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 新理事のご報告 

 前回の会報に同封する形で新理事承認についての

決議を行いました。期間内の反対意見等もなく、承

認いただき有難う御座いました。 

 前回の総会で承認をいただいておりました曽根田

を中心としまして、新たに加わりました今村、本

島、矢島、長嶺の５名にて次回総会までまずは運営

を行って参ります。また、新理事が就任は致しまし

たが、新理事よりの依頼という形で、事務局業務を

担っておりました森合、江口の両名につきまして

も、現状会運営の中心となっている為引き続き協力

していただき、会員の方々に出来る限り満足して活

動が出来るように努めて参ります。 

 今後とも、下垂体患者の会の運営にご理解・ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 第２回オンライン講演会・質疑応答会 

 2021 年 03 月 19日～31 日に、大阪市立総合

医療センターホームページよりの配信という形でオ

ンライン講演会を開催させていただきました。ま

た、一方的な配信形式の開催の為、講演頂きました

先生方のご協力により、翌月の 4月 11 日に質疑応

答会を実施しました。今回の開催にあたりご講演並

びにご尽力賜りました大阪市立総合医療センター様

並びに同内分泌中の金本先生、また講演依頼を快く

引き受けて下さりました脳神経外科の石橋先生、小

児代謝・内分泌内科の依藤先生にこの場をお借りし

て改めて御礼を申し上げます。 

 講演会はとても分かりやすい内容で、視聴した会

員からも非常に良かったとの声も届いております。 

事前受け付けしておりました質問へのご回答だけ

でなく、講演以外に関する質問にまでお答えいただ

き大変充実した質疑応答会となりました。 

 

