
第95回日本内分泌学会学術総会プログラム　オンデマンド配信の有無一覧（6/17時点）

日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第1会場 特別シンポジウム1 SPSY1-1/演者:安西 尚彦 〇

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第1会場 特別シンポジウム1 SPSY1-2/演者:和田 淳 〇

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第1会場 特別シンポジウム1 SPSY1-3/演者:向山 政志 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：05 第1会場 研究奨励賞受賞講演 研究奨励賞-1/演者:田村 功 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：05 第1会場 研究奨励賞受賞講演 研究奨励賞-2/演者:土屋 恭一郎 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：05 第1会場 研究奨励賞受賞講演 研究奨励賞-3/演者:萩原 大輔 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：05 第1会場 研究奨励賞受賞講演 研究奨励賞-4/演者:藤島 裕也 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：05 第1会場 研究奨励賞受賞講演 研究奨励賞-5/演者:山本 雅昭 〇

6月2日（木） 11：40 ～ 12：20 第1会場 特別講演1 SL1/演者:北野 正剛 〇

6月2日（木） 14：30 ～ 15：10 第1会場 マイスター賞受賞講演 マイスター賞/演者:柳沢 正史 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第1会場 特別シンポジウム2 SPSY2-1/演者:西村 理明 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第1会場 特別シンポジウム2 SPSY2-3/演者:横手 幸太郎 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第1会場 特別シンポジウム2 SPSY2-2/演者:野出 孝一 〇

6月2日（木） 17：20～18：10 第1会場 一般演題（口演）1 口演1/O1-1-1/演者:中野 雄二郎 ×

6月2日（木） 17：20～18：10 第1会場 一般演題（口演）1 口演1/O1-1-2/演者:唐島 成宙 ×

6月2日（木） 17：20～18：10 第1会場 一般演題（口演）1 口演1/O1-1-3/演者:角谷 美樹 〇

6月2日（木） 17：20～18：10 第1会場 一般演題（口演）1 口演1/O1-1-4/演者:西本 光宏 〇

6月2日（木） 17：20～18：10 第1会場 一般演題（口演）1 口演1/O1-1-5/演者:中野 依莉子 ×

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第1会場 特別シンポジウム3 SPSY3-1/演者:正木 孝幸 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第1会場 特別シンポジウム3 SPSY3-2/演者:田中 智洋 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第1会場 特別シンポジウム3 SPSY3-3/演者:大城 崇司 〇

6月3日（金） 10：20 ～ 11：00 第1会場 特別講演2 SL2/Speaker:William F. Young, Jr. 〇

6月3日（金） 11：20 ～ 12：00 第1会場 特別講演3 SL3/演者:井村 裕夫 〇

6月3日（金） 13：30 ～ 14：00 第1会場 会長講演 CC/演者:柴田 洋孝 〇

6月3日（金） 14：00 ～ 15：00 第1会場 学会賞受賞講演 学会賞-1/演者:大薗 恵一 〇

6月3日（金） 14：00 ～ 15：00 第1会場 学会賞受賞講演 学会賞-2/演者:山田 正信 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第1会場 特別シンポジウム4 SPSY4-1/演者:植木 浩二郎 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第1会場 特別シンポジウム4 SPSY4-2/演者:有馬 寛 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第1会場 特別シンポジウム4 SPSY4-3/演者:伊藤 裕 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第1会場 特別シンポジウム5 SPSY5-1/演者:栗原 勲 ×

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第1会場 特別シンポジウム5 SPSY5-2/演者:柴田 茂 ×

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第1会場 特別シンポジウム5 SPSY5-3/演者:西川 哲男 ×

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第1会場 The KES-JES Joint Symposium KJSY-1/Speaker:Masakatsu Sone 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第1会場 The KES-JES Joint Symposium KJSY-2/Speaker:Jung Soo Lim 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第1会場 The KES-JES Joint Symposium KJSY-3/Speaker:Koshiro Nishimoto 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第1会場 The KES-JES Joint Symposium KJSY-4/Speaker:Jung Hee Kim 〇

6月4日（土） 10：10 ～ 10：50 第1会場 Distinguished Endocrinologist Award受賞講演 DEA/演者:竹内 靖博 〇

