第７回
二次性副甲状腺機能亢進症に対する
PTx 研究会学術集会
Parathyroid Surgeons' Society of Japan

プログラム

日

時： 平成27年9月18日（金） 19：00～20：00 イブニングセミナー
平成27年9月19日（土） 10：00～15：30 学術集会

場

所： グランフロント大阪

北館 タワーＢ 10階 ルームＢ05、06、07

大阪府大阪市北区大深町3-1
TEL: 06-6372-6417

共催

二次性副甲状腺機能亢進症に対する PTx 研究会
中外製薬株式会社

第７回
二次性副甲状腺機能亢進症に対する
PTx 研究会学術集会
Parathyroid Surgeons' Society of Japan

日

時： 平成27年9月18日（金）19：00～20：00 イブニングセミナー
平成27年9月19日（土）10：00～15：30 学術集会
場 所： グランフロント大阪 北館 タワーＢ 10階 ルームＢ05、06、07
大阪府大阪市北区大深町3-1
TEL: 06-6372-6417
参加費： 5,000円（医師） 1,000円（メディカルスタッフ）
ホームページ:hppt//2hpt-japs.jp/
参加者各位へ
・受付は 9 月 18 日（金）18：30、9 月 19 日（土）9：20 より会場入口で行います。
・9 月 18 日（金）イブニングセミナー終了後、情報交換の場を設けております。
演者各位へ
・一般演題の発表は１題につき 8 分、質疑は１題につき 4 分です。
・発表はフラッシュメモリー（Windows）のみで受け付けます。
世話人各位へ
・世話人会を 9 月 19 日(土)9 時 20 分より
グランフロント大阪 北館

タワーＢ 10 階 ルームＢ08 で行います。

二次性副甲状腺機能亢進症に対する PTx 研究会
Parathyroid Surgeons' Society of Japan
大会長 児島 康行
事務局 〒564-0053 吹田市江の木町１６番１７号
医療法人 蒼龍会 井上病院
電話 06-6385-8651 ＦＡＸ 06-6386-1131
Mail：yakojima@soryu.jp
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会場案内
グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル
カンファレンスルーム タワーＢ 10 階 ルームＢ05、06、07
大阪府大阪市北区大深町3−１
TEL: 06-6372-6417

グランフロント大阪 北館までの所要時間
○ＪＲ「大阪駅」（アトリウム広場）より徒歩３分
○地下鉄御堂筋「梅田駅」より徒歩３分
○阪急電鉄「梅田駅」より徒歩３分
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日程表
19:00

19:00～20:00 【イブニングセミナー 】

9 月 18 日（金）

座長 名古屋第二赤十字病院 冨永芳博先生

『CKD-MBD治療におけるMaxacalcitolの可能性』
大阪大学大学院医学系研究科 腎疾患総合医療学 寄附講座准教授
濱野高行先生

20:00

20:00～ 情報交換会
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日程表

9:55

9:55～10:00

開会挨拶

10:00

10:00～11:30

【一般演題Ⅰ】

9 月 19 日（土）

井上病院

児島 康行

座長 たまき青空病院 一森 敏弘
大阪大学
市丸 直嗣

11:00

11:30～12:30 【ランチョンセミナー 】

座長 井上病院

辻本 吉弘先生

『 リン管理の新たなるステージ
～サバイバルデータの重要性～』

12:00

社会医療法人川島会 川島透析クリニック 院長 土田 健司先生

12:40～13:00 【 統計報告】 座長

札幌北楡病院
演者 名古屋第二赤十字病院

13:00

13:00～14:20

小野寺 一彦
冨永 芳博

【一般演題Ⅱ】
座長 藤田保健衛生大学病院 日比 八束
井上病院
児島 康行

14:00
14:20～15:30
【ワークショップ : 二次性副甲状腺機能亢進症に対する治療の是非

～PTx? / 薬物療法?～】
司会

15:00

■ 14:20 ～ 15:00（発表15分、質疑5分）
内科医の立場から：名古屋第二赤十字病院
外科医の立場から： 済生会熊本病院

東海大学八王子病院 角田 隆俊
済生会八幡総合病院 安永 親生

稲熊 大城
渡邊 紳一郎

■ ディスカッション（15:00～15:30）

15:30～ 閉会挨拶

名古屋第二赤十字病院
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冨永 芳博

プログラム
開会挨拶

9:55～10:00

【一般演題Ⅰ】

座長

井上病院

10:00～11:30

たまき青空病院
大阪大学

児島 康行

発表 8 分、質疑 4 分

一森 敏弘
市丸 直嗣

１．股関節周囲を中心に発生した腫瘍状石灰化症様病変に対して PTx が著効した 1 例
○大石一行、澁谷祐一、高畠大典
高知医療センター

２．副甲状腺出血により緊急気道確保を要した二次性副甲状腺機能亢進症の 1 例
○門倉義幸１、山田良宣１、伊藤彩子１、兼井彩子１、粟倉秀幸１、竹内美緒１、
衣笠えり子１、緒方浩顕１、浜崎泰佑２、小林一女２
昭和大学横浜市北部病院１、昭和大学２

