にどの程度有用なのか

CLH1-1 病理所見は内分泌腫瘍の予後判定にどの程度有効なのか　-甲状腺-
昭和大学.横浜市北部病院.臨床病理診断科　　　.亀山　香織　　

CLH1-2 副腎悪性腫瘍の病理診断と予後判定：現状と課題
東北医科薬科大学.医学部.病理学教室／.

東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野　　　.中村　保宏　他

CLH1-3 下垂体腫瘍における病理診断
東海大学医学部付属大磯病院.病理診断科　　　.井野元智恵　　

クリニカルアワー2	 4月22日（木）9:00～10:30　第3配信会場

座長：小林佐紀子�（		慶應義塾大学医学部	腎臓内分泌代謝内科）
　　　山田　秀人�（		神戸大学大学院医学研究科	外科系講座	産科婦人科学分野）

バセドウ病の妊娠前・妊娠中の管理

CLH2-1 甲状腺機能亢進症合併妊娠の管理　産科側から
神戸大学医学部附属病院.総合周産期母子医療センター／.

神戸大学.医学部.産科婦人科　　　.谷村　憲司　他

CLH2-2 甲状腺機能亢進症合併妊娠の内科的管理～妊娠中の無機ヨウ素治療を中心に
伊藤病院.内科　　　.吉原　　愛　　

CLH2-3 観察研究から見たバセドウ病の妊娠中の管理について
国立成育医療研究センター.周産期・母性診療センター.母性内科　　　.佐藤　志織　他

CLH2-4 バセドウ病妊娠MMI安全投与法
上條甲状腺クリニック.内科　　　.上條　桂一　　

クリニカルアワー3	 4月22日（木）10:40～12:10　第2配信会場

座長：曽根　正勝�（		聖マリアンナ医科大学）
　　　田辺　晶代�（		国立国際医療研究センター病院	糖尿病内分泌代謝科）

アルドステロン産生腺腫の診断の進歩

CLH3-1 機械学習を用いた原発性アルドステロン症病型診断予測アルゴリズムの開発
金沢大学.国際基幹教育院／金沢大学附属病院.内分泌・代謝内科　　　.唐島　成宙　他

CLH3-2 アルドステロン産生腺腫の診断の進歩～アルドステロン測定法、AVS、サロゲートマー
カー、病理診断の進歩～

東北大学大学院.医学系研究科.難治性高血圧内分泌代謝疾患地域連携寄附講座　　　.佐藤　文俊　他

CLH3-3 アルドステロン産生腺腫の診断の進歩
医仁会武田総合病院.内分泌センター／.

国立病院機構京都医療センター.内分泌代謝内科　　　.成瀬　光栄　他
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クリニカルアワー4	 4月22日（木）15:00～16:30　第5配信会場

座長：谷口　文紀�（		鳥取大学	産科婦人科）
　　　田村　博史�（		山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学）

ホルモン依存性婦人科疾患（子宮内膜症、子宮腺筋症、子宮筋腫）の薬物療法を軸とした 
長期治療戦略

CLH4-1 ライフステージに応じた子宮内膜症の薬物療法
名古屋大学.産婦人科　　　.中村　智子　　

CLH4-2 子宮腺筋症の疫学と薬物療法
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　　　.平池　　修　　

CLH4-3 子宮筋腫の治療戦略　－Common�diseaseに対するオーダーメイド治療を目指して－
千葉大学大学院.医学研究院.生殖医学　　　.石川　博士　　

クリニカルアワー5	 4月23日（金）9:00～10:30　第3配信会場

座長：曽根　博仁�（		新潟大学大学院医歯学総合研究科	血液・内分泌・代謝内科）
　　　横手幸太郎�（		千葉大学大学院医学研究院	内分泌代謝・血液・老年内科学）

糖尿病とホルモンの最前線

CLH5-1 グルココルチコイドと糖尿病
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　他

CLH5-2 グルカゴン
群馬大学.生体調節研究所.代謝シグナル解析分野　　　.北村　忠弘　　

CLH5-3 あなたの糖尿病診療に「甲状腺」は含まれていますか？
獨協医科大学.埼玉医療センター.糖尿病内分泌・血液内科　　　.橋本　貢士　　

クリニカルアワー6	 4月23日（金）9:00～10:30　第4配信会場

座長：沖　　隆　　�（		盛翔会浜松北病院内科）
　　　向山　政志�（		熊本大学大学院生命科学研究部腎臓内科学）

電解質異常と内分泌疾患

CLH6-1 ナトリウム代謝異常
名古屋大学大学院.医学系研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.有馬　　寛　　

CLH6-2 カリウム代謝異常と内分泌疾患
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　　

CLH6-3 カルシウム・リン代謝異常
帝京大学.ちば総合医療センター.第三内科学講座　　　.井上　大輔　　
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クリニカルアワー7	 4月23日（金）10:40～12:10　第2配信会場

座長：北脇　　城�（		京都府立医科大学産婦人科）
　　　堀川　幸男�（		岐阜大学大学院医学系研究科	内分泌代謝病態学）

多囊胞性卵巣症候群　最近の研究結果から考えるこれからの診断と治療　

CLH7-1 月経異常スクリーニングと多嚢胞性卵巣症候群補助診断としてのAMHの位置づけを考える
群馬大学大学院医学系研究科産科婦人科学　　　.岩瀬　　明　　

CLH7-2 多嚢胞性卵巣症候群の診断と治療に関する課題
徳島大学大学院.医歯薬学研究部.産科婦人科学分野　　　.岩佐　　武　他

CLH7-3 思春期の月経異常でみつかる疾患：多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）
産業医科大学.医学部.医学教育担当教員／産業医科大学.小児科　　　.山本　幸代　　

クリニカルアワー8	 4月23日（金）13:20～14:50　第5配信会場

座長：稲葉　雅章�（		大野記念病院）
　　　山内　美香�（		栄宏会小野病院	骨代謝疾患研究所	内分泌代謝内科）

骨粗鬆症における治療選択

CLH8-1 骨吸収阻害薬による治療とビタミンD
藤田医科大学.医学部.内分泌・代謝内科学　　　.鈴木　敦詞　　

CLH8-2 骨形成促進薬の進歩
栄光会小野病院.骨代謝疾患研究所.内分泌代謝内科　　　.山内　美香　　

CLH8-3 骨粗鬆症治療薬の選択と逐次・併用療法
虎の門病院.内分泌センター　　　.竹内　靖博　　

クリニカルアワー9	 4月24日（土）9:00～10:30　第4配信会場

座長：蔭山　和則�（		弘前大学大学院医学研究科	内分泌代謝内科学講座）
　　　西岡　　宏�（		虎の門病院	間脳下垂体外科）

視床下部下垂体疾患アップデート

CLH9-1 免疫チェックポイント阻害関連下垂体炎・下垂体機能低下症のアップデート
浜松医科大学.国際化推進センター／浜松医科大学.内分泌代謝内科　　　.山下　美保　　

CLH9-2 先端巨大症と間脳下垂体疾患の手術アップデート
国際医療福祉大学.医学部.脳神経外科　　　.大山　健一　他

CLH9-3 先端巨大症を除く下垂体機能性腫瘍のアップデート
神戸大学.医学部.附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.福岡　秀規　　

CLH9-4 下垂体腫瘍2017年WHO分類とそのUpdate
地方独立行政法人.東京都健康長寿医療センター.病理診断科　　　.井下　尚子　他
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クリニカルアワー10	 4月24日（土）9:00～10:30　第5配信会場

座長：方波見卓行�（		聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	代謝・内分泌内科）
　　　酒井　英樹�（		長崎大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器科学）

悪性副腎腫瘍の診断と治療

CLH10-1 悪性副腎腫瘍の診断と治療:�外科治療
名古屋大学.医学部附属病院.乳腺・内分泌外科　　　.菊森　豊根　　

CLH10-2 副腎皮質癌、転移性褐色細胞腫・パラガングリオーマの内科治療
国立国際医療研究センター病院.糖尿病内分泌代謝科　　　.田辺　晶代　　

CLH10-3 核医学治療ー theranostics
金沢大学.医薬保健研究域医学系.核医学　　　.絹谷　清剛　　

クリニカルアワー11	 4月24日（土）10:40～12:10　第3配信会場

座長：位田　　忍�（		大阪府母子医療センター）
　　　堀江　重郎�（		順天堂大学医学部	泌尿器科学講座）

男性ホルモン補充療法（こどもからおとなまで）

CLH11-1 小児の性徴障害
慶應義塾大学.医学部.小児科　　　.石井　智弘　　

CLH11-2 今こそ、男性ホルモン補充　適正化
獨協医科大学.埼玉医療センター.リプロダクションセンター　　　.岡田　　弘　他

CLH11-3 テストステロン補充療法に期待できること-内科の立場から-
徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター／福岡大学.内分泌糖尿病内科　　　.明比　祐子　他
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教育講演1
座長：伊藤　純子�（		虎の門病院	小児科）

小児期、思春期、若年成人のターナー症候群での治療戦略；低身長、原発性性腺機能低下、骨密度低値に対
する治療、説明・移行期医療のポイント

東京都立小児総合医療センター　　　.長谷川行洋　　

教育講演2
座長：成瀬　光栄�（		医仁会武田総合病院）

褐色細胞腫・パラガングリオーマ（PPGL）診断の�UPDATE
筑波大学医学医療系スポーツ医学　　　.竹越　一博　　

教育講演3
座長：柳瀬　敏彦�（		誠和会	牟田病院）

副腎偶発腫瘍のマネージメント
済生会横浜市東部病院.糖尿病・内分泌内科　　　.一城　貴政　他

教育講演4
座長：鈴木（堀田）眞理�（		跡見学園女子大学	心理学部）

周産期における高血圧の診断と治療Update
東京女子医科大学.内分泌内科学講座　　　.市原　淳弘　　

教育講演5
座長：宗　　友厚�（		川崎医科大学	糖尿病・代謝・内分泌内科）

性ステロイドと健康長寿（DHEAを中心に）
誠和会.牟田病院　　　.柳瀬　敏彦　　

教育講演6
座長：福田いずみ�（		日本医科大学付属病院	糖尿病・内分泌代謝内科）

成長ホルモン産生下垂体腺腫の外科治療
群馬大学大学院医学系研究科.脳神経外科学　　　.登坂　雅彦　　

教育講演7
座長：峯岸　　敬�（		群馬大学）

糖代謝異常合併妊娠の管理
愛媛大学医学部.産科婦人科学　　　.杉山　　隆　　
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教育講演8
座長：小澤　厚志�（		群馬大学大学院保健学研究科	看護学講座	基礎看護学）

多発性内分泌腫瘍症（MEN）の診療-現状と課題
札幌医科大学.医学部.遺伝医学　　　.櫻井　晃洋　　

教育講演9
座長：窪田　拓生�（		大阪大学大学院医学系研究科小児科学）

低リン血症性疾患の診断と治療
東京大学.医学部附属病院.腎臓・内分泌内科　　　.伊東　伸朗　　

教育講演10
座長：伊藤　研一�（		信州大学医学部	外科学教室	乳腺内分泌外科分野）

甲状腺癌薬物療法の現在
国立がん研究センター東病院　　　.田原　　信　　

教育講演11
座長：酒井　寿郎�（		東北大学大学院医学系研究科	/	東京大学先端科学技術研究センター）

慢性炎症・臓器連関と生活習慣病
千葉大学大学院.医学研究院.長寿医学　　　.真鍋　一郎　　

教育講演12
座長：田島　敏広�（		自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科）

副腎不全の診断と管理
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院.代謝・内分泌内科　　　.方波見卓行　　

教育講演13
座長：稲垣　　毅�（		群馬大学	生体調節研究所）

ヒト受精卵ゲノム編集の包括的視点を通した現在地、そしてその先
国立成育医療研究センター　　　.阿久津英憲　　

教育講演14
座長：馬場園哲也�（		東京女子医科大学	糖尿病センター内科）

1型糖尿病の最新治療
群馬大学大学院医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.山田英二郎　他
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教育講演15
座長：森　　昌朋�（		医療法人社団三思会	北関東肥満代謝研究所）

がんゲノム医療における甲状腺がんの薬物療法
伊藤病院　　　.高見　　博　　

教育講演16
座長：益崎　裕章�（		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型糖尿病の全ゲノム関連解析
理化学研究所.生命医科学研究センター.糖尿病・代謝ゲノム疾患研究チーム　　　.堀越　桃子　　

教育講演17
座長：小山　徹也�（		群馬大学大学院病理診断学）

甲状腺腫瘍の病理診断と遺伝子異常
杏林大学.医学部.病理学教室　　　.菅間　　博　　

教育講演18
座長：小野田教高�（		医療法人みなとみらい	新宿クリニック）

福島県県民健康調査「甲状腺検査」の現状
福島県立医科大学.医学部.臨床検査医学講座／.

福島県立医科大学.放射線医学県民健康管理センター　　　.志村　浩己　　

教育講演19
座長：村上　正巳�（		群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学）

免疫チェックポイント阻害薬による内分泌irAE
東京大学.医学部附属病院.腎臓・内分泌内科　　　.槙田　紀子　他

教育講演20
座長：鯉淵　典之�（		群馬大学大学院医学系研究科	応用生理学分野）

鉱質コルチコイド受容体と心臓
東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科　　　.吉村　道博　　

教育講演21
座長：皆川　真規�（		千葉県こども病院	内分泌科）

副甲状腺機能低下症および偽性副甲状腺機能低下症：全国疫学調査の結果を踏まえて
千葉大学予防医学センター　　　.高谷里依子　他
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教育講演22
座長：古家　大佑�（		金沢医科大学	糖尿病・内分泌内科学）

内分泌代謝疾患としての糖尿病性腎症
島根大学.医学部.内科学講座（内科学第一）　　　.金崎　啓造　　

JES We Can	 4月23日（金）13:20～14:50　第6配信会場

座長：片井みゆき�（		政策研究大学院大学保健管理センター）
　　　北中　幸子�（		きたなかこども成長クリニック）

JES-1 母親と父親の運動効果は子にどのように伝達されるか？～げっ歯類モデル研究から～
東北大学.学際科学フロンティア研究所.新領域創成研究部　　　.楠山　譲二　　

JES-2 ここ半世紀の日本人の体格の変化と、関連する胎児期・幼少期の環境要因について
国立成育医療研究センター.社会医学研究部　　　.森崎　菜穂　　

JES-3 underweight�pandemic～日本人女性の痩せに関する諸問題～
順天堂大学大学院.スポーツ医学・スポートロジー.代謝内分泌内科学／.

順天堂大学国際教養学部.グローバルヘルスサービス領域　　　.田村　好史　　
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YECセミナー1	 4月22日（木）10:40～12:10　第6配信会場

座長：藤坂　志帆�（		富山大学学術研究部医学系	第一内科）
　　　山本　雅昭�（		神戸大学医学部附属病院	糖尿病・内分泌内科）

エクソソーム最前線

YEC1-1 老化細胞が分泌する細胞外小胞の生体機能の解析
（公財）がん研究会.がん研究所.細胞老化プロジェクト　　　.高橋　暁子　　

YEC1-2 アディポネクチンのエクソソーム制御機構
大阪大学.大学院医学研究科.内分泌・代謝内科学／.

大阪大学.大学院医学研究科.肥満脂肪病態学寄附講座　　　.喜多　俊文　他

YEC1-3 エクソソームによる骨代謝リモデリングとがん微小環境の制御
東京医科大学.医学総合研究所.分子細胞治療研究部門　　　.落谷　孝広　　

YECセミナー2	 4月23日（金）9:40～11:10　第6配信会場

座長：稲葉　有香�（		金沢大学新学術創成研究機構）
　　　笹子　敬洋�（		東京大学大学院医学系研究科）

マルチオミクス解析による内分泌研究の新地平

YEC2-1 トランスオミクスによる肝臓での糖応答システムの解析
東京大学.大学院理学系研究科.生物科学専攻　　　.黒田　真也　　

YEC2-2 肥満における視床下部リモデリングの分子論的理解と治療戦略の提唱を目指して
名古屋市立大学.医学研究科.消化器・代謝内科学分野／.

名古屋市立大学病院.内分泌・糖尿病内科／.
名古屋市立大学病院.肥満症治療センター　　　.田中　智洋　　

YEC2-3 Non-target�proteomicsとTranscriptomicsの統合解析から捉えた下垂体神経内分泌腫瘍の特性
千葉大学.大学院医学研究院.分子病態解析学　　　.田中　知明　　

YECセミナー3	 4月23日（金）11:20～12:10　第6配信会場

座長：岩間信太郎�（		名古屋大学医学部附属病院	糖尿病・内分泌内科）
　　　横田　健一�（		慶應義塾大学	腎臓内分泌代謝内科）

ミトコンドリアを読み解く

YEC3-1 ミトコンドリアの膜とゲノムの動的特性が制御する細胞内エネルギー代謝
大阪大学.理学研究科.生物科学専攻　　　.石原　孝也　他

YEC3-2 ミトコンドリアの『形』を読み解く
筑波大学.医学医療系　　　.宮本　崇史　他
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若手臨床内分泌医育成委員会・YEC共同企画KO Rounds	 4月24日（土）9:00～12:00　第6配信会場

第93回KO Rounds（症例 16演題 / 研究 4演題）
座長：後藤　孔郎�（		大分大学医学部	内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座）
　　　森下　啓明�（		愛知医科大学医学部	内科学講座糖尿病内科）

YTC1-1（症例） 持続血糖測定（CGM）にて無自覚性低血糖を認めたSLC5A2遺伝子変異を伴う家族性腎性糖尿
の1家系

大分県厚生連鶴見病院.糖尿病・代謝内科　　　.佐田健太朗　他

YTC1-2（症例） 著明な高カルシウム血症を呈し、腺腫摘出術より20年以上経過した後に発見された肺転移病変
を契機に診断に至った副甲状腺癌の一例

大分赤十字病院.内分泌・糖尿病内科　　　.松田　直樹　他

YTC1-3（症例） 本態性血小板増多症に伴う両側副腎出血から副腎皮質機能低下をきたした一例
一般財団法人住友病院.内分泌代謝内科　　　.伊藤　慶人　他

YTC1-4（症例） 肝転移巣からのACTH様物質の分泌によるクッシング症候群再発が疑われた膵NECの一例
関西電力病院.糖尿病・代謝・内分泌センター　　　.岡本　紗希　他

YTC1-5（症例） 妊娠中に高血圧と精神症状を呈した副腎皮質・髄質混合腫瘍の1例
神戸大学病院.病理診断科　　　.神澤　真紀　他

YTC1-6（症例） オクトレオスキャンが診断の一助となった異所性副甲状腺機能亢進症の一例
慶應義塾大学.医学部.腎臓内分泌代謝内科　　　.押田　卓磨　他

YTC1-7（症例） GLP-1受容体作動薬投与開始後に顕在化した異所性ACTH産生腫瘍の1例
（公財）田附興風会医学研究所北野病院.糖尿病内分泌内科　　　.吉治　智志　他

YTC1-8（症例） 性腺機能低下症を合併したGCM2変異による副甲状腺機能低下症の一例
新潟大学医歯学総合病院.小児科／鶴岡市立荘内病院.小児科　　　.澤野堅太郎　他

YTC1-9（症例） 自己免疫性脳炎を合併した多腺性自己免疫症候群3型（APS3型）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　　　.大久保万理江　他

YTC1-10（症例） 早老症様顔貌と部分性脂肪萎縮から診断に至ったMDP症候群の1例
名古屋市立大学病院.内分泌糖尿病内科　　　.早川　暁子　他

YTC1-11（症例） 1型糖尿病を合併した活性化PI3K-δ症候群2型の一例
東京医科歯科大学.発生発達病態学分野　　　.齋藤　洋子　他

YTC1-12（症例） 高レニン、高アルドステロンを呈したDOC産生副腎皮質癌の一例
神戸大学.医学部.附属病院.糖尿病内分泌内科　　　.福満　隼人　他

YTC1-13（症例） CYP17A1遺伝子p.R347Cホモ接合体変異による17α水酸化酵素欠損症：高齢で診断された一例
弘前大学医学部附属病院.内分泌内科・糖尿病代謝内科　　　.山形　　聡　他

YTC1-14（症例） 自己免疫性溶血性貧血を伴った悪性胸腺腫合併抗PIT-1下垂体炎の1例
神戸大学大学院医学研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.蟹江慶太郎　他

YTC1-15（症例） 高コルチゾール血症を呈したFamilial�Dysalbuminemic�Hyperthyroxinemiaの一例
北海道大学大学院医学院・医学研究院.免疫・代謝内科学教室　　　.千葉　幸輝　他

YTC1-16（症例） 糖質コルチコイドによる正のフィードバック機構の関与が想定されるクッシング病
明石医療センター.糖尿病・内分泌内科　　　.辻本　泰貴　他
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YTC1-17（研究） 1型糖尿病の残存膵β細胞ではHIF1α/PFKFB3経路が活性化し解糖系が亢進する
北海道大学大学院医学院医学研究院.免疫・代謝内科学教室　　　.野本　博司　他

YTC1-18（研究） 進行甲状腺乳頭癌において検出される癌特異的自己抗体の産生機序解明
鳥取大学医学部.病態情報内科学分野　　　.伊澤正一郎　他

YTC1-19（研究） 糖尿病関連遺伝子UBE2E2の膵β細胞における役割
東京大学大学院医学系研究科.糖尿病・代謝内科　　　.桜井　賛孝　他

YTC1-20（研究） 肝臓2型自然免疫細胞の血糖低下作用機序の検討�-RNA-seq/ATAC-seq/GATA3-ChIP-
seq/MASSを用いた統合解析-

千葉大学医学部附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.藤本　真徳　他

第94回KO Rounds（症例 13演題 / 研究 5演題）
座長：須賀　英隆�（		名古屋大学大学院医学系研究科	糖尿病・内分泌内科学）
　　　長谷川奉延�（		慶應義塾大学医学部小児科学教室）

YTC2-1（症例） 治療抵抗性プロラクチノーマとしての長期経過の後にpasireotideの有効性が認められた巨大
mammosomatotroph腺腫の1例

金沢医科大学.糖尿病・内分泌内科学　　　.平井　太郎　他

YTC2-2（症例） IgG4関連下垂体炎にリツキシマブを使用した1例
千葉大学医学部附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科／.