6月4日（土） 11：20 ～ 12：00 第1会場 特別講演4 SL4/演者:杉山 立志 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第1会場 シンポジウム14 SY14-1/演者:田中 廣壽 ×

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第1会場 シンポジウム14 SY14-2/演者:小川 渉 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第1会場 シンポジウム14 SY14-3/演者:阿部 高明 ×

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第2会場 シンポジウム1 SY1-1/Speaker:Hironobu Umakoshi ×

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第2会場 シンポジウム1 SY1-2/Speaker:Katsutoshi Takahashi 〇

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第2会場 シンポジウム1 SY1-3/Speaker:William E. Rainey 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第2会場 シンポジウム3 SY3-1/演者:戸邉 一之 ×

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第2会場 シンポジウム3 SY3-2/演者:山内 敏正 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第2会場 シンポジウム3 SY3-3/演者:酒井 寿郎 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第2会場 一般演題（口演）2 口演2/O1-2-1/演者:登坂 雅彦 ×



日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月2日（木） 11：30～12：20 第2会場 一般演題（口演）2 口演2/O1-2-2/演者:大山 健一 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第2会場 一般演題（口演）2 口演2/O1-2-3/演者:永田 雄一 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第2会場 一般演題（口演）2 口演2/O1-2-4/演者:栗本 隼樹 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第2会場 一般演題（口演）2 口演2/O1-2-5/演者:吉村 充弘 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第2会場 一般演題（口演）3 口演3/O1-2-6/演者:笹川 泰生 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第2会場 一般演題（口演）3 口演3/O1-2-7/演者:小林 由布子 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第2会場 一般演題（口演）3 口演3/O1-2-8/演者:井土 哲志 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第2会場 一般演題（口演）3 口演3/O1-2-9/演者:庵谷 紘美 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第2会場 一般演題（口演）3 口演3/O1-2-10/演者:林 義大 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第2会場 一般演題（口演）3 口演3/O1-2-11/演者:田村 有里 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第2会場 シンポジウム6 SY6-1/演者:田中 敏章 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第2会場 シンポジウム6 SY6-2/演者:甲村 弘子 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第2会場 シンポジウム6 SY6-3/演者:中塚 幹也 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第2会場 一般演題（口演）4 口演4/O1-2-12/演者:林 康彦 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第2会場 一般演題（口演）4 口演4/O1-2-13/演者:武藤 淳 ×

6月2日（木） 17：20～18：20 第2会場 一般演題（口演）4 口演4/O1-2-14/演者:白石 弘樹 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第2会場 一般演題（口演）4 口演4/O1-2-15/演者:長沼 純子 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第2会場 一般演題（口演）4 口演4/O1-2-16/演者:氏福 健太 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第2会場 一般演題（口演）4 口演4/O1-2-17/演者:三次 有奈 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第2会場 クリニカルアワー3 CLH3-1/演者:菅野 潤子 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第2会場 クリニカルアワー3 CLH3-2/演者:三善 陽子 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第2会場 クリニカルアワー3 CLH3-3/演者:髙橋 俊文 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第2会場 一般演題（口演）22 口演22/O2-2-1/演者:辰島 啓太 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第2会場 一般演題（口演）22 口演22/O2-2-2/演者:鈴木 幸二 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第2会場 一般演題（口演）22 口演22/O2-2-3/演者:米田 麻里 ×