 下垂体疾患と新型コロナウイルスワ

クチン接種について 
接種後の状況等について、患者会として情報収集

をさせていただきたいと考えております。アンケー

トを行わせていただく際には別途メールにて案内を

出しますので、接種された方は是非ともアンケート

にご協力頂ければと思います。アンケートは患者会

独自に行うものであり、結果を学会等に提供する場

合は改めて HPにて告知をさせて頂き、個人情報保

護に努めて参ります。 

新型コロナウイルスのワクチン接種について、ま

だまだ情報が少ない中ではありますが、注意点など

を日本医科大学付属病院の福田いずみ先生に教えて

いただきました。 

新型コロナウィルス感染症蔓延の影響が続いてい

る中、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。今回

は、テレビでも報道されている新型コロナウイルス

ワクチン予防接種について、内分泌内科医からのメ

ッセージをお送りしたいと思います。・・といって

も現時点で下垂体疾患がある方、特に副腎皮質機能

低下症でホルモン補充療法を受けておられる場合に

予防注射の時にどのような対応を行えばいいのか、

ということに関しては国内でも海外でも統一した対

応方法として示されたものはなく、個々の先生方が

考えて対応している状況です。 

予防接種の実施については、接種時に明らかな発

熱がある、急性の重い病気にかかっている、という

ことがなくいつも通りの体調であれば、下垂体疾患

のみで接種の非該当となることはないでしょうが、

年齢、体質（アレルギーなど）、他の持病の有無な

どの背景はそれぞれの方で違いますので、ワクチン

を受けて構わないかは早めに主治医にご確認下さ

い。下垂体疾患が、新型コロナウィルス感染時に重

症化しやすい、いわゆる基礎疾患に当たるかという

点について今のところは明らかなエビデンスはあり

ませんが、感染時に適切なホルモンの調整などが必

要な事を考慮すると、一般的医学的観点からはワク

チン接種は推奨されると考えられます。一方でそれ

ぞれの患者さんの状態に大きく影響されますので、

主治医としっかり相談して頂く必要があります。 

ワクチンは筋肉内注射のため、注射部位の痛みや

腫れなどの軽い副反応はしばしばみられ、時には発

熱することもあります。ファイザー社のワクチンで

は副反応の頻度は１回目の接種より２回目の接種時

に高く、高齢者よりも非高齢者に高い頻度で認めら

れた、との情報があります。副反応はきちんと免疫

ができていることの表れともいえますが、万一日常

生活に支障をきたすほどの症状（37.5℃を超える

発熱やひどい倦怠感など）がみられた場合はいつも

のシックデイの時に準じた適切なステロイド剤の増

量をした方がいいと考えられます。この点について

も事前に主治医の先生とご相談されておくことをお

勧めします。 

ワクチン接種日とその翌日はゆったりと過ごすこ

とが出来るようにスケジュール調整をしておきまし

ょう。また、ワクチン接種にかかわらず、引き続き

適切な感染防止対策を行いながら日々を過ごすこと

はとても大切です。このことについては日本内分泌

学会ホームページ（http://www.j-

endo.jp/modules/news/index.php?content_id

=70）に“新型コロナウイルス(COVID-19)への対

応について”というメッセージがありますので、ご

参考になさって下さい。 

新型コロナの一日も早い収束を願っています。 

＜文責＞ 

福田いずみ先生(日本医科大学付属病院 糖尿病・内分泌代謝内科) 

