
 Web セミナー（共催セミナー）  
Web セミナーは日時限定のライブ配信、もしくは 4/22～4/28 配信のオンデマンド配信で実施いたします。 

配信形式は下記のセミナー一覧でご確認ください。 
 

 
4 月 22 日（木） 12:20～13:10 ライブ配信 

 

  

Web セミナー 
LS-1-1 
【ライブ配信】 
第 1 配信会場 

糖尿病治療のこれまでの 10 年、これからの 10 年 ～経口 GLP-1 受容体作動薬の位置づけを考える～ 

座長：北村 忠弘（群馬大学生体調節研究所 生活習慣病解析センター） 

演者：寺内 康夫（横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学） 

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社/MSD 株式会社 

Web セミナー 
LS-1-2 
【ライブ配信】 
第 2 配信会場 

GLP-1 が切り開く新たな糖尿病治療とその展望 

座長：渋沢 信行（独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 内分泌・代謝内科） 

演者：駒津 光久（信州大学医学部 糖尿病・内分泌代謝内科） 

共催：日本イーライリリー株式会社/大日本住友製薬株式会社 

Web セミナー 
LS-1-3 
【ライブ配信】 
第 3 配信会場 

DOHaD から広がる生活習慣予防 

座長：堀川 玲子（国立成育医療研究センター 内分泌・代謝科） 

演者：菊池 透（埼玉医科大学病院 小児科） 

共催：ファイザー株式会社 

Web セミナー 
LS-1-4 
 
【ライブ配信】 
第 4 配信会場 

座長：有馬 寛（名古屋大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌内科学） 

1.トルバプタンによる SIADH の治療の実際と今後の課題 

演者：高木 博史（名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科） 

2.SIADH 治療の新時代 

演者：森 建文（東北医科薬科大学 腎臓内分泌内科） 

共催：大塚製薬株式会社 

Web セミナー 
LS-1-5 
【ライブ配信】 
第 5 配信会場 

新生活様式下での糖尿病治療の新しい「かたち」 ～日本のエビデンスを中心に～ 

座長：小川 佳宏（九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学） 

演者：古川 慎哉（愛媛大学 総合健康センター） 

共催：アステラス製薬株式会社/寿製薬株式会社 

Web セミナー 
LS-1-6 
【ライブ配信】 
第 6 配信会場 

糖尿病治療におけるリアルタイムＣＧＭの有用性 

座長：薄井 勲（獨協医科大学 内分泌代謝内科/獨協医科大学病院 糖尿病センター） 

演者：山田 英二郎（群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科） 

共催：テルモ株式会社 

Web セミナー 
LS-1-7 
【ライブ配信】 
第 7 配信会場 

機能性下垂体腺腫の治療最前線 

座長：登坂 雅彦（群馬大学大学院医学系研究科 脳神経外科学講座 脳神経外科学） 

演者：西岡 宏（虎の門病院  間脳下垂体外科） 

共催：帝人ヘルスケア株式会社 

Web セミナー 
LS-1-8 
【ライブ配信】 
第 8 配信会場 

AI を用いた甲状腺機能異常判別システムの有用性 

座長：山田 正信（群馬大学大学院医学系研究科 内科学講座 内分泌代謝内科学分野） 

演者：工藤 工（医療法人神甲会 隈病院 内科） 

共催：株式会社コスミックコーポレーション 



 
4 月 23 日（金） 8:00～8:50 ライブ配信 
Web セミナー 
MS-2-2 
 
【ライブ配信】 
第 2 配信会場 

座長：小川 渉（神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学部門） 

1.2 型糖尿病患者 530 例の 1 日の血糖推移と無症候性心筋虚血の関係性 

演者：眞鍋 健一（松山第一病院 内科） 

2.多点を攻めて波動を制する －基礎インスリン／GLP-1 配合注射剤への期待－ 

演者：田中 智洋（名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学） 

共催：サノフィ株式会社 

Web セミナー 
MS-2-3 
【ライブ配信】 
第 3 配信会場 

肥満・メタボリックシンドロームと尿酸代謝異常の病態と治療 

  座長：永井 隆（公立富岡総合病院 内科） 

  演者：藏城 雅文（大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学） 

共催：持田製薬株式会社/株式会社富士薬品 
 
 
 
