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■JR長崎駅から
●路面電車利用 ……「長崎駅前」→（赤迫行き）→「浜口町」下車→徒歩

●長崎バス利用 ……「長崎駅前」→（８番系統下大橋行き（医学部経由））→「医学部前」下車

■JR浦上駅から
●路面電車 …………「浦上駅前」→（赤迫行き）→「浜口町」下車→徒歩

■長崎空港から
●県営バス …………「長崎空港４番のりば」→（昭和町・浦上経由長崎方面行き）→

「浦上駅前」下車→（「JR浦上駅から」へ）

会場までのアクセス
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専斎ホールボードインホール
9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

9：30～11：45 一般口演
間脳・下垂体１ 座長：有田　和徳

間脳・下垂体２ 座長：三宅　育代

間脳・下垂体３ 座長：明比　祐子

間脳・下垂体４ 座長：山口　秀樹

多腺性自己免疫症候群・糖尿病
  座長：加隈　哲也

12：55～13：10 総　　会

9：00～9：20 評議員会

ランチョンセミナー　座長：山下　俊一
共催：コスミック コーポレーション、サンド株式会社
放射線科医の視点から診た甲状腺
疾患の経過観察のポイント

野口病院　放射線科医長　野口　靖志

休　　憩

9：25～9：30 開会挨拶

8月30日土　日程表

13：10～14：55 一般口演
小児内分泌１ 座長：本村　克明

小児内分泌２ 座長：土橋　一重

副甲状腺・骨代謝１ 座長：岡田　洋右

副甲状腺・骨代謝２ 座長：安部　恵代

15：05～17：05 一般口演
甲状腺１ 座長：幸喜　　毅

甲状腺２ 座長：村上　　司

性腺・副腎１ 座長：岡部泰二郎

副腎２　 座長：宮村　信博

17：10～18：10 イブニングセミナー 座長：江口　勝美
共催：第一三共株式会社

メタボリックシンドローム治療の展望
メタボリックドミノからのアプローチ

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科　教授　伊藤　　裕

11：55～12：45 

18：20～19：20 
情報交換会

18：10～18：15 閉会挨拶
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第８回日本内分泌学会九州地方会　会長　 江口　勝美
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・展開医療科学講座（第一内科）

御 挨 拶

　この度、第8回日本内分泌学会九州地方会を平成20年8月30日㈯に長崎

大学医学部良順会館（長崎市）で開催させていただきます。長崎大学医学部

は1857年に創立された長崎医学伝習所を前身とし、昨年150周年を迎える

ことができました。良順会館は長崎大学医学部創立と西洋医学教育発祥の

150周年を記念して設立されたもので、その名前はポンペとともに長崎大学

医学部の創設者である松本良順先生に因んで名付けられたものです。本地方

会を長崎の地、良順会館で開催できることを誠に光栄に存じます。

　日本内分泌学会九州地方会は九州地区の内分泌・代謝学の向上および研究

成果の普及を図り、ひいては医療の発展に貢献することを目的として平成

15年に設立されました。本地方会は平成13年に立ち上げられた九州内分泌

代謝フォーラムを継承したものですが、本年度で第8回を迎えることができ

ました。今回は45題と多くの一般演題のご応募をいただき、何れも興味深く、

重要な知見を有しています。

　特別講演としてランチョンセミナー形式で野口病院放射線科医長　野口靖

志先生に「放射線科医の視点から診た甲状腺疾患の経過観察のポイント」を、

イブニングセミナーでは慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科教授　伊藤

裕先生に「メタボリックシンドローム治療の展望 ̶ メタボリックドミノか

らのアプローチ」を、それぞれ御講演いただきます。講演に引き続いて、

情報交換会を開催いたします。

　最後になりましたが、本年度も多数のご参加を戴き、今後の内分泌学の研

究の発展と診療の向上に寄与できればと念願しております。
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参加者へのお知らせ