千葉大学大学院医学研究院.内分泌代謝・血液・老年内科学　　　.渡邉　涼香　他

YTC2-3（症例） 低Na血症を契機として診断に至り、バゾプレシン異種受容体の存在が疑われる両側性大結節
性副腎皮質過形成（BMAH）の一例

市立池田病院　　　.猪阪　知子　他

YTC2-4（症例） 先端巨大症の経過中にMarine-Lenhart�症候群を発症した一例
産業医科大学第1内科学講座　　　.齋藤　　桃　他

YTC2-5（症例） 機能獲得型TSHR遺伝子変異を有する中毒性多結節性甲状腺腫の1例
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.山内　一郎　他

YTC2-6（症例） 甲状腺に直接浸潤をきたした膵臓癌の1例
山梨大学医学部附属病院.内科学講座第3教室　　　.細川　忠嗣　他

YTC2-7（症例） FGF23関連低リン血性くる病の小児に対するブロスマブの使用経験
伊勢崎市民病院.小児科　　　.小針　靖子　他

YTC2-8（症例） 異所性PTH産生による高Ca血症を呈した副腎皮質癌の1例
金沢医科大学.糖尿病・内分泌内科学　　　.門野　　至　他

YTC2-9（症例） 原発性両側大結節性副腎皮質過形成に膵神経内分泌腫瘍および髄膜腫を合併したARMC5変異
の1例

獨協医科大学.内科学（内分泌代謝）　　　.水沼有威子　他

YTC2-10（研究） ABCC8遺伝子ホモ接合性変異による先天性高インスリン血症は多様な表現型を呈しうる
東京医科歯科大学.発生発達病態学分野　　　.齋藤　洋子　他

YTC2-11（症例） 造血細胞移植により成長率が著しく改善したLIG4症候群の2例
東京医科歯科大学大学院.医歯学総合研究科.発生発達病態学分野　　　.安達恵利子　他
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YTC2-12（症例） CASR遺伝子の副甲状腺体細胞変異による原発性副甲状腺機能亢進症の9歳女児例
慶應義塾大学.医学部.小児科／慶應義塾大学.医学部.小児外科／.

慶應義塾大学.医学部.病理診断科　　　.中野さつき　他

YTC2-13（症例） RFX6�p.R652Xヘテロ変異により発症した若年発症糖尿病の1例
岐阜大学.大学院医学系研究科.内分泌代謝病態学／中濃厚生病院　　　.川島　知也　他

YTC2-14（研究） 腸管上皮におけるSIRT1の機能解析
東京大学医学部附属病院.糖尿病・代謝内科　　　.三浦　雅臣　他

YTC2-15（研究） 副腎皮質ステロイド合成における時計遺伝子およびBMP/activinの関与
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科.総合内科学　　　.副島　佳晃　他

YTC2-16（研究） 糖尿病関連遺伝子UBE2E2の膵β細胞における役割
東京大学医学部附属病院.糖尿病・代謝内科　　　.桜井　賛孝　他

YTC2-17（研究） 肝臓ILC2のGATA3を軸としたOMICS解析（single�cell�RNA-seq/Gata3-ChIP-seq/Gata3-
MASS）と、肝臓ILC2の糖新生抑制作用の検討

千葉大学医学部附属病院.糖尿病代謝内分泌内科／.
千葉大学医学研究院.分子病態解析学　　　.藤本　真徳　他

YTC2-18（研究） ヒト血漿ペプチドミクスによるスプラバシン由来新規生理活性ペプチドの同定
北里大学.医学部.内分泌代謝内科学　　　.田口　　朋　他

目から鱗の専門医セミナー	 4月24日（土）13:20～14:00　第6配信会場

座長：鈴木　敦詞�（		藤田医科大学医学部内分泌・代謝内科学）

YTC3-1 患者さんがくださった「目から鱗」
東京大学.医学部附属病院.腎臓・内分泌内科　　　.槙田　紀子　　

YTC3-2 内分泌研究の醍醐味
宮崎大学.医学部.内科学講座.神経呼吸内分泌代謝学分野　　　.中里　雅光　　
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CPC1	 4月22日（木）9:00～10:30　第6配信会場

座長：井下　尚子�（		地方独立行政法人	東京都健康長寿医療センター）
　　　立花　　修�（		金沢医科大学	脳神経外科）

93回症例検討1　下垂体炎の鑑別

CPC1-1 グルココルチコイド治療により消失した鞍上部病変とその後の経過から学ぶこと
虎の門病院.内分泌センター　　　.辰島　啓太　他

CPC1-2 下垂体炎の鑑別
虎の門病院間脳下垂体外科／冲中成人病研究所　　　.福原　紀章　他

病理コメンテーター　　名古屋大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.岩間信太郎　　
北海道大学.内科Ⅱ　　　.亀田　　啓　　

CPC2	 4月23日（金）10:00～11:30　第5配信会場

座長：伊藤　鉄英�（		福岡山王病院膵臓内科・NENセンター /国際医療福祉大学医学部消化器内科）
　　　櫻井　晃洋�（		札幌医科大学医学部	遺伝医学）

本CPCではPNET, MEN1に関する症例の提示を行い議論を行う。座長も含めエキスパートより、ミニレクチャーも予定している。

93回症例検討2　多発性内分泌腫瘍症1型におけるpNETの治療

CPC2-1 MEN1型における膵神経内分泌腫瘍の病理
東北大学.大学院.医学系研究科.医科学専攻.病理病態学講座.病理診断学分野　　　.笹野　公伸　　

CPC2-2 MENI型由来の神経内分泌腫瘍の悪性度
東京医科歯科大学.肝胆膵外科　　　.工藤　　篤　他

CPC2-3 内分泌内科医から見たMEN1に伴うpNETの診療
群馬大学大学院.保健学研究科.看護学講座.基礎看護学／群馬大学医学部附属病院.

内分泌糖尿病内科／群馬大学医学部附属病院.遺伝子診療部　　　.小澤　厚志　　
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学会賞受賞講演	 4月24日（土）14:00～14:30　第2配信会場

座長：赤水　尚史�（		隈病院）

Ad4BPはステロイド産生細胞のマスター遺伝子か？
九州大学大学院.医学研究院.分子生命系部門　　　.諸橋憲一郎　　

マイスター賞受賞講演	 4月24日（土）13:20～13:50　第2配信会場

座長：中尾　一和�（		京都大学メディカルイノベーションセンター）

自然免疫：TLRからエンドリボヌクレアーゼRegnase-1
大阪大学.免疫学フロンティア研究センター　　　.審良　静男　　

Distinguished Endocrinologist Award受賞講演	 4月24日（土）14:40～15:10　第2配信会場

座長：松本　俊夫�（		徳島大学	藤井節郎記念医科学センター）

カルシウム・骨代謝研究の進歩とともに
医療法人社団栄宏会小野病院.骨代謝疾患研究所／島根大学　　　.杉本　利嗣　他

研究奨励賞受賞講演	 4月24日（土）14:20～15:10　第1配信会場

座長：有馬　　寛�（		名古屋大学大学院医学系研究科	糖尿病・内分泌内科学）

甲状腺ホルモンによる臓器特異的な制御機構の探索：診断・治療への応用
浜松医科大学.医学教育推進センター　　　.大場　健司　他

新規糖尿病モデルOikawa-Nagaoマウスの開発と2型糖尿病の病態生理研究
日本医科大学大学院.医学研究科.内分泌糖尿病代謝内科学分野　　　.長尾　元嗣　　

モデル動物を用いた2型糖尿病治療法の確立に向けた研究
北海道大学.大学院.医学研究院.免疫・代謝内科学教室　　　.中村　昭伸　　

組織の発生と障害における（プロ）レニン受容体の機能解析
東北大学.大学院医学系研究科.内分泌応用医科学分野　　　.廣瀬　卓男　　

下垂体腫瘍の発症機構と臨床病態の基礎・臨床統合的研究
群馬大学大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.堀口　和彦　　
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若手研究奨励賞（YIA）審査講演1	 4月22日（木）13:20～14:20　第6配信会場

座長：稲垣　　毅�（		群馬大学	生体調節研究所	代謝エピジェネティクス分野）

YIA1-1 摂食後シグナルによるマクロファージのIL-10産生を介した肝糖新生調節メカニズム
東京大学大学院.医学系研究科.糖尿病・代謝内科　　　.戸田郷太郎　他

YIA1-2 PA患者において負荷試験による血漿アルドステロン濃度底値は心肥大と関係する
京都大学　　　.大野　洋一　他

YIA1-3 乳癌細胞の転移に対してメトホルミン・DPP-4阻害薬が及ぼす影響の解析
島根大学.医学部.内科学講座.内科学第一　　　.川北　恵美　他

YIA1-4 TurboIDによるPAX8近接タンパク質の網羅的解析
国立成育医療研究センター.研究所.分子内分泌研究部　　　.中尾佳奈子　他

YIA1-5 膵島と腺房細胞の相互作用によるGLP-1を介した膵β細胞増殖制御機構の解析
横浜市立大学大学院.医学研究科.分子内分泌・糖尿病内科学　　　.京原　麻由　他

若手研究奨励賞（YIA）審査講演2	 4月22日（木）14:30～15:30　第6配信会場

座長：白石　晃司�（		山口大学	医学部	泌尿器科）

YIA2-1 新規ルシフェラーゼ相補アッセイNanoBiTテクノロジーによるPAX8-NKX2-1結合定量系の
開発と臨床応用

国立成育医療研究センター研究所.分子内分泌研究部／.
東京慈恵会医科大学.小児科学講座　　　.小田野めぐみ　他

YIA2-2 2型自然リンパ球は内臓脂肪における飽和脂肪酸吸収の制御を介し糖代謝を改善する
京都府立医科大学大学院医学研究科.内分泌・代謝内科学　　　.橋本　善隆　他

YIA2-3 膵β細胞でのUCP2を介したアルドラーゼB発現上昇が2型糖尿病におけるインスリン分泌障
害を惹起する

群馬大学.生体調節研究所.代謝疾患医科学分野／.
横浜市立大学大学院.医学研究科.分子内分泌・糖尿病内科学　　　.井上　亮太　他

YIA2-4 バソプレシンニューロンにおいて異常タンパク凝集体は小胞体から輸送隔離されることなく
小胞体内部で分解される　―家族性中枢性尿崩症モデルマウスを用いた検討―

名古屋大学大学院医学系研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.宮田　　崇　他

YIA2-5 経口ブドウ糖・TRH負荷による先端巨大症の個別化医療の可能性
大阪大学大学院.医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.向井　康祐　他

若手研究奨励賞（YIA）審査講演3	 4月22日（木）15:40～16:40　第6配信会場

座長：須賀　英隆�（		名古屋大学	大学院医学系研究科	糖尿病・内分泌内科学）

YIA3-1 患者由来線維芽細胞、iPS細胞を用いた骨形成不全症の病態解析と4-フェニル酪酸の効果
大阪大学.医学系研究科.小児科学　　　.武鑓　真司　他

YIA3-2 カルシウム応答性を有する機能的な副甲状腺再生
東京大学医科学研究所.幹細胞治療分野　　　.加納麻弓子　他

YIA3-3 新規レポーターマウスを用いたα細胞新生・分化機構の解明
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学　　　.氷室　美和　他
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YIA3-4 細胞外弾性線維形成に関わる蛋白を介した糖代謝制御機構の解明
横浜市立大学大学院医学研究科.分子内分泌・糖尿病内科学　　　.奥山　朋子　他

YIA3-5 蛋白質構造データを活用したインスリンおよびインスリン様成長因子-1受容体における遺伝
子型-表現型相関の解明

東京大学医学部附属病院.糖尿病・代謝内科　　　.細江　　隼　他

若手研究奨励賞（YIA）審査講演4	 4月23日（金）9:00～10:20　第1配信会場

座長：矢澤　隆志�（		旭川医科大学	生化学講座	細胞制御科学）

YIA4-1 心血管系ストレス応答における、アドレノメデュリン-RAMP2系・RAMP3系の機能分化
信州大学医学部医学科.循環病態学教室　　　.崔　　南奇　他

YIA4-2 ヒストン脱メチル化酵素による骨形成制御機構の解明
東北大学大学院医学系研究科.分子代謝生理学分野／.

日本学術振興会.特別研究員PD　　　.荒井　　誠　他

YIA4-3 テトラヒドロビオプテリンの妊娠期の補充療法による、胎仔期の褐色脂肪組織の分化や成長後
のエネルギー代謝に与える影響についての検討

京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.南野　寛人　他

YIA4-4 ヒトiPS細胞を用いた内胚葉発生機構における新生児糖尿病原因遺伝子RFX6の機能解明
京都大学.大学院医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.中村　聡宏　他

YIA4-5 FGF23と骨粗鬆症・心血管代謝疾患の因果関係の解明：メンデルランダム化研究
九州大学大学院医学研究院.病態制御内科学分野　　　.馬越　真希　他

YIA4-6 非アルコール性脂肪肝炎の発症・進展におけるミトコンドリアダイナミクスの病態生理的意義
佐賀大学医学部内科学講座.肝臓・糖尿病・内分泌内科　　　.武市　幸奈　他
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COVID-19と内分泌代謝疾患	 4月24日（土）10:40～12:10　第5配信会場

座長：市原　淳弘�（		東京女子医科大学	内分泌内科学講座）

COVID-1 COVID-19自粛生活が小児糖尿病患者の血糖コントロールに与えた影響に関する後方視的多
施設共同研究

大阪市立総合医療センター.小児代謝・内分泌内科　　　.樋口　真司　他

COVID-2 COVID-19パンデミックにおける生殖医療
東邦大学医学部産科婦人科学教室　　　.太田　邦明　他

COVID-3 COVID-19流行期における糖尿病患者血糖コントロールに関する実態調査��
―電子カルテデータベース研究―
独立行政法人国立病院機構.京都医療センター／帝京大学.医学部.臨床研究医学講座　　　.浅原　哲子　他

COVID-4 Withコロナ時代の経鼻内視鏡下垂体手術
虎の門病院.間脳下垂体外科　　　.西岡　　宏　　

COVID-5 COVID-19と甲状腺疾患
和歌山県立医科大学.内科学第一講座／日赤和歌山医療センター.糖尿病内分泌内科　　　.稲葉　秀文　　

COVID-6
基調講演

COVID-19におけるACE2の意義
東京女子医科大学.内分泌内科学講座　　　.森本　　聡　他



一般演題プログラム
（口演・ポスター）
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一般演題　口演

一般演題S1：高得点1

O-S1-1 若年発症プロラクチノーマの長期治療成績：寛解・治癒・妊娠
東京クリニック.内分泌代謝内科／森山脳神経センター病院.間脳下垂体センター　　　.小野　昌美　他

O-S1-2 CASR遺伝子の副甲状腺体細胞変異による原発性副甲状腺機能亢進症の9歳女児例
慶應義塾大学.医学部.小児科／慶應義塾大学.医学部.小児外科／.

慶應義塾大学.医学部.病理診断科　　　.中野さつき　他

O-S1-3 CRPCに対するEnzalutamide投与後血中アンドロゲン濃度上昇と効果についての探索的研究
群馬大学.医学部.泌尿器科　　　.宮澤　慶行　他

O-S1-5 27年間の大分市学童期生活習慣病予防検診に基づく小学5年生の体型、血清脂質の評価
大分大学.医学部.小児科　　　.前田美和子　他

一般演題S2：高得点2

O-S2-1 類もやもや病を合併したバセドウ病の臨床像
伊藤病院　　　.三松　貴子　他

O-S2-2 NASHにおけるクッパー細胞鉄代謝の病態生理学的意義
名古屋大学.環境医学研究所.分子代謝医学分野　　　.金森　耀平　他

O-S2-3 視床下部のFTOによる体重調節機構
群馬大学.生体調節研究所.代謝シグナル解析分野　　　.河野　大輔　他

O-S2-4 胃癌患者におけるNucleobindin-2（NUCB2）の臨床的有用性について
群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科　　　.岡田　秀一　他

一般演題1：間脳下垂体1 下垂体前葉 臨床1

O1-1-1 下垂体腺腫におけるせき止め現象と下垂体前葉機能の関係
虎の門病院.間脳下垂体外科　　　.佐々木博勇　他

O1-1-2 機能性下垂体腺腫に対する前葉peel�off�resectionの意義
名古屋大学大学院.医学系研究科.脳神経外科　　　.永田　雄一　他

O1-1-3 非機能性下垂体腺腫に対する薬物療法の可能性について探る
虎の門病院.内分泌センター　　　.辰島　啓太　他

O1-1-4 副腎機能低下合併する非機能性下垂体腺腫の特徴
大阪大学大学院.医学系研究科.脳神経外科学　　　.押野　　悟　他

O1-1-5 GHRP-2負荷試験の中枢性副腎不全に対する診断能の検討～迅速ACTH試験・CRH試験との
比較～

帝京大学.医学部.内分泌代謝・糖尿病内科　　　.石渡　千聖　他

O1-1-6 非機能性下垂体腫瘍に合併する成人GH分泌不全症と高感度CRPの関連
東京女子医科大学.高血圧・内分泌内科　　　.関　　康史　他
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一般演題2：間脳下垂体2 下垂体 基礎1 前葉

O1-2-1 マウス下垂体前葉におけるCD9/CD81/SOX2陽性細胞の同定と幹細胞性の解析
杏林大学.保健学部　　　.堀口幸太郎　他

O1-2-2 細胞膜アンカー型プロテアーゼ制御因子�RECK�のマウス下垂体前葉における豊富な発現と成
長ホルモン/インスリン様成長因子系における役割�

京都大学大学院.医学研究科.神経・細胞薬理学　　　.小川秀一郎　他

O1-2-3 下垂体ゴナドトロープLβT2細胞においてRNA結合タンパクZFP36の発現がERKのリン酸
化を制御する

岡山大学大学院.医歯薬学総合研究科.腎・免疫・内分泌代謝内科学　　　.寺坂　友博　他

O1-2-4 室傍核特異的TRHノックアウトマウスにおける視床下部、下垂体前葉の解析
群馬大学大学院医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.近藤　友里　他

O1-2-5 レセルピン反復投与誘発線維筋痛症モデルラットにおける痛覚反応・うつ状態の評価及びオ
キシトシン系活性化の検討

産業医科大学.医学部.整形外科学　　　.池田　直史　他

O1-2-6 ラット胎児脳初代培養細胞を用いた脳内アクチビン、インヒビン、フォリスタチン制御に関
する検討

島根大学.医学部.産科婦人科　　　.折出　亜希　他

O1-2-7 GHの標的遺伝子としてのGATAs
武庫川女子大学薬学部　　　.増田奈菜子　他

一般演題3：間脳下垂体3 下垂体後葉 臨床

O1-3-1 肺結核症における低Na血症の頻度とリスク因子
国際医療福祉大学.医学部（成田病院）.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.吉田　知彦　他

O1-3-2 経鼻的経蝶形洞法術後において遅発性に発症した中枢性尿崩症
金沢医科大学.脳神経外科　　　.林　　康彦　他

O1-3-3 尿崩症の発症から半年の経過で汎下垂体機能低下症に至った、pituicytoma疑いの1例
亀田総合病院.糖尿病内分泌内科　　　.西田　　藍　他

O1-3-4 転移性頸椎腫瘍による非外傷性高位脊髄損傷に合併したSIADHの一例
日本大学病院.内科／日本大学医学部内科学系.総合内科総合診療医学分野　　　.池田　　迅　他

一般演題4：間脳下垂体4 下垂体前葉 臨床2

O1-4-1 ACTH産生下垂体腺腫における腫瘍微小環境解析
神戸大学病院.病理診断科　　　.神澤　真紀　他

O1-4-2 クッシング病下垂体腺腫におけるグルココルチコイドを介したCYP3A4発現誘導とPOMC発
現の関連性

虎の門病院.内分泌代謝科　　　.竹下　　彰　他

O1-4-3 Low�GH�acromegalyの臨床病理学的検討
金沢医科大学.脳神経外科　　　.立花　　修　他
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O1-4-4 新たな診断と治療の手引きに沿った先端巨大症の長期治療成績
日本医科大学.脳神経外科　　　.田原　重志　他

O1-4-5 成人重症GH分泌不全症患者に対するGH補充10年間のフォローアップ成績
あたまと体のヘルスケアクリニック神田　　　.池田　秀敏　他

O1-4-6 抗PD-1抗体による内分泌障害のリアルワールドエビデンス
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.山内　一郎　他

一般演題5：間脳下垂体5 下垂体前葉 臨床3 症例報告

O1-5-1 COVID-19肺炎を合併し、ブロック＆リプレースにより高コルチゾール血症のコントロール
を行った活動性クッシング病の1例

勤医協中央病院.糖尿病内分泌、腎臓病センター　　　.湯野　暁子　他

O1-5-2 スニチニブによりGH産生が抑制されたと考えられるGH産生下垂体腺腫の一例
京都大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌・栄養内科　　　.田浦　大輔　他

O1-5-3 治療抵抗性プロラクチノーマとしての長期経過の後にpasireotideの有効性が認められた巨大
mammosomatotroph腺腫の1例

金沢医科大学.糖尿病・内分泌内科学　　　.平井　太郎　他

O1-5-4 IgG4関連下垂体炎にリツキシマブを使用した1例
千葉大学医学部附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科／.