4 月 23 日（金） 12:20～13:10 ライブ配信 
Web セミナー 
LS-2-1 
【ライブ配信】 
第 1 配信会場 

心・腎・肝を見据えたこれからの糖尿病治療 

座長：小澤 厚志（群馬大学大学院保健学研究科看護学講座/ 

群馬大学医学部附属病院 内分泌糖尿病内科） 

演者：土屋 恭一郎（山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科） 

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社/日本イーライリリー株式会社 

Web セミナー 
LS-2-2 
 
【ライブ配信】 
第 2 配信会場 

座長：高見 博（伊藤病院） 

1.RAI 抵抗性の判断と施行中のインフォームドコンセント 

  演者：樋口 徹也（群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学） 

2.総腫瘍径を切り口とした新たなレンバチニブの導入判断 

  演者：福田 直樹（がん研有明病院 総合腫瘍科）  

共催：エーザイ株式会社 

Web セミナー 
LS-2-3 
【ライブ配信】 
第 3 配信会場 

２型糖尿病の治療戦略―早期治療強化の重要性― 

座長：竹内 靖博（虎の門病院 内分泌代謝科） 

演者：西尾 善彦（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） 

共催：大日本住友製薬株式会社 

Web セミナー 
LS-2-4 
【ライブ配信】 
第 4 配信会場 

新時代の 2 型糖尿病治療：SGLT2 阻害薬の多面的効果への期待 

座長：春日 雅人（朝日生命成人病研究所） 

演者：麻生 好正（獨協医科大学 内科学（内分泌代謝）） 

共催：大正製薬株式会社 

Web セミナー 
LS-2-5 
【ライブ配信】 
第 5 配信会場 

高齢者糖尿病診療のアップデート 

座長：河盛 隆造（順天堂大学 名誉教授） 

演者：鈴木 亮（東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野） 

共催：第一三共株式会社/田辺三菱株式会社 

Web セミナー 
LS-2-6 
【ライブ配信】 
第 6 配信会場 

肥満・メタボリックシンドロームの病態と治療 

座長：上原 豊（前橋赤十字病院 糖尿病・内分泌内科） 

演者：下村 伊一郎（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学） 

共催：株式会社三和化学研究所 



Web セミナー 
LS-2-7 
【ライブ配信】 
第 7 配信会場 

先天性甲状腺機能低下症の分子遺伝子学 

座長：菱沼 昭（獨協医科大学 感染制御・臨床検査医学講座/臨床検査センター） 

演者：鳴海 覚志（国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部） 

共催：あすか製薬株式会社 

Web セミナー 
LS-2-8 
【ライブ配信】 
第 8 配信会場 

高血糖は何故悪い？ ～膵島内分泌機能を護る～ 

座長：伊藤 裕（慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科） 

演者：松岡 孝昭（和歌山県立医科大学 内科学第一講座） 

共催：帝人ファーマ株式会社 

Web セミナー 
LS-2-9 
【ライブ配信】 
第 9 配信会場 

小児期発症間脳下垂体腫瘍患者の短期および長期の管理 

座長：堀口 和彦（群馬大学内分泌糖尿病内科） 

演者：伊藤 純子（虎の門病院小児科） 

共催：ＪＣＲファーマ株式会社 

Web セミナー 
LS-2-10 
 
【ライブ配信】 
第 10 配信会場 

中枢性尿崩症：小児から成人まで 

座長：有馬 寛（名古屋大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌内科学） 

1.症例から学ぶ小児の中枢性尿崩症 

演者：濱島 崇（あいち小児保健医療総合センター 内分泌代謝科） 

2.家族性中枢性尿崩症 -遺伝子検査からモデルマウスの解析まで- 

演者：萩原 大輔（名古屋大学附属病院 糖尿病・内分泌内科） 

共催：ヤマサ醤油株式会社 
 
 
4 月 23 日（金） 18:00～18:50 ライブ配信 
Web セミナー 
ES-2-1 
 
【ライブ配信】 
第 1 配信会場 

原発性アルドステロン症診療の現状と展望 

座長：佐藤 敦久（国際医療福祉大学三田病院 腎臓・高血圧内科/ 

国際医療福祉大学医学部 腎臓内科） 

演者：柴田 洋孝（大分大学 医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座）  

共催：富士フイルム和光純薬株式会社 

Web セミナー 
ES-2-2 
【ライブ配信】 
第 2 配信会場 

先端巨大症の診断と治療 update 

座長：田原 重志（日本医科大学 脳神経外科） 

演者：大塚 文男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学） 

共催：ノバルティス ファーマ株式会社 

Web セミナー 
ES-2-3 
 
【ライブ配信】 
第 3 配信会場 

New Perspectives in the Management and Treatment of Thyroid Eye Disease (TED) 

座長：廣松 雄治（新古賀病院 甲状腺センター/ 久留米大学 名誉教授 

久留米大学医療センター 糖尿病センター） 

1.Teprotumumab for thyroid Eye Disease: From Bench to Bedside 

演者：Terry J. Smith（Frederick G.L. Huetwell, Ophthalmology and Visual Sciences/ 

 Internal Medicine, University of Michigan Medical School, USA） 

2.Usefulness of MRI in the management of Thyroid Eye Disease 

-Signal intensity ratio in Fat suppressed image and T1 mapping- 

演者：松澤 和彦（鳥取大学医学部薬物療法内科） 

共催：Horizon Therapeutics Public Limited Company 

 



