
クリニカルアワー 1	 6月2日（木）　15:40 〜 17:10　第4会場

座長：大月　道夫（東京女子医科大学 内分泌内科学） 
安井　孝周（名古屋市立大学　大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分野）

褐色細胞腫・パラガングリオーマ

	 CLH1-1	 ガイドライン 2018 に基づく PPGL 診療と新知見 
 国立国際医療研究センター病院　糖尿病内分泌代謝科 田辺　晶代

	 CLH1-2	 褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断・治療におけるピットフォール 
 大分大学　医学部　内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 吉田　雄一 他

	 CLH1-3	 転移・進行性褐色細胞腫の現状と課題 
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　代謝・内分泌内科 方波見卓行 他

クリニカルアワー 2	 6月2日（木）　15:40 〜 17:10　第7会場

座長：田島　敏広（自治医科大学　小児科） 
生水真紀夫（千葉大学　生殖医学講座）

ライフステージに合わせたステロイドホルモン補充

	 CLH2-1	 性分化疾患の性ホルモン補充 
 国立成育医療研究センター　分子内分泌研究部 深見　真紀

	 CLH2-2	 加齢男性性腺機能低下症候群（LOH 症候群）に対するテストステロン補充療法の現状 
 九州大学病院　内分泌代謝・糖尿病内科 坂本　竜一

	 CLH2-3	 副腎皮質機能不全に対するホルモン補充 
 川崎医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科学 宗　　友厚

クリニカルアワー 3	 6月3日（金）　8:30 〜 10:00　第2会場

座長：堀川　玲子（国立成育医療研究センター　内分泌代謝科） 
岡田　　賢（広島大学大学院医系科学研究科　小児科学）

小児がん経験者（CCS）フォローアップガイド

	 CLH3-1	 小児・AYA 世代がん患者の内分泌診療における移行期医療の現状 
 東北大学大学院医学系研究科　発生・発達医学講座　小児病態学分野 菅野　潤子

	 CLH3-2	 小児・AYA 世代がん経験者の内分泌異常対策 ～栄養管理から妊孕性温存まで～
 大阪樟蔭女子大学　健康栄養学部　健康栄養学科 
 大阪大学大学院医学系研究科小児科学 三善　陽子

	 CLH3-3	 小児・AYA がんサバイバー女性のヘルスケア（オンコウイメンズヘルス） 
 福島県立医科大学　ふくしま子ども・女性医療支援センター 髙橋　俊文



クリニカルアワー 4	 6月3日（金）　15:10 〜 16:40　第5会場

座長：久具　宏司（東京都立墨東病院　産婦人科） 
楢原　久司（大分大学　医学部・産科婦人科学講座）

内分泌疾患におけるプレコンセプションケアの重要性

	 CLH4-1	 甲状腺機能異常合併妊娠 
 政策研究大学院大学　保健管理センター 片井みゆき

	 CLH4-2	 糖尿病女性のプレコンセプションケア 
 東京女子医科大学　内科学講座　糖尿病・代謝内科学分野 柳澤　慶香

	 CLH4-3	 高血圧・慢性腎臓病におけるプレコンセプションケア 
 スタンフォード大学医学部 Primary Care and Population Health 三戸　麻子 他