6月3日（金） 10：10～11：10 第2会場 一般演題（口演）22 口演22/O2-2-4/演者:三木 伸泰 ×

6月3日（金） 10：10～11：10 第2会場 一般演題（口演）22 口演22/O2-2-5/演者:坂田 清彦 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第2会場 一般演題（口演）22 口演22/O2-2-6/演者:向井 康祐 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第2会場 一般演題（口演）23 口演23/O2-2-7/演者:松本 隆作 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第2会場 一般演題（口演）23 口演23/O2-2-8/演者:関崎 知紀 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第2会場 一般演題（口演）23 口演23/O2-2-9/演者:竹下 沙希 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第2会場 一般演題（口演）23 口演23/O2-2-10/演者:迫田 秀之 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第2会場 一般演題（口演）23 口演23/O2-2-11/演者:川口 頌平 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第2会場 一般演題（口演）23 口演23/O2-2-12/演者:眞野 あすか 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第2会場 一般演題（口演）24 口演24/O2-2-13/演者:金本 巨哲 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第2会場 一般演題（口演）24 口演24/O2-2-14/演者:月山 秀一 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第2会場 一般演題（口演）24 口演24/O2-2-15/演者:渡邊 美希 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第2会場 一般演題（口演）24 口演24/O2-2-16/演者:間中 勝則 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第2会場 一般演題（口演）24 口演24/O2-2-17/演者:高安 忍 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第2会場 一般演題（口演）24 口演24/O2-2-18/演者:綿貫 裕 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第2会場 シンポジウム8 SY8-1/演者:村上 司 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第2会場 シンポジウム8 SY8-2/演者:杉谷 巌 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第2会場 シンポジウム8 SY8-3/演者:近藤 哲夫 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第2会場 シンポジウム11 SY11-1/演者:鈴木 眞一 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第2会場 シンポジウム11 SY11-2/演者:岡本 高宏 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第2会場 シンポジウム11 SY11-3/演者:櫻井 晃洋 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第2会場 シンポジウム13 SY13-1/演者:白川 純 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第2会場 シンポジウム13 SY13-2/演者:藤谷 与士夫 ×

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第2会場 シンポジウム13 SY13-3/演者:粂 昭苑 ×

6月4日（土） 10：10～11：00 第2会場 一般演題（口演）40 口演40/O3-2-1/演者:松浦 未紗 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第2会場 一般演題（口演）40 口演40/O3-2-2/演者:矢野 彰彦 〇
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オンデマンド
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6月4日（土） 10：10～11：00 第2会場 一般演題（口演）40 口演40/O3-2-3/演者:秀 拓一郎 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第2会場 一般演題（口演）40 口演40/O3-2-4/演者:懸高 知子 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第2会場 一般演題（口演）40 口演40/O3-2-5/演者:林 瑞樹 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第2会場 一般演題（口演）41 口演41/O3-2-6/演者:坂東 弘教 ×

6月4日（土） 11：10～12：00 第2会場 一般演題（口演）41 口演41/O3-2-7/演者:鈴木 正暉 ×

6月4日（土） 11：10～12：00 第2会場 一般演題（口演）41 口演41/O3-2-8/演者:真室 奈青 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第2会場 一般演題（口演）41 口演41/O3-2-9/演者:高橋 利奈 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第2会場 一般演題（口演）41 口演41/O3-2-10/演者:福島 崇夫 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第2会場 クリニカルアワー12 CLH12-1/演者:橋本 貢士 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第2会場 クリニカルアワー12 CLH12-2/演者:髙橋 裕 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第2会場 クリニカルアワー12 CLH12-3/演者:長谷川 奉延 〇

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第3会場 シンポジウム2 SY2-1/演者:望月 弘 〇

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第3会場 シンポジウム2 SY2-2/演者:窪田 拓生 〇

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第3会場 シンポジウム2 SY2-3/演者:伊東 伸朗 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第3会場 シンポジウム4 SY4-1/演者:覚道 健一 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第3会場 シンポジウム4 SY4-2/演者:長田 佳子 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第3会場 シンポジウム4 SY4-3/演者:菅間 博 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第3会場 一般演題（口演）5 口演5/O1-3-1/演者:中泉 伸彦 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第3会場 一般演題（口演）5 口演5/O1-3-2/演者:福森 龍也 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第3会場 一般演題（口演）5 口演5/O1-3-3/演者:田中 健一 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第3会場 一般演題（口演）5 口演5/O1-3-4/演者:檜垣 直幸 ×

