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01 a90062 優秀演題賞選考セッション 9：10-9：50 第1会場（ギャラリー1）
男性型脱毛を契機に診断されたアンドロゲン産生卵巣性索間質性

腫瘍の1例

02 a90043 優秀演題賞選考セッション 9：10-9：50 第1会場（ギャラリー1）
ランゲルハンス細胞組織球症による骨破壊にTh17細胞の関与が

示唆された1例

03 a90052 優秀演題賞選考セッション 9：10-9：50 第1会場（ギャラリー1）
中高年男性の低SHBG血症 はメタボリック症候群発症の予測因子

（６年間の縦断研究）

04 a90059 優秀演題賞選考セッション 9：10-9：50 第1会場（ギャラリー1）
McCune-Albright症候群におけるdroplet digital PCRを用いた末

梢血GNAS遺伝子体細胞変異検出

05 a90026 若手奨励賞（YIA）セッション 9：50-10：20 第1会場（ギャラリー1） McCune-Albright症候群に合併した先端巨大症の1例

06 a90054 若手奨励賞（YIA）セッション 9：50-10：20 第1会場（ギャラリー1） 先端巨大症に対するガンマナイフ療法の治療成績

07 a90051 若手奨励賞（YIA）セッション 9：50-10：20 第1会場（ギャラリー1） 頚部の自発痛や圧痛のないatypical subacute thyroiditisの一例