高橋裕先生(奈良県立医科大学 糖尿病・内分泌内科） 

大塚文男先生(岡山大学病院 総合内科・総合診療科） 



 新型コロナワクチン接種時に於ける

シックデイ対応について 
山形大学医学第三内科 糖尿病・内分泌代謝科 

 講師 亀田 亘先生 

下垂会の皆さま、こんにちは。山形大学の亀田と申

します。新型コロナウィルスのワクチン接種が漸く

始まりました。先日、私も第一回目の注射を受けて

参りました。昨年の秋に重いものを持ちあげて痛め

た右肩に敢えて打って貰いましたが、注射部位は他

の人ほど痛くならず、特に問題は起きませんでした。

その時に思ったのですが、ワクチン接種時に於ける

シックデイ対応について情報が必要ではないかと。

今回は副腎皮質ホルモンの補充を受けている方への

メッセージになるかと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

●そもそもシックデイとは何でしょうか？ 

Wikipedia によりますと、「糖尿病患者が治療中に

発熱、下痢、嘔吐をきたし、または食欲不振のため食

事が摂れない状況のことである。このような場合、

血糖コントロールが良好な患者でも糖尿病性昏睡に

陥る可能性があるため、十分な注意が必要である。

高齢者の場合、意識障害が認知症の進行と思われる

こともあるため注意が必要である。」とのことです。

下垂体疾患で定義するなら、「ホルモン補充療法中に

発熱、下痢、嘔吐をきたし、食事や水の摂取が充分に

できない状況のこと。このような場合、副腎皮質ホ

ルモン補充をしている患者では、必要に応じた増量

が必要である。」となるでしょうか。副腎皮質ホルモ

ンの必要量はコルチゾールとして 1日に 20 mg 程

度と考えられています。実際にヒドロコルチゾン（商

品名；コートリル®）を服用されている方では、15-

00-05 mgや 10-00-05 mgという補充量の方が

多いのではないでしょうか。 

●副腎皮質ホルモンが不足するとどの様な症状が起

こるでしょうか？ 

易疲労感、脱力感、意識障害、血圧低下、食欲不振、

悪心嘔吐、便秘、下痢、腹痛、無気力、嗜眠（刺激を

与えても眠いこと）、不安、性格変化、発熱、低血糖、

関節痛、筋肉痛などです。この様な症状があれば、ヒ

ドロコルチゾン不足の可能性がありますので、適宜

増量が必要です。具体的な方法を後ほど述べます。 

●新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応は？ 

新型コロナウイルスのワクチンのうち、日本で最

初に接種が始まったファイザー社製のワクチンの場

合、アメリカではワクチン接種をしたおよそ 99 万

7000 人のうち、1 回目の接種では、接種部位の痛

みが 67.7％、疲労が 28.6％、頭痛が 25.6％、筋

肉痛が17.2％、発熱が7.4％、関節の痛みが7.1％、

悪寒が 7%、吐き気が 7%、腫れが 6.8％に認めら

れ、接種後 1日から 2日以内に起こり、数日で消え

る こ と が 多 か っ た と 報 道 さ れ て い ま す

（www3.nhk.or.jp より引用）。 

●副反応が出たらヒドロコルチゾンの追加が必要

か？ 

副腎皮質ホルモン不足の症状とワクチン接種後の

副反応は似ているものがあります。実際には区別す

ることは難しいと思いますが、接種前は体調が普段

通りだったのに、接種後に症状が出たら、やはり副

反応の可能性が高いと考えて良いと思います。副反

応によるストレス状態が自身の分泌（患者さん毎に

異なります）と補充によるコルチゾールの総量を超

えてしまえば、結局はシックデイに陥ります。そう

なれば副腎皮質ホルモンの補充量を増やす必要があ

ります。しかし、「ヒドロコルチゾンのようなステロ

イドと呼ばれる薬は免疫応答を抑える作用があるか

ら、ワクチン接種時に増量すると免疫能の獲得を妨

げてしまうのでは？」という不安を持たれる方もい

らっしゃると思います。私は自身の外来では次の様

に説明しています。「ワクチン接種後に副反応が起き

た場合、本来は視床下部がストレス状態を認識して

下垂体にACTH 分泌を促進させ、副腎皮質からのコ

ルチゾール分泌を増加させるのだから、私達はヒド

ロコルチゾンの服用量を増やして生理的な現象を再

現しなければならないですね。下垂体機能が正常な

人だって副反応が起きたら ACTH 分泌が増加して

コルチゾール分泌が増加しても免疫はつくのだから、

適量のヒドロコルチゾンの増量では妨げにならない

筈ですよ。」と。皆さんも主治医に確認しておくと安

心かと思われます。 

●シックデイのヒドロコルチゾンの増やし方 

ヒドロコルチゾン錠の増量が2倍か3倍かの目安

を示します。痛みの程度は主観で良いと思います。 

2 倍；食欲不振、37℃台の発熱、頭痛、腹痛や下

痢、捻挫、う歯削り。 

3 倍；嘔心嘔吐、38℃台の発熱、酷い頭痛、酷い

腹痛や下痢、骨折、抜歯。 

実際の例；ヒドロコルチゾン（HC）（商品名；コート

リル®）を朝に 10 mg、夕に 5 mg（10-00-05 mg

と表記）服用している人が 2 倍にする場合。 

(1)前日まで、HC 10-00-05 mg 医師の指示通り

服用。 

(2)昼に不調に気付いて、HC 10-20-10 mg 昼に

朝の 2 倍を追加して夕も 2 倍。初日は思い切って多