クリニカルアワー 5	 6月3日（金）　15:10 〜 16:40　第7会場

座長：渡邊奈津子（伊藤病院　内科） 
西川　光重（神甲会　隈病院　内科）

血中T3濃度測定の意義を考える

	 CLH5-1	 甲状腺ホルモン代謝　up to date 
 関西医科大学　内科学第二講座 豊田　長興 他

	 CLH5-2	 Non-thyroidal illness 
 国立病院機構 京都医療センター内分泌・代謝内科 田上　哲也

	 CLH5-3	 甲状腺全摘後レボチロキシン内服患者における血中 T3 濃度測定の意義 
 隈病院　内科 伊藤　　充

クリニカルアワー 6	 6月3日（金）　16:50 〜 18:20　第5会場

座長：鈴木　敦詞（藤田医科大学　医学部内分泌・代謝・糖尿病内科学講座） 
岡村　律子（伊藤病院　外科）

副甲状腺機能亢進症におけるBest	Practice

	 CLH6-1	 副甲状腺腫瘍の検査と診断 
 藤田医科大学医学部　内分泌・代謝・糖尿病内科学 四馬田　恵

	 CLH6-2	 原発性副甲状腺機能亢進症の外科治療 
 東京女子医科大学　内分泌外科 尾身　葉子

	 CLH6-3	 原発性副甲状腺機能亢進症：非手術例に対する best practice 
 東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科 槙田　紀子



クリニカルアワー 7	 6月3日（金）　16:50 〜 18:20　第6会場

座長：安西　慶三（佐賀大学　医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科） 
中神　朋子（東京女子医科大学　医学部　内科学講座　糖尿病代謝内科学分野）

チーム医療による糖尿病性腎症重症化予防の取り組み

	 CLH7-1	 糖尿病性腎症の現状と課題 
 福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学 川浪　大治 他

	 CLH7-2	 大分県における糖尿病腎症重症化予防の取組の現状と課題 
 大分大学　医学部　内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 岡本　光弘 他

	 CLH7-3	 患者教育とチーム医療による糖尿病腎症重症化予防の実現 
 国立国際医療研究センター病院　糖尿病内分泌代謝科 小谷　紀子

クリニカルアワー 8	 6月3日（金）　16:50 〜 18:20　第7会場

座長：吉原　　愛（伊藤病院） 
橋本　貢士（獨協医科大学　埼玉医療センター　糖尿病内分泌・血液内科）

甲状腺クリーゼ：どうすれば救命し得るのか？

	 CLH8-1	 甲状腺クリーゼを見落とさないために 
 慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科 小林佐紀子

	 CLH8-2	 専門家による私の治療 甲状腺クリーゼ 
 北里大学　医学部　内分泌代謝内科学 星山　綾子 他

	 CLH8-3	 甲状腺クリーゼにおける血漿交換療法の有用性 ～甲状腺ホルモンの血管外分布を考慮して～ 
 順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学 内田　豊義

クリニカルアワー 9	 6月4日（土）　8:30 〜 10:00　第3会場

座長：大山　　力（弘前大学　泌尿器科学講座） 
鈴木　啓悦（東邦大学医療センター佐倉病院　泌尿器科）

高齢社会で問題となる前立腺癌の基礎と臨床

	 CLH9-1	 前立腺癌におけるアンドロゲン受容体を中心とする転写因子ネットワークと制御機構 
 東京都健康長寿医療センター研究所　老化機構研究チーム　システム加齢医学 高山　賢一 他

	 CLH9-2	 前立腺癌診療の最近の潮流 
 大分大学　医学部　腎泌尿器外科学 秦　　聡孝

	 CLH9-3	 前立腺がん内分泌療法とメタボリック症候群 
 久留米大学　医学部　内科学講座　内分泌代謝内科部門 蘆田　健二 他



クリニカルアワー 10	 6月4日（土）　8:30 〜 10:00　第4会場

座長：山田　正信（群馬大学大学院　内分泌代謝内科学） 
下澤　達雄（国際医療福祉大学　医学部臨床検査医学）

ホルモン測定法のpearlとpitfall：臨床内分泌医が知っておくべきこと

	 CLH10-1	 グルカゴン測定法の改良と、その臨床応用 
 群馬大学　生体調節研究所 北村　忠弘 他

	 CLH10-2	 アルドステロン測定法の変遷 
 大分大学　医学部　内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 尾関　良則 他

