
■ 2020年度 学術総会・Update・生涯教育講習会 指定講演一覧 ※ 30分の講演で1単位、1時間以上の講演で2単位

集会名 会長 会場 開催日 ｾｯｼｮﾝ名 演題名 領域 単位数

教育講演 1 自己免疫性甲状腺疾患の治療 内科 1

教育講演 2 インスリン分泌を制御するシグナル伝達の分子機構 内科 1

教育講演 3 神経内分泌腫瘍のWHO組織分類2017と今後の展望 内科 1

教育講演 4 性ステロイドと性染色体による細胞の性差構築（全ての細胞は性を持っている） 内科 1

教育講演 5 着床障害の診断・治療とその発症機序 産婦人科 1

教育講演 6 Endocrine Oncology とエピゲノムの意義 内科 1

教育講演 7 高齢者糖尿病の包括的管理 内科 1

教育講演 8 小児期発症原発性副腎機能低下症の分子基盤 小児科 1

教育講演 9 ビタミンDの生理作用：VDR欠損マウスの解析から 小児科 1

教育講演 10 先端巨大症の治療戦略：パラダイムシフト 脳神経外科 1

教育講演 11 テストステロンと生活習慣病 泌尿器科 1

教育講演 12 甲状腺疾患と妊娠 産婦人科 1

教育講演 13 免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害 内科 1

教育講演 14 内分泌代謝異常からみた心不全の病態と治療 内科 1

教育講演 15 遺伝子･ゲノム解析研究と内分泌疾患 小児科 1

教育講演 16 クッシング病の診断と治療の手引き：その解釈について 内科 1

教育講演 17 内分泌疾患の移行期医療 小児科 1

教育講演 18 生殖内分泌機構と栄養代謝･ストレス制御機構の相互制御作用 産婦人科 1

教育講演 19 わが国の難治性副腎疾患対策の現状と課題 内科 1

教育講演 20 インプリンティングと成長･成熟 小児科 1

教育講演 21 JSH 2019における二次性高血圧の診断と治療 内科 1

教育講演 22 筋肉と骨ミネラル代謝の相互連関 内科 1

Update 1 糖代謝　小児 小児科 1

Update 2 糖代謝　成人 内科 1

Update 3 副甲状腺 内科 1

Update 4 骨代謝 内科 1

Update 5 in vivoｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞから見えてきた、脂質代謝と糖代謝の新たな接点 内科 1

Update 6 女性ﾎﾙﾓﾝ剤の基礎と臨床 産婦人科 1

Update 7 性腺　男性 泌尿器科 1

Update 8 小児科 小児科 1

Update 9 副腎　副腎皮質 内科 1

Update 10 褐色細胞腫・ﾊﾟﾗｶﾞﾝｸﾞﾘｵｰﾏ最近の話題 内科 1

Update 11 下垂体　内科 内科 1

Update 12 間脳下垂体疾患手術のupdate 脳神経外科 1

Update 14 甲状腺 ～最近の話題～ 内科 1

第7回生涯教育講習会 Web開催
12/11(金)

～12/20（日）
間脳下垂体 ｢下垂体腺腫の治療－Update｣ 脳神経外科 1

7/20（月)
～8/31（月）

第30回臨床内分泌代謝Update
竹内　靖博

(虎の門病院)
Web開催

11/13（金）
～11/14（土）

第93回学術総会
緒方　勤

(浜松医科大)
Web開催



■ 2020年度 支部学術集会 指定講演一覧　（講演時間等の詳細は、各集会の運営事務局にご確認ください。 ）

集会名 会長 開催地 開催日 ｾｯｼｮﾝ名 演題名（変更の可能性あり） 領域 単位数

第40回東北支部
学術集会

藤原 幾磨
（仙台市立病院）

艮陵会館記念ホール
（仙台市）

 4/25（土）
開催延期

特別講演 原発性副腎皮質機能低下症: Novel Genetic Mechanisms 小児科 2

教育講演  厄介な脳腫瘍「頭蓋咽頭腫」にどう対処する？:叡智と実践 脳神経外科 2

教育講演 頭蓋内胚細胞腫治療の守・破・離 脳神経外科 2

教育講演  非機能性下垂体腺腫:基礎知識と標準治療 脳神経外科 2

教育講演
患者の視点に立脚した診療を目指す:

