
熊本代謝内分泌疾患症例検討会演題一覧 

 

第 1 回  平成２０年２月２９日（金）19:00～ 

①『 ダンピング症候群による低血糖にて意識消失を来たした２症例の検討 』 

八代総合病院 糖尿病センター 宮川 克俊 先生 

②『高齢発症劇症１型糖尿病の２例』            熊本大学 代謝内科学 萩原 利奈 先生 

【特別講演】 座長 熊本大学医学薬学研究部 代謝内科学 教授 荒木 栄一 先生 

『2 型糖尿病の病態分類を基盤とした治療戦略の考え方』 

熊本大学大学院医学薬学研究部 病態生化学 教授 山縣 和也 先生 

 

第 2 回 平成２０年５月９日（金）19:00～ 

①『ステロイド糖尿病の治療経験（仮題）』            公立玉名中央病院  松田 浩史 先生 

②『人喰いバクテリアによる敗血症を来した糖尿病の 2 例』 

天草地域医療センター  平島 義彰 先生 

③『アルコール性ケトアシドーシスの治療中に敗血症ショックを来たした 2 型糖尿病の 1 例』 

済生会熊本病院  松尾 靖人 先生 

 

第 3 回 平成２０年７月１１日（金）19:00～ 

①『低 Na 血症を呈した 3 症例』                      熊本大学  井形 元維 先生 

②『腎症、網膜症を伴い短期間に 2 子を分娩した１型糖尿病の経過観察例』 

上天草総合病院  櫨川 岩穂 先生 

③『ステロイド治療後に糖代謝が改善した自己免疫性膵炎の一例』 

ＮＴＴ西日本九州病院  小野 恵子 先生 

 

第 4 回 平成２０年１２月５日（金）19:00～ 

①『 低血糖症を伴った巨大転移性肝腫瘍の１例 』   荒尾市民病院 萩原 利奈 先生 

②『 妊娠糖尿病教育入院クリティカルパス適用 197 症例の特徴に関する検討 』 

熊本医療センター 児玉 章子 先生 

③『生活習慣病予防教室の取り組みとその効果』   和水町立病院 平島 公平 先生 

 

第 5 回 平成２１年２月２７日（金）19:00～ 

①『原発性アルドステロン症自験 27 症例の検討 ～局在診断の重要性について～ 』 

熊本大学 後藤 理英子 先生 

②『感染性腸炎より、糖尿病ケトアシドーシスを発症した一例』 

水俣市立総合医療センター 渡辺 栄一郎 先生 

③『リウマチ性多発筋痛症を合併した糖尿病の一例』 国立病院機構宮崎病院 猪島 俊朗 先生 



第 6 回  平成２１年５月２９日（金）19:00～ 

①『当院における糖尿病性腎症の管理状況』           熊本市民病院  戸高 幹夫 先生 

②『大腿骨頸部骨折をきたしたⅠ型糖尿病 22 歳女性の１例』 

高千穂町国保病院  和氣 仲庸 先生 

③『糖尿病とＣＯ２ナルコーシスを合併した肺結核症患者の一例』 

天草市立栖本病院 山元 章 先生 

 

第 7 回 平成２１年９月４日（金）19:00～ 

①『周期性四肢麻痺を契機に発見された機能性甲状腺癌の１例』 

国立病院機構熊本再春荘病院  蛯原 賢司 先生 

②『血糖コントロールの改善により低下した CA19-9 著明高値 2 型糖尿病の一例』 

熊本地域医療センター 笹原 誉之 先生 

③『高中性脂肪血症を来した２例』                  人吉総合病院  野田 秀幸 先生 

 

第 8 回 平成２１年１２月４日（金）19:00～ 

①『心疾患を契機に診断に至った特発性副甲状腺機能低下症の２例』 

大牟田天領病院 黒田 英作 先生 

②『薬剤性低血糖の症例』                植木町国民健康保険植木病院 勇 聡 先生 

③『糖尿病とＣＯ₂ナルコーシスを合併した肺結核症患者の 1 例』 

天草市立栖本病院 山元 章 先生 

 

第 9 回 平成２２年２月２６日（金）19:00～ 

①『時々遭遇する症例～院内発症の高血糖浸透圧昏睡～』                              

熊本労災病院 糖尿病代謝内科 部長 金子 健吾 先生 

②『プランマー病にバセドウ病を合併した 1 型糖尿病の一例』                              

人吉総合病院 代謝内科 部長 野田 秀幸 先生 

③『副腎静脈サンプリングで診断し得た２症例－原発性アルドステロン症合併クッシング症候群 

および両側微小腺腫が疑われる特発性アルドステロン症－』        

                  熊本大学医学部附属病院 代謝・内分泌内科学 榊田 光倫 先生 

【話題提供】『新しい糖尿病診断基準案について』                

    熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 教授 荒木 栄一 先生 

 