4 月 24 日（土） 10:00～10:50 ライブ配信 
Web セミナー 
MS-3-7 
【ライブ配信】 
第 7 配信会場 

血糖コントロールの質を考慮したインスリン選択 ～Patient  Centered  Approach を目指して～ 

座長：藤谷 与士夫（群馬大学生体調節研究所 分子糖代謝制御分野） 

演者：金澤 康（川口市立医療センター 糖尿病内分泌内科） 

共催：日本イーライリリー株式会社 
 
4 月 24 日（土） 12:20～13:10 ライブ配信 
Web セミナー 
LS-3-1 
【ライブ配信】 
第 1 配信会場 

成人 GH 分泌不全症の病態・診断・治療 Update 2021 

座長：山田 正信（群馬大学大学院医学系研究科 内科学講座 内分泌代謝内科学分野） 

演者：高橋 裕（奈良県立医科大学 糖尿病・内分泌内科学講座） 

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 

Web セミナー 
LS-3-2 
【ライブ配信】 
第 2 配信会場 

アルドステロンと腎血行動態 

座長：西川 哲男（西川クリニック/横浜労災病院） 

演者：伊藤 貞嘉（公立刈田綜合病院） 

共催：第一三共株式会社 

Web セミナー 
LS-3-3 
【ライブ配信】 
第 3 配信会場 

循環器疾患における腎性貧血管理の意義 －HIF-PHI への期待ー 

座長：植木 嘉衛（医療法人社団三思会 東邦病院 腎臓透析センター） 

演者：桑原 宏一郎（信州大学医学部 循環器内科学教室） 

共催：バイエル薬品株式会社 

Web セミナー 
LS-3-4 
 
【ライブ配信】 
第 4 配信会場 

日常診療に潜むピットフォール 

座長：道上 敏美（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター研究所 骨発育疾患研究部門） 

1.FGF23 関連低リン血症性くる病の病態・診断・治療 -小児科の立場から- 

演者：柏木 博子（独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院 小児科） 

2.FGF23 関連低リン血症性骨軟化症の病態・診断・治療 -成人科の立場から- 

演者：伊東 伸朗（東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科） 

共催：協和キリン株式会社 

Web セミナー 
LS-3-5 
【ライブ配信】 
第 5 配信会場 

膵β細胞に着目した糖尿病の研究と診療 

座長：門脇 孝（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院） 

演者：白川 純（群馬大学 生体調節研究所 代謝疾患医科学分野） 

共催：アストラゼネカ株式会社/小野薬品工業株式会社 

Web セミナー 
LS-3-6 
【ライブ配信】 
第 6 配信会場 

iCGM で変わる新たな糖尿病診療 ― 血糖トレンドを考慮した治療戦略 ― 

座長：稲垣 暢也（京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科） 

演者：吉田 昌史（自治医科大学さいたま医療センター 内分泌代謝内科） 

共催：アボットジャパン合同会社 

Web セミナー 
LS-3-7 
【ライブ配信】 
第 7 配信会場 

2 型糖尿病治療における持効型溶解インスリン製剤・GLP-1 受容体作動薬配合剤の有効活用 

座長：綿田 裕孝（順天堂大学大学院医学研究科  代謝内分泌内科） 

演者：寺内 康夫（横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学） 

共催：サノフィ株式会社 