３．二次性副甲状腺機能亢進症手術における術中神経モニタリングの検討
○平光高久、二村健太、岡田 学、永井崇敬、山本貴之、辻田 誠、後藤憲彦、
鳴海俊治、渡井至彦、冨永芳博
名古屋第二赤十字病院

４．慢性腎不全保存期に PTx を行った 2 症例
○辻本吉広１、児島康行１、片山正一１、田原英樹２、田畑 勉１、庄司哲雄２、絵本正憲２、
稲葉雅章２
井上病院１、大阪市立大学２

５．家族性に副甲状腺機能亢進症を発症し、後にＭＥＮ１と判明した 1 例
○今中岳洋、辻村 剛、洪 陽子、金城孝則、野村広徳、吉岡 巌、高田晋吾
大阪警察病院
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プログラム
６．二次性副甲状腺機能亢進症に対する PTx 後に肝不全に陥った 1 例
○吉松正憲、成清武文、西原学宣、安永親生
済生会八幡総合病院

７．二次性副甲状腺機能亢進症再発症例における残存腺についての検討
○岡田 学、二村健太、永井崇敬、山本貴之、辻 田誠、平光高久、
後藤憲彦、鳴海俊治、渡井至彦、冨永芳博
名古屋第二赤十字病院

【ランチョンセミナー】11:30～12:30
座長

井上病院

辻本 吉広 先生

『 リン管理の新たなるステージ
～サバイバルデータの重要性～』
川島透析クリニック

土田 健司 先生

共催：バイエル薬品株式会社

【統計報告】12:40～13:00

座長 札幌北楡病院

小野寺 一彦

「わが国における SHPT に対する PTx の現況 2014 年」
名古屋第二赤十字病院
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冨永 芳博

プログラム

【一般演題Ⅱ】13:00～14:20

座長 藤田保健衛生大学病院
井上病院

発表 8 分、質疑 4 分

日比 八束
児島 康行

１．副甲状腺摘出術 13 年後に甲状腺内異所性副甲状腺と右前腕移植部の再発に対し手術を施行
した二次性副甲状腺機能亢進症の 1 例
○佐藤正法、小野寺一彦、巖築慶一、土橋誠一郎、服部優宏、飯田潤一、堀江 卓、
久木田和丘、目黒順一、米川元樹
札幌北楡病院

２．PTx 時に見つかった偶発甲状腺癌はどうすべきか
○宮 章博１、児島康行２、辻本吉広２、吉岡佳奈１、小田 瞳１、中山彩子１、笹井久徳１、
舛岡裕雄１、藪田智範１、東山卓也１、福島光浩１、小林 薫１、伊藤康弘１、木原 実１
宮内 昭１
隈病院１、井上病院２

３．副甲状腺摘出術症例：シナカルセト投与例未投与例での比較
○巽 亮子１、角田隆俊１、都川貴代１、石田真理１、中村道郎２、深川雅史２
東海大学医学部付属八王子病院１、東海大学２

４．当院の症例における PTx の力

～ データおよび医療経済面からの検討 ～

○一森敏弘
たまき青空病院

５．三次性副甲状腺機能亢進症と二次性副甲状腺機能亢進症における病理組織学的特徴の
比較検討
○市丸直嗣１、山中和明１、角田洋一１、阿部豊文１、今村亮一１、児島康行２、
片山正一２、貝森淳哉１、野々村祝夫１、高原史郎１
大阪大学１、井上病院２
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プログラム
６．腎移植後遷延性副甲状腺機能亢進症発症の移植前リスク因子の検討
及び PTx 後の短期成績の検討
○山本貴之、二村健太、岡田 学、永井崇敬、辻田 誠、平光高久、
後藤憲彦、鳴海俊治、渡井至彦、冨永芳博
名古屋第二赤十字病院

【ワークショップ】14:20～15:30

【テーマ:二次性副甲状腺機能亢進症に対する治療の是非
～PTx？ / 薬物治療？～】
司会

東海大学医学部八王子病院

角田 隆俊

済生会八幡総合病院

安永 親生

■ 14:20～15:00（発表15分、質疑5分）
内科医の立場から

：名古屋第二赤十字病院

稲熊 大城

外科医の立場から

：済生会熊本病院

渡邊 紳一郎

■ 15:00～15:30

閉会挨拶

15:30～

ディスカッション

名古屋第二赤十字病院
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移植・内分泌外科

冨永 芳博