 

 

 

 



第 10 回 平成２２年６月１１日（金）19:00～ 

①『糖尿病足壊疽の症例と当院でのフットケアへの取り組み』                              

公立玉名中央病院 代謝内科 市原 ゆかり 先生 

②『一過性の甲状腺機能亢進症と高カルシウム血症を認めた 

ラトケ嚢胞による下垂体機能低下症の一例』                            

大分県立病院 内分泌代謝内科 中丸 和彦 先生 

 

第 11 回 平成２２年 ９月 ３日（金）19:00～ 

①『インスリン抗体強陽性者の一例』           宇城市民病院 内科部長 進藤 聡 先生 

②『2 型糖尿病発症後 3 年間放置された 11 才女児の一例』                         

天草地域医療センター 代謝内科 部長 平島 義彰 先生 

 

第 12 回平成２２年 １１月 １２日（金）19:00～ 

①急激な発症経過を取り、病型診断に苦慮した糖尿病の 1 例』        

                             八代総合病院 糖尿病センター 佐田 公範 先生 

②『当院におけるビクトーザを用いた２型糖尿病の症例』 

                               菊池郡市医師会立病院 内科 児島 協 先生 

 

第 13 回平成２３年 ２月 ２５日（金）19:00～ 

①『悪性リンパ腫を合併した抗インスリン抗体強陽性２型糖尿病の 1 例』        

                  熊本大学医学部附属病院 代謝・内分泌内科 古賀 荒太郎 先生 

②『当院で入院加療を行った低血糖症例の検討』 

              国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科 島川 明子 先生 

③『高齢者へのメトホルミン投与前後における乳酸値の変化』                              

上天草市立上天草総合病院 代謝内科医長  山城 武司 先生 

 

第 14 回平成２３年 ６月 １０日（金）19:00～ 

①『腸管気腫を伴った２型糖尿病の２例』 

 済生会熊本病院 腫瘍・糖尿病センター医長 松尾 靖人 先生 

②『分子標的薬治療後に糖代謝が著名に改善した一例』 

NTT 西日本九州病院 内科 米村 瞳 先生 

③『コリン作動性クリーゼの１例』             荒尾市民病院 代謝内科 小野 薫 先生 

 

 

 

 



第１５回平成２３年 ９月３０日（金）19:00～ 

①『クッシング症候群の手術後にリウマチ症状が顕在化した症例』 

水俣市立総合医療センター 糖尿病内分泌センター 山田 沙梨恵 先生 

②『住民健診後の７５ｇOGTT の結果と考察』 

和水町立病院 副院長 平島 公平 先生 

③『プロラクチン産生腫瘍が判明した２型糖尿病の１例』 

国立病院機構宮崎病院 糖尿病・代謝内科 猪島 俊朗 先生 

 

第１６回平成２３年１１月１８日（金）19:00～ 

①『ITP 及び TTP に合併した劇症 1 型糖尿病の 1 例』 

                    熊本大学医学部附属病院 代謝・内分泌内科 梶原 伸宏 先生 

②『切迫早産治療中に著しいインスリン抵抗性を呈した 2 症例』 

熊本市民病院 代謝内科 医長 櫨川 岩穂 先生 

③『インスリン治療からインクレチン治療に変更した症例』 

高千穂町国民健康保険病院 内科 主任内科医長 和氣 仲庸 先生 

 

第１７回平成２４年３月９日（金）19:00～ 

①『インスリン及び経口血糖降下剤多剤併用療法でも行き詰った 

高度肥満2型糖尿病患者に対するGLP-1アナログ皮下注射（リラグルチド）の使用経験（2例）』        

              熊本市医師会立熊本地域医療センター 代謝内科部長 笹原 誉之 先生 

②『糖尿病教育入院における 2 回食の試み』    熊本市立植木病院 内科 一森 伸二  先生 

 

③『粟粒結核を発症した 2 型糖尿病』         天草市立栖本病院 院長 水流添 覚  先生 

 

第１８回平成２４年７月１３日（金）19:00～ 

①『両側副腎腫瘍により、アジソン病を来たした 2 型糖尿病の１例』  

熊本再春荘病院 代謝内科 蛯原 賢司 先生 

②『肺ノカルジア症と Cushing 症候群を合併した 2 型糖尿病の 1 例』 

熊本労災病院 糖尿病代謝内科 部長 金子 健吾 先生 

③『甲状腺悪性疾患の 2 例』 

社会保険大牟田天領病院 糖尿病内分泌代謝内科 部長 黒田 英作 先生 

 