めに服用した方が効果が出易くなります。 

(3)翌日は、HC 20-00-10 mg 朝と夕を 2 倍。 

(4)１～2 日後に、HC 20-00-05 mg 夕を減量。

症状によって期間を調整してください。 

(5)１～2 日後に、HC 15-00-05 mg 朝を減量。

症状によって期間を調整してください。 

(6)１～2 日後に、HC 10-00-05 mg 元に戻す。

症状によって期間を調整してください。 

新型コロナワクチン接種時に於けるシックデイ対

応について、私の考える対策法を述べさせていただ

きました。しかし、皆さまのことを一番良く理解さ

れているのは主治医ですから、先ずは主治医の方針

を第一とし考えてくださいますようお願い申し上げ

ます。皆さまが無事にコロナ禍を乗り越えられるこ

とを願っております。 



 ～第 9回 先生による下垂体 etc.～ 

下垂体疾患と糖尿病 

神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 

福岡 秀規先生 

下垂体患者会の皆様、お元気でお過ごしでしょう

か？さて、今回はこのコロナ禍で重症化のリスクフ

ァクターといわれている、「糖尿病」について取り

上げたいと思います。糖尿病は様々な原因によって

生じる疾患ですが、下垂体疾患によっても、糖尿病

になりやすくなるものがいくつかあります。まず、

糖尿病は血糖が上がる病気ですが、その原因には主

に二つあります。①血糖を下げるホルモンであるイ

ンスリンの効きが悪くなる事と、②インスリンその

ものの分泌が悪くなる事です。もちろん、インスリ

ンの効きが悪いだけでは、さらにたくさんインスリ

ンが出てくれば血糖は上がらないのですが、この状

態が続くと、そのうちインスリンの分泌が追い付か

なくなり、しまいに血糖が上がってくる、という仕

組みです。インスリンの効きが悪くなる原因の代表

が、内臓脂肪を中心とした肥満症です。一方インス

リンの分泌が落ちる病気の代表が、いわゆる 1型糖

尿病です。日本人はもともとインスリンの分泌が少

ない人種といわれており、そのためあまり太ってい

ないのに糖尿病になりやすい性質があります。 

さて、下垂体の中で、特に血糖と密接な関係を持

っているホルモンが、成長ホルモン（GH）と

ACTH です。例えば GH は、多すぎるとインスリ

ンの効きを悪くします。逆に GH が少なくすぎても

内臓脂肪がたまって、これによりインスリンの効き

が悪くなります。一方、ACTH がたくさん出てく

ると、それに伴って副腎ステロイド（コルチゾー

ル）がたくさん出てきます。これは様々な臓器で血

糖を上げる方向に指令を与えます。例えば、インス

リンの効きを悪くする、インスリン分泌を下げる、

肝臓でグルコースを合成する、などです。脂肪も増

えてきますので、これもさらにインスリンの効きを

悪くします。これらの事から先端巨大症、成長ホル

モン分泌不全症、クッシング病が、下垂体疾患の中

でも糖尿病を合併する代表的な病気です。それでは

それぞれの疾患について、その治療と合わせて詳し

くお話したいと思います。 

まず先端巨大症です。先ほど述べましたように、

GHが高いとインスリンの効きが悪くなりますの

で、やはり GH を正常にすることが重要です。GH

を正常にする方法には、手術、放射線、薬をつかっ

た治療があります。その中でも、薬物療法では主に

サンドスタチン®やソマチュリン®などの注射を使う

ことが多いと思います。実はサンドスタチン®やソ

マチュリン®にはインスリン分泌を下げる作用もあ

るので、患者さんによっては GH が下がっているの

に、この薬を使う事で、血糖が上がるということが

あります。ただ、これらの薬は血糖を上げるホルモ

ン（グルカゴン）も抑える作用があるため、それほ

ど血糖が上がる頻度は高くありません。一方、最近

使われるようになったシグニフォー®は、サンドス

タチン®、ソマチュリン®よりも血糖が上がりやすい

事が分かっています。この薬はインスリン分泌を下

げますが、血糖を上げるホルモン（グルカゴン）に

はあまり影響しない事が一つの原因です。そのた

め、GH が良く下がるのに、血糖が上がってしまう

という事が起こります。GHを正常にすることを一

つの治療の目標にすることは重要ですが、同時に血

糖値をしっかりとケアする事も先端巨大症の治療に

おいてとても重要ですので、この点を主治医にもご

相談ください。 

次に成長ホルモン分泌不全症（GHD）です。

GHD では内臓脂肪がたまるため、これによりイン

スリンの効きが悪くなり、糖尿病を合併する事があ

ります。若い患者さんでは性腺機能低下を伴う事

で、さらに内臓脂肪がたまりやすくなっている事も

糖尿病になりやすくなります。治療としては GH補

充療法が基本です。しかし、GH 製剤は糖尿病を合

併していると使えない、という矛盾があります。そ

のため、まず血糖をしっかりとコントロールしたう

えで、GHの補充治療を行っていければ、今後は血

糖が上がらずに元の生活に戻れる可能性もあります

ので、少し頑張る期間を作られ、うまくいけば GH

補充の開始ができる可能性があると思いますので、

主治医にご相談ください。ここで、この件に関して

少し皆様に朗報です。2021 年 3 月に日本で新た