千葉大学大学院医学研究院.内分泌代謝・血液・老年内科学　　　.渡邉　涼香　他

O1-5-5 下垂体茎断裂後の汎下垂体前葉機能低下症に対しホルモン補充を行いながら妊娠、出産を
行った1例

茅ヶ崎市立病院.代謝内分泌内科　　　.猪狩　真理　他

O1-5-6 バセドウ病合併TSH産生腫瘍を腫瘍摘出と抗甲状腺薬により良好にコントロールできた1例
大阪医科大学内科学I　　　.小石　素子　他

一般演題6：間脳下垂体6 下垂体 基礎2 後葉

O1-6-2 AVPニューロン特異的BiPノックダウンはAVPニューロンにおけるオートファジーと細胞死
を誘導する

名古屋大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科学　　　.川口　頌平　他

O1-6-3 Wolfram症候群モデルマウスは脱水負荷によりバソプレシン分泌不全を呈する
名古屋大学大学院医学系研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.栗本　隼樹　他

O1-6-4 慢性の抗利尿ホルモン不適切分泌症候群（SIADH）マウスモデルにおけるバソプレシンエス
ケープと記憶障害

藤田医科大学.医学部.内分泌・代謝内科学　　　.藤沢　治樹　他

一般演題7：間脳下垂体7 下垂体 基礎3 前葉

O1-7-1 ニューロメジンB受容体はACTH産生下垂体腺腫の治療ターゲットとなりうる
北海道大学大学院医学院・医学研究院.免疫・代謝内科学教室　　　.関崎　知紀　他

O1-7-2 AtT-20細胞においてGPR30シグナルはcAMP/PKA/NR4A系を介してPomc転写を促進させる
弘前大学.医学部.内分泌代謝内科　　　.高安　　忍　他
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O1-7-3 下垂体ACTH産生腫瘍細胞におけるhistone�deacetylase1/2阻害剤romidepsinの効果
弘前大学大学院医学研究科.内分泌代謝内科学講座／.

自治医科大学附属さいたま医療センター.内分泌代謝科　　　.萩原　莉恵　他

O1-7-4 疾患iPS細胞/抗原特異的T細胞を用いた抗PIT-1下垂体炎疾患モデルの樹立
神戸大学大学院医学研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.蟹江慶太郎　他

O1-7-5 イピリムマブ誘発下垂体炎発症者で高抗体価を示す自己抗体の同定
名古屋大学大学院医学系研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.奥地　剛之　他

O1-7-6 機械学習を用いたiPS細胞からの下垂体オルガノイド分化効率予測モデルの作成
京都大学.iPS細胞研究所（CiRA）./高等研究院.ヒト生物学高等研究拠点（ASHBi）／.

神戸大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌内科学／.
神戸大学大学院.医学研究科.iPS細胞応用医学　　　.松本　隆作　他

一般演題8：甲状腺1 自己免疫性甲状腺疾患1

O2-1-1 甲状腺シンチグラフィが施行できない状況下でのTRAb陰性バセドウ病と無痛性甲状腺炎の
鑑別に有用な因子の検討

田尻クリニック　　　.濱田　勝彦　他

O2-1-2 甲状腺クリーゼの重症度判定にBurch-Wartofskyポイントスケールは有用である
日本医科大学大学院医学研究科.内分泌糖尿病代謝内科学分野　　　.矢田　季子　他

O2-1-3 人工知能（機械学習）によるバセドウ病と無痛性甲状腺炎の鑑別予測モデル
伊藤病院　　　.渡邊奈津子　他

O2-1-4 未治療バセドウ病におけるバセドウ病眼症予測スコア
伊藤病院　　　.渡邊奈津子　他

O2-1-5 未治療バセドウ病の治療予後は人工知能で予測できるか
伊藤病院　　　.鈴木　菜美　他

O2-1-6 機械学習ソフトを用いた一般血液検査からの甲状腺中毒症の予測
伊藤病院.内科　　　.吉原　　愛　他

一般演題9：甲状腺2 腫瘍

O2-2-1 外科的切除が可能だった直腸癌甲状腺転移の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／.

倉敷中央病院.内分泌代謝・リウマチ内科　　　.井上　祥花　他

O2-2-2 機能獲得型TSHR遺伝子変異を有する中毒性多結節性甲状腺腫の1例
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.山内　一郎　他

O2-2-3 扁平上皮癌との鑑別に苦慮したGEP-NET合併甲状腺未分化癌の一例
東邦大学.健康推進センター　　　.吉原　　彩　他

O2-2-4 甲状腺微小癌を併存したバセドウ病患者に対する放射性ヨウ素内用療法の有無と腫瘍サイズ
変化

隈病院　　　.西原　永潤　他

O2-2-5 甲状腺髄様癌の肝転移に対してTAEを施行した1例
東京女子医科大学病院.乳腺内分泌外科　　　.柳田　充郎　他
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O2-2-6 外側区域リンパ節転移率は、触知可能な転移リンパ節を有するpN1b乳頭癌症例において、
再発の予後因子である

東京女子医科大学.乳腺・内分泌外科　　　.岡本　高宏　他

一般演題10：甲状腺3 その他の甲状腺機能異常

O2-3-1 高齢者の甲状腺機能について
大阪府済生会茨木病院.内科（糖尿病・内分泌）　　　.加藤　純子　他

O2-3-2 免疫チェックポイント阻害剤による甲状腺障害の宿主因子・治療前因子の検討
日本赤十字社和歌山医療センター.糖尿病内分泌内科／和歌山県立医大.第一内科　　　.稲葉　秀文　他

O2-3-3 本邦におけるTSH単独欠損症の分子遺伝学的解析
新潟大学医歯学総合病院.小児科　　　.柴田　奈央　他

O2-3-4 破壊性甲状腺炎の診断に難渋し、治療後にリンパ腫と診断された1例
医療法人.神甲会.隈病院.内科　　　.高坂　和芳　他

O2-3-5 バセドウ病が原因と思われた潜在性甲状腺中毒症の予後
野口病院.内科　　　.山口　朋孝　他

O2-3-6 バセドウ病と一般生化学検査の検討
隈病院.内科　　　.工藤　　工　他

一般演題11：甲状腺4 基礎1

O2-4-1 母体甲状腺機能低下症の仔網膜オプシン発達への影響：TRHノックアウトマウス解析
群馬大学.大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科学／.

群馬大学.大学院.医学系研究科.眼科学　　　.齊藤　千真　他

O2-4-2 小脳機能維持における甲状腺ホルモンの新たな役割の解明：プルキンエ細胞小胞体からのカ
ルシウム放出調節における重要性

群馬大学大学院.医学系研究科.応用生理学分野　　　.二ノ宮彩音　他

一般演題12：甲状腺5 その他1

O2-5-1 難治性心房細動症例3000例の甲状腺機能の検討
群馬大学内分泌代謝内科学　　　.山田早耶香　他

O2-5-2 当院の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）患者の甲状腺機能の検討
慶應義塾大学.医学部.腎臓内分泌代謝内科　　　.小林佐紀子　他

O2-5-3 甲状腺全摘後TSH抑制量補充中の患者における妊娠初期のレボチロキシン増量の効果とその
増加量

隈病院.内科　　　.南方　瑞穂　他

O2-5-4 甲状腺全摘後のTSH抑制の程度と骨密度の影響について
隈病院　　　.貴志　豪俊　他
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一般演題13：甲状腺6 自己免疫性甲状腺疾患2

O2-6-1 SARS-CoV-2感染後に産後甲状腺炎を発症した一例
日本赤十字社和歌山医療センター.糖尿病内分泌内科　　　.海道　陽介　他

O2-6-2 当院における1型糖尿病と自己免疫性甲状腺疾患合併の検討
群馬大学大学院医学系研究科.内科学講座.内分泌代謝内科　　　.平賀　春菜　他

O2-6-3 抗甲状腺薬はバセドウ病合併妊娠後期の母児間FT4値を用量依存的に乖離させる
いわき内科クリニック／聖隷浜松病院.内分泌内科　　　.岩鬼　裕之　他

O2-6-4 ヨウ化カリウムで甲状腺機能のコントロールを行っていたバセドウ病患者に対する131I内用療
法の効果

田尻クリニック　　　.溝上　哲也　他

O2-6-5 末梢血リンパ球フェノタイプ解析による難治性バセドウ病の病態解明
産業医科大学医学部第1内科学講座　　　.黒住　　旭　他

O2-6-6 当院のBasedow病患者における手術適応因子に関する検討
信州大学医学部付属病院.医学部.糖尿病・内分泌代謝内科　　　.田中　博貴　他

一般演題14：甲状腺7 基礎2

O2-7-1 ラット新生仔期被曝による甲状腺腫瘍化に関与する遺伝子発現変化
広島大学.原爆放射線医科学研究所　　　.藤本　成明　他

O2-7-2 抗PD-1抗体誘発甲状腺炎マウスモデルにおける抗サイログロブリン抗体の役割
名古屋大学大学院医学系研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.安田　康紀　他

O2-7-3 慢性小胞体ストレス下の甲状腺細胞生存におけるCIDE-Aの関与
愛知医科大学.医学部.内科学講座.糖尿病内科　　　.森下　啓明　他

O2-7-4 甲状腺ホルモン脱ヨード酵素過剰発現マウスにおける甲状腺機能の解析
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.山内　一郎　他

一般演題15：甲状腺8 小児

O2-8-1 一過性にFT3高値を呈したPendred症候群の一例
慶應義塾大学医学部.腎臓内分泌代謝内科　　　.高橋　利奈　他

O2-8-2 本邦における胎児甲状腺腫性甲状腺機能低下症の実態調査
東京慈恵会医科大学.小児科学講座／日本小児内分泌学会.甲状腺委員会　　　.宮田　市郎　他

O2-8-3 TRβ変異を認める甲状腺ホルモン不応症48家系の臨床像と超音波所見の特徴
隈病院　　　.羽田　幹子　他

O2-8-4 甲状腺無形性・異所性甲状腺は正所性の先天性甲状腺機能低下症に比してTSH正常化のため
に高いFT4値が必要である。

新潟大学医歯学総合病院.小児科　　　.廣嶋　省太　他

O2-8-5 乳幼児Prader-Willi症候群における中枢性甲状腺機能低下は年齢とともに改善する
大阪母子医療センター.消化器・内分泌科／香芝生喜病院.小児科　　　.小西　絢子　他
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一般演題16：甲状腺9 その他2

O2-9-1 エクルーシス試薬における基準範囲付近のFT4-TSH相関関係の検討
隈病院　　　.笠原　俊彦　他

O2-9-2 人工知能（AI）による一般血液検査での甲状腺機能低下症の予測
伊藤病院　　　.星山　綾子　他

O2-9-3 アミオダロン誘発性甲状腺中毒症における放射性ヨード内用療法が有効な可能性（第2報）
筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター・JA水戸協同病院.健康管理センター　　　.深澤　　洋　他

O2-9-4 極端なFT4低値と気道狭窄を伴う巨大甲状腺腫を呈した再発T3優位型バセドウ病の1症例
愛知医科大学医学部内科学講座内分泌・代謝内科　　　.平瀬　　翔　他

一般演題17：糖尿病1 基礎1

O3-1-1 骨格筋のインスリン作用による筋量と代謝の制御機構
東京大学大学院.医学系研究科.糖尿病・代謝内科　　　.笹子　敬洋　他

O3-1-3 グルカゴン誘導性長鎖ノンコーディングRNAの代謝調節における機能の解明
国立国際医療研究センター研究所.糖尿病研究センター.分子代謝制御研究部　　　.長沼　孝雄　他

O3-1-4 肝臓ILC2のGATA3を軸としたOMICS解析（single�cell�RNA-seq/Gata3-ChIP-seq/Gata3-
MASS）と、肝臓ILC2の糖新生抑制作用の検討

千葉大学医学部附属病院.糖尿病代謝内分泌内科／.
千葉大学医学研究院.分子病態解析学　　　.藤本　真徳　他

O3-1-5 妊娠糖尿病病態におけるT細胞エストロゲン作用の重要性
富山大学.薬学部.病態制御薬理学　　　.和田　　努　他

一般演題18：糖尿病2 基礎2

O3-2-1 若年発症糖尿病患者における網羅的次世代シーケンスにて検出されたGATA6遺伝子変異
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.田中　大祐　他

O3-2-3 腸管上皮におけるSIRT1の機能解析
東京大学医学部附属病院.糖尿病・代謝内科　　　.三浦　雅臣　他

O3-2-4 糖質応答性転写因子ChREBPを標的とした糖尿病性腎症に対する新規治療薬の開発
東北大学大学院.医学系研究科.分子内分泌学分野　　　.鈴木　　歩　他

O3-2-5 栄養代謝状態が調節するグルココルチコイド受容体の転写制御機構の解明
徳島大学.先端酵素学研究所　　　.沢津橋　俊　他

O3-2-6 糖尿病性腎臓病の治療標的となり得る近位尿細管における新たなオートファジー調節機構
群馬大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学　　　.植原　良太　他

一般演題19：糖尿病3 臨床 2型糖尿病

O3-3-1 組織学的に診断された糖尿病性腎症における血尿の臨床的意義
奈良県立医科大学.糖尿病・内分泌内科学　　　.岡田　定規　他
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O3-3-2 高度肥満合併2型糖尿病患者において、術前の血漿アルドステロン濃度は肥満外科手術術後
の糖尿病寛解の予測因子となる

東邦大学医療センター佐倉病院.糖尿病内分泌代謝センター　　　.阿部　一輝　他

O3-3-3 橋本病合併2型糖尿病におけるDPP4阻害剤の効果に関する検討
JA長野厚生連.佐久総合病院佐久医療センター.糖尿病内分泌内科　　　.渡邉　琢也　他

O3-3-4 2型糖尿病患者では夕食にかける時間は血糖コントロールと有意な関係がある
愛媛大学.消化器内分泌代謝内科学　　　.三宅　映己　他

O3-3-5 ビタミンD低値はコントロール不良2型糖尿病患者の血管内皮機能障害に関連する
産業医科大学.第1内科学　　　.田中　健一　他

O3-3-6 強化インスリン療法にWeekly�DPP-4阻害薬を併用する有効性と安全性の検討
坂出市立病院.内科　　　.大工原裕之　他

一般演題20：糖尿病4 臨床 1型糖尿病

O3-4-1 1型糖尿病におけるCGM関連指標とHbA1c・残存膵β細胞機能
近畿大学医学部.内分泌・代謝・糖尿病内科　　　.馬場谷　成　他

O3-4-2 1型糖尿病におけるIGF-I低下と関連する因子の検討
神戸大学大学院医学研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.鈴木　正暉　他

O3-4-3 DKA治療の現況；多施設協同解析
社会医療法人財団慈泉会.相澤病院..糖尿病センター糖尿病内科　　　.宮腰　隆弘　他

O3-4-4 糖尿病性ケトアシドーシスに甲状腺クリーゼが合併し緊急症となったAPS3型の女児例
社会医療法人愛仁会明石医療センター.糖尿病内分泌内科　　　.辻本　泰貴　他

一般演題21：糖尿病5 臨床 インスリノーマ、低血糖

O3-5-1 多発性膵内分泌腫瘍モデルマウスを用いた新規18F標識GLP-1受容体標的イメージング法：
質的診断を伴う非侵襲的局所診断法の開発にむけて

京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.村上　隆亮　他

O3-5-2 ABCC8遺伝子ホモ接合性変異による先天性高インスリン血症は多様な表現型を呈しうる
東京医科歯科大学.発生発達病態学分野　　　.齋藤　洋子　他

O3-5-3 遷延する低血糖を契機に診断された多発肝・肺腫瘍を伴うIGF-II産生腫瘍の一例
日本医科大学武蔵小杉病院.内分泌糖尿病動脈硬化内科／.

日本医科大学内分泌糖尿病代謝内科学分野　　　.梁井香那子　他

O3-5-4 手術後に認知機能改善を認めたアルツハイマー病として経過観察されていたインスリノーマ
の1例

京都第二赤十字病院.糖尿病内分泌・腎臓・膠原病内科　　　.豊國　恵麻　他

一般演題22：糖尿病6 臨床 その他

O3-6-1 レセプトビッグデータを用いた糖尿病診断アルゴリズムの構築
奈良県立医科大学附属病院.糖尿病・内分泌内科／.

奈良県立医科大学.公衆衛生学講座　　　.西岡　祐一　他
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O3-6-2 2型糖尿病患者の心血管イベント新規発症における脈圧のインパクト:KAMOGAWA-HBP�
study

京都府立医科大学大学院医学研究科.内分泌・代謝内科学　　　.竹上　茉耶　他

O3-6-3 心血管疾患既往の有無と耐糖能状態別に見たその後の心血管疾患発症リスク
新潟大学.内分泌代謝内科　　　.北澤　　勝　他

O3-6-4 RFX6�p.R652Xヘテロ変異により発症した若年発症糖尿病の1例
岐阜大学.大学院医学系研究科.内分泌代謝病態学／中濃厚生病院　　　.川島　知也　他

O3-6-5 経口血糖降下薬（OHA）の服薬アドヒアランスに関連する因子および血糖コントロールとの
関連

新潟大学医歯学総合病院.血液・内分泌代謝内科　　　.矢口　雄大　他

O3-6-6 疾患感受性CASD多型とHLAハプロタイプを有した劇症1型糖尿病の2小児例
東北大学大学院.医学系研究科.小児病態学分野　　　.菅野　潤子　他

一般演題23：糖尿病7 基礎3

O3-7-1 糖尿病に対する再生医療開発に向けたヒトiPS細胞由来膵前駆細胞の増殖機序の解明
京都大学.iPS細胞研究所　　　.長船　健二　他

O3-7-3 膵β細胞におけるS100�calcium-binding�protein�A8（S100A8）は高脂肪食負荷による膵β
細胞増殖を抑制的に制御する

横浜市立大学大学院医学研究科.分子内分泌・糖尿病内科学　　　.宮下　大介　他

O3-7-5 膵α細胞におけるSirt1によるグルカゴン分泌制御機構
群馬大学.生体調節研究所.代謝シグナル解析分野　　　.菊池　　司　他

O3-7-6 グルコキナーゼの抑制が2型糖尿病病態下の膵β細胞量に与える影響
北海道大学大学院医学研究院.免疫・代謝内科学教室　　　.大森　一乃　他

一般演題24：肥満1

O4-1-1 グレリンの摂食促進効果に対する中鎖脂肪酸の阻害作用
名古屋市立大学.消化器・代謝内科学／.