 

 

 

 



第１９回平成２４年９月１４日（金）19:00～ 

① 『浸潤性膀胱癌を合併したサブクリニカルクッシング症候群の一例』        

大分県立病院 内分泌代謝内科 副部長 中丸 和彦 先生 

② 『当院外来糖尿病患者の腎症解析と透析予防指導の現況』 

公立玉名中央病院 代謝内科 部長 松田 浩史 先生 

③ 『メトホルミンの抗腫瘍効果と考えられた肺癌合併 2 型糖尿病の 1 例』 

健康保険八代総合病院 糖尿病センター 医長 大磯 洋 先生 

 

第２１回平成２５年３月８日（金）19:00～ 

①『 終診断が 123I-MIBG シンチグラフィーの結果と異なった副腎腫瘍の 2 症例』        

熊本大学医学部附属病院 代謝・内分泌内科 田中 里奈 先生 

②『バセドウ病及び 2 型糖尿病治療中に発症した ANCA 関連腎炎の 1 例』 

済生会熊本病院 腫瘍・糖尿病センター 医長 松尾 靖人 先生 

③『筋強直性ジストロフィーに合併した原発性副甲状腺機能亢進症の一例』 

国立病院機構熊本南病院 代謝内科 医長 田口 哲也 先生 

 

第２２回平成２５年９月２０日（金）19:00～ 

①『高 CK 血症を合併した ACTH 単独欠損症』   

山鹿市民医療センター 代謝内科長 村田 雄介 先生 

② 『ウェルニッケ脳症を来したメトホルミン内服高齢者の一例』 

上天草総合病院 代謝内科 部長 山城 武司 先生 

③『低Ｎａ血症後に著明な高ＣＰＫ血症を生じた一症例』 

健康保険人吉総合病院 代謝内分泌内科 部長 野田 秀幸 先生 

 

第２３回平成２５年１１月１５日（金）19:00～ 

①『ジアゾキシドで治療した高齢インスリノーマの一例』        

国立病院機構 熊本医療センター糖尿病・内分泌内科医長 橋本 章子 先生 

②『亜急性甲状腺炎が疑われる症例の経過中にバセドウ病が確定した一例』 

菊池郡市医師会立病院 代謝・内分泌内科 児島 協 先生 

③『天草における糖尿病地域連携の現在・過去・未来』 

天草地域医療センター 代謝内科 部長 平島 義彰 先生 

 

 

 

 

 



第２４回平成２６年２月１４日（金） 19:00～ 

①『翌日より食事開始予定手術における周術期インスリン切替え指示作製の試み』 

       熊本市民病院 代謝内科 楊 淑恵 先生 

②『PPNAD に対し両側副腎摘出後、急性心筋梗塞を発症し心肺停止に至った一例』 

荒尾市民病院 代謝・内分泌内科部長 佐々木 一成 先生 

③『女性 2 型糖尿病患者における骨粗鬆症合併に関する調査』 

健康保険熊本総合病院 糖尿病センター 大久保 美那 先生 

 

第 25 回平成 26 年 6 月 6 日(金) 19:00～ 

①『糖尿病ケトーシスの存在にも関わらず代謝性アルカローシスを呈した 

ステロイド糖尿病の一例』 

熊本大学医学部附属病院 代謝・内分泌内科 池間 迪子 先生 

②『胸部症状を認めず、診断の遅れた ACS の症例』 

和水町立病院 副院長 平島 公平 先生 

 

第 26 回平成 26 年 9 月 26 日(金) 19:00～ 

①『肺癌下垂体転移による汎下垂体機能低下症が疑われた一例』 

熊本中央病院 内分泌代謝科 渡辺 栄一郎 先生 

②『Non-autoimmune hyperthyroidism の 1 例』 

国保水俣市立総合医療センター 代謝内科 医長 大礒 洋 先生 

③『SGLT2 阻害薬併用開始後に高度の高カリウム血症を来した 2 型糖尿病の 1 例』   

天草市立栖本病院 院長 水流添 覚 先生 

 

第 27 回平成 26 年 12 月 5 日(金) 19:00～ 

①『肥満症に関する 近の治療法について』 

 熊本地域医療センター 代謝内分泌内科 市原 ゆかり 先生 

②『造影剤の静注が有効と考えられた甲状腺クリーゼの２例』 

熊本再春荘病院 代謝内科 医長 蛯原 賢司 先生 

③『SGLT2 阻害薬併用時の注意点』   

 熊本市立植木病院 内科 医長 一森 伸二 先生 

 