Web セミナー 
LS-3-8 
【ライブ配信】 
第 8 配信会場 

糖の流れのその先へ ～未来を護るベストチョイス～ 

座長：佐藤 哲郎（城南医院） 

演者：野見山 崇（国際医療福祉大学医学部 糖尿病・代謝・内分泌内科学/国際医療福祉大学市川病院 

 糖尿病・内分泌代謝センター/国際医療福祉大学市川病院 糖尿病・代謝・内分泌内科） 

共催：MSD 株式会社 



 
オンデマンド配信 4 月 22 日（木）～4 月 28 日（水） 
Web セミナー 
OD-1 
 
【オンデマンド配信】 

これからの原発性アルドステロン症診療 

～アルドステロン測定のパラダイムシフトと診断治療への応用～ 

座長：鈴木 和浩（群馬大学大学院医学系研究科 泌尿器科学） 

演者：西川 哲男（横浜労災病院 名誉院長/西川クリニック） 

共催：富士レビオ株式会社 

Web セミナー 
OD-2 
 
【オンデマンド配信】 

クッシング症候群の最新の治療 

座長：島津 章（草津総合病院 先進医療センター） 

演者：田中 知明（千葉大学大学院 医学研究院 分子病態解析学 医学部附属病院 遺伝子診療部/ 

糖尿病・代謝内分泌内科） 

共催：レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン株式会社 

Web セミナー 
OD-3 
 
【オンデマンド配信】 
 
 

内分泌科医が遭遇する骨疾患 －ALP 低値で気づく成人型 HPP の病態と治療－ 

1.成人低ホスファターゼ症 ～症例発見のポイントと治療への挑戦～ 

  演者：福岡 秀規（神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科） 

2.酵素補充療法を導入した小児型低ホスファターゼ症の 1 成人例に対する運動機能評価の試み 

  演者：西澤 公美（信州大学医学系研究科保健学） 

共催：アレクシオンファーマ合同会社 

Web セミナー 
OD-4 
 
【オンデマンド配信】 

座長：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） 

1.CLIA 法による、新たな TRAb 測定キットに関して 

  演者：吉村 徹（アボットジャパン合同会社 総合研究所） 

2.Artificial Intelligence (AI)は一般血液検査から甲状腺機能異常症の診断を可能にするか？ 

演者：吉村 弘（伊藤病院 内科） 

共催：アボットジャパン合同会社 

Web セミナー 
OD-5 
 
【オンデマンド配信】 

甲状腺検査の国際標準化 －TSH ハーモナイゼーションを中心にー 

座長：志村 浩己（福島県立医科大学 臨床検査医学講座） 

演者：菱沼 昭（獨協医科大学 感染制御・臨床検査医学） 

共催：東ソー株式会社 

Web セミナー 
OD-6 
 
【オンデマンド配信】 

イソフラボン類の可能性を探る ～エクオールの中枢神経系への作用～ 

座長：岩瀬 明（群馬大学大学院医学系研究科 産科婦人科学） 

演者：鯉淵 典之（群馬大学大学院医学系研究科 応用生理学分野） 

共催：大塚製薬株式会社 ニュートラシューティカルズ事業部 

Web セミナー 
OD-7 
 
【オンデマンド配信】 

妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）と甲状腺疾患合併妊娠 

座長：赤水 尚史（医療法人神甲会 隈病院 内科） 

演者：田上 哲也（独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 内分泌・代謝内科） 

共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 
 