6月2日（木） 11：30～12：20 第3会場 一般演題（口演）5 口演5/O1-3-5/演者:大幡 泰久 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第3会場 一般演題（口演）6 口演6/O1-3-6/演者:紙谷 史夏 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第3会場 一般演題（口演）6 口演6/O1-3-7/演者:大澤 好充 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第3会場 一般演題（口演）6 口演6/O1-3-8/演者:西原 永潤 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第3会場 一般演題（口演）6 口演6/O1-3-9/演者:黒田 豪 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第3会場 一般演題（口演）6 口演6/O1-3-10/演者:久門 真子 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第3会場 一般演題（口演）6 口演6/O1-3-11/演者:沼田 遥 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第3会場 シンポジウム7 SY7-1/演者:蔭山 和則 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第3会場 シンポジウム7 SY7-2/演者:根本 崇宏 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第3会場 シンポジウム7 SY7-3/演者:高柳 友紀 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第3会場 一般演題（口演）7 口演7/O1-3-12/演者:吉野 翔太 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第3会場 一般演題（口演）7 口演7/O1-3-13/演者:小川 晃一郎 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第3会場 一般演題（口演）7 口演7/O1-3-14/演者:村下 百音 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第3会場 一般演題（口演）7 口演7/O1-3-15/演者:西嶋 由衣 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第3会場 一般演題（口演）7 口演7/O1-3-16/演者:小野田 教高 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第3会場 一般演題（口演）7 口演7/O1-3-17/演者:菱田 吉明 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第3会場 CPC/症例検討 CPC-1/演者:永山 綾子 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第3会場 CPC/症例検討 CPC-2/演者:岩崎 博幸 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第3会場 CPC/症例検討 CPC-3/演者:高野 幸路 ×

6月3日（金） 10：10～11：10 第3会場 一般演題（口演）25 口演25/O2-3-1/演者:春日 英里 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第3会場 一般演題（口演）25 口演25/O2-3-2/演者:佐藤 敦久 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第3会場 一般演題（口演）25 口演25/O2-3-3/演者:甲斐田 実里 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第3会場 一般演題（口演）25 口演25/O2-3-4/演者:桑原 咲 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第3会場 一般演題（口演）25 口演25/O2-3-5/演者:工藤 貴徳 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第3会場 一般演題（口演）25 口演25/O2-3-6/演者:谷村 悠希江 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第3会場 一般演題（口演）26 口演26/O2-3-7/演者:金澤 佐奈 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第3会場 一般演題（口演）26 口演26/O2-3-8/演者:関 由美加 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第3会場 一般演題（口演）26 口演26/O2-3-9/演者:寺川 瞳子 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第3会場 一般演題（口演）26 口演26/O2-3-10/演者:友藤 清爾 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第3会場 一般演題（口演）26 口演26/O2-3-11/演者:高澤 啓 〇



日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月3日（金） 11：20～12：20 第3会場 一般演題（口演）26 口演26/O2-3-12/演者:櫻田 泰江 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第3会場 一般演題（口演）27 口演27/O2-3-13/演者:青柳 力夫 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第3会場 一般演題（口演）27 口演27/O2-3-14/演者:西本 紘嗣郎 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第3会場 一般演題（口演）27 口演27/O2-3-15/演者:藤田 晴香 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第3会場 一般演題（口演）27 口演27/O2-3-16/演者:横田 健一 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第3会場 一般演題（口演）27 口演27/O2-3-17/演者:七尾 裕太 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第3会場 一般演題（口演）27 口演27/O2-3-18/演者:中尾 一和 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第3会場 シンポジウム9 SY9-1/演者:明比 祐子 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第3会場 シンポジウム9 SY9-2/演者:横田 健一 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第3会場 シンポジウム9 SY9-3/演者:市川 智彦 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第3会場 JES We Can JES-1/演者:的場 ゆか 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第3会場 JES We Can JES-2/演者:山本 幸代 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第3会場 JES We Can JES-3/演者:伊達 紫 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第3会場 JES We Can JES-4/演者:高橋 倫子 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第3会場 クリニカルアワー9 CLH9-1/演者:高山 賢一 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第3会場 クリニカルアワー9 CLH9-2/演者:秦 聡孝 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第3会場 クリニカルアワー9 CLH9-3/演者:蘆田 健二 ×

6月4日（土） 10：10～11：00 第3会場 一般演題42 口演42/O3-3-1/演者:野口 仁志 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第3会場 一般演題42 口演42/O3-3-2/演者:山内 一郎 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第3会場 一般演題42 口演42/O3-3-3/演者:羽田 幹子 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第3会場 一般演題42 口演42/O3-3-4/演者:西山 充 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第3会場 一般演題42 口演42/O3-3-5/演者:原口 卓也 ×