 

 

 

 

 



第 28 回平成 27 年 3 月 13 日(金) 19:00～ 

①『片側腺腫による原発性アルドステロン症の兄妹例』 

 公立玉名中央病院 糖尿病・内分泌科 板坂 美奈 先生 

②『左上肢膿瘍・壊死に対し肩甲離断術を施行し救命し得た 2 型糖尿病の 1 例』 

労働者健康福祉機構熊本労災病院 糖尿病・代謝内科 部長 金子健吾 先生 

③『「熊本地域糖尿病療養指導士(CDE-Kumamoto)認定委員会」設立に関して』 

熊本大学医学部附属病院 石井 規夫 先生、本島 寛之 先生、荒木 栄一 先生 

 

第 29 回平成 27 年 6 月 19 日(金) 19:00～ 

①『Tolosa-Hunt 症候群により失明した２型糖尿病の１例』 

済生会熊本病院 腫瘍・糖尿病センター 医長 松尾 靖人 先生 

②『内服高用量でようやく症状コントロールできたギッテルマン症候群の一例』 

人吉医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科 部長 野田 秀幸 先生 

③『抗悪性腫瘍剤により血糖値上昇を認めた 2 症例』   

 大分県立病院 内分泌・代謝内科 副部長 中丸 和彦 先生 

 

第 30 回平成 27 年 9 月 25 日(金) 19:00～ 

①『Blue toe 症候群を示した SMA 血栓症の 1 例』 

天草地域医療センター 代謝内科 部長 平島 義彰 先生 

②『抗 GAD 抗体 10 未満の症例に対する対応』 

菊池郡市医師会立病院 院長 矢野 智彦 先生 

③『当院における入院加療を要した低血糖症例の検討』   

                山鹿市民医療センター 代謝内科長・栄養管理室長 児島 協 先生 

 

第 31 回平成 27 年 12 月 4 日(金)19：00～ 

①『Blue toe 症候群を示した SMA 血栓症の 1 例』 

天草地域医療センター 代謝内科 部長 平島 義彰 先生 

②『免疫抑制剤投与後に糖尿病ケトアシドーシスを発症した二症例の検討』 

熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 宮川 展和 先生 

③『ケトーシスからと思われる嘔吐を繰り返した症例』   

                     山鹿市民医療センター 代謝内科長・栄養管理室長 児島 協 先生 

 

 

 

 

 



第 32 回平成 28 年 3 月 11 日(金)19:00～ 

①『非糖尿病の遷延性低血糖の一例』 

熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科 大津 可絵 先生 

②『典型的なツツガムシ病の一例』 

菊池郡市医師会立病院 内科部長兼糖尿病センター長 田口 哲也 先生 

③『副腎皮質機能低下症の一例』   

                           熊本総合病院 糖尿病・内分泌内科 医長 村田 雄介 先生 

 

第 33 回平成 28 年 7 月 1 日（金）19:00～ 

①『低血糖性脳症の 1 例』 

                         熊本市立熊本市民病院 代謝内科 矢野 ともみ 先生 

②『乳酸アシドーシスの 1 例』 

荒尾市民病院 代謝・内分泌内科 部長 佐々木 一成 先生 

③『高浸透圧高血糖症候群の治療後に、前立腺膿瘍を発症し、治療に難渋した 1 例』   

                      水俣市立総合医療センター 代謝内科 部長 大礒 洋 先生 

 

第 34 回平成 28 年 11 月 25 日（金）19:00～ 

①『糖尿病を初発としたミトコンドリア病の 1 例』 

  熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 岡川 章太 先生 

②『人工膵島を用いた周術期血糖管理』 

熊本中央病院 内分泌代謝科 金 正浩 先生 

③『心不全症状をきたした甲状腺機能亢進症の一例』   

   熊本市立 植木病院 副院長 勇 聡 先生 

 

第 35 回平成 29 年 3 月 3 日（金）19:00～ 

①『膵全摘後の高齢糖尿病患者で管理に苦慮した 2 症例』 

熊本地域医療センター 代謝内科 部長 笹原 誉之 先生 

②『治療を放置した結果、肺病変が増悪した非結核性抗酸菌症の一例』   

   天草市立 栖本病院 副院長 山元 章 先生 

③『妊娠一過性尿崩症を病態生理から考察する』 

      熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 講師 近藤 龍也 先生 

 

 

 

 

 