08 a90061 間脳下垂体1 11：10-12：00 第1会場（ギャラリー1）
先端巨大症の主症候を欠く巨大GH産生腫瘍に対し、ランレオチ

ドが奏功した一例

09 a90057 間脳下垂体1 11：10-12：00 第1会場（ギャラリー1）
睡眠時無呼吸に対してCPAP療法開始した後よりIGF1値の改善を

認めた先端巨大症の1例

10 a90063 間脳下垂体1 11：10-12：00 第1会場（ギャラリー1） 先端巨大症術後、後療法の適応が悩まれる2症例

11 a90037 間脳下垂体1 11：10-12：00 第1会場（ギャラリー1）
巨大腺腫であるにも関わらず、頭痛や視野障害を欠いたプロラク

チン産生腫瘍の一例

12 a90058 間脳下垂体1 11：10-12：00 第1会場（ギャラリー1）
SIADHと鑑別を要した、肺癌下垂体転移による汎下垂体機能低下

症の1例

13 a90002 腫瘍 14：20-14：50 第1会場（ギャラリー1）
乳腺線維腺腫が発生したエストロゲン補充療法中のTurner症候群

2例

14 a90038 腫瘍 14：20-14：50 第1会場（ギャラリー1）
絶食試験での低血糖時に血中ケトン体上昇、グルカゴン負荷への

低反応を呈したインスリノーマの一例

15 a90035 腫瘍 14：20-14：50 第1会場（ギャラリー1）
副甲状腺腫に胸腺腫を合併し局在診断に苦慮した副甲状腺機能亢

進症の一例

16 a90071 間脳下垂体2 14：50-15：40 第1会場（ギャラリー1）
重力変化によるマウス視床下部摂食関連ペプチド遺伝子発現の変

化

17 a90011 間脳下垂体2 14：50-15：40 第1会場（ギャラリー1） モデル生物における新規生理活性ペプチドの発見と応用

18 a90036 間脳下垂体2 14：50-15：40 第1会場（ギャラリー1）
エポプロステノール治療中に低血糖を契機に発見された下垂体機

能低下症の一例

19 a90014 間脳下垂体2 14：50-15：40 第1会場（ギャラリー1）
ペムブロリズマブ投与後に視床下部性のACTH単独欠損症を発症

した一例

20 a90050 間脳下垂体2 14：50-15：40 第1会場（ギャラリー1） 成長ホルモン注射により局所の脂肪萎縮を来した1男児例

21 a90030 糖尿病・摂食 17：30-18：10 第1会場（ギャラリー1） 糖尿病の病型別に比較した血糖変動の特徴

22 a90040 糖尿病・摂食 17：30-18：10 第1会場（ギャラリー1）
病病連携により発症から約220日で治癒し得た慢性腎不全合併糖

尿病患者に発症したフルニエ壊疽の一例

23 a90042 糖尿病・摂食 17：30-18：10 第1会場（ギャラリー1）
重度の低カリウム性四肢麻痺を繰り返すアルコール依存患者の治

療過程にRefeeding syndromeによる心停止が考えられた症例

24 a90048 糖尿病・摂食 17：30-18：10 第1会場（ギャラリー1） 高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の有効性の検討

25 a90044 副腎 11：10-12：00 第2会場（ギャラリー2）
高血圧、耐糖能障害を契機に診断し得た褐色細胞腫と先端巨大症

の合併例

26 a90065 副腎 11：10-12：00 第2会場（ギャラリー2）
カテコールアミン高値にて褐色細胞腫を疑われていたが、急性ア

ルコール中毒での救急搬送をきっかけに否定された一例

27 a90045 副腎 11：10-12：00 第2会場（ギャラリー2）
Cushing症候群/Subclinical Cushing症候群における筋肉量に関

与する因子の検討

28 a90041 副腎 11：10-12：00 第2会場（ギャラリー2）
副腎不全の急速な進行が疑われた両側性副腎原発悪性リンパ腫の

一例

29 a90074 副腎 11：10-12：00 第2会場（ギャラリー2）
メチラポン投与下で弁膜症手術を行った両側副腎皮質大結節性過

形成（PMAH）の1例
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30 a90039 甲状腺1 14：20-15：00 第2会場（ギャラリー2） 脳静脈洞塞栓を併発したバセドウ病の1例

31 a90047 甲状腺1 14：20-15：00 第2会場（ギャラリー2）
血漿交換により救命出来た多臓器不全を合併した甲状腺クリーゼ

の一例

32 a90067 甲状腺1 14：20-15：00 第2会場（ギャラリー2）
特発性血小板減少性紫斑病を合併し、131I内用療法で治療した

Basedow病の1例

33 a90068 甲状腺1 14：20-15：00 第2会場（ギャラリー2）
挙児希望に伴うメソトレキサート休薬を契機に無痛性甲状腺炎を

発症しその後妊娠中の管理を行った一例

34 a90053 骨代謝・先天異常 15：00-15：40 第2会場（ギャラリー2）
小児ケルビズムに対する抗RANKLモノクローナル抗体

（Denosumab）の治療効果と安全性

35 a90072 骨代謝・先天異常 15：00-15：40 第2会場（ギャラリー2）
乳歯早期脱落を認め歯牙限局型低ホスファターゼ症と診断した1

男児例

36 a90046 骨代謝・先天異常 15：00-15：40 第2会場（ギャラリー2）
成長ホルモン分泌不全性低身長症の治療中に呼吸不全で診断に

至ったミトコンドリア病の1例

37 a90024 骨代謝・先天異常 15：00-15：40 第2会場（ギャラリー2）
自然発生矮小変異マウスにおける責任遺伝子の同定と内分泌学的

特性の解析

38 a90008 甲状腺2 17：30-18：10 第2会場（ギャラリー2） 甲状腺機能低下によって著明な腹水貯留を来した橋本病の一例

39 a90023 甲状腺2 17：30-18：10 第2会場（ギャラリー2） 全身の著明な筋力低下をきたした甲状腺機能低下症の一例

40 a90066 甲状腺2 17：30-18：10 第2会場（ギャラリー2）  橋本病の家族歴が診断の契機となった精神症状型橋本脳症の1例

41 a90055 甲状腺2 17：30-18：10 第2会場（ギャラリー2）
肝細胞癌に対するレンバチニブ投与により破壊性甲状腺炎とその

後に潜在性甲状腺機能低下症を来たした一例