6月4日（土） 11：10～12：00 第3会場 一般演題（口演）43 口演43/O3-3-6/演者:新居田 泰大 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第3会場 一般演題（口演）43 口演43/O3-3-7/演者:山内 一郎 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第3会場 一般演題（口演）43 口演43/O3-3-8/演者:二ノ宮 彩音 ×

6月4日（土） 11：10～12：00 第3会場 一般演題（口演）43 口演43/O3-3-9/演者:服部 尚樹 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第3会場 一般演題（口演）43 口演43/O3-3-10/演者:生戸 健一 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第3会場 クリニカルアワー13 CLH13-1/演者:西尾 善彦 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第3会場 クリニカルアワー13 CLH13-2/演者:西村 理明 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第3会場 クリニカルアワー13 CLH13-3/演者:岡田 洋右 〇

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第4会場 中堅若手の会　YECシンポジウム１ YEC1-1/演者:中山  敬一 ×

6月2日（木） 8：10 ～ 9：40 第4会場 中堅若手の会　YECシンポジウム１ YEC1-2/演者:山西 芳裕 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第4会場 シンポジウム5 SY5-1/演者:岡本 高宏 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第4会場 シンポジウム5 SY5-2/演者:竹越 一博 〇

6月2日（木） 9：50 ～ 11：20 第4会場 シンポジウム5 SY5-3/演者:井原 健二 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第4会場 一般演題8 口演8/O1-4-1/演者:稲葉 有香 ×

6月2日（木） 11：30～12：20 第4会場 一般演題8 口演8/O1-4-2/演者:戸田 郷太郎 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第4会場 一般演題8 口演8/O1-4-3/演者:辻本 和峰 ×

6月2日（木） 11：30～12：20 第4会場 一般演題8 口演8/O1-4-4/演者:福田 顕弘 〇

6月2日（木） 11：30～12：20 第4会場 一般演題8 口演8/O1-4-5/演者:山口 崇 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第4会場 一般演題（口演）9 口演9/O1-4-6/演者:原田 大輔 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第4会場 一般演題（口演）9 口演9/O1-4-7/演者:山本 昌弘 ×

6月2日（木） 14：30～15：30 第4会場 一般演題（口演）9 口演9/O1-4-8/演者:山田 知絵子 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第4会場 一般演題（口演）9 口演9/O1-4-9/演者:小泉 実幸 ×

6月2日（木） 14：30～15：30 第4会場 一般演題（口演）9 口演9/O1-4-10/演者:加藤 創生 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第4会場 一般演題（口演）9 口演9/O1-4-11/演者:香川 礼子 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第4会場 クリニカルアワー1 CLH1-1/演者:田辺 晶代 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第4会場 クリニカルアワー1 CLH1-2/演者:吉田 雄一 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第4会場 クリニカルアワー1 CLH1-3/演者:方波見 卓行 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第4会場 一般演題（口演）10 口演10/O1-4-12/演者:青山 周平 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第4会場 一般演題（口演）10 口演10/O1-4-13/演者:許林 櫻華 ×



日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月2日（木） 17：20～18：20 第4会場 一般演題（口演）10 口演10/O1-4-14/演者:船崎 俊介 ×

6月2日（木） 17：20～18：20 第4会場 一般演題（口演）10 口演10/O1-4-15/演者:横山 敦 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第4会場 一般演題（口演）10 口演10/O1-4-16/演者:鈴木 歩 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第4会場 一般演題（口演）10 口演10/O1-4-17/演者:LI JINGHE 取り下げ

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-1/演者:辻 智也 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-2/演者:中野 靖浩 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-3/演者:濱谷 柚香 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-4/演者:久堀 元博 ×

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-5/演者:上平 雄大 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-6/演者:辻本 裕紀 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-7/演者:小田 侑一 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-8/演者:植本 優里 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-9/演者:石黒 文菜 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-10/演者:野村 奈央 ×

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-11/演者:長谷部 雅士 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-12/演者:成田 大樹 ×

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-13/演者:山本 智也 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-14/演者:中居 伴充 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-15/演者:小宅 桃子 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-16/演者:菅生 将史 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-17/演者:瀧 由樹 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-18/演者:中田 健人 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-19/演者:桐野 玄 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：30 第4会場 若手臨床内分泌医育成委員会企画　第1部 Clinical Endocrinology KO Rounds YTC1-20/演者:柴田 奈央 〇