京都大学大学院医学研究メディカルイノベーションセンター　　　.青谷　大介　他

O4-1-3 高度脂肪肝で生じる細胞死誘導メカニズムの解明
金沢大学.新学術創成研究機構.栄養・代謝研究ユニット　　　.稲葉　有香　他

O4-1-4 グルカゴンがタンパク質嗜好性に及ぼす影響
京都大学.大学院農学研究科.食品生物科学専攻.栄養化学分野　　　.松居　　翔　他

一般演題25：肥満2

O4-2-1 減量手術後の食行動の変化と体重減少との関連
大阪大学大学院医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.藤島　裕也　他

O4-2-2 パイロシークエンス法によって診断し得たUPD(15)matモザイクによるPrader-Willi症候群
の一例

神戸大学医学部附属病院.栄養管理部.糖尿病内分泌内科　　　.高橋　路子　他
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O4-2-3 沖縄県久米島デジタルヘルスプロジェクト：IoTとAIによる体重減少・HbA1c改善効果
琉球大学.医学部.医学研究科.内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）　　　.仲村　武裕　他

O4-2-4 2型糖尿病患者におけるサルコペニア肥満はマクロアルブミン尿と関連する
京都府立医科大学大学院医学研究科.内分泌・代謝内科学　　　.長谷川由佳　他

O4-2-5 肥満外科治療前後の血中可溶型プロレニン受容体の動態とその意義
東邦大学医療センター佐倉病院.糖尿病内分泌代謝センター　　　.山口　　崇　他

O4-2-6 若年耐糖能正常者においてメタボリックシンドローム構成因子はglucose�effectiveness低下
と関連する

昭和大学藤が丘病院.糖尿病・代謝・内分泌内科／自治医科大学.内分泌代謝科　　　.長坂昌一郎　他

一般演題26：骨代謝、副甲状腺1 臨床1

O5-1-1 低リン血症性ビタミンD抵抗性くる病／骨軟化症の多施設研究と疾患レジストリ
大阪大学.大学院医学系研究科.小児科学　　　.窪田　拓生　他

O5-1-2 新規FGF23測定試薬の臨床検体を用いた性能評価
東京大学医学部附属病院.腎臓・内分泌内科　　　.加藤　創生　他

O5-1-4 飲酒誘発FGF23関連低リン血症性骨軟化症が疑われた1例
広島赤十字・原爆病院.内分泌・代謝内科　　　.稲見　光浩　他

O5-1-5 ブロスマブによる加療を開始したFGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症の3例
福岡大学.医学部.内分泌糖尿病内科学講座　　　.小田　直樹　他

O5-1-6 著明なALP高値を契機に発見された若年発症の副甲状腺癌の1例
岡山大学病院.総合内科総合診療科　　　.長谷川　功　他

一般演題27：骨代謝、副甲状腺2 基礎

O5-2-4 C型ナトリウム利尿ペプチドのフィードバック調節に関する検討
京都大学大学院医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.植田　洋平　他

一般演題28：骨代謝、副甲状腺3 臨床2

O5-3-1 甲状腺乳頭癌は椎体骨折のリスク因子である
島根大学.医学部.内科学講座.内科学第一　　　.大谷はづき　他

O5-3-2 腫瘍性骨軟化症の原因腫瘍におけるFN1-FGFR1融合遺伝子の解析
東京大学医学部附属病院.腎臓・内分泌内科　　　.古家美菜絵　他

O5-3-3 X染色体連鎖性低リン血症性くる病成人患者における異所性骨化の頻度・重症度に関する検討
東京大学医学部附属病院.腎臓・内分泌内科　　　.加藤　創生　他

O5-3-4 成人X連鎖性低リン血症性くる病の臨床像-関節可動域制限と慢性疼痛-
地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院.小児科　　　.原田　大輔　他
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一般演題29：副腎1 クッシング症候群その他

O6-1-1 18F-FDG-PET集積を示す副腎皮質腺腫のトランスクリプトーム解析を用いた遺伝学的特徴
と臨床病理学的特徴

千葉大学.医学部附属病院.糖尿病代謝内分泌内科／.
千葉大学.大学院医学研究院.内分泌代謝・血液・老年内科学　　　.石渡　一樹　他

O6-1-2 原発性両側大結節性副腎皮質過形成に膵神経内分泌腫瘍および髄膜腫を合併したARMC5変異
の1例

獨協医科大学.内科学（内分泌代謝）　　　.水沼有威子　他

O6-1-3 片側副腎摘出術6年後にカーニー複合の診断に至ったクッシング症候群の1例
東北大学病院.腎・高血圧・内分泌科／.

東北大学大学院医学系研究科.難治性高血圧内分泌代謝疾患寄附講座　　　.高橋　　慧　他

O6-1-4 genetic�subtypingに基づくコルチゾール産生腺腫の遺伝子発現・病理所見の包括的解析
千葉大学大学院医学研究院.分子病態解析学／いすみ医療センター　　　.樋口誠一郎　他

O6-1-5 泌尿器悪性腫瘍の両側副腎転移により副腎クリーゼを発症した2例
徳島赤十字病院.糖尿病・内分泌内科　　　.近藤　剛史　他

一般演題30：副腎2 原発性アルドステロン症その他

O6-2-1 アルドステロン産生腺腫におけるmiRNAを利用した新規バイオマーカーの探索
東京医科歯科大学.分子内分泌代謝学／金沢大学.内分泌代謝内科学　　　.中野雄二郎　他

O6-2-2 当科でのエサキセレノン使用例87例の導入前後の臨床的特徴の後ろ向き検討血圧Responder�
13例、Non-Responder�19例の比較�と併せて

千葉大学医学部附属病院.糖尿病代謝内分泌内科　　　.藤本　真徳　他

O6-2-4 アルドステロン産生腺腫におけるコレステロール受容体の発現と形態像・遺伝子型との相関
国立病院機構仙台医療センター／東北大学大学院医学系研究科.病理診断学分野　　　.原嶋　祥吾　他

O6-2-5 肥満患者における副腎偶発腫の頻度と特徴に関する検討
国立病院機構.京都医療センター.内分泌・代謝内科／.

国立病院機構.京都医療センター.臨床研究センター.内分泌代謝高血圧研究部　　　.難波　多挙　他

O6-2-6 アキュラシードを用いたアルドステロン測定安定化の試み
国際医療福祉大学.成田病院.臨床検査科　　　.黒田　哲也　他

一般演題31：副腎3 褐色細胞腫その他

O6-3-1 悪性褐色細胞腫肝転移のデバルキング手術前にメチロシンを使用した1例
国立国際医療研究センター.糖尿病内分泌代謝科　　　.山田　康太　他

O6-3-2 髄質と皮質の性質を併せ持つ副腎MCMT（mixed�corticomedullary�tumor）の1例
倉敷中央病院.内分泌代謝科・リウマチ内科　　　.井上　愛子　他

O6-3-3 メチロシンが著効した悪性褐色細胞腫の1例
千葉大学医学部附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.田村みなみ　他

O6-3-4 術後23年で再発した神経線維腫症1型合併悪性褐色細胞腫の1例
茨城県立中央病院.茨城県地域がんセンター　　　.山崎　大地　他
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一般演題32：副腎4 基礎

O6-4-1 アドレノメデュリン誘導体のC3分解促進効果の検討
宮崎大学.医学部.内科学講座.循環体液制御学分野　　　.永田さやか　他

O6-4-2 副腎皮質ステロイド合成における時計遺伝子およびBMP/activinの関与
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科.総合内科学　　　.副島　佳晃　他

O6-4-3 マグネシウム欠乏は遺伝的に規定されたCOMT活性と相互作用し塩分感受性高血圧を惹起する
順天堂大学.産科婦人科　　　.熊谷　麻子　他

O6-4-4 KCNJ5遺伝子プロモーター活性はSteroidogenic�factor-1�(SF-1)に依存する
群馬大学大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.錦戸　彩加　他

O6-4-5 副腎皮質癌におけるHSP90発現量の臨床的意義の評価
東京医科歯科大学.医学部附属病院.糖尿病・内分泌・代謝内科／.

Klinikum.der.Universitaet.Muenchen　　　.村上　正憲　他

O6-4-6 慢性ストレス下におけるヒト副腎網状層の細胞増加とテロメア長短縮
東京都健康長寿医療センター病理診断科　　　.野中　敬介　他

一般演題33：脂質代謝1

O7-1-1 食欲調節シグナルを介した血管障害の新規発症機構
山梨大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.土屋恭一郎　他

O7-1-2 NAFLDにおける血中XOR活性の上昇と、その血管障害への関与
大阪大学大学院医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.川知　祐介　他

O7-1-4 安定型狭心症症例における抗アポB-100自己抗体の意義
大阪大学大学院.医学系研究科.保健学専攻.心血管代謝学教室　　　.山本　浩靖　他

一般演題34：消化管・肝臓内分泌代謝1

O8-1-1 血漿Heparin�Cofactor�II�活性とNAFLD病態指標の連関解析
徳島大学大学院医歯薬学研究部.血液・内分泌代謝内科学　　　.原　　倫世　他

O8-1-2 非アルコール性脂肪肝炎における単球・マクロファージのニッシェ特異的なリプログラミング
日本医科大学.大学院医学研究科.分子遺伝医学分野　　　.酒井真志人　　

O8-1-4 マクロファージにおける脂質代謝障害に着目したNASH発症機構の解明
神奈川県立産業技術総合研究所／.

名古屋大学.環境医学研究所.分子代謝医学分野／.
東京医科歯科大学.生体材料工学研究所.バイオエレクトロニクス分野　　　.伊藤美智子　他

一般演題35：小児1 基礎その他

O9-1-1 NR5A1の新規変異p.R350WはNR5A1特異的リガンドの存在を示唆する
東京医科歯科大学大学院.発生発達病態学分野　　　.我有　茉希　他

O9-1-3 COVID-19パンデミックが小児の体重に及ぼした影響
福岡市立こども病院.内分泌・代謝科　　　.牧村　美佳　他
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O9-1-4 原発性卵巣機能不全を呈した先天性糖鎖合成異常症、PMM2-CDGの1例
山梨大学.医学部.小児科　　　.望月　美恵　他

O9-1-5 小児脳腫瘍術後のSIADH期にトルバプタン使用は有効である
国立成育医療研究センター.内分泌代謝科　　　.上原絵理香　他

O9-1-6 Parthenogenetic�activationおよびsecond�polar�retentionを介して発症したと考えられるモ
ザイク型parthenogenesisの2例

浜松医科大学.小児科　　　.増永　陽平　他

一般演題36：小児2 低身長その他

O9-2-1 Noonan症候群患者（9症例）の成長プロファイルのまとめ　-Noonan症候群成長曲線の有用性
を中心に-

鳥取大学.医学部.周産期・小児医学分野　　　.藤本　正伸　他

O9-2-2 成長ホルモン治療におけるQOL比較研究：多施設共同前向き観察研究
大阪母子医療センター.消化器内分泌科　　　.位田　　忍　他

O9-2-3 日本人小児成長ホルモン分泌不全性低身長症（pGHD）患者を対象にしたSomatrogonの国内
第3相臨床試験結果

国立成育医療研究センター　　　.堀川　玲子　他

O9-2-4 Global�Pivotal�Phase�3�Trial�Comparing�Once�Weekly�Somatrogon�(hGH-CTP)�to�Daily�
Somatropin�(hGH)�in�Children�with�Growth�Hormone�Deficiency�(pGHD)

University.of.Montreal,.Canada　　　.C�Deal　他

一般演題37：生殖内分泌・更年期・性ステロイド1

O10-1-1 ヒト精祖細胞の単一細胞トランスクリプトーム解析と精巣内内分泌環境の関連
山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座　　　.白石　晃司　他

O10-1-2 ルシフェラーゼアッセイ系による多様なHSD17B3変異タンパク質の活性測定
旭川医科大学.生化学　　　.矢澤　隆志　他

O10-1-3 ATP-プリン受容体シグナリングによるマウスキスペプチンニューロン由来不死化細胞株活
性化の検討

名古屋大学.大学院生命農学研究科　　　.井上　直子　他

O10-1-4 Kiss1�KOラット弓状核Tac3ニューロンへのKiss1遺伝子導入によるGnRHパルスと卵胞発育
の回復

名古屋大学.大学院生命農学研究科　　　.上野山賀久　他

O10-1-5 マウス顆粒膜細胞の黄体化過程における遺伝子発現とヒストン修飾のゲノムワイド解析
山口大学大学院.医学系研究科.産科婦人科　　　.白蓋雄一郎　他

O10-1-6 子宮内膜症細胞の上皮間葉系転換におけるCXCL12-CXCR4経路の役割
東京薬科大学.薬理学教室　　　.草間　和哉　他
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一般演題38：生殖内分泌・更年期・性ステロイド2

O10-2-1 FGFR1変異陽性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の家系解析:�生殖能力獲得と変異伝達リ
スク

東京大学医学部附属病院.小児科　　　.佐藤　直子　他

O10-2-2 テストステロン軟膏によるメタボリックシンドローム男性におけるインスリン抵抗性及び脂
質改善効果

東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.上芝　　元　　

O10-2-3 Gn-RH�antagonistの投与法の違いによる血中estradiol値の変化
御茶ノ水・浜田病院.産婦人科　　　.合阪　幸三　他

O10-2-4 当院における子宮筋腫に対するGnRHアンタゴニスト療法の使用経験
京都府立医科大学大学院.女性生涯医科学　　　.森　　泰輔　他

一般演題39：ホルモンと腫瘍1 臨床

O11-1-1 異所性ACTH産生腫瘍を伴うCushing症候群による全身浮腫を呈した前立腺癌の一例
東京警察病院.泌尿器科　　.佐々木正比古　他

O11-1-2 ニューモシスチス肺炎（PCP）を合併したACTH産生膵神経内分泌腫瘍（NET）の2例
浜松医科大学.第二内科　　　.河内　優人　他

O11-1-3 原発性複合型胃癌による異所性ACTH症候群の一例
独立行政法人.国立病院機構.東広島医療センター　　　.岡田　　晃　他

O11-1-4 治療抵抗性高血圧症、低カリウム血症を呈し、レニン産生が疑われた副腎皮質癌の一例
神戸大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.山本　直希　他

O11-1-5 卵巣静脈血サンプリングを行ったLeydig細胞腫の一例
千葉大学医学部附属病院　　　.中村名律子　他

O11-1-6 高Ca血症クリーゼを契機に診断に至ったB細胞リンパ腫の一例
大分県厚生連.鶴見病院.糖尿病・代謝内科　　　.佐田こころ　他

一般演題40：ホルモンと腫瘍2 基礎

O11-2-1 3次元培養を用いた変異p53のSREBP依存的コレステロール合成経路を介した乳がん悪性化
形質に対する作用機構

千葉大学.大学院医学研究院.分子病態解析学　　　.中山　哲俊　他

O11-2-2 NRIP1は肺癌細胞の増殖を調節する転写制御因子である
東北大学.大学院医学系研究科.内分泌応用医科学分野　　　.渡部　文彦　他

O11-2-3 アンドロゲン産生小児副腎皮質がんの兄妹例～発症機序と腫瘍内ステロイド代謝の解析
浜松医科大学.小児科　　　.川上　領太　他

O11-2-4 IGF-II産生性非膵島細胞腫瘍性低血糖症の診断における血清miR-483測定の有用性
日本医科大学大学院医学研究科.内分泌糖尿病代謝内科学分野　　　.長尾　元嗣　他
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一般演題41：その他1摂食その他

O12-1-1 Dehydroepiandrosterone�sulfate（DHEAS）は生活習慣病患者における非アルコール性脂肪
肝疾患およびダイナペニアの発症抑制因子である

JA徳島厚生連阿南医療センター.内科　　　.安井　沙耶　他

O12-1-2 GIPはPP分泌を促進する　ー新規PP�ELISA系を用いた解析ー
群馬大学.生体調節研究所.分子糖代謝制御分野／.
順天堂大学大学院.医学研究科.代謝内分泌内科学　　　.齊藤　大祐　他

O12-1-3 玄米機能成分γ-オリザノールによるアルコール依存軽減の新規脳内メカニズム
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）　　　.岡本　士毅　他

O12-1-4 ヒト血漿ペプチドミクスによるスプラバシン由来新規生理活性ペプチドの同定
北里大学.医学部.内分泌代謝内科学　　　.田口　　朋　他
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一般演題　ポスター

ポスター1：間脳下垂体1 基礎

P1-1-1 マウスKNDyニューロン細胞株mHypoA-55におけるテストステロンの作用について
島根大学.医学部.産科婦人科　　　.岡田　裕枝　他

P1-1-2 Multi-Omicsから視た機能性下垂体腺腫の転写ネットワークの役割
千葉大学.大学院医学研究院.分子病態解析学　　　.高　　　躍　他

P1-1-3 ラット内因性オキシトシンニューロンの活性化は疼痛閾値を上昇させる
産業医科大学.医学部.第1生理学　　　.吉村　充弘　他

P1-1-4 エネルギー代謝におけるGATAの機能の基礎的検討
武庫川女子大学.薬学部　　　.光谷　真奈　他

P1-1-5 家族性中枢性尿崩症（FNDI）ヒトiPS細胞からのバソプレシン（AVP）ニューロンの分化誘
導

名古屋大学大学院.医学系研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.尾崎　　創　他

P1-1-6 S-equol投与ラットにおける視床下部オキシトシンニューロン動態の検討
産業医科大学.医学部.第1生理学　　　.上田　陽一　他

P1-1-7 オキシトシン-hM3Dq-mCherryトランスジェニックラットにおける行動解析
産業医科大学医学部第1内科学／産業医科大学.医学部.第1生理学　　　.園田　里美　他

P1-1-8 中枢性甲状腺機能低下症における異常TSH検出法開発のための抗TSH抗体の作製
群馬大学大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.Buyandalai�Battsetseg　他

ポスター2：間脳下垂体2 臨床 下垂体後葉

P1-2-1 思春期に発症し投薬量の微調整に難渋した部分中枢性尿崩症の一例
近江八幡市立総合医療センター.小児科　　　.中谷　恵理　他

P1-2-2 不明熱・後腹膜線維症で発症したErdheim-Chester�病の1例
岡山大学病院　　　.高瀬　了輔　他

P1-2-3 バセドウ病発症を契機に発見された中枢性尿崩症の1例
自治医科大学附属病院.内分泌代謝科　　　.木村　多恵　他

P1-2-4 中枢性尿崩症を合併した骨髄異形成症候群（MDS）の一例
多摩北部医療センター.内分泌・代謝内科　　　.大石　華子　他

P1-2-5 妊娠後期に発症し、分娩後に軽快した部分型中枢性尿崩症の一例
社会医療法人愛仁会明石医療センター　　　.中村　友昭　他

P1-2-6 デスモプレッシン（DDAVP）による慢性低Na血症の急性増悪に対してトルバプタンを短期
間併用した1例の経験

市立札幌病院.糖尿病内分泌内科　　　.三次　有奈　他

P1-2-7 帯状疱疹に合併したSIADHの一例
東京女子医科大学病院.高血圧・内分泌内科　　　.石田　和也　他

P1-2-8 ソフトドリンクケトーシス発症を契機に中枢性尿崩症が診断された一例
国立病院機構.高崎総合医療センター　　　.渋沢　信行　他
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P1-2-9 IgG4関連疾患と診断され、ステロイド剤開始4年後中枢性尿崩症を併発した1例
横須賀市立市民病院　　　.土屋　博久　他

P1-2-10 A�case�of�Diabetes�insipidus�with�microadenoma
愛知医科大学医学部内科学講座内分泌・代謝内科　　　.Daramajav�Narantsatsral　他

ポスター3：間脳下垂体3 臨床 間脳下垂体腫瘍に伴う下垂体機能亢進症1

P1-3-1 血圧測定を契機に早期診断した先端巨大症の一例：コロナ禍の早期診断を考える
高度・急性期医療センター公立昭和病院.代謝内科　　　.新井　亮一　他

P1-3-2 LHRH負荷試験でGH奇異反応を認める先端巨大症の臨床的特徴
大阪大学大学院医学系研究科..内分泌・代謝内科学　　　.光井　悠人　他

P1-3-3 当施設における純粋内視鏡下経鼻的手術による成長ホルモン産生下垂体腺腫摘出術の成績
群馬大学.医学部.脳神経外科　　　.登坂　雅彦　他

P1-3-5 SGLT2阻害薬投与後ACTH過剰分泌が顕在化したCushing病の一例
大崎市民病院糖尿病・代謝内科.腎臓内分泌科　　　.薄井　正寛　他

P1-3-6 先端巨大症性関節症により嚥下困難を呈した1例
岡山大学病院.総合内科・総合診療科　　　.中野　靖浩　他

P1-3-7 初回腫瘍摘出腔の被膜に索状の腫瘍細胞を認めた再発クッシング病の一例
森山記念病院.間脳下垂体センター　　　.石田　敦士　他

P1-3-8 初診時すでに下垂体機能低下を示した先端巨大症
新潟県立中央病院.脳神経外科　　　.田村　哲郎　他

P1-3-9 腰部脊柱管狭窄症の手術で黄色靭帯の病理組織を検討した罹患歴30年の先端巨大症
黒部市民病院.内科　　　.永井　幸輔　他

P1-3-10 TSH産生腫瘍の1例
藤田医科大学.医学部.内分泌・代謝内科学　　　.吉野　寧維　他

ポスター4：間脳下垂体4 臨床 間脳下垂体腫瘍に伴う下垂体機能亢進症2

P1-4-1 TSH産生下垂体腺腫自験10例の特徴
森山記念病院.脳神経外科　　　.善本　晴子　他

P1-4-2 TSH産生腫瘍摘出術中のTSHモニタリング
群馬大学.医学部.脳神経外科　　　.山口　　玲　他

P1-4-3 甲状腺全摘後のGH/TSH産生性plurihormonal�adenomaの一例�
千葉大学医学部附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科／.

千葉大学大学院医学研究院.内分泌代謝・血液・老年内科学　　　.類家裕太郎　他

P1-4-4 ACTH産生下垂体腺腫の術後6年後に下垂体癌と診断された一例
福井大学医学部附属病院.内分泌・代謝内科　　　.古谷　真知　他

P1-4-5 先端巨大症の経過中にMarine-Lenhart�症候群を発症した一例
産業医科大学第1内科学講座　　　.齋藤　　桃　他

P1-4-6 原発性アルドステロン症の精査中に血中ACTHが20�pg/mL前後で下垂体性クッシング症候群
と診断された一例　

熊本大学病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.花谷　聡子　他
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P1-4-7 経鼻内視鏡手術におけるクッシング病の治療成績
県立広島病院.脳神経外科　　　.富永　　篤　他

P1-4-8 エストラムスチン製剤によりプレクリニカルクッシング症候群をきたした下垂体腫瘍の一例
浅ノ川総合病院.糖尿病内分泌センター　　　.澤田　　慧　他

P1-4-9 メチラポン短期投与でコルチゾールを正常化できた周期性クッシング病の一例
神戸大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.西影　星二　他

P1-4-10 演題取り下げ

ポスター5：間脳下垂体5 臨床 間脳下垂体腫瘍に伴う下垂体機能亢進症3

P1-5-1 複数回の経鼻的内視鏡腫瘍摘出術後に寛解を認めたクッシング病の1症例
金沢大学附属病院.内分泌・代謝内科　　　.得能　翔太　他

P1-5-2 4K内視鏡使用経蝶形骨洞手術で全摘し、寛解が得られた嚢胞性ACTH産生下垂体腺腫の一例
浜松医科大学.脳神経外科　　　.小泉慎一郎　他

P1-5-3 プロラクチノーマ臨床像の性差の検討
宮崎大学医学部.内分泌・代謝・糖尿病内科　　　.清水浩一郎　他

P1-5-4 慢性甲状腺炎に合併したSub-clinical�Cushing�病；多ホルモン産生腺腫の一例
静岡赤十字病院.糖尿病内分泌代謝内科　　　.村上　雅子　他

P1-5-5 非機能性下垂体腺腫による中枢性甲状腺機能低下症におけるTRH試験の意義
佐久医療センター.糖尿病内分泌内科／.