に承認された Weekly GH 製剤であるソグルーヤ®

は、糖尿病を合併している人にも使える薬剤として

発売される予定です。一方で GH は血糖を上げる作

用がありますので、特にこの点を主治医と十分相談

しながら使用されることをお勧めいたします。 

最後にクッシング病です。クッシング病の治療も

手術が基本ですが、薬物としてメトピロンが主に使

われています。これらの治療で ACTH、コルチゾ

ールが下がれば、血糖もよくなってくることが期待

されます。近年、シグニフォー®もクッシング病に

対する薬物の選択肢として使えるようになっており

ますが、先ほどものべたように、シグニフォー®で

は血糖が上がる事があり、ACTH、コルチゾールが

下がっているにもかかわらず、糖尿病が増悪する事

がありますのでご注意ください。この点、血糖を管

理しながら使う事がポイントになりますので、主治

医にご相談ください。 

これらの疾患いずれにおいても狭心症や心筋梗

塞、脳梗塞といった動脈硬化に関連した合併症を予

防する事が重要です。そのためには、糖尿病をしっ

かりとコントロールする事は、極めて重要な治療の

目標の一つとなります。そして、糖尿病は GH や

ACTH のホルモンだけをコントロールしてもうま

くいかないことがあり、また、糖尿病の薬を使って

もコントロールが難しい事があります。やはり食事

療法、運動療法が基本ですので、その点を心がける

必要があると思います。これらに対するサポートと

して、栄養士さんや理学療法士さんが協力してくれ

る病院もありますので、主治医にご相談ください。

また、糖尿病を現在も合併されている方は、必ず定



期的な眼科受診を継続してください。そして、ご自

分の足に怪我をしていないか、しっかり足を観察さ

れること（フットケアー）も重要です。糖尿病の治

療目標は合併症を起こさない事です。合併症は

「し・め・じ」で覚えてください。「し」神経障

害、「め」眼症、「じ」腎障害です。この順番に合併

症が出てくることが多いですから、少なくとも、全

く症状のない状態でも眼科受診は欠かさないよう、

ご注意ください。 

以上、今回は糖尿病と下垂体疾患についてお話い

たしました。少しでも皆さんの疑問にお答えできて

いれば幸いです。どうぞ、コロナに負けず、前向き

に生活を送られますよう、お祈りしております。 

 

 ～第 2回 小児科医による etc.～ 

下垂体疾患の移行期医療（トランジッション）に

ついて 

大阪母子医療センター 

臨床検査科/大阪府移行期医療支援センター長 

位田 忍先生 

Q１.子どもと大人の違いは何でしょうか？ 

小児期には身長も体重も増えて、歩いたり走った

り字を書いたりしゃべったりできるようになります

（成長と発達）。治療の選択をする場合、小児期で

は親御さんと一緒に決めて、在宅での GH注射や服

薬も多くは親御さんの手伝いがあります。やがて治

療の選択や自らの身体能力に合った就業形態を選択

するなど自分で決めて（自律）、自分で注射や服薬

管理をする（自立）大人の世界に入っていきます。

慢性疾患をもつ子どものたちの生活自立を考える際

に、もっとも重要なのが、自分の身体・精神状況を

把握することといわれています。 

Q２.移行期医療（トランジション）と転科（トラ

ンスファー）、移行支援とは？ 

移行期は、小児期から成人期まで続く慢性疾患の

一時期であり、移行期医療（トランジション）は小

児期から成人期への移り変わりを計画的に行う（プ

ロセス）医療です。小児期医療と成人期医療には多

くの違いがあります。移行期医療はその両者をつな

ぐ架け橋の医療です。上手く成人側に到着するため

の移行支援があります。移行支援には医療支援と自

律自立支援があります。生涯にわたり適切な医療を

受けることができるように医療支援を受け、自分の

病気や体のこと、どんな時に応援を求めるか、薬の

内容を知り理解し、その上で就学や就労を選択し、

結婚のことや趣味の持ち方を考えながら、病気とと

もに自分らしく大人として生きるための自律自立支

援です。 

小児診療科から成人診療科への転科・転院（トラ

ンスファー）は、イベントでありトランジションと

は異なる概念です。専門性の問題からトランスファ

ーをしないこともあります。もちろん、成人になっ

たら成人の先生に診てもらうのは当たり前のことで

もあり、移行支援を経て自律自立できればトランス

ファーは望ましいです。 

  

 

 

 

 

 

Q３.移行支援の具体的な方法は？ 

自分の病気や体のこと、どんな時に応援を求める

か、薬の内容、運動などやっていけないこと、職業

の選択について、結婚出産について相談します。下

記に小児内分泌学会で作成した、チェックリストが

あります。参考にしてください。どのくらい出来る

でしょうか？ 

 

小児科からの転科におけるチェック項目一覧 
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キンググループ．「小児期発症疾患を有する患者の



移行期医療に関する提言」 日児誌 118（１）
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３）小児期発症内分泌疾患の成人への移行期医療

に関する提言 2019.9.6 小児内分泌学会HP 

 