6月3日（金）
8：30 ～ 10：30

※第1部終了後、第2
第4会場

若手臨床内分泌医育成委員会企画　第2部 エキスパートによる内分泌セミナー「目から

鱗の専門医セミナー　～症例報告から新しい疾患概念の確立へ～」
YTC2-1/演者:深見 真紀 〇

6月3日（金）
8：30 ～ 10：30

※第1部終了後、第2
第4会場

若手臨床内分泌医育成委員会企画　第2部 エキスパートによる内分泌セミナー「目から

鱗の専門医セミナー　～症例報告から新しい疾患概念の確立へ～」
YTC2-2/演者:柳瀬 敏彦 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第4会場 一般演題（口演）28 口演28/O2-4-1/演者:三宅 映己 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第4会場 一般演題（口演）28 口演28/O2-4-2/演者:林 令子 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第4会場 一般演題（口演）28 口演28/O2-4-3/演者:鈴木 滋 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第4会場 一般演題（口演）28 口演28/O2-4-4/演者:山野 春樹 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第4会場 一般演題（口演）28 口演28/O2-4-5/演者:金子 至寿佳 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第4会場 一般演題（口演）28 口演28/O2-4-6/演者:田中 翔 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第4会場 一般演題（口演）29 口演29/O2-4-7/演者:古園 美和 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第4会場 一般演題（口演）29 口演29/O2-4-8/演者:本川 未都里 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第4会場 一般演題（口演）29 口演29/O2-4-9/演者:小泉 美紀子 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第4会場 一般演題（口演）29 口演29/O2-4-10/演者:前山 隆智 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第4会場 一般演題（口演）29 口演29/O2-4-11/演者:阿部 裕樹 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第4会場 一般演題（口演）29 口演29/O2-4-12/演者:大高 幸之助 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第4会場 シンポジウム10 SY10-1/演者:岡田 賢 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第4会場 シンポジウム10 SY10-2/演者:窪田 拓生 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第4会場 シンポジウム10 SY10-3/演者:難波 範行 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第4会場 シンポジウム12 SY12-1/演者:蟹江 慶太郎 ×

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第4会場 シンポジウム12 SY12-2/演者:蘆田 健二 ×

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第4会場 シンポジウム12 SY12-3/演者:岩間 信太郎 ×

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第4会場 クリニカルアワー10 CLH10-1/演者:北村 忠弘 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第4会場 クリニカルアワー10 CLH10-2/演者:尾関 良則 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第4会場 クリニカルアワー10 CLH10-3/演者:西原 永潤 〇

6月4日（土） 10：10～10：50 第4会場 一般演題（口演）44 口演44/O3-4-1/演者:新津 吉博 〇

6月4日（土） 10：10～10：50 第4会場 一般演題（口演）44 口演44/O3-4-2/演者:三浦 雅臣 〇

6月4日（土） 10：10～10：50 第4会場 一般演題（口演）44 口演44/O3-4-3/演者:岩尾 正雄 〇

6月4日（土） 10：10～10：50 第4会場 一般演題（口演）44 口演44/O3-4-4/演者:得丸 智子 〇



日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月4日（土） 11：00～12：00 第4会場 一般演題（口演）45 口演45/O3-4-5/演者:村上 司 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第4会場 一般演題（口演）45 口演45/O3-4-6/演者:家村 綾正 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第4会場 一般演題（口演）45 口演45/O3-4-7/演者:渡邊 奈津子 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第4会場 一般演題（口演）45 口演45/O3-4-8/演者:澤井 瑠一 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第4会場 一般演題（口演）45 口演45/O3-4-9/演者:坂本 紗英花 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第4会場 一般演題（口演）45 口演45/O3-4-10/演者:森田 えみり 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第4会場 クリニカルアワー14 CLH14-1/演者:佐藤 文俊 ×

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第4会場 クリニカルアワー14 CLH14-2/演者:佐藤 敦久 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第4会場 クリニカルアワー14 CLH14-3/演者:宮下 和季 〇