群馬大学.大学院医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.高見澤哲也　他

P1-5-6 高ACTH/高PRL血症を伴う透析中先端巨大症症例のホルモン動態を考察する
弘前大学医学部附属病院.内分泌代謝内科学講座　　　.今田亜由美　他

P1-5-7 カベルゴリン治療中に下垂体卒中を起こしたマクロプロラクチノーマの1例
横浜医療センター.脳神経外科　　　.瓜生　康浩　他

P1-5-8 先端巨大症で発症し、転写因子Pit-1とSF-1を同時発現したplurihormonal�adenomaの1例
金沢医科大学.脳神経外科　　　.正島　弘隆　他

P1-5-9 プロラクチン産生下垂体腺腫に対する手術適応の再考察
東京女子医科大学.脳神経外科　　　.天野　耕作　他

P1-5-10 再発および非寛解ACTH産生下垂体腺腫に対するパシレオチドの使用経験
名古屋医療センター　　　.須崎　法幸　他

ポスター6：間脳下垂体6 臨床 下垂体機能低下症1

P1-6-1 汎下垂体機能低下症の診断15年後にみられたPSA感度以下の前立腺がん脊椎転移の一例
福岡徳洲会病院.心療内科・内分泌・糖尿病内科　　　.松林　　直　他

P1-6-2 心肺停止後の低酸素脳症により、下垂体機能低下症をきたした1例
東京慈恵会医科大学.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.中原　倫子　他

P1-6-3 短期間にイピリムマブ、ニボルマブによる甲状腺機能異常症、下垂体機能低下症、1型糖尿病
を発症した1例

大阪大学.大学院医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.畑　　雅久　他
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P1-6-4 下垂体負荷試験に基づくTSS後の下垂体機能回復　-非機能性下垂体腺腫293例の検討-
広島大学大学院.医系科学研究科.脳神経外科学　　　.木下　康之　他

P1-6-5 肺炎の入院加療中に血圧低下、低血糖の出現により診断に至ったACTH単独欠損症の1例
安曇野赤十字病院.内科　　　.石井　宏明　他

P1-6-6 頭蓋咽頭腫に対する内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術後の内分泌機能予後の検討
虎の門病院.間脳下垂体外科　　　.岡田　満夫　他

P1-6-7 肺炎に伴うショック、低血糖で発見され多源性心室頻拍と巨大陰性T波を認めたACTH単独
欠損症の1例

名古屋第二赤十字病院　　　.佐々木梨絵　他

P1-6-8 濾胞性リンパ腫の下垂体転移により汎下垂体機能低下症、中枢性尿崩症を呈したと考えられ
た一例

長岡赤十字病院.代謝内分泌内科　　　.佐藤　駿匡　他

P1-6-9 免疫チェックポイント阻害薬による中枢性副腎皮質機能低下症患者14例の診断に関する後方
視的検討

信州大学.医学部附属病院.糖尿病・内分泌代謝内科　　　.宮本　真吾　他

P1-6-10 心肺蘇生後に発症した汎下垂体機能低下症の一例
東京慈恵会医科大学.内科学講座.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.石黒　瑞稀　他

ポスター7：間脳下垂体7 臨床 下垂体機能低下症2

P1-7-1 膀胱癌治療としてペンブロリズマブ投与後に特異な下垂体機能低下症を来した1例
兵庫県立加古川医療センター.糖尿病・内分泌内科　　　.樫谷　悠也　他

P1-7-2 仮面尿崩症を呈した下垂体卒中の一例
大分県立病院.内分泌・代謝内科　　　.白石賢太郎　他

P1-7-3 Rosai-Dorfman病による汎下垂体機能低下症の1例
金沢医科大学.糖尿病・内分泌内科学　　　.林　　義大　他

P1-7-4 出産後1年以上経過してACTHおよびPRL分泌低下症と診断された抗第XII因子抗体および
抗ホスファチジルエタノールアミン（PE）抗体陽性不育症症例

伊勢崎市民病院.内科　　　.細井　康博　他

P1-7-5 慢性疲労症候群・線維筋痛症から診断されたACTH/GH分泌不全症の1例
岡山大学病院.総合内科・総合診療科　　　.大塚　文男　他

P1-7-6 漏斗部類上皮腫術後の治療抵抗性多尿
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院.脳神経外科　　　.米岡有一郎　他

P1-7-7 AtezolizumabによるACTH単独欠損症が疑われた一例
亀田総合病院.糖尿病内分泌内科　　　.瀧澤　裕樹　他

P1-7-8 中枢性尿崩症（DI）と塩類喪失症候群（CSWS）の合併により電解質管理に難渋した肺癌鞍
上部転移の1例

岐阜大学医学部附属病院.第3内科　　　.酒井　麻有　他

P1-7-9 免疫チェックポイント阻害薬により下垂体機能低下症をきたした14例の解析
高知大学.医学部.内分泌代謝・腎臓内科　　　.天野　絵梨　他
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P1-7-10 非機能性下垂体腺腫術後のIGF-1の推移
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　他

ポスター8：間脳下垂体8 臨床 下垂体機能低下症3

P1-8-1 当科における重症成人成長ホルモン分泌不全症に対するGH補充療法の長期効果の検討
NTT東日本札幌病院　　　.永井　　聡　他

P1-8-2 ニボルマブ開始後にACTH単独欠損症と劇症1型糖尿病を発症した1例
帝京大学.医学部.内分泌代謝・糖尿病内科　　　.鈴木　崇史　他

P1-8-3 ホルモン補充療法後に下垂体機能が改善した視床下部性副腎皮質機能低下症疑いの若年女性
2症例

和歌山県立医科大学.内科学第一講座　　　.竹島　　健　他

P1-8-4 出産後数日で診断され、ヒドロコルチゾンに加えてGH補充療法を行いQOLの改善を得た
Sheehan症候群の1例

名古屋市立西部医療センター.内分泌・糖尿病内科　　　.伊藤　峻介　他

P1-8-5 免疫チェックポイント阻害薬：ペムブロリズマブ（抗PD-1抗体）により下垂体性副腎機能
低下をきたした5症例

昭和大学.横浜市北部病院.甲状腺センター／昭和大学.横浜市北部病院.内科　　　.國井　　葉　他

P1-8-6 高Ca血症精査中に診断に至ったACTH単独欠損症の1例
兵庫県立加古川医療センター.糖尿病・内分泌内科　　　.大西　佑弥　他

P1-8-7 部分的な回復を認めたニボルマブ・イピリムマブ併用療法による下垂体炎の1例
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.伯田　琢郎　他

P1-8-8 動眼神経麻痺を契機に診断に至った海綿静脈洞浸潤を伴ったリンパ球性汎下垂体炎の1例
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院.糖尿病・内分泌センター／.

公益財団法人日本生命済生会日本生命病院.総合内科　　　.田村　有里　他

P1-8-9 GHDを呈したPallister-Hall症候群の新生児例
静岡県立こども病院.内分泌代謝科　　　.佐野伸一朗　他

P1-8-10 妊娠中に判明した中枢性甲状腺機能低下症から傍鞍部腫瘍を診断しえた一例
東京慈恵会医科大学　　　.菅沼　由佳　他

P1-8-11 易疲労感と食欲不振で発症し体重減少について悪性腫瘍が疑われ精査中、低血糖による意識
消失発作を契機とし診断されたACTH単独欠損症の1例

利根中央病院.内科／群馬大学大学院医学系研究科.臨床検査医学　　　.荒木　　修　他

ポスター9：間脳下垂体9 臨床 その他1

P1-9-1 手術適応となった下垂体偶発腫の臨床像および症候性腫瘍と比較した術後アウトカム
日本医科大学付属病院.糖尿病・内分泌代謝内科　　　.大野　万葉　他

P1-9-2 小児がん経験者（CCS）長期フォローアップ外来を初診した一成人例
広島大学病院.小児科　　　.香川　礼子　他

P1-9-3 クッシング病の術後に可逆性脳梁膨大部病変による神経症状を認めた1例
東海大学医学部付属病院.腎代謝内科　　　.北島　夏見　他
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P1-9-4 一過性の急性腎障害により低下したIGF1値の上昇の経過を追跡し得た先端巨大症の一例�
山梨県立中央病院.糖尿病内分泌内科　　　.勝又　美穂　他

P1-9-5 ニボルマブとイピリムマブの併用療法により下垂体炎と無痛性甲状腺炎がほぼ同時期に発症
したと考えられる腎細胞癌の1例

山形県立中央病院.糖尿病・内分泌内科　　　.羽田幸里香　他

P1-9-6 下垂体病変を伴う血管内大細胞型B細胞性リンパ腫の特徴とその病態
千葉大学医学部附属病院.血液・内分泌代謝・老年内科　　　.内藤久美子　他

P1-9-7 ADH不適切分泌症候群の経過中、自己免疫性自律神経節障害が疑われた一例
千葉市立青葉病院.糖尿病代謝内分泌内科　　　.瀧　　由樹　他

P1-9-8 MRIにて下垂体膿瘍が疑われ、抗生剤とステロイド投与にて病変の改善を認めた一例
長崎大学病院.内分泌代謝内科　　　.尾藤　大輔　他

P1-9-9 Somapacitan�dose-IGF-I-response�and�impact�of�starting�dose�levels�in�adults�with�
growth�hormone�deficiency�-�a�model-based�analysis

Novo.Nordisk.A/S　　　.Michael�Hojby�Rasmussen　他

P1-9-10 COVID-19�pandemic下での経鼻下垂体手術
富山大学.医学部.脳神経外科　　　.赤井　卓也　他

ポスター10：間脳下垂体10 臨床 その他2

P1-10-1 傍鞍部に発生したatypical�extraventricular�neurocytomaの1例
森山記念病院.間脳下垂体センター　　　.加藤　正高　他

P1-10-2 肺紡錘細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害剤使用中にACTH単独欠損による副腎機能
低下症を発症した1例

JA神奈川県厚生連相模原協同病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.山口　真哉　他

P1-10-3 当院における下垂体卒中の画像所見と臨床経過
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科.脳神経外科学　　　.牧野隆太郎　他

P1-10-4 脳出血発症20年後に先端巨大症、両側副腎腫瘍、膵腫瘍、高カルシウム血症、甲状腺癌が診
断された一例

JCHO仙台病院.高血圧・糖尿病科　　　.五十嵐康宏　他

P1-10-5 低血糖昏睡で搬送され、ACTH単独欠損症と診断された一例
国家公務員共済組合連合会新別府病院.内分泌・代謝内科　　　.富本あけみ　他

P1-10-6 コルチゾール分泌に経時的変化を認め、診断に苦慮した偽性Cushing症候群の一例
市立池田病院　　　.鍵崎　卓也　他

P1-10-7 高齢者非機能性下垂体腺腫に対する内視鏡下経鼻手術の手術適応の検討
藤田医科大学.医学部.脳神経外科　　　.武藤　　淳　他

P1-10-8 下垂体腺腫に合併した転移性下垂体腫瘍の一例
日本医科大学付属病院脳神経外科　　　.鈴木　幸二　他

P1-10-9 術前ソマトスタチンアナログが奏功したTSH産生腫瘍の1例
名古屋市立西部医療センター　　　.友齊　絵美　他

P1-10-10 頭蓋咽頭腫に対する経鼻内視鏡手術を中心とした積極的切除と治療成績
大阪市立大学.医学部.脳神経外科　　　.森迫　拓貴　他
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ポスター11：甲状腺1 基礎

P2-1-1 亜急性甲状腺炎とバセドウ病が合併し再燃を繰り返した一例
奈良県立医科大学.糖尿病・内分泌内科　　　.池　茉美香　他

P2-1-2 マウスモデルを用いた中枢神経系における抑制型転写共役因子の役割の解明
群馬大学大学院医学系研究科.応用生理学分野／.

Division.of.Endocrinology,.Weill.Cornell.Medicine　　　.天野　出月　他

P2-1-3 転写因子GATA2の遺伝子変異における中枢性甲状腺機能低下症の可能性
浜松医科大学.第二内科　　　.酒井　勇輝　他

P2-1-4 ベータ型甲状腺ホルモン受容体遺伝子逆鎖由来long�non-coding�RNAのTHP-1細胞における
機能解析

群馬大学大学院.医学系研究科.応用生理学分野　　　.石井　角保　他

P2-1-5 The�role�of�histone�deacetylase�3�in�cerebellar�developmental�defects�induced�by�
hypothyroidism

Department.of.Integrative.Physiology,..　.
Gunma.University.Graduate.School.of.Medicine　　　.Alvin�Susetyo　他

P2-1-6 PRSS8は甲状腺濾胞上皮細胞においてヨード取り込みを促進する
山梨大学.医学部.医学科　　　.結城　真広　他

P2-1-7 粘液水腫性昏睡に対する甲状腺ホルモン投与法の最適化～動物モデルを用いたL-T3静注投与
のVital�Signsへの影響～

陸上自衛隊.与那国駐屯地.医務室　　　.小山　正剛　他

P2-1-8 甲状腺ホルモン過剰に伴う一過性高血糖の新規機序の解明
群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科　　　.松本　俊一　他

ポスター12：甲状腺2 甲状腺腫瘍

P2-2-1 先端巨大症に中毒性多結節性甲状腺腫を合併した一例
埼玉医科大学総合医療センター.内分泌・糖尿病内科　　　.秋山　義隆　他

P2-2-2 橋本病を合併した後期高齢機能性甲状腺結節の1例
湘南藤沢徳洲会病院.内分泌・糖尿病内科　　　.高山　純佳　他

P2-2-3 嚢胞周囲の浮腫状変化を伴った有痛性の甲状腺嚢胞内出血の一例
田尻クリニック　　　.丸田　哲史　他

P2-2-4 甲状腺穿刺吸引細胞診後の頸部出血に対し緊急手術を要した1例
藤田医科大学病院.内分泌・代謝内科学　　　.松尾　悠志　他

P2-2-5 自己免疫性甲状腺疾患の既往のない甲状腺原発バーキットリンパ腫の一例
獨協医科大学.埼玉医療センター　　　.原　かほり　他

P2-2-6 重鎖病から形質転換した甲状腺原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例
獨協医科大学埼玉医療センター.糖尿病内分泌・血液内科　　　.宮川きらら　他

P2-2-7 甲状腺に直接浸潤をきたした膵臓癌の1例
山梨大学医学部附属病院.内科学講座第3教室　　　.細川　忠嗣　他

P2-2-8 頚動脈エコーで指摘された甲状腺腫瘤性病変の解析
群馬大学大学院.医学系研究科.臨床検査医学／群馬大学.医学部附属病院.検査部　　　.木村　孝穂　他
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P2-2-9 甲状腺細胞診で診断結果の判断が分かれた甲状腺乳頭癌の1症例について
島根県立中央病院.内分泌代謝科　　　.永澤　篤司　他

ポスター13：甲状腺3 自己免疫性甲状腺疾患1

P2-3-1 甲状腺右葉に限局したBasedow病の1例
筑波大学付属病院.水戸地域医療教育センター..

JA茨城県厚生連.水戸協同病院.内分泌代謝・糖尿病内科　　　.伊藤　　慶　他

P2-3-2 急性リンパ性白血病に対する臍帯血移植後にバセドウ病が寛解した1例
広島赤十字・原爆病院.内分泌・代謝内科　　　.吉田　里穂　他

P2-3-3 エーラス・ダンロス症候群にバセドウ病および原発性アルドステロン症（PA）を合併した1例
湘南藤沢徳洲会病院.内分泌・糖尿病内科　　　.内藤　祐次　他

P2-3-4 胎児頻拍をきっかけに診断した妊娠中発症のバセドウ病の1例
奈良県立医科大学.糖尿病・内分泌内科学講座　　　.桑田　博仁　他

P2-3-5 バセドウ病患者の甲状腺機能亢進症時と機能安定化後におけるQOL関連因子の検討
鳥取大学.医学部.循環器・内分泌代謝内科学分野　　　.松本　和久　他

P2-3-6 妊娠を希望する潜在性甲状腺機能低下症患者に対する処方の工夫
岡本甲状腺クリニック／大阪大学免疫学フロンティア研究センター.発癌制御分野　　　.木村　哲也　他

P2-3-7 機能性卵巣甲状腺腫とバセドウ病を同時期に診断し得た1例
山梨大学.医学部.附属病院.第三内科　　　.磯部さやか　他

P2-3-8 チアマゾール内服により胸腺過形成と血中sIL-2Rの改善が見られたバセドウ病の一例
岐阜大学大学院医学系研究科.内分泌代謝病態学　　　.塚田　大智　他

P2-3-9 Graves病合併妊娠治療中に抗リン脂質抗体症候群と診断された一例
医療法人社団.武田クリニック　　　.佐藤　温洋　他

P2-3-10 バセドウ病による顕著な甲状腺機能亢進時に発症した脳静脈血栓症の一例
福岡徳洲会病院.内分泌科　　　.中武　伸元　他

ポスター14：甲状腺4 自己免疫性甲状腺疾患2

P2-4-1 出生した児が甲状腺機能低下症をきたしたTSBAb陽性甲状腺機能低下症の母体の一例
伊藤病院　　　.鈴木　　愛　他

P2-4-2 当院のバセドウ病に対する放射性ヨウ素内用療法（RI）の治療成績
天理よろづ相談所病院.内分泌内科　　　.藤村　真輝　他

P2-4-3 チアマゾール投与開始から2ヶ月後に顕微鏡的多発血管炎を発症し、救命しえなかった一例
東京慈恵会医科大学附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.金井　里奈　他

P2-4-4 甲状腺機能異常を伴わない甲状腺眼症の発症から9年後にBasedow病をきたした女児例
群馬大学大学院.医学系研究科.小児科学　　　.島田　正晴　他

P2-4-5 バセドウ病に対するアイソトープ治療が造血能に与える影響
東京女子医科大学.高血圧・内分泌内科　　　.山下　　薫　他

P2-4-6 無痛性甲状腺炎後に著明な甲状腺機能低下症を来し治療を要した2例
新潟大学医歯学総合病院小児科　　　.澤野堅太郎　他
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P2-4-7 免疫チェックポイント阻害薬による甲状腺障害の臨床的特徴と予後の検討
日本赤十字社和歌山医療センター.糖尿病内分泌内科　　　.小杉　大輔　他

P2-4-8 チアマゾール開始18年後に顆粒球減少症を来たし、同時に甲状腺乳頭癌の診断で甲状腺全摘
術を施行した一例

京都大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌・栄養内科　　　.上羽　瑶子　他

P2-4-9 チアマゾールを週10mg以下に減量後中止したバセドウ病症例の再発率の検討（第二報）
金地病院.内科／日本医科大学.糖尿病内分泌代謝内科　　　.鈴木　綾子　他

P2-4-10 チアマゾールを誘因とする急性膵炎が疑われたBasedow病の一例
虎の門病院.内分泌代謝科　　　.吉村　祐輔　他

ポスター15：甲状腺5 自己免疫性甲状腺疾患3

P2-5-1 中枢性尿崩症合併バセドウ病の経過中に慢性好酸球性肺炎の疑いを併発した1例
石川県立中央病院　　　.藤井寿美枝　他

P2-5-2 バセドウ病に類もやもや病を合併した一症例
伊藤病院　　　.木下　　綾　他

P2-5-3 注射製剤が奏功したMMI内服治療抵抗性バセドウ病の1例
東京医科大学病院.代謝内分泌内科　　　.川島　秀明　他

P2-5-4 疼痛を繰り返しながら甲状腺機能低下症に陥ったバセドウ病の親子例
隈病院　　　.深田　修司　他

P2-5-5 根治的治療を実施しえず甲状腺クリーゼを繰り返した高齢バセドウ病の一例
和歌山県立医科大学.内科学第一講座　　　.森　　美穂　他

P2-5-6 バセドウ病と自己免疫性溶血性貧血・巨脾を発症した多腺性自己免疫症候群（APS）の一例
聖マリアンナ医科大学.横浜市西部病院.代謝・内分泌内科　　　.常見　真吾　他

P2-5-7 無痛性甲状腺炎発症時の超音波（Bモード）像について
名古屋甲状腺診療所　　　.大江　秀美　他

P2-5-8 甲状腺内血流増加を認め診断困難であったirAE破壊性甲状腺炎の1例
厚生連高岡病院　　　.島　　孝佑　他

P2-5-9 無機ヨウ素単独でバセドウ病寛解が維持されている一例
愛知医科大学.医学部内科学講座.内分泌・代謝内科　　　.野村　由佳　他

ポスター16：甲状腺6 その他の甲状腺機能異常症1

P2-6-1 潜在性甲状腺機能低下症はVisceral�adiposity�indexで評価した内臓脂肪蓄積と関連する
ミラザ新宿つるかめクリニック／.