	 CLH10-3	 甲状腺機能検査への干渉を見抜けるか？ 
 隈病院 西原　永潤

クリニカルアワー 11	 6月4日（土）　8:30 〜 10:00　第6会場

座長：榑松由佳子（奈良県立医科大学　糖尿病・内分泌内科学） 
西岡　　宏（虎の門病院　間脳下垂体外科）

クッシング病を中心としたクッシング症候群における臨床的問題点

	 CLH11-1	 クッシング病の診断 
 高知大学　保健管理センター 西山　　充

	 CLH11-2	 クッシング病の薬物療法 
 日本医科大学　内分泌糖尿病代謝内科 福田いずみ

	 CLH11-3	 クッシング病の治療：外科医の視点から 
 森山記念病院　間脳下垂体センター 山田　正三

クリニカルアワー 12	 6月4日（土）　13:10 〜 14:40　第2会場

座長：栗原　　勲（防衛医科大学校　医学教育学） 
槙田　紀子（東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科）

どのように学生、若手医師を内分泌学に魅了するか？

	 CLH12-1	 いったい私は内分泌代謝学のどこに魅了されているのか？ 
―内分泌代謝学を志した経緯と後進の勧誘の実践― 
 獨協医科大学　埼玉医療センター　糖尿病内分泌・血液内科 橋本　貢士

	 CLH12-2	 内分泌学の魅力とそれを伝えること 
 奈良県立医科大学　糖尿病内分泌内科学 髙橋　　裕

	 CLH12-3	 どのように学生、若手医師を内分泌学に魅了するか？―それが問題だ 
 慶應義塾大学医学部小児科学教室 長谷川奉延



クリニカルアワー 13	 6月4日（土）　13:10 〜 14:40　第3会場

座長：曽根　博仁（新潟大学大学院　医歯学総合研究科　血液・内分泌・代謝内科学分野） 
荒木　栄一（熊本大学　大学院生命科学研究部　代謝内科学講座）

糖尿病の心血管疾患と腎機能低下を見据えたSGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬の使い方

	 CLH13-1	 糖尿病性大血管障害の病態と治療 
 鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　糖尿病・内分泌内科学 西尾　善彦

	 CLH13-2	 SGLT2 阻害薬 Update －大血管障害と腎臓病への可能性を含めて－ 
 東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科 西村　理明

	 CLH13-3	 GLP-1 受容体作動薬の合併症抑制効果～実地臨床における血糖変動の観点から考える～ 
 産業医科大学病院　臨床研究推進センター 岡田　洋右

クリニカルアワー 14	 6月4日（土）　13:10 〜 14:40　第4会場

座長：市原　淳弘（東京女子医科大学　高血圧・内分泌内科） 
西川　哲男（横浜労災病院　内分泌・糖尿病センター／西川クリニック）

レニン、アルドステロン測定と高血圧診療

	 CLH14-1	 新規測定法によるアルドステロン症診断と高血圧症診療の精緻化
 東北大学　難治性高血圧内分泌代謝疾患寄附講座 
 東北大学病院　腎膠原病内分泌科 佐藤　文俊 他

	 CLH14-2	 血漿レニン活性 (PRA) と血漿アルドステロン濃度 (PAC) を高血圧治療にどう活かすか 
 国際医療福祉大学三田病院　腎臓・高血圧内科 佐藤　敦久 他

	 CLH14-3	 原発性アルドステロン症の病型鑑別における負荷試験の意義 
 慶應義塾大学　医学部　腎臓内分泌代謝内科 宮下　和季 他

クリニカルアワー 15	 6月4日（土）　13:10 〜 14:40　第5会場

座長：福本　誠二（徳島大学 内分泌・代謝内科） 
山内　美香（栄宏会　小野病院　骨代謝疾患研究所　内分泌代謝内科）

低リン血症性くる病・骨軟化症の診断と治療

	 CLH15-1	 FGF23 関連低リン血症性くる病・骨軟化症の病因と病態 
 福岡大学　医学部　内分泌・糖尿病内科学 髙士　祐一

	 CLH15-2	 低リン血症性くる病・骨軟化症の診断と治療～小児科の立場から～ 
 鳥取大学　医学部　周産期・小児医学分野 難波　範行

	 CLH15-3	 低リン血症性くる病・骨軟化症の診断と治療～内科の立場から～ 
 大阪公立大学大学院　医学研究科　代謝内分泌病態内科学 今西　康雄