6月2日（木） 8：10 ～ 9：10 第5会場 Meet the Professor1 MTP1/Speaker:Susan J. Mandel 〇

6月2日（木） 9：20 ～ 10：20 第5会場 Meet the Professor2 MTP2/Speaker:Elizabeth A. Lawson 〇

6月2日（木） 10：30 ～ 11：30 第5会場 Meet the Professor3 MTP3/Speaker:Dolores Shoback 〇

6月2日（木） 11：40～12：20 第5会場 一般演題（口演）11 口演11/O1-5-1/演者:小林 洋輝 ×

6月2日（木） 11：40～12：20 第5会場 一般演題（口演）11 口演11/O1-5-2/演者:武田 仁勇 〇

6月2日（木） 11：40～12：20 第5会場 一般演題（口演）11 口演11/O1-5-3/演者:朝山 伊津子 〇

6月2日（木） 11：40～12：20 第5会場 一般演題（口演）11 口演11/O1-5-4/演者:中島 拓紀 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第5会場 一般演題（口演）12 口演12/O1-5-5/演者:大杉 治之 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第5会場 一般演題（口演）12 口演12/O1-5-6/演者:井手 芙美 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第5会場 一般演題（口演）12 口演12/O1-5-7/演者:類家 裕太郎 ×

6月2日（木） 14：30～15：30 第5会場 一般演題（口演）12 口演12/O1-5-8/演者:田中 康平 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第5会場 一般演題（口演）12 口演12/O1-5-9/演者:西浦 綾乃 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第5会場 一般演題（口演）12 口演12/O1-5-10/演者:鍬田 菜摘 ×

6月2日（木） 15：40～16：40 第5会場 一般演題（口演）13 口演13/O1-5-11/演者:吉岡 誠之 ×

6月2日（木） 15：40～16：40 第5会場 一般演題（口演）13 口演13/O1-5-12/演者:伊藤 綾香 ×

6月2日（木） 15：40～16：40 第5会場 一般演題（口演）13 口演13/O1-5-13/演者:石渡 一樹 ×

6月2日（木） 15：40～16：40 第5会場 一般演題（口演）13 口演13/O1-5-14/演者:松村 欣宏 〇

6月2日（木） 15：40～16：40 第5会場 一般演題（口演）13 口演13/O1-5-15/演者:土屋 恭一郎 〇

6月2日（木） 15：40～16：40 第5会場 一般演題（口演）13 口演13/O1-5-16/演者:岩橋 泰幸 〇

6月2日（木） 16：50 ～ 17：50 第5会場 Meet the Professor4 MTP4/Speaker:Paul M. Stewart 〇

6月3日（金） 8：00 ～ 9：00 第5会場 Meet the Professor5 MTP5/Speaker:William F. Young, Jr. 〇

6月3日（金） 9：10 ～ 10：10 第5会場 Meet the Professor6 MTP6/Speaker:Mark E. Molitch 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第5会場 一般演題（口演）30 口演30/O2-5-1/演者:出口 ハンナ 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第5会場 一般演題（口演）30 口演30/O2-5-2/演者:吉原 愛 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第5会場 一般演題（口演）30 口演30/O2-5-3/演者:深澤 洋 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第5会場 一般演題（口演）30 口演30/O2-5-4/演者:橘 正剛 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第5会場 一般演題（口演）30 口演30/O2-5-5/演者:山田 早耶香 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第5会場 一般演題（口演）30 口演30/O2-5-6/演者:小西 絢子 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第5会場 一般演題（口演）31 口演31/O2-5-7/演者:武友 保憲 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第5会場 一般演題（口演）31 口演31/O2-5-8/演者:奥地 剛之 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第5会場 一般演題（口演）31 口演31/O2-5-9/演者:小林 朋子 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第5会場 一般演題（口演）31 口演31/O2-5-10/演者:渋田 可奈子 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第5会場 一般演題（口演）31 口演31/O2-5-11/演者:畑 雅久 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第5会場 一般演題（口演）31 口演31/O2-5-12/演者:森 菜都子 ×

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第5会場 クリニカルアワー4 CLH4-1/演者:片井 みゆき 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第5会場 クリニカルアワー4 CLH4-2/演者:柳澤 慶香 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第5会場 クリニカルアワー4 CLH4-3/演者:三戸 麻子 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第5会場 クリニカルアワー6 CLH6-1/演者:四馬田 恵 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第5会場 クリニカルアワー6 CLH6-2/演者:尾身 葉子 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第5会場 クリニカルアワー6 CLH6-3/演者:槙田 紀子 〇