公益財団法人東京都保健医療公社.大久保病院／.
東京医科歯科大学医学部附属病院糖尿病内分泌代謝内科　　　.福田　達也　他

P2-6-2 異好抗体（Human�Anti-Sheep�Antibody）が原因と推測されるFT3異常高値を示した橋本病
の1例

いすみ医療センター.糖尿病・内分泌代謝内科／いすみ医療センター.内科　　　.寺山　　諒　他

P2-6-3 半年以上にわたり甲状腺中毒症が持続した破壊性甲状腺炎の1例
大阪大学大学院医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.早川　友朗　他
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P2-6-4 甲状腺クリーゼに対しヨード単独での安定化後に、アイソトープ治療を行った経過を入院下
で評価しえた1例

大阪大学大学院医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.藤井　浩平　他

P2-6-5 レボチロキシンの静脈投与を要した甲状腺機能低下症の1例
大阪暁明館病院　　　.中濱　義人　他

P2-6-6 飼い鳥にヨウ素酵母を与えていた患者に生じた無痛性甲状腺炎の一例
群馬大学.医学部附属病院.内分泌糖尿病内科　　　.石田　恵美　他

P2-6-7 亜急性甲状腺炎と橋本病急性増悪の鑑別が困難であった一例
埼玉医科大学.内分泌糖尿病内科　　　.飯嶋　淳美　他

P2-6-8 TSH-IgA抗体複合体によるTSH偽高値を認めたマクロTSH血症の一例
伊藤病院　　　.吉村　　蘭　他

ポスター17：甲状腺7 その他の甲状腺機能異常症2

P2-7-1 炭酸リチウム長期内服中にBasedow病を発症した1例
公立甲賀病院.糖尿病・内分泌内科　　　.大村　　寧　他

P2-7-2 スニチニブ投与後、心嚢水貯留を契機に診断された甲状腺機能低下症の1例
関西医科大学.第二内科　　　.戸上　竜一　他

P2-7-3 本邦におけるTSH単独欠損症13例の遺伝学的解析
新潟大学医歯学総合病院.小児科　　　.柴田　奈央　他

P2-7-4 レボチロキシンナトリウム静注用製剤の使用経験
稲沢市民病院.糖尿病・内分泌内科　　　.野村　由夫　他

P2-7-5 スニチニブ治療中に甲状腺機能低下・回復したものの、レゴラフェニブへの変更後破壊性甲
状腺炎を呈し、機能低下症の経過をたどった一例

大阪労災病院.糖尿病内科　　　.良本佳代子　他

P2-7-6 甲状腺中毒症が遷延した無痛性甲状腺炎の一例
国立病院機構.姫路医療センター.内科　　　.畑尾満佐子　　

P2-7-7 破壊性甲状腺炎の新規鑑別診断検査DITの、濾胞破壊の経時的指標としての検証
防衛医科大学校病院.総合臨床部　　　.藤田　直也　他

P2-7-8 「ゴルフのダフり」とふらつき・悪心から非専門医に発見された甲状腺機能低下症の高齢男性
防衛医科大学校病院.総合臨床部　　　.木俣　元博　他

ポスター18：甲状腺8 その他

P2-8-1 ベタメタゾンを用いたステロイドパルス療法と放射線療法の併用により寛解したバセドウ眼症
の一例

福岡大学.医学部.内分泌糖尿病内科　　　.有満　啓史　他

P2-8-2 甲状腺専門クリニックにおける診察時間帯別TSH濃度の検討
岡本甲状腺クリニック／大阪大学免疫学フロンティア研究センター.発癌制御分野　　　.木村　哲也　他

P2-8-3 ステロイドパルス後療法中に両大腿骨内顆外顆壊死をきたした甲状腺眼症の1例
市立岸和田市民病院.代謝・内分泌内科　　　.山下　貴史　他
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P2-8-4 追加治療を必要としなかった悪性卵巣甲状腺腫の1例
隈病院.内科　　　.中村　友彦　他

P2-8-5 粘液水腫性昏睡の症例報告集積による研究（2）�～死亡例の特徴～
防衛医科大学校.総合臨床部　　　.佐野あずさ　他

P2-8-6 当院における甲状腺眼症の現状とステロイドパルスの治療効果
熊本大学大学院.生命科学研究部.代謝内科学　　　.小野　　薫　他

ポスター19：糖尿病1 基礎1

P3-1-1 GIPの心保護作用：肥満2型糖尿病モデルマウスでの検討
昭和大学.医学部.抗糖化寄付講座　　　.森　　雄作　他

P3-1-3 EPA由来新規代謝産物（resolvin�E3）の糖代謝における検討
群馬大学大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科　　　.清水　智彦　他

P3-1-5 膵α細胞における分岐鎖アミノ酸代謝異常は糖尿病のグルカゴン過剰分泌に関与する
群馬大学.生体調節研究所.代謝シグナル解析分野　　　.和田　恵梨　他

P3-1-6 グルコース要求性が高い難治性血液腫瘍に対する糖代謝制御を介するSGLT2阻害剤の新たな
治療的意義

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　　　.仲地佐和子　他

P3-1-7 肝の時計遺伝子DBP、E4BP4は肝臓だけでなく骨格筋のインスリン感受性をも制御している
山口大学大学院.医学系研究科.病態制御内科学講座／.

山口大学.医学部.分子代謝制御学講座　　　.太田　康晴　他

P3-1-8 膵β細胞内グルコース/cADPR/Trpm2クロストーク異常と2型糖尿病発症メカニズムの解明
自治医大さいたま医療センター　　　.船崎　俊介　他

P3-1-9 肥満モデルにおける脂肪肝とβ細胞脱分化をともに改善する栄養素バランスの検討
群馬大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学　　　.雷　　　暁　他

ポスター20：糖尿病2 基礎2

P3-2-1 膵β細胞におけるグルコース応答性転写因子ChREBPの機能制御因子の探索
東北大学.大学院医学系研究科.分子内分泌学分野　　　.横山　　敦　他

P3-2-2 Semaphorin関連分子群の膵島における遺伝子発現の検討
群馬大学.生体調節研究所.病態制御部門.代謝疾患医科学分野／.
横浜市立大学大学院.医学研究科.分子内分泌・糖尿病内科学／.

横浜市立大学大学院.医学研究科.発生成育小児医療学　　　.西山　邦幸　他

P3-2-3 腹腔鏡下スリーブ状胃切除手術による血中グルカゴンの変化～測定系による分泌応答の相違
について

群馬大学.生体調節研究所.代謝シグナル解析分野　　　.小林　雅樹　他

P3-2-4 医療・介護連結ビッグデータを用いたインスリン使用と健康寿命の関連の解析
奈良県立医科大学.糖尿病・内分泌内科学講座／奈良県立医科大学.公衆衛生学講座　　　.新居田泰大　他

P3-2-5 肝臓におけるHNF4αを介した糖新生遺伝子の転写制御メカニズムの解明
東北大学大学院.医学系研究科.分子内分泌学分野　　　.纐纈　拓海　他

P3-2-6 ヒストンメチル化酵素MLLの膵臓における糖代謝への関与に対する解析
群馬大学大学院医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.吉野　　聡　他
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P3-2-7 オーファン核内受容体HNF4αを標的とした抗グルカゴン作用薬の開発
東北大学大学院.医学系研究科.分子内分泌学分野　　　.末松　　渉　他

P3-2-8 糖尿病病態における生命金属動態変化
群馬大学.生体調節研究所　　　.福中　彩子　他

P3-2-9 食塩過剰摂取は高脂肪食によって惹起される膵β細胞増殖を抑制して耐糖能を悪化させる
名古屋大学.医学部.医学系研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.滝　　啓吾　他

ポスター21：糖尿病3 基礎3

P3-3-1 ルセオグリフロジンの心筋保護作用：肥満2型糖尿病モデルマウスにおけるメトホルミンと
の比較

昭和大学.医学部.内科学講座.糖尿病・代謝・内分泌内科学部門　　　.大坂　直也　他

P3-3-2 肝臓特異的グルカゴン作用不全によるPP細胞量の制御メカニズムの解明
群馬大学.生体調節研究所.分子糖代謝制御分野　　　.中川　祐子　他

P3-3-3 膵α細胞からのグルカゴン分泌にPKCδが関与する
群馬大学.生体調節研究所.代謝シグナル解析分野／.

東京慈恵会医科大学附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.本澤　訓聖　他

P3-3-4 Protective�effects�of�imeglimin�on�ER�stress-induced�β�cell�apoptosis
群馬大学.生体調節研究所.代謝疾患医科学分野　　　.Jinghe�Li　他

P3-3-5 in�vivo�live�imaging�による膵ランゲルハンス氏島の血流解析
筑波大学.医学医療系.内分泌代謝・糖尿病内科　　　.松坂　　賢　他

P3-3-6 糖尿病関連遺伝子UBE2E2の膵β細胞における役割
東京大学医学部附属病院.糖尿病・代謝内科　　　.桜井　賛孝　他

P3-3-7 抗糖尿病作用を有するテレインの検討
群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科　　　.斎藤　従道　他

P3-3-8 脂肪細胞および肝臓におけるARMC5の遺伝子発現解析
大阪大学大学院医学系研究科　　　.魚田　晃史　他

P3-3-9 糖尿病性腎症の発症・進展における腎近位尿細管ChREBPの機能解析
東北大学大学院医学系研究科.分子内分泌学分野　　　.西澤　翔輝　他

ポスター22：糖尿病4 臨床 1型糖尿病

P3-4-1 免疫チェックポイント阻害薬投与中にインスリン非依存型糖尿病を生じた2例
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.山内　一郎　他

P3-4-2 インフルエンザ感染後に糖尿病ケトアシドーシスと急性呼吸窮迫症候群を発症した1型糖尿
病の1例

川崎医科大学.総合内科学1　　　.堀谷　愛美　他

P3-4-3 肺腺癌に対する抗PD-1抗体投与中に1型糖尿病を発症し早期の治療介入により病状の劇症化
を回避し得た一例

大分赤十字病院.内分泌糖尿病内科　　　.仲間　　寛　他
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P3-4-4 琉球大学病院における免疫チェックポイント阻害薬（ICI）による劇症1型糖尿病発症例と1
型糖尿病発症例の考察

琉球大学病院.第二内科　　　.玉城　敦子　他

P3-4-5 Leri-Weill症候群に急性発症1型糖尿病を合併し、糖尿病性ケトアシドーシスをきたした一例
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター..

JA茨城県厚生連総合病院.水戸協同病院.内分泌代謝・糖尿病内科　　　.伊藤　　惇　他

P3-4-6 ペンブロリズマブ投与後に続発性副腎皮質機能低下症と1型糖尿病を発症した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　　.大久保万理江　他

P3-4-7 2型糖尿病治療中ニボルマブ使用後に1型糖尿病と診断された1例
奈良県立医科大学.糖尿病・内分泌内科学講座　　　.玉城　由子　他

P3-4-8 1型糖尿病患者におけるisCGMによる血糖管理指標の検討
前橋赤十字病院.糖尿病・内分泌内科　　　.関口　　奨　他

P3-4-9 SGLT2阻害薬を内服中に正常血糖ケトアシドーシスをきたした1型糖尿病の一例
獨協医科大学埼玉医療センター　　　.阿久澤　有　他

P3-4-10 27年来の橋本病の管理中、電話診療での診療下に糖尿病性ケトアシドーシスで発症した抗
GAD抗体強陽性糖尿病の1例

群馬大学.医学部附属病院.内分泌糖尿病内科　　　.高橋健太郎　他

P3-4-11 免疫チェックポイント阻害薬投与中に緩徐進行1型糖尿病を発症した一例
大阪府済生会野江病院.糖尿病内分泌内科　　　.阿部　　恵　他

P3-4-12 小児1型糖尿病患者におけるDexcomG4　PlATINUMシステムの正確性の検討
日本大学.医学部.小児科学系小児科学分野　　　.峯　　佑介　他

ポスター23：糖尿病5 臨床 2型糖尿病

P3-5-1 持続血糖モニタリングにおける2型糖尿病患者の血糖変動と内因性インスリン分泌の関係性
北海道大学大学院医学院医学研究院.免疫代謝内科学教室　　　.宮　　愛香　他

P3-5-2 高齢2型糖尿病患者におけるゴムバンドを使用した長期レジスタンス運動およびロイシン高
配合アミノ酸サプリメント摂取効果

聖マリアンナ医科大学.代謝・内分泌内科　　　.山本雄太郎　他

P3-5-3 SGLT2阻害薬（ルセオグリフロジン）は脂質代謝の改善を介して筋萎縮を抑制する
京都府立医科大学大学院医学研究科.内分泌・代謝内科学　　　.馬場　　遼　他

P3-5-4 Circulating�microRNAs�associated�with�hyperglycemia�and�their�effects�on�renal�function�
decline�in�type�2�diabetes:�Global�miRNOM�analysis

Joslin.Diabetes.Center,.Harvard.Medical.School　　　.小林　洋輝　他

P3-5-5 2型糖尿病患者における尿酸値と総死亡との関係
天理よろづ相談所病院　　　.林野　泰明　他

P3-5-6 日本人2型糖尿病（T2DM）患者における糖尿病性網膜症（DR）リスク因子の性差
琉球大学.第二内科　　　.中山　良朗　他

P3-5-7 2型糖尿病患者における腹部大動脈石灰化はFib4-indexおよび低BMIと関連する
横浜市立大学大学院.医学研究科.分子内分泌・糖尿病内科学　　　.富樫　　優　他

P3-5-8 黄色肉芽腫性腎盂腎炎を合併した未治療2型糖尿病患者の1例
山口大学医学部附属病院.第三内科　　　.畠中　諒子　他
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P3-5-9 日本人における成人発症糖尿病サブタイプの臨床的特徴と糖尿病合併症リスク：福島糖尿病
コホート研究

福島県立医科大学.糖尿病内分泌代謝内科学講座　　　.田辺　隼人　他

P3-5-10 高容量投与を含むリラグルチド、デュラグルチドよりセマグルチドに変更した6例の検討
公立西知多総合病院　　　.加藤　二郎　他

P3-5-11 2型糖尿病患者におけるアログリプチンの血糖コントロールに対する長期の効果について
獨協医科大学埼玉医療センター　　　.竹林　晃三　他

P3-5-12 高齢者へのSGLT2阻害薬投与の検討
下仁田厚生病院／群馬パース大学　　　.正田　純史　他

P3-5-13 2型糖尿病患者の教育入院による血中DPP-4濃度および体組成変化の解析
獨協医科大学埼玉医療センター　　　.山内　元貴　他

P3-5-14 若年者と中高年の男性と女性の75g経口糖負荷試験における耐糖能の差異の検討
群馬大学.大学院.医学系研究科.臨床検査医学　　　.葭田　明弘　他

ポスター24：糖尿病6 その他1

P3-6-1 内科的治療に苦慮している局在不明インスリノーマの一例
奈良県立医科大学.糖尿病・内分泌内科学講座　　　.中島　拓紀　他

P3-6-2 低血糖が減量で顕在化しジアゾキサイドで改善した高齢インスリノーマの1例
宮崎大学.医学部.附属病院.内分泌・代謝・糖尿病内科　　　.中村　孝之　他

P3-6-3 インスリノーマにempty�sella症候群を合併した1例
自治医科大学.内科学講座.内分泌代謝部門　　　.岡　　聖典　他

P3-6-4 分子標的薬、ソマトスタチンアナログおよびジアゾキシド等を使用するも低血糖治療に難渋
した肝硬変合併悪性インスリノーマの1例

山梨大学.医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.林田　亮佑　他

P3-6-5 抗PD-1抗体治療中に自己免疫性膵炎及び糖尿病を発症しステロイドが有効であった1例
和泉市立総合医療センター.内分泌.糖尿病内科　　　.田中　陽一　他

P3-6-6 当科における妊娠糖尿病妊婦の分娩誘発時の血糖管理�-GI療法は有用か-
群馬大学医学部附属病院.産科婦人科　　　.森田　晶人　他

P3-6-7 パシレオチドによる糖代謝増悪に対し、GLP-1受容体作動薬を投与したクッシング病の一例
大阪大学大学院医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.河田慶太郎　他

P3-6-8 一般成人におけるHbA1c低値と死亡の関連についての検討：機械学習×因果推論
UCLA　　　.井上　浩輔　他

P3-6-9 生体電気インピーダンス法による細胞外水分比および位相角は糖尿病患者の血中Hbおよび
Htレベルを規定する

JA徳島厚生連阿南医療センター.内科　　　.堀　　太貴　他

P3-6-10 HbA1cおよびグリコアルブミンと理想血糖時間との関連
兵庫医科大学.糖尿病内分泌・免疫内科　　　.楠　　宜樹　他

P3-6-11 当院の糖尿病地域連携パス患者の糖尿病合併症について
伊勢崎市民病院.内科　　　.大谷　健一　　
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ポスター25：糖尿病7 その他2

P3-7-1 ステロイド糖尿病におけるisCGMのセンサーグルコース値とHbA1cの相関に関する検討
群馬大学大学院医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.福田　治紀　他

P3-7-2 肥満を伴わないPrader-Willi症候群の糖尿病と耐糖能の検討
群馬大学大学院.医学系研究科.小児科学／桐生厚生総合病院.小児科　　　.大津　義晃　他

P3-7-3 岐阜県における新型コロナウイルス感染症非常事態宣言発令が糖尿病患者に与えた効果に関
する検討

岐阜大学大学院医学系研究科内分泌代謝病態学　　　.小森　聡子　他

P3-7-4 ソフトドリンクケトアシドーシス、HHSの後に右腓骨神経麻痺を呈した1例
群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科　　　.伊藤　大貴　他

P3-7-5 13年の経過で再燃し、糖尿病の悪化を契機に発見されたIgG4関連自己免疫性膵炎の1例
芳珠記念病院.内科　　　.浅野　嵩博　他

P3-7-6 特定の酵素法キットによるHbA1c偽高値の原因がカタラーゼ活性の低下にあると考えられた
5例の検討～酵素法キットの改良へ～

獨協医科大学埼玉医療センター.糖尿病内分泌・血液内科　　　.滝井　寛隆　他

P3-7-7 臨床経過、関連症状が大きく異なる、ミトコンドリア病の1家系例
前橋赤十字病院.糖尿病・内分泌内科　　　.石尾洵一郎　他

P3-7-8 混合性結合組織病、半月体形成性糸球体腎炎に合併したインスリン受容体異常症B型の一例
前橋赤十字病院　　　.石塚　高広　他

P3-7-9 褐色細胞腫摘出後著明な耐糖能改善を認めたインスリン依存糖尿病の一例
和歌山県立医科大学付属病院.内科学第一講座　　　.北原　千愛　他

P3-7-10 FGMを用いて血糖改善が得られた糖尿病合併の糖原病1a型の一例
京都大学.糖尿病・内分泌・栄養内科　　　.金丸　良徳　他

P3-7-11 シャルコー関節症にて来院した糖尿病患者の臨床的背景の考察
下北沢病院.糖尿病センター　　　.富田　益臣　　

P3-7-12 COVID19流行下でのインスリンポンプ満足度と使用状況
群馬大学.医学部.内分泌糖尿病内科　　　.大崎　　綾　他

ポスター26：肥満1 基礎

P4-1-1 スポット尿解析による沖縄県小学3年生児童の食習慣・肥満の実態調査　
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　　　.竹本のぞみ　他

P4-1-2 Brown�adipocyte-specific�knockout�of�clock�gene�Bmal1�has�a�significant�effect�on�
thermogenesis�in�mice

金沢大学.医薬保健学総合研究科..細胞分子機能学　　　.Nazmul�Hasan　他

P4-1-3 肥満および脂肪肝におけるアドレノメデュリン2の病態生理学的意義
信州大学医学部.循環病態学教室／.