第 36 回平成 29 年 6 月 30 日（金）19:00～ 

基調講演『 主訴・徴候から見た内分泌疾患の鑑別診断 』 

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 講師 近藤 龍也 先生 

①『 糖尿病患者の FDG-PET 検査に対する検査前の血糖管理と検査の精度向上について 』   

  熊本再春荘病院 代謝内科 櫻田 郁 先生 

②『 食思不振や倦怠感を機に著しい高アルドステロン血症を認めた 1 例 』 

熊本労災病院 糖尿病・代謝内科 大津 可絵 先生 

 

第 37 回平成 29 年 11 月 17 日（金）19:00～ 

基調講演『 脂質異常症の病態と治療戦略 』 

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 准教授 松村 剛 先生 

①『 Werner 症候群に合併した高アンドロゲン血症の女性の 1 例 』   

熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 工藤 泉璃 先生 

②『 アミオダロン誘発性甲状腺中毒症を来した 2 型糖尿病の 1 例 』 

済生会熊本病院 腫瘍・糖尿病センター 医長 松尾 靖人 先生 

 

第 38 回平成 30 年 2 月 23 日（金）19:00～ 

基調講演『 新しい糖尿病治療薬のベネフィットと落とし穴 』 

熊本大学大学院生命科学研究部 糖尿病分子病態解析学 特任准教授 本島 寛之 先生 

①『 アルドステロン症と病診連携 ～玉名での経験を中心に～ 』   

  公立玉名中央病院 副院長 宮村 信博 先生 

②『 当院で経験した低ナトリウム血症 』 

JCHO 人吉医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科 部長 大礒 洋 先生 

 

【特別講演会】第 39 回平成 30 年 6 月 1 日（金）19:00～ 

①『 天草医療圏の医療と介護 』 

天草地域医療センター 代謝内科 部長 平島 義彰 先生 

特別講演『 General 視点を活かした内分泌診療を目指して 』 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学分野 教授 大塚 文男 先生 

 

 

 

 

 

 

 



第 40 回平成 30 年 11 月 9 日（金）19:00～ 

基調講演『原発性アルドステロン症を見分けるコツ〜負荷試験をどう解釈するか？〜』 

熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 助教 河島 淳司 先生 

①『椎体圧迫骨折入院患者の臨床的特徴』 

 菊池郡市医師会立病院 院長 豊永 哲至 先生 

②『持効型溶解インスリン未使用下で低血糖を頻発した 1 型糖尿病の症例』 

山鹿市民医療センター 内分泌・代謝内科長 川崎 修二 先生 

 

第 41 回平成 31 年 2 月 15 日（金）19:00～ 

【基調講演】 『 動脈硬化を診る ～成因から考える予防・診断・治療～ 』 

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学分野 助教 瀬ノ口 隆文先生 

①『 粘液水腫性昏睡の 1 例 』 

国立病院機構熊本医療センター 糖尿病・内分泌内科 大久保 侑馬先生 

②『 副腎静脈サンプリングで両側性分泌が明らかとなり 

内科的治療となった原発性アルドステロン症の 1 例 』 

        熊本総合病院 糖尿病センター 髙木 優樹先生 

 

第 42 回令和元年 7 月 12 日（金）19:00～ 

①「糖尿病性ケトアシドーシスに横紋筋融解症を合併した一例」 

荒尾市民病院 糖尿病・内分泌内科 部長 佐々木 一成 先生 

【特別講演】『分子糖尿病学から新規糖尿病治療法開発を目指して』 

熊本大学大学院生命科学研究部 代謝内科学 教授 荒木 栄一 先生 

 

第 43 回令和元年 10 月 18 日（金）19:00～ 

①「経口糖尿病薬併用中、乳酸アシドーシスをきたし心停止に至ったが、救命し得た１例」 

国保水俣市立総合医療センター 代謝内科 佐田 公範 先生 

【特別講演】『2 型糖尿病患者の健康寿命延伸を目指して』 

国立国際医療研究センター糖尿病研究センター長 植木 浩二郎 先生 

 

第 44 回令和 2 年 2 月 14 日（金）19:00～ 

【基調講演】 『 甲状腺機能異常の診断と治療 』    

熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 助教 井形 元維 先生 

①『当院におけるクリニカルイナーシャの実態とその対策』 

熊本市立植木病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 医長 一森 伸二 先生 

②『内因性インスリン分泌能低下により正常血糖ケトアシドーシスを来した 2 型糖尿病の 1 例』 

熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 工藤 泉璃 先生 



第 45 回令和 3 年 2 月 5 日（金）19:00～ 

【基調講演】 熊本大学 吉永先生 予定 

【症例提示】 熊本市民病院、天草市立栖本病院 予定 