1. 参加受付
受付時間：平成20年8月30日 ㈯　9：00～18：00

参加受付：長崎大学医学部　良順会館　１階ロビー

参 加 費：3,000円（学会当日、総合受付で徴収致します。）

 ※内分泌代謝科専門医資格をお持ちの方へ：
 　 受付にて認定更新研修単位登録票（5単位）を発行します。学会

当日中にご提出ください。

 ※日本医師会生涯教育講座3単位の参加証を発行します。

2. ランチョンセミナー　11:55～12：45

　「放射線科医の視点から診た
　　　　　甲状腺疾患の経過観察のポイント」 

 野口病院 放射線科医長　野口靖志 先生 

 共催：株式会社コスミック コーポレーション、サンド株式会社

3.イブニングセミナー　17：10～18：10

　「メタボリックシンドローム治療の展望 
　　　　　－メタボリックドミノからのアプローチ」 

 慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 教授　伊藤　裕 先生 

 共催：第一三共株式会社
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座長および演者の先生へのお知らせ

4. ご案内
1） ランチョンセミナーは良順会館1F　専斎ホールにて開催します。
お弁当をご用意いたします。

2） イブニングセミナー終了後、良順会館1F　専斎ホールにて情報交換会を
開催いたしますので御参加下さい。

3）クローク、ドリンクサービスはございません。

4）長崎大学医学部および附属病院は敷地内禁煙です。

5） 呼び出し：原則として会場内の呼び出しはいたしません。連絡板をご利用
ください。

1）一般演題の口演時間は、発表6分・討論2分（計8分）です。

2）発表機材は PC （Windows 版のみ）のみとなります。 
  発表データ（PowerPoint 形式）を CD‒R に入れ、8月27日㈬までに事務局へ
郵送願います。（〒852‒8501　長崎市坂本1－7－1　長崎大学医学部・歯学
部附属病院　第一内科　宇佐俊郎　宛） 
演者の先生方は学会当日、発表データのバックアップを CD‒R または USB
メモリーにてご持参されることをお勧めいたします。

3） 事前に郵送いただいたデータ（CD‒R）は学会終了後、主催者にて確実に破棄
いたします。

4）演者ご自身で演台上の操作ボタンを操作して発表していただきます。

5）動画をご希望の方は、事前に事務局へ御連絡ください。

6） 発表データに訂正がある場合には、学会当日に演者の先生の責任で変更作業
を御願いします。

［発表データ作成要項］
1）PowerPoint にて作成してください。

2） データファイル名には「演題セッション名」「演題番号」「演者氏名」の順で
タイトルを付けて下さい。（例：甲状腺（1）46 　江口勝美）

3）ファイルサイズは上限10MBで御願いします。

4） 文字フォントは、PowerPoint に設定されている標準的なフォントを推奨いた
します。

 例：［日本語］ MS ゴシック、MSPゴシック、MS明朝など

 　　［英　語］ Times New Roman, Century, Symbol など
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評議委員会のお知らせ

8月30日㈯ 9時より良順会館　1Fの専斎ホールにて評議員会を開催いたします。

評議員の先生方はお集まり下さい。



プログラム
（目次）
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評議員会　専斎ホール　9：00～9：20

開会挨拶　9：25～9：30

 会長：長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座（第一内科）　江口　勝美

間脳・下垂体1　9：30～10：02

 座長：鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科学　有田　和徳 

 01    妊娠16週目に致命的下垂体卒中を発症したプロラクチン産生下垂体腺腫の一症例 

 1）長崎大学大学院 医歯薬総合研究科 病態解析制御学講座 神経病態制御学（脳神経外科）、
2）長崎大学医学部歯学部附属病院 病理部 

 ○氏福健太1）、松尾孝之1）、馬場史郎1）、平尾朋仁1）、林　之茂1）、 
北川直毅1）、陶山一彦1）、林徳眞吉2）、永田　泉1） 

  
 02    成長ホルモン下垂体腺腫を有する閉経前女性の性腺機能に与える手術療法の影響 

 1）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科学、 
2）広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 脳神経外科学 