信州大学バイオメディカル研究所.ライフイノベーション部門　　　.神吉　昭子　他

P4-1-4 微小管捕捉因子PHLDB1の脂肪蓄積と糖脂質代謝における病態生理学的意義
山梨大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.大熊　英之　他
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P4-1-5 肥満による全身性慢性炎症と神経栄養因子（NGF）との関連
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　他

P4-1-6 高脂肪食給餌下でのニコチン離脱による、禁煙後体重増加モデルマウスの樹立
名古屋市立大学大学院医学研究科消化器代謝内科学　　　.竹田　勝志　他

P4-1-7 エピゲノム編集による脂肪分化制御への挑戦
群馬大学.生体調節研究所.代謝エピジェネティクス分野　　　.鈴木　智大　他

P4-1-8 炎症性サイトカインによるトリプトファン受容体GPR142発現調節の検討
和歌山県立医科大学.内科学.第一講座　　　.上田　陽子　他

ポスター27：肥満2 臨床

P4-2-1 血漿中キサンチン酸化還元酵素活性変化は尿酸値変化と関連する
大阪市立大学.大学院医学研究科.代謝内分泌病態内科学　　　.藏城　雅文　他

P4-2-2 演題取り下げ

P4-2-3 若年発症の子宮体がんを併発した高度肥満症の一例
琉球大学.第二内科　　　.屋比久賢光　他

P4-2-4 特定検診10年目の国民健康栄養調査におけるメタボリックシンドローム
新潟万代病院.内科　　　.山谷　恵一　他

P4-2-5 高度肥満患者のビタミンD欠乏に対する天然型ビタミンDの補充量・期間の検討
東邦大学医療センター佐倉病院.糖尿病内分泌代謝センター　　　.山口　　崇　他

P4-2-6 当院における胃スリーブ切除術後高度肥満症患者の長期経過
九州大学病院.内分泌・代謝・糖尿病内科　　　.村上龍之介　他

P4-2-7 日本人肥満症患者における肥満外科手術前後の体組成変化と代謝疾患の関連
大分大学.医学部.内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座　　　.尾関　良則　他

P4-2-8 肥満外科療法前後でのインクレチン効果改善を確認した2型糖尿病の1例
田附興風会医学研究所.北野病院.糖尿病内分泌内科　　　.瀬野　陽平　他

P4-2-9 高度肥満症における減量維持はFIB4�indexの改善と関連する
群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科　　　.須江　麻衣　他

P4-2-10 肥満はCOVID-19において酸素吸入を要するリスク因子である
市立豊中病院.糖尿病センター　　　.松野香菜絵　他

ポスター28：骨代謝、副甲状腺1 副甲状腺機能異常その他

P5-1-1 RhoAおよびWntシグナルを介したAKAP13の骨代謝調節機構
千葉大学.大学院.医学研究院.内分泌代謝・血液・老年内科学　　　.石田　晶子　他

P5-1-2 術後30年で再発したMEN1に伴う原発性副甲状腺機能亢進症の1例
国立国際医療研究センター病院.糖尿病内分泌代謝科　　　.吉原ゆかり　他

P5-1-3 壮年期の意識消失を契機に初めて診断されたDi�George症候群の一例
埼玉医科大学.内分泌・糖尿病内科　　　.清水　英祐　他

P5-1-4 局在診断に難渋した異所性副甲状腺腫
市立岸和田市民病院.代謝内分泌内科　　　.村上　冴子　他
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P5-1-5 偽性副甲状腺機能低下症の疾患特異的iPS細胞を用いたin�vitro診断法の検討
日本大学.医学部.腎臓高血圧内分泌内科　　　.中村　吉宏　他

P5-1-6 シナカルセトからエボカルセトに薬剤治療を切り替えた原発性副甲状腺機能亢進症の2例
稲沢市民病院.初期研修医　　　.井手口　耕　他

P5-1-7 高リン血症とPTH高値を伴う低カルシウム血症の一例
群馬大学大学院.医学系研究科.応用生理学分野　　　.石井　角保　他

P5-1-8 家族内発症を認めた副甲状腺癌の2症例
東海大学.腎内分泌代謝内科　　　.安田　　敦　他

P5-1-9 エルデカルシトール投与による意識障害悪化が考えられた副甲状腺機能亢進症の一例
国際医療福祉大学.塩谷病院　　　.山内　恵史　　

ポスター29：骨代謝、副甲状腺2 副甲状腺機能異常

P5-2-1 献腎移植後高Ca血症が増悪した三次性副甲状腺機能亢進症の一例
東京女子医科大学.高血圧・内分泌内科　　　.伊上　優子　他

P5-2-2 エボカルセト内服コンプライアンス不良例に対するエテルカルセチドの有用性
松波総合病院.腎臓内科　　　.矢島　隆宏　　

P5-2-3 甲状腺腫を契機に発見された、甲状腺内副甲状腺腫による原発性副甲状腺機能亢進症の症例
埼玉医科大学病院.内分泌・糖尿病内科　　　.矢野　裕也　他

P5-2-4 成人期診断22q11.2欠失症候群における内分泌異常の検討
神戸大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌内科学　　　.横井　愛紗　他

P5-2-5 シナカルセト投与により縮小傾向であった副甲状腺腺腫が再増大し手術に至った原発性副甲
状腺機能亢進症の一例

福岡大学.筑紫病院.内分泌・糖尿病内科　　　.越智健太郎　他

P5-2-6 局在診断に苦慮したPTH著明高値を呈する副甲状腺嚢胞の一例
金沢大学附属病院.内分泌・代謝内科　　　.鎧高　彩夏　他

P5-2-7 高Ca尿症を伴わない原発性副甲状腺機能亢進症
野口記念会.野口病院.内科　　　.檜垣　直幸　他

P5-2-8 副甲状腺嚢胞により原発性副甲状腺機能亢進症を来した1例
JA愛知厚生連.安城更生病院　　　.井手　天翔　他

P5-2-9 左脇腹痛から著明な膵萎縮が判明し（膵酵素製剤奏効）、局在不明で観察中の副甲状腺機能亢
進症との関連が考えられた82歳女性

防衛医科大学校.総合臨床部　　　.白石美絵乃　他

ポスター30：骨代謝、副甲状腺3 骨粗鬆症、骨軟化症、くる病

P5-3-1 成人期に遺伝学的検査により診断に至ったX連鎖性低リン血症性くる病（XLH）の1例
静岡県立総合病院.糖尿病・内分泌代謝センター／静岡県立総合病院.遺伝診療科　　　.小杉理英子　他

P5-3-2 2型糖尿病患者における骨密度と骨代謝関連因子の検討
長崎大学病院.内分泌代謝内科　　　.重野里代子　他

P5-3-3 ビタミンD活性化指標（1,25D/25D比）の臨床的有用性の検討
岡山大学病院.総合内科・総合診療科　　　.藤田茉奈美　他
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P5-3-4 当院での原発性アルドステロン症患者における骨代謝の評価検討
千葉大学医学部附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科／.

千葉大学大学院医学研究院.内分泌代謝・血液・老年内科学　　　.五十嵐活志　他

P5-3-5 アトピー性皮膚炎を背景に引きこもりが原因と考えられた骨軟化症の一例
川崎医科大学附属病院　　　.段　　和徳　他

P5-3-6 偏食と日光暴露忌避によりビタミンD欠乏性骨軟化症を来した一例
社会医療法人仁生会.細木病院.糖尿病・内分泌内科　　　.篠原　雅幸　他

P5-3-7 日本と韓国におけるXLH患者の主観的疾患評価
東京大学.医学部.附属病院.腎臓・内分泌内科　　　.伊東　伸朗　他

P5-3-8 SLEの発症に先行してFGF23関連低リン血症性くる病を呈した女児例
群馬大学大学院.医学系研究科.小児科学　　　.田部井容子　他

P5-3-9 ゾレドロン酸による小児骨形成不全症の治療効果の検討
地域医療機能機構推進機構（JCHO）大阪病院.小児科　　　.上山　　薫　他

P5-3-10 糖尿病患者におけるサルコペニアと骨粗鬆症の関係について
京都府立医科大学大学院医学研究科.内分泌・代謝内科学　　　.富永　洋之　他

P5-3-11 FGF23関連低リン血性くる病の小児に対するブロスマブの使用経験
伊勢崎市民病院.小児科　　　.小針　靖子　他

ポスター31：骨代謝、副甲状腺4 その他

P5-4-1 総合診療における血清プロカルシトニン値と炎症・代謝マーカーの関連性
岡山大学病院.卒後臨床研修センター　　　.荒木　　晴　他

P5-4-2 急性膵炎と原発不明癌骨転移に伴う高Ca血症に対しビスホスホネート製剤が著効した1例
兵庫県立加古川医療センター.糖尿病・内分泌内科　　　.渡邊　美季　他

P5-4-3 分娩直後の骨カルシウム代謝と食物摂取状況の関連についての検討
藤田医科大学.医学部.内分泌・代謝内科学　　　.四馬田　恵　他

P5-4-4 急性発症の高Ca血症および腎機能障害を契機に診断されたサルコイドーシスの一例
帝京大学ちば総合医療センター.第三内科／.
帝京大学.医学部.内分泌代謝・糖尿病内科　　　.佐山　遥平　他

P5-4-5 骨巨細胞腫に対するデノスマブ治療経過中に生じた重度高Ca血症の一例
慶應義塾大学.医学部.腎臓内分泌代謝内科　　　.日鼻　　瑛　他

P5-4-6 異所性PTH産生による高Ca血症を呈した副腎皮質癌の1例
金沢医科大学.糖尿病・内分泌内科学　　　.門野　　至　他

P5-4-7 低カルシウム血症による意識障害で家族性22q11.2欠失症候群を診断した一例
川口市立医療センター.糖尿病・内分泌内科　　　.仲　　千尋　他

P5-4-8 軽症の低ホスファターゼ症の乳児に対する投与量を減量したアスフォターゼアルファ酵素補
充療法の経験

浜松医科大学　　　.藤澤　泰子　他
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ポスター32：副腎1 基礎/臨床 クッシング症候群

P6-1-1 Dehydroepiandrosterone�sulfate（DHEAS）高値は糖尿病性腎臓病進展および高血圧症罹患
のリスクとなる

JA徳島厚生連阿南医療センター.内科　　　.山上　紘規　他

P6-1-2 SDHB欠損褐色細胞腫in�vitroモデルにおける悪性化因子の探索
筑波大学.医学医療系.臨床検査医学・スポーツ医学　　　.與那嶺正人　他

P6-1-3 未知の脂肪細胞由来因子による副腎CYP11B2発現誘導機序の解明
東北大学大学院医学系研究科分子内分泌学分野　　　.高橋　　馨　他

P6-1-4 CYP11B2とKCNJ5変異体を標的とした原発性アルドステロン症の新規創薬
東北大学大学院医学系研究科.分子内分泌学分野　　　.五十嵐　萌　他

P6-1-5 1mgDSTが解離し副腎性サブクリニカルクッシング症候群の診断に苦慮した3例
市立砺波総合病院.糖尿病・内分泌内科　　　.早川　哲雄　他

P6-1-6 高コルチゾール血症が血中pro-GRP値と関連した周期性クッシング症候群の1例
日本赤十字社和歌山医療センター　　　.伊藤　沙耶　他

P6-1-7 周術期に寛解増悪を来した間欠性異所性ACTH症候群の一例
東京慈恵会医科大学.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.川嶋龍太朗　他

P6-1-8 サルコイドーシスを合併したサブクリニカルクッシング症候群（SCS）の一例
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　　　.本間健一郎　他

P6-1-9 副腎性サブクリニカルクッシング症候群の手術適応：顕性クッシング症候群と無機能性副腎
腫瘍の比較研究
川崎市立多摩病院.代謝内分泌内科／聖マリアンナ医科大学病院／ ACPA-J研究班　　　.浅井　志高　他

P6-1-10 低Na血症を契機として診断に至り、バゾプレシン異種受容体の存在が疑われる両側性大結節
性副腎皮質過形成（BMAH）の一例

市立池田病院　　　.猪阪　知子　他

P6-1-11 骨密度の低下を伴わず多発椎体圧迫骨折を来したクッシング症候群の1例
富山赤十字病院　　　.若林　祐介　他

P6-1-12 巨大母斑に対する植皮術後にステロイド軟膏使用で医原性クッシング症候群を呈した4歳女
児例

慶應義塾大学.医学部.小児科　　　.桂　　美遥　他

P6-1-13 著しい低カリウム血症、高血圧、下腿浮腫を呈した前立腺腺癌による異所性ACTH産生腫瘍
の一例

静岡市立静岡病院.内分泌・代謝内科　　　.中上瑛里加　他

ポスター33：副腎2 原発性アルドステロン症と関連疾患1

P6-2-1 MRA治療後にeGFR5まで腎機能低下した脳梗塞後の原発性アルドステロン症の一例：MRA
とアマンタジンの相互作用

高度・急性期医療センター公立昭和病院.代謝内科　　　.高橋　克敏　他

P6-2-2 ACTH分泌条件に基づく原発性アルドステロン症のステロイドプロファイリングの最適化
東北大学大学院.医学系研究科.腎・高血圧・内分泌学分野／ミシガン大学　　　.手塚　雄太　他



日本内分泌学会雑誌　第 97 巻 第 1 号

P6-2-3 Apparent�Mineralocorticoid�Excess症候群（AME）様の臨床所見を呈した糖尿病性腎症
国際医療福祉大学.熱海病院　　　.佐波　拓哉　他

P6-2-4 超選択的副腎静脈採血が診断および治療方針決定に有用であったアルドステロン・コルチ
ゾール同時産生腺腫の一例

横浜労災病院.内分泌・糖尿病センター　　　.廣瀬　　玲　他

P6-2-5 原発性アルドステロン症患者におけるMR拮抗薬治療によるQuality�of�Lifeの検討
大分大学.医学部.内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座　　　.吉田　雄一　他

P6-2-6 原発性アルドステロン症と抑うつ、不安
茨木市保健医療センター　　　.深尾　篤嗣　他

P6-2-7 原発性アルドステロン症の体組成と代謝パラメータの特徴ー非機能性副腎腫瘍との比較ー
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学　　　.中野依莉子　他

P6-2-8 左副腎静脈サンプリングにおけるピットフォール　-静脈解剖あるいは副腎静脈と体循環静脈
との吻合からの検討-

山梨大学.医学部.放射線科　　　.荒木　拓次　他

P6-2-9 副腎静脈サンプリング時の副腎静脈出血による原発性副腎皮質機能低下症が疑われた原発性
アルドステロン症の1例

日本生命病院..糖尿病・内分泌センター／日本生命病院..総合内科　　　.西岡　美保　他

P6-2-10 化学発光酵素免疫測定法導入のカプトプリル負荷試験陽性率への影響
市立札幌病院.糖尿病・内分泌内科　　　.和田　典男　他

ポスター34：副腎3 原発性アルドステロン症と関連疾患2

P6-3-1 機械学習を用いた一般血液検査による原発性アルドステロン症のサブタイプ診断予測
九州大学.大学院医学研究院.病態制御内科学　　　.兼子　大輝　他

P6-3-2 原発性アルドステロン症（PA）でのコルチゾール（F）共産生は脳出血発症リスクが高い
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院.代謝・内分泌内科　　　.松葉　　怜　他

P6-3-3 原発性アルドステロン症術後の内分泌負荷試験検査についての検討
弘前大学.医学部附属病院.内分泌代謝内科　　　.村澤　真吾　他

P6-3-4 PAおよび低レニン性本態性高血圧症（EH）の背景因子とエサキセレノン（Esax）の効果の
関連の検討

市立札幌病院.糖尿病内分泌内科　　　.三次　有奈　他

P6-3-5 原発性アルドステロン症におけるアルドステロン自律性分泌とカルシウム代謝異常の関連
NTT東日本札幌病院.糖尿病内分泌内科　　　.家坂　　光　他

P6-3-6 経皮的ラジオ波焼灼治療後血漿アルドステロン濃度が異常高値を呈したアルドステロン産生
腺腫の1例

浅ノ川総合病院.糖尿病.内分泌センター　　　.武田　仁勇　他

P6-3-7 副腎静脈サンプリングでの支脈採血を詳細に行うことで局在診断に至った原発性アルドステ
ロン症の1例

横浜労災病院.内分泌・糖尿病センター　　　.堀越　博文　他

P6-3-8 両側の副腎腫瘍を認め、両側のアルドステロンの過剰分泌を示したサブクリニカルクッシン
グ症候群合併原発性アルドステロン症の1例

草津総合病院.糖尿病・内分泌内科　　　.巖西　真規　他



日本内分泌学会雑誌　第 97 巻 第 1 号

P6-3-9 副腎静脈サンプリングにおける迅速コルチゾール測定が原発性アルドステロン症の病型診断
に及ぼす影響

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科.未来型健康増進医学　　　.米谷　充弘　他

P6-3-10 原発性アルドステロン症におけるエサキセレノンの有用性について
高知大学.医学部.附属病院.検査部　　　.岡崎　瑞穂　他

P6-3-11 診断に苦慮した血中アルドステロン偽高値の一例
群馬大学.大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.堀越　　学　他

ポスター35：副腎4 褐色細胞腫1

P6-4-1 両側褐色細胞腫に対して両側副腎部分切除術を施行した�VHL病の一例
公益財団法人田附興風会.医学研究所.北野病院.糖尿病内分泌内科　　　.木村　貞仁　他

P6-4-2 アドレナリン優位型褐色細胞腫・パラガングリオーマではクロニジン抑制試験の感度が低く、
一部で奇異性上昇を呈する

倉敷中央病院.内分泌代謝・リウマチ内科　　　.澤井　瑠一　他

P6-4-3 複数の手術の後に褐色細胞腫と診断された神経線維腫症I型の1例
大阪赤十字病院　　　.櫻井　　絢　他

P6-4-4 慢性腎不全を合併した正常血圧褐色細胞腫の一例
独立行政法人.国立病院機構.別府医療センター.臨床研修部　　　.中山　立慈　他

P6-4-5 当院で経験した褐色細胞腫・傍神経節腫の全エクソーム解析とin�silico解析
山梨県立中央病院.糖尿病内分泌内科／山梨県立中央病院.ゲノム解析センター　　　.祢津　昌広　他

P6-4-6 演題取り下げ

P6-4-7 心原性ショックで搬送され救命しえた褐色細胞腫クリーゼの1例
国立国際医療研究センター病院.糖尿病内分泌代謝科　　　.石塚　行子　他

P6-4-8 PETとMIBGシンチ集積が解離した両側褐色細胞腫・腹部パラガングリオーマのSDHD遺伝
子異常を有する家族例

千葉大学医学部附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科／.
千葉大学大学院医学研究院.内分泌代謝・血液・老年内科学　　　.類家裕太郎　他

ポスター36：副腎5 褐色細胞腫2

P6-5-1 診断基準を満たさない褐色細胞腫2症例におけるMRI所見の重要性
信州大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌代謝内科　　　.唐澤　崇之　他

P6-5-2 心不全合併によりαブロッカーの増量が困難であり、メチロシンの併用を必要とした褐色細
胞腫の1例

大阪大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌・代謝内科　　　.原　　知之　他

P6-5-3 術前に傍神経節腫瘍との鑑別が困難であった神経鞘腫の1例
小牧市民病院.糖尿病・内分泌内科　　　.落合　啓史　他

P6-5-4 カテコラミン軽度上昇を呈するMIBG両側副腎集積例の検討
神戸大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.稲葉　惟子　他
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P6-5-5 高血糖高浸透圧症候群（HHS）を契機に診断し、術前後の血糖コントロールを比較し得た褐
色細胞腫合併1型糖尿病の一例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター.
JA茨城県厚生連総合病院水戸協同病院.内分泌代謝・糖尿病内科　　　.山本　由季　他

P6-5-6 カテコールアミン過剰産生を伴わない褐色細胞腫の臨床的特徴の解析
京都大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌・栄養内科　　　.川島　彰透　他

P6-5-7 MIBGシンチで褐色細胞腫のみならず甲状腺に集積を認めたvon�Hippel-Lindau病の一例
関西医科大学.第二内科　　　.向井　千賀　他

P6-5-8 GISTが疑われた131I-MIBGシンチグラフィ陰性のparagangliomaの一例
藤田医科大学.医学部.内分泌・代謝内科学　　　.淺田　陽平　他

ポスター37：副腎6 褐色細胞腫3

P6-6-1 当院PPGL症例におけるメチロシンの使用経験
神戸大学医学部付属病院　　　.松本　梨佐　他

P6-6-2 増悪する浮腫と右肩痛を契機に悪性褐色細胞腫の診断に至り、カテコラミン依存性の難治性
便秘に対しフェントラミンが奏効した1例

市立池田病院　　　.吉田　侑佳　他

P6-6-3 褐色細胞腫に合併した糖代謝異常の病態解析
千葉大学大学院.医学研究院.分子病態解析学／.

千葉大学医学部附属病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.橋本　直子　他

P6-6-4 SDHB染色陰性の孤発性パラガングリオーマ（PGL）の一例
静岡県立総合病院.糖尿病・内分泌代謝センター　　　.早房　　良　他

P6-6-5 本邦における褐色細胞腫・パラガングリオーマの遺伝学的背景および遺伝子型と表現型の関連
筑波大学.医学医療系.臨床検査医学・スポーツ医学　　　.與那嶺正人　他

P6-6-6 CVD療法が奏効し、治療中断後も1年以上病態の改善がみられた悪性パラガングリオーマの
一例

慶應義塾大学病院.腎臓内分泌代謝内科　　　.水谷　洋佑　他

P6-6-7 褐色細胞腫を合併した妊婦の一例
東京女子医科大学.高血圧.内分泌内科　　　.木村　美和　他

P6-6-8 術前機能評価が困難であった多発性内分泌腫瘍症2A型（MEN2A）に伴う褐色細胞腫の1例
東京女子医科大学.医学部　　.大久保百合花　他

P6-6-9 診断に難渋した異所性ACTH症候群（EAS）を合併した褐色細胞腫の1例
東京医科歯科大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌・代謝内科　　　.森　　祥子　他

ポスター38：副腎7 その他1

P6-7-1 アンドロゲン不応症と考えられていた成人17α水酸化酵素欠損症の一例
東京慈恵会医科大学.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.春日　英里　他

P6-7-2 術後にミトタン単独療法を行い、2年間再発を認めていない副腎皮質癌の一例
佐賀県医療センター.好生館　　　.吉村　　達　他

P6-7-3 潜在性肺結核の治療中断後に発症した結核性アジソン病と考えられた1例
医療法人社団.誠馨会.千葉メディカルセンター.内科　　　.齋藤　佳子　他
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P6-7-4 Beckwith-Wiedemann症候群に伴うホルモン産生を認めたadrenal�cytomegaly�の一例
日本大学.医学部附属.板橋病院.小児科　　　.青木　政子　他

P6-7-5 肝腫瘤として発見された副腎遺残腫瘍の1例
高知大学.医学部.内分泌代謝・腎臓内科　　　.安田早佑理　他

P6-7-6 多発性硬化症に低Na血症を契機に診断された原発性副腎皮質機能低下症を合併した一例
東京女子医科大学病院.高血圧・内分泌内科　　　.伊澤真紀子　他

P6-7-7 高度肥満・性腺機能低下を来した21-水酸化酵素欠損症成人男性の1例
岡山大学病院.総合内科・総合診療科　　　.山本紘一郎　他

P6-7-8 尿中コルチゾール/アルドステロン比を用いた代謝・炎症評価への有用性
岡山大学病院.総合内科・総合診療科　　　.大塚　勇輝　他

P6-7-9 腎性尿崩症を合併した5型Bartter症候群の一例
一宮市立市民病院.糖尿病内分泌内科　　　.山口麻里子　他

ポスター39：副腎8 その他2

P6-8-1 非結核性抗酸菌症によるAddison病と考えられた一例
川崎医科大学附属病院　　　.大西　真奈　他

P6-8-2 12年間の観察期間を経て腫瘍増大をきたしコルチゾール産生副腎皮質癌と診断された1例
横浜市立みなと赤十字病院.内分泌内科　　　.長瀬　恵美　他

P6-8-3 Cushing症候群とCushing病を同時に発症した一例
近江八幡市立綜合医療センター.代謝・内分泌内科／.