 クッシング症候群に対する新しい治

療薬が登場しました 
草津総合病院 先進医療センター 

 島津 章先生 

クッシング症候群は、副腎皮質から糖質コルチコ

イド(ヒドロコルチゾン)が過剰に分泌される病態で

す。顔面紅潮や丸顔、皮膚の赤い線、皮下出血、体

幹部(体の中心部)の脂肪沈着、皮膚が萎縮し薄くな

る、ニキビや多毛の他、合併症として糖尿病や高血

圧、骨粗鬆症(特に椎体骨折)、体重増加などがみら

れます。その原因として、副腎皮質刺激ホルモン

(ACTH)が髙いクッシング病(下垂体 ACTH 産生腺

腫)や異所性 ACTH産生腫瘍および ACTH が低く

抑制されている副腎性クッシング症候群(副腎腺

腫、結節性副腎過形成や副腎癌など)や薬剤による

医原性のものが知られています。一般に症状出現か

ら診断されるまで平均 2－4 年かかっており、適切

な治療がなされないと合併症が進行し、QOL の低

下、生命予後の悪化が大きな問題となります。 

治療の第一選択は、下垂体腺腫や副腎腺腫を手術

で取り除くことです。手術効果が不十分もしくは手

術そのものが実施困難な場合、薬物による治療を選

択することになります。下垂体が原因の場合、シグ

ニフォーLAR®（一般名パシレオチド)が 2018年

8 月から使えるようになりました。また、副腎ヒド

ロコルチゾン合成を阻害する薬剤としてはメトピロ

ン® (一般名メチラポン)やミトタン® (一般名オペプ

リム)があります。今回、2021 年 3 月に新しい治

療薬であるイスツリサ®（一般名オシロドロスタッ

ト）がクッシング症候群（外科的処置で効果が不十

分又は施行が困難な場合）を対象として承認されま

した(販売はまだ)。1 日 2 回の服用でコルチゾール

濃度を下げる作用が強く、大いに期待される薬剤で

す。使用に関しては、主治医の先生とよく相談され

た上で適正に使用されることが大切です。 

 

 オンライン診療について 

会報でも度々取り上げさせて頂いております。新

型コロナ蔓延により、通院や手術予定が延期となっ

ている方や、延期にはなってないけど病院に行った

り待ち時間が怖いという方は少なくないと思いま

す。難病患者（我々の下垂体疾患の分野も含む）の

間ではなかなかビデオを使ってまでの正式なオンラ

イン診療は進んではおりませんが、採血や検査のみ

病院受診をし、結果等の診察を対面ではなく電話診

療（正式名称：電話等再診）をされている方もおら

れると聞いております。電話診療は、コロナ禍にお

ける特例措置となっている為、いつまで利用可能か

不透明な状況になっておりますので、利用されてい

る方はご注意いただければと思います。 

通院している病院まで長時間かけて通われている

方や、上記のように不安を感じられている方で電話

診療やオンライン診療を希望される方は、是非とも

積極的に対応可否など主治医の先生に相談をしてみ

て下さい。その結果、うまく言ったケース、色々大

変な手続きが必要だけどどうにかして頂けたケー

ス、門前払いのように断られるケースなど様々だと

思います。そのような実体験を是非とも事務局まで

お知らせ下さい。事務局でその状況を変えるほどの

事は出来ませんが、実際の状況を関連学会の先生方

や厚生労働省などにお伝えする事は出来ます。 

また、オンライン診療ではありませんが定期的な

筋肉注射などを近くの病院やクリニックで実施して

頂き、採血や実際の治療方針などを数カ月に一度主

治医の病院に通院をするという手段を取ることが出

来るケースもあります。この点につきましても、希

望される場合は是非とも一度主治医の先生にご相談

されてみて下さい。 

 

 指定難病・小児慢性特定疾病受給者証

更新手続きについて 
昨年は、新型コロナウイルス蔓延防止の為無条件

で 1 年延長となり更新手続きをしなくて良い状況と

なっておりました。 

今年度はすでに厚生労働省より地方自治体・政令

指定都市へ通達が出ておりますが、基本的には更新

手続きを実施する形で進めているようです。しか

し、感染拡大の状況等により通院が困難なケースも

考え各管轄自治体にて柔軟に対応するようになって

いるようです。本会報より早く既に更新の案内が届

いている方もいらっしゃるかもしれませんが、保健

所等からの案内をしっかり確認して頂き、手続きの

為に無理して通院する場合は一度ご相談されてみて

下さい。詳細は厚労省HP を参照してみて下さい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/nanbyou_ench

ou_00004.html 

 

 転居時等の病院探しについて 

この季節、進学や就職、転勤等で転居された方も

いらっしゃるかと思います。その際、現在の主治医

から転居先での病院を紹介していただけないケース

も少なくありません。ご自身で新たに通院先を見つ

けるのが困難な場合、患者会としてこの病院が良い

とかこの先生が良いというのは申し上げられません

が、いくつか候補を提示させていただく事は出来る

と思います。ご希望される方は事務局までメールに

てご本人様のお名前、ご連絡先、転居先の地域（市

区町村ぐらいまでで結構です）、病名（登録してい

ただいているとは思いますが念の為）などをお送り

下さい。折り返しご連絡させて頂きます。 

 