 ○羽生未佳1）、平野宏文1）、湯之上俊二1）、藤尾信吾1）、有田和徳1）、 
富永　篤2） 

 
  03    先端巨大症と睡眠時無呼吸症候群　－手術後早期の改善効果について－ 

 1）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経外科学、 
2）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 循環器・呼吸器・代謝内科学 

 ○藤尾信吾1）、羽生未佳1）、湯之上俊二1）、平野宏文1）、森　秀樹2）、 
時任紀明2）、木村　崇2）、中崎満浩2）、鄭　忠和2）、有田和徳1） 

 
  04    Double pituitary adenomaを認めた先端巨大症の1例 

 1）久留米大学医学部 内科学講座内分泌代謝内科部門、 
2）久留米大学医学部 脳神経外科 

 ○村石和久1）、加藤智子1）、加藤　全1）、谷　淳一1）、賀来寛雄1）、 
土井　亮2）、宮城尚久2）、田尻祐司1）、広松雄治1）、山田研太郎1） 
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間脳・下垂体2　10：02～10：26

 座長：戸畑共立病院 内分泌代謝科　三宅　育代

   05    ペグビソマントによる治療を行った副腎性 Preclinical Cushing症候群を 
合併した末端肥大症の1例 

 1）国立病院機構 九州医療センター 代謝・内分泌内科、 
2）北九州市立医療センター 脳神経外科 

 ○松田やよい1）、小森圭司1）、丸田哲史1）、坂井義之1）、平松真祐1）、 
小河　淳1）、中垣博之2） 

 
  06    術後に残存が疑われ内服加療をした周期性 Cushing病の一例 

 琉球大学医学部 器官病態医科学講座 内分泌代謝内科学分野（第二内科） 

 ○砂川澄人、難波清隆、中山良朗、宮良あやこ、崎原みち代、神谷乗史、
池間朋巳、幸喜　毅、小宮一郎、高須信行 

 
  07    術後長期間放置され全盲に至ったプロラクチノーマの1例 

 鹿児島大学病院 循環器・呼吸器・代謝内科学 

 ○森　秀樹、有村　洋、木村　崇、中崎満浩、鄭　忠和 
  

間脳・下垂体3　10：26～10：50

 座長：福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科　明比　祐子

 08    増大と縮小を繰り返し汎下垂体機能低下症にいたったラトケ嚢胞の1例 

 1）宮崎大学医学部内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野、 
2）宮崎大学 臨床神経科学講座 脳神経外科学分野、 
3）宮崎大学医学部附属病院 病理部 

 ○米川忠人1）、山口秀樹1）、土持若葉1）、上原久生2）、丸塚浩助3）、 
竹島秀雄2）、中里雅光1） 

  
 09    急激な食欲低下、うつ状態、せん妄を呈した視床下部性下垂体機能低下症の1例 

 国立病院機構 熊本医療センター 内分泌代謝内科 

 ○西岡裕子、児玉章子、高橋　毅、豊永哲至、東輝一朗 

   10    洞不全症候群と房室ブロックを呈した下垂体機能低下症の1例 

 産業医科大学 医学部 第一内科学講座 

 ○山本　直、岡田洋右、谷川隆久、松下幸司、鳥本桂一、森　博子、 
廣瀬暁子、西田啓子、森田恵美子、田中良哉  
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第8回日本内分泌学会九州地方会協賛

 （五十音順／平成20年8月4日現在） 

ご協賛いただきまして誠にありがとうございました。

あすか製薬株式会社

アステラス製薬株式会社

医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院

エ－ザイ株式会社

小野薬品工業株式会社

科研製薬株式会社

株式会社コスミックコーポレーション

協和発酵工業株式会社

社会福祉法人 十善会

第一三共株式会社

大日本住友製薬株式会社

武田薬品工業株式会社

田辺三菱製薬株式会社

中外製薬株式会社

特別医療法人 春回会 長崎北病院

日本イーライリリー株式会社

ノバルティスファーマ株式会社

ノボノルディスクファーマ株式会社

万有製薬株式会社

ファイザー株式会社

持田製薬株式会社

ヤマサ醤油株式会社
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