近江八幡市立総合医療センター.小児科　　　.中村　高秋　他

P6-8-4 当院における21-水酸化酵素欠損症3例の周産期管理
愛媛大学.医学部.産婦人科　　　.内倉　友香　他

P6-8-5 概日リズム内での唾液コルチゾール濃度自動測定法による女子長距離走選手の運動誘発スト
レス評価

群馬大学大学院.臨床検査医学　　　.常川　勝彦　他

P6-8-6 特発性好酸球増多症を併発した原発性副腎不全の一例
福岡徳洲会病院.心療内科・内分泌・糖尿病内科　　　.千田　友紀　他

P6-8-7 原発性副腎機能不全を呈した副腎原発悪性リンパ腫の一例
りんくう総合医療センター.糖尿病・内分泌代謝内科　　　.伊藤　博崇　他

P6-8-8 高ACTH血症と両側副腎腫大を呈したCorticosteroid-Binding�Globulin�（CBG）欠損症の一例
磐田市立総合病院.糖尿病・内分泌内科　　　.飯野　和美　他

P6-8-9 腎尿細管細胞内NFAT5の塩分感受性高血圧への関与の検討
熊本大学病院.腎臓内科　　　.平松　晶子　他

P6-8-10 くも膜下出血を機に発見されたコルチゾール産生副腎癌の1例
東京女子医科大学病院.高血圧・内分泌内科　　　.石川　　透　他
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ポスター40：脂質代謝1 基礎・臨床

P7-1-1 骨格筋由来生理活性物質アイリシンの腎集合管細胞に対する効果
東北大学.大学院医学系研究科.内分泌応用医科学分野／.

東北医科薬科大学.医学部.内科学第三（腎臓内分泌内科）　　　.廣瀬　卓男　他

P7-1-2 新規骨格筋衛生細胞発現遺伝子R3h�domain�containing�like�の肝脂肪酸代謝に対する影響
国際医療福祉大学.医学部.糖尿病・代謝・内分泌内科学　　　.竹本　　稔　他

P7-1-3 AGE-RAGE�Axsisは酸化ストレスを誘導しCdk5-CD36を介しマクロファージ泡沫化を促進
する�

昭和大学大学院.医学研究科.内科学講座.糖尿病・代謝・内分泌部門　　　.八島　広典　他

P7-1-4 全身性エリテマトーデスにおける免疫細胞内脂肪酸組成の意義の解明
名古屋大学.環境医学研究所.分子代謝医学分野　　　.伊藤　綾香　他

P7-1-5 ミネラルコルチコイド受容体によるApoC3プロモーター転写制御機構の解明
群馬大学大学院.医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.吉岡　誠之　他

P7-1-6 2型糖尿病併発高中性脂肪血症患者へのペマフィブラート使用経験
公立富岡総合病院.内科／群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科　　　.植原　正也　他

P7-1-7 2型糖尿病合併高トリグリセリド血症男性症例におけるベザフィブラートからペマフィブ
ラートへの切替効果の検討

熊谷ディアベテスクリニック　　　.齊藤　智之　他

P7-1-8 冠動脈CTアンギオグラフィー（CCTA）を用いたエボロクマブの冠動脈不安定プラークに
対する投与効果の解析

千葉県循環器病センター内科　　　.平井　愛山　他

P7-1-9 著明な高トリグリセリド血症により急性膵炎を発症した2型糖尿病ケトアシドーシスの一例
高崎総合医療センター　　　.吉川　将史　他

ポスター41：消化管・肝臓内分泌代謝1 基礎

P8-1-1 中鎖脂肪酸受容体を介した新規代謝調節機構の解明
東京農工大学.大学院農学研究院　　　.北野（大植）隆司　他

P8-1-2 Canagliflozinは高血糖を有するNASH/HCC�model�mouseにおいて脂肪肝・線維化の抑制・
細胞周期の抑制を介して肝癌発症を抑制する

獨協医科大学.内分泌代謝内科　　　.相良　匡昭　他

P8-1-3 CCKレポーターマウスのI細胞における栄養素感知関連分子の遺伝子解析
京都大学大学院.医学研究科.糖尿病・内分泌・栄養内科学　　　.加藤　朋子　他

ポスター42：小児1 小児内分泌代謝1

P9-1-1 Effect�of�4-phenylbutyrate�and�valproate�on�dominant�variants�of�WFS1�gene�in�Wolfram�
syndrome

自治医科大学小児科　　　.田島　敏広　他

P9-1-2 ターナー症候群女児の視機能と視覚認知を含む脳・認知機能の検討
秋山成長クリニック　　　.荒木久美子　他
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P9-1-3 初診時正常であった血清Mgが8年の経過にて低下したGitelman症候群の一例
汐田総合病院小児科　　　.冨澤　明子　他

P9-1-4 エクルーシス試薬を用いたECLIA法による測定でACTH偽低値を認めた1女児例
JR仙台病院.小児科　　　.箱田　明子　他

P9-1-5 CYP21A2広範囲欠失に伴うTBNX部分欠失が同定された21水酸化酵素欠損症の男児例
県立広島病院成育医療センター小児科　　　.宇都宮朱里　他

P9-1-6 下垂体腫大を認めたアンドロゲン産生副腎腫瘍の女児
富山大学附属病院.小児科　　　.寺下新太郎　他

P9-1-7 副腎関連検査値の判断に苦慮し診断に難渋した副腎皮質機能低下症の男児例
千葉大学大学院医学研究院小児病態学　　　.今田　　寛　他

P9-1-8 IGF1受容体遺伝子異常症に対するGH治療の有効性
鳥取大学.医学部.周産期・小児医学分野　　　.鞁嶋　有紀　他

P9-1-9 思春期に男性化徴候が進行し診断された5α還元酵素欠損症の一例
北海道大学.医学部.小児科　　　.中山加奈子　他

P9-1-10 当院における代謝・内分泌疾患トランジション外来の設立
山梨大学.医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科　　　.遠藤　愛梨　他

P9-1-11 造血細胞移植により成長率が著しく改善したLIG4症候群の2例
東京医科歯科大学大学院.医歯学総合研究科.発生発達病態学分野　　　.安達恵利子　他

P9-1-12 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1例�
長崎大学病院.小児科　　　.本川未都里　他

ポスター43：小児2 小児内分泌代謝2

P9-2-1 ミトコンドリア疾患における内分泌機能と出生後成長障害に関する検討
山梨大学.医学部　　　.矢ヶ崎英晃　他

P9-2-2 10歳時に全身色素沈着と低Na血症を契機に診断に至った先天性副腎低形成症の男児例
東北大学.大学院医学系研究科.小児病態学分野　　　.鈴木　　大　他

P9-2-3 新型コロナウィルス流行拡大防止のための外出自粛によって発症したビタミンD欠乏性くる
病の一例

地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院小児科　　　.折山　恭子　他

P9-2-4 原発性卵巣機能不全を呈したvanishing�white�matter�diseaseの15歳、女子の一例
沖縄県立中部病院　　　.金城さおり　他

P9-2-5 他科、他医療機関から小児科内分泌グループに紹介となった成人患者の検討
岡山大学病院.小児科　　　.二川奈都子　他

P9-2-6 Indian�hedgehog�gene（IHH）ヘテロ接合性変異による低身長の姉妹例
茨城県立こども病院.小児科　　　.小笠原敦子　他

P9-2-7 乳児期に体長のLagging�down現象を認め低血糖を契機に成長ホルモン分泌不全症と診断さ
れた水頭症の1歳男子

東京都立大塚病院.小児科／慶應義塾大学医学部.小児科学教室　　　.宗永　健志　他

P9-2-8 小児思春期糖尿病におけるTime�in�Range�とHbA1cの関連およびその個人差の検討
埼玉医科大学病院.小児科　　　.川名　　宏　他
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P9-2-9 P450オキシドレダクターゼ欠損症の1例
自治医科大学小児科　　　.小熊真紀子　他

P9-2-10 結節性硬化症に高インスリン性低血糖症、斜台部脊索腫術後複合型下垂体機能低下症を合併
した1例

成育医療研究センター　　　.永田　知裕　他

P9-2-11 母体バセドウ病から出生した新生児23例の検討
東北大学病院　　　.三浦　啓暢　他

P9-2-12 STAR遺伝子p.Arg272Cysを認めた非古典型先天性リポイド過形成症の1男児例
SUBARU健康保険組合.太田記念病院　　　.草野知江子　他

ポスター44：生殖内分泌・更年期・性ステロイド1

P10-1-1 転写因子Wilms�tumor�1（WT1）は子宮内膜間質細胞脱落膜化における脂質蓄積を制御する
山口大学.医学部.産婦人科　　　.田村　　功　他

P10-1-2 転写共役因子PGC1αはC/EBPβ,�p300�と転写複合体を形成しエピゲノム変化を誘導するこ
とで脱落膜化に貢献する

山口大学大学院.医学系研究科.産科婦人科学講座　　　.高木　遥香　他

P10-1-3 卵胞ステロイド合成系における時計遺伝子Clockと転写因子NR5A2の関与
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科.総合内科学　　　.須山　敦仁　他

P10-1-4 グルココルチコイドによる卵胞顆粒膜細胞のステロイド合成調節とBMP-15の関与
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科.産科・婦人科学　　　.樫野　千明　他

P10-1-5 ラット卵巣顆粒膜細胞におけるethanolによるFSH作用増強の可能性
東京慈恵会医科大学.産婦人科学講座　　　.笠原　佑太　他

P10-1-6 Gonadotropin�releasing�hormoneによる動脈硬化/代謝異常惹起作用の解明
久留米大学医学部.内科学講座.内分泌代謝内科部門　　　.永山　綾子　他

P10-1-7 羊膜細胞におけるActivin�A産生への炎症性サイトカインの影響
群馬大学.大学院.保健学研究科.生体情報検査科学講座　　　.甕　加央梨　他

P10-1-8 セルトリ細胞特異的Nr5a1ノックアウトマウスの生殖腺分化
愛知学院大学.歯学部.解剖学講座　　　.池田やよい　他

P10-1-9 PSAスーパーエンハンサー上でのアンドロゲン誘導性enhancer�RNA群の機能とアンドロゲ
ン受容体の会合

医療創生大学.大学院.生命理工学研究科／.
公益法人ときわ会先端医学研究センター／福島県立医科大学医学部　　　.加藤　茂明　他

P10-1-10 子宮内膜症におけるダイゼインリッチイソフラボンアグリコン（DRIAs）によるHSD17β1�
の抑制

京都府立医科大学大学院.医学研究科.女性生涯医科学　　　.高岡　　宰　他

P10-1-11 マウスES細胞を用いたキスペプチンニューロンを含む視床下部弓状核の分化誘導法の検討
名古屋大学大学院医学系研究科.産婦人科　　　.三宅　菜月　他
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ポスター45：生殖内分泌・更年期・性ステロイド2

P10-2-1 抗ヒトERβ特異的モノクローナル抗体（PPZ0506）を用いたラットERβタンパク質に対する
免疫組織化学検出法の最適化

日本医科大学大学院.医学研究科.解剖学・神経生物学分野　　　.服部裕次郎　他

P10-2-2 クラインフェルター症候群（Klinefelter�syndrome:�KFS）における血清テストステロン
（Testosterone:�T）1ng/ml以下の患者における顕微鏡下精巣内精子回収法（Microdissection�
Testicular�Sperm�Extraction:�MD-TESE）前後の血清T値の変動とTESEの成績についての
検討

獨協医科大学埼玉医療センター　　　.上村慶一郎　他

P10-2-3 ダイゼインリッチイソフラボンアグリコンの血管内皮接着分子発現および単球接着への影響
京都府立医科大学.大学院女性生涯医科学　　　.大谷　真弘　他

P10-2-4 β-エンドルフィン-μオピオイド受容体シグナリングはグルコース利用阻害による生殖機能
抑制を仲介する

名古屋大学大学院.生命農学研究科　　　.土田　仁美　他

P10-2-5 早期閉経を契機に診断され特徴的な身体所見に乏しい45X/47XXXモザイクTurner症候群の
一例

宮崎大学.医学部.附属病院　　　.内田　泰介　他

P10-2-6 思春期発来前の性器出血を契機に診断に至った45,X/46,X,idic(Yq)混合型性線異形成の6歳女児
群馬大学大学院.医学系研究科.小児科学／利根中央病院.小児科　　　.和田　　綾　他

P10-2-7 経口抗アンドロゲン剤単剤にて血中テストステロン値が去勢域となった前立腺癌患者の検討
沖縄徳洲会南部徳洲会病院.泌尿器科　　　.向山　秀樹　他

P10-2-8 高度肥満改善中にエナルモン開始し肺塞栓を生じたクラインフェルター症候群（KS）の一例
多摩北部医療センター内分泌・代謝内科　　　.久場　赳志　他

P10-2-9 視床下部性無月経と甲状腺機能低下症を呈した同胞例
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科.産科婦人科学　　　.光井　　崇　他

P10-2-10 潰瘍性大腸炎と非機能性下垂体腺腫を合併したKlinefelter症候群の一例
JA神奈川県厚生連相模原協同病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.林　　寛仁　他

P10-2-11 下垂体炎による軽度の高プロラクチン血症が疑われた不妊症の1例
島根県立中央病院.内分泌代謝科　　　.並河　哲志　他

ポスター46：ホルモンと腫瘍1

P11-1-1 肺癌培養細胞において抗がん剤により可溶型(P)RRが増加する
東北大学.大学院医学系研究科.内分泌応用医科学分野　　　.樫尾柚梨菜　他

P11-1-2 残存腫瘍に対するメチラポン治療中に副腎不全に至り、ACTHとコルチゾール値に乖離を認
めた異所性ACTH症候群の一例

慶應義塾大学.医学部.腎臓内分泌代謝内科　　　.杉田絵里那　他

P11-1-3 乳癌細胞におけるインスリンの細胞増殖への効果と（プロ）レニン受容体の関与の検討
東北大学大学院.医学系研究科　　　.佐藤　重光　他

P11-1-4 ソマトスタチン受容体シンチグラフィが診断に有用であった肺カルチノイドによる周期性
ACTH依存性クッシング症候群の1例�

新潟大学医歯学総合病院　　　.金子　正儀　他
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P11-1-5 2歳で思春期早発症を発症した卵巣若年性顆粒膜細胞腫の術後1年までの経過
群馬大学大学院.医学系研究科.小児科学　　　.濱嶋　恵美　他

P11-1-6 ASVSにて膵・消化管NETの切除範囲を決定したMEN1の一例
大阪大学.大学院.医学系研究科.内分泌・代謝内科学　　　.長江　亮太　他

P11-1-7 間欠性ホルモン変動を伴った異所性ACTH産生縦隔腫瘍の一例
東京女子医科大学.高血圧・内分泌内科　　　.堀内咲由莉　他

P11-1-8 免疫染色スコアリング、遺伝子解析を用いた膵神経内分泌腫瘍特性の検討
千葉大学大学院医学研究院.内分泌代謝・血液・老年内科学／.

千葉大学大学院医学研究院.分子病態解析学　　　.河野　聡美　他

P11-1-9 鞍上部胚細胞腫瘍治療前後のデスモプレシン補充量の変化
兵庫県立こども病院.代謝内分泌科　　　.三星　アカリ　他

P11-1-10 多発肺転移を契機に診断された副腎皮質癌の1例
久留米大学.医学部.内科学講座.内分泌代謝内科　　　.森高かの子　他

P11-1-11 腎移植後男性更年期障害（LOH症候群）の1例
愛媛大学.泌尿器科　　　.宮内　勇貴　他

P11-1-12 メトクロプラミド単回投与で周期性クッシング症候群の再燃をきたした一例
弘前大学.医学部附属病院.内分泌代謝内科　　　.浅利ゆう子　他

P11-1-13 MEN1型に対する手術加療後に多彩な合併症を呈した一例
和歌山県立医科大学附属病院.糖尿病内分泌代謝内科　　　.辻　　智也　他

P11-1-14 免疫チェックポイント阻害薬を用いた進行がん治療に合併する内分泌疾患への影響�
―ACTH単独欠損症・劇症1型糖尿病発症症例と糖尿病の改善症例―

東邦大学医療センター大橋病院.糖尿病・代謝・内分泌内科　　　.岡畑　純江　他

ポスター47：その他1

P12-1-1 人間ドック受診者において血清尿酸値は血漿中XOR活性と独立して酸化ストレス指標と関連
する

大阪市立大学大学院医学研究科.代謝内分泌病態内科学　　　.吉田　　潮　他

P12-1-2 免疫チェックポイント阻害薬使用中に甲状腺中毒症と副腎不全を合併した2症例
筑波大学医学医療系.内分泌代謝・糖尿病内科　　　.松本　なこ　他

P12-1-3 倦怠感と肝機能障害を契機に発見されたSchmidt症候群の1例
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科.総合内科学／三豊総合病院.内科　　　.安田　美帆　他

P12-1-4 TAK1阻害による炎症性サイトカイン誘導性骨格筋萎縮の改善
徳島大学.大学院医歯薬学研究部.生体機能解析学分野　　　.金井　麻衣　他

P12-1-5 高血圧を合併する高尿酸血症でのドチヌラドの抗動脈硬化作用
東北公済病院内科　　　.山岸　俊夫　　

P12-1-6 生活習慣病患者の歩行速度は骨格筋量よりも筋力が規定する
阿南医療センター.内科　　　.金子　遥祐　他

P12-1-7 低Mg血症を背景に低K血症、低Ca血症を呈したアルコール多飲の1例
名古屋記念病院.代謝内分泌内科　　　.川崎　奈那　他

P12-1-8 AITS�1.1:�甲状腺機能異常判別人工知能システムの改良
株式会社コスミックコーポレーション　　　.胡　　　旻　他
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P12-1-9 スポーツにおける内分泌関連薬乱用についての意識調査-内分泌代謝科専門医を対象にー
十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科　　　.高橋　正人　他

P12-1-10 Fyn-STAT3はオートファジーを介してサルコペニアを引き起こすか？
群馬大学大学院医学系研究科.内分泌代謝内科学　　　.山田英二郎　他

ポスター48：その他2

P12-2-1 免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害の発症頻度：福島県立医科大学における検討
福島県立医科大学.糖尿病内分泌代謝内科学講座　　　.齋藤　　悠　他

P12-2-2 女性の各閉経期における基準範囲内の血清TSHのカットオフ値と頸動脈硬化の関連
群馬大学大学院.医学系研究科.臨床検査医学　　　.坂巻　浩二　他

P12-2-3 終末糖化産物受容体（RAGE）はグルココルチコイドによる骨格筋委縮に関与する
兵庫医科大学.内科学.糖尿病内分泌・免疫内科　　　.庄司　拓仁　他

P12-2-4 ヒトiPS細胞から分化誘導したEPO産生細胞を用いたレチノイン酸によるEPO産生制御機構
の解明

関西医科大学.医学部.iPS・幹細胞再生医学講座　　　.人見　浩史　他

P12-2-5 肺小細胞癌に合併した抗利尿ホルモン不適切分泌症候群（SIADH）に対してトルバプタンを
導入し、化学療法中の血清Naのコントロールに有効であった一例

藤枝市立総合病院.糖尿病・内分泌内科　　　.今井ゆき子　他

P12-2-6 当院における免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害に関する検討
岐阜大学医学部附属病院.産婦人科　　　.磯部　　晶　他

P12-2-7 人工股関節全置換術を契機としてアルカプトン尿症と診断された57歳の症例報告
佐世保中央病院.内分泌・糖尿病センター　　　.渡部　太郎　他

P12-2-8 癌に対するプロレニン受容体抗体治療の開発
香川大学.医学部.薬理学　　　.西山　　成　他

P12-2-9 神経性食思不振症に腎障害と著明な高カルシウム血症を合併した1例
日本赤十字社医療センター.糖尿病内分泌科　　　.詫摩　晃大　他

P12-2-10 ニボルマブ投与後に同時期に破壊性甲状腺炎、�1�型糖尿病、下垂体機能低下症をきたした1�例
新潟大学医歯学総合病院.血液・内分泌・代謝内科　　　.齋藤　啓輔　他