 詳細情報登録のお願い 

皆様の会員情報に疾患情報の登録が無い方がいら

っしゃいます。機能低下症の方は、特に疾患の詳細

の登録も是非お願いを致します。現在すでに実施さ

せて頂いております、オンラインでの交流会等にも

活用をさせて頂きたい為、生年月日、病名(機能低

下症の場合は詳細も含めて)などを事務局までメー

ルにてご連絡頂きますようお願い致します。 

 メールアドレス確認・登録のお願い 

毎回のお願いとなり申し訳ございませんが、最

近、会からメールが送信できない会員の方がおられ

ます。メールアドレスは登録しているのにメールが

届かないといった方は、迷惑メールフィルタの設定

等をご確認頂き「@kasuitai.lolipop.jp」からのメ

ールを受信出来るよう設定をお願い致します。 

各メールの設定等につきましては、患者会ではサ

ポート出来かねますので、ご了承ください。 

 

 会員情報変更時、連絡のお願い 

正会員の皆様で、転居やメールアドレス変更など

ご登録頂いております情報に変更がありましたら、

会員名と会員番号を記載頂き、事務局までメールに

てご連絡をお願い致します。 

賛助会員の先生方、会よりメール等でのご連絡さ

せて頂いております先生方におかれましても、所属

先の変更等がありましたら、大変お手数ですが患者

会までご連絡を頂けますようお願い致します。 

 

 サポーター募集 

現在はコロナ禍により開催出来てはおりません

が、今後の様々な活動においてお手伝い等頂ける方

を募集致します。お手伝い頂ける方やご興味のある

方は事務局までご連絡下さい。 

ご連絡頂く際に、得意な分野やどこまでならお手

伝い出来ますなど記載頂けますとこちらも把握しや

すくなりますので、ご協力をお願い致します。 

 

 オンライン交流会につきまして 

2020 年 10 月より毎月、会員限定で Zoom に

よるオンライン交流会を開催しております。偶数月

は土日開催、奇数月は平日開催となっております。 

事務局では、Zoom 接続等のサポートは出来かね

ますので、ご家族やお知り合いなど周りの方に聞い

ていただきますようお願い致します。 

 

 新年度年会費納付のお願い 

下垂体患者の会は、毎年６月から翌年５月までを

１年度としております。2021 年 06 月より新年度

となりますので、別紙同封させていただいておりま

すが年会費の納付をお願い致します。 

年会費を払込票で納付いただく場合、住所・氏

名・連絡先・会員番号のご記載をお願い致します。

寄付も併せて行っていただける方は「寄付：〇〇

円」などその旨もご記載をお願い致します。同姓同

名の方もおられるため、名前だけですと、事務局側

での確認作業が出来ない事もありますので皆様のご

協力をお願い致します。 

お子様の名前で家族会員として登録されている方

は、必ず会員登録されている方（本会報の宛先の方

のお名前）での振込手続きをお願い致します。 

ATM やゆうちょダイレクトにより、口座から直

接送金される場合は、お名前の前に会員番号を入れ

ていただきますようお願い致します。 

 

 ご意見募集 

皆様のご協力の下、大きなトラブルもなく毎月オ

ンライン交流会を開催させていただいております。

以前、アンケートもとらせていただきましたが、会

員同士で話せる小部屋が欲しいなどのご意見があり

ましたら事務局までメールにてご連絡をお願いしま

す。 

また、講演会や会報にて取り上げて欲しいテーマ

などもありましたら、こちらも事務局までメールで

ご連絡をお願い致します。全てのご要望にはお応え

出来ないと思いますが、なるべく皆様のご要望にお

応え出来るように努めてまいります。 

 

 会員情報 

202１年０４月３０日現在 

正会員数 ２７８名 

賛助会員数  ４５名 

 

 問い合わせ先 

〒270-2261 常盤平駅前郵便局留 

下垂体患者の会 事務局 

info@kasuitai.lolipop.jp 

070-5660-7182 

※基本的にメールでの問い合わせをお願い致しま

す。 

mailto:info@kasuitai.lolipop.jp