patient-reported outcomeの活用
内科 1

教育講演  間脳下垂体疾患のMRI: 読影とピットフォール 内科 2

教育講演 原発性無月経の診断と治療 産婦人科 2

教育講演
内分泌関連薬のスポーツにおける乱用

－内分泌代謝科専門医はどう対処すべきか－
内科 2

教育講演 明日から使える骨年齢の話 小児科 2

教育講演 甲状腺低リスク微小乳頭癌（T1aN0M0）の非手術経過観察 内科 2

第20回東海支部
学術集会

森田　浩之
（岐阜大）

じゅうろくプラザ
（岐阜市）

10/24（土） JES We Can FGF-Klotho内分泌系から見た慢性腎臓病の病態生理 内科 2

教育講演１
副腎性高血圧診療Update

～褐色細胞腫・パラガングリオーマを中心に
内科 1

教育講演２ 副甲状腺疾患の診断と治療の実際 内科 1

第21回中国支部
学術集会

中村 康彦
（山口県立総合医療ｾﾝﾀｰ）

Web開催 9/5(土）
JES We Can共同企画

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
母児の健やかな未来のために

～内分泌疾患を有する女性に望ましい周産期医療を
産婦人科 2

教育講演１ 肥満症の病態と治療 内科 1

教育講演２ 水代謝の基礎と臨床 -- 低ナトリウム血症を中心として -- 内科 1

第20回九州支部
学術集会

小川 佳宏
（九州大学病院）

Web開催
9/18（金）

～10/4（日）
特別講演 甲状腺疾患診療のピットフォールと最新の知見 内科 2

■ 2020年度 分科会学術集会 指定講演一覧　（講演時間等の詳細は、各集会の運営事務局にご確認ください。 ）

集会名 会長 開催地 開催日 ｾｯｼｮﾝ名 演題名（変更の可能性あり） 領域 単位数

臨床重要課題　診断基準編 内科 1

臨床重要課題　全国調査編 内科 1

臨床重要課題　ガイドライン編 内科 1

第25回日本生殖内分泌学会
学術集会

伊藤　潔
（東北大）

東北大学
（仙台市）

12/12（土）
～12/25（金）

特別講演I
震災後10年を迎える福島県県民健康調査
「甲状腺検査」の現在と得られたエビデンス

内科 2

■　2020年度　日本内分泌学会関連学会　指定講演一覧 （講演時間等の詳細は、各集会の運営事務局にご確認ください。 ）

集会名 会長 開催地 開催日 ｾｯｼｮﾝ名 演題名（変更の可能性あり） 領域 単位数

教育講演 小児がん経験者（CCS）内分泌診療のPITFALL：改訂「手引き」より 小児科 1

教育講演 新生児内分泌　早産児の副腎皮質機能と甲状腺機能 小児科 1

臨床重要課題

10/1（木）
～10/31（土）

10/16(金)
～10/25(日)

第21回関東甲信越支部
学術集会

10/5（月）
～10/30（金）

Web開催
田村　哲郎

(新潟県立中央病院)

2020年日本小児内分泌学会
特別学術集会

大薗　恵一
（大阪大）

第20回四国支部
学術集会

戎井　理
（愛媛県立中央病院）

Web開催

Web開催

第63回日本甲状腺学会
学術集会

田上 哲也
（国立病院機構
京都医療ｾﾝﾀｰ）

Web開催
11/19（木）

～12/15（火）

第21回近畿支部
学術集会

池上　博司
（近畿大）

Web開催 11/7(土)