6月4日（土） 7：30 ～ 8：30 第5会場 Meet the Professor7 MTP7/Speaker:Anne Peters 〇



日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月4日（土） 8：40 ～ 9：40 第5会場 Meet the Professor8 MTP8/Speaker:Joseph G.Verbalis 〇

6月4日（土） 9：50 ～ 10：50 第5会場 Meet the Professor9 MTP9/Speaker:Adina F. Turcu 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第5会場 一般演題46 口演46/O3-5-1/演者:金子 至寿佳 ×

6月4日（土） 11：00～12：00 第5会場 一般演題46 口演46/O3-5-2/演者:相原 允一 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第5会場 一般演題46 口演46/O3-5-3/演者:Nawaz Allah ×

6月4日（土） 11：00～12：00 第5会場 一般演題46 口演46/O3-5-4/演者:渡部 瑶 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第5会場 一般演題46 口演46/O3-5-5/演者:小林 俊介 〇

6月4日（土） 11：00～12：00 第5会場 一般演題46 口演46/O3-5-6/演者:林 哲範 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第5会場 クリニカルアワー15 CLH15-1/演者:髙士 祐一 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第5会場 クリニカルアワー15 CLH15-2/演者:難波 範行 〇

6月4日（土） 13：10 ～ 14：40 第5会場 クリニカルアワー15 CLH15-3/演者:今西 康雄 〇

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-1/演者:西谷 重紀 〇

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-2/演者:三輪田 勤 〇

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-3/演者:小林 洋輝 ×

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-4/演者:沖田 朋憲 ×

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-5/演者:中川 竜一 〇

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-6/演者:田中 結美子 〇

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-7/演者:早川 友朗 ×

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-8/演者:小栗 靖生 ×

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-9/演者:深水 大天 ×

6月2日（木） 8：10～10：40 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演1 YIA1-10/演者:川知 祐介 ×

6月2日（木） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）14 口演14/O1-6-1/演者:鴫山 文華 ×

6月2日（木） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）14 口演14/O1-6-2/演者:関谷 元博 〇

6月2日（木） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）14 口演14/O1-6-3/演者:松本 道宏 ×

6月2日（木） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）14 口演14/O1-6-4/演者:纐纈 拓海 〇

6月2日（木） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）14 口演14/O1-6-5/演者:伊藤 雅晃 ×

6月2日（木） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）14 口演14/O1-6-6/演者:伯野 史彦 ×

6月2日（木） 14：30～15：30 第6会場 一般演題（口演）15 口演15/O1-6-7/演者:小野 裕之 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第6会場 一般演題（口演）15 口演15/O1-6-8/演者:根本 崇宏 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第6会場 一般演題（口演）15 口演15/O1-6-9/演者:鞁嶋 有紀 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第6会場 一般演題（口演）15 口演15/O1-6-10/演者:廣嶋 省太 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第6会場 一般演題（口演）15 口演15/O1-6-11/演者:五十嵐 瑞穂 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第6会場 一般演題（口演）15 口演15/O1-6-12/演者:和田 珠希 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-1/演者:蟹江 慶太郎 ×

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-2/演者:高橋 宙大 ×

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-3/演者:桐谷 光夫 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-4/演者:細川 友誠 ×

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-5/演者:伊藤 亮 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-6/演者:佐川 純司 ×

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-7/演者:内山 奏 ×

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-8/演者:廣田 圭昭 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：55 第6会場 若手研究奨励賞（YIA）審査講演2 YIA2-9/演者:松下 真弥 ×

6月2日（木） 18：05 ～ 18：35 第6会場 教育セミナー ES/演者:高見 博 ×

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第6会場 中堅若手の会　YECシンポジウム2 YEC2-1/演者:東 浩太郎 ×

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第6会場 中堅若手の会　YECシンポジウム2 YEC2-2/演者:中西 真 〇

6月3日（金） 8：30 ～ 10：00 第6会場 中堅若手の会　YECシンポジウム2 YEC2-3/演者:吉野 純 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第6会場 一般演題32 口演32/O2-6-1/演者:道上 敏美 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第6会場 一般演題32 口演32/O2-6-2/演者:山崎 美和 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第6会場 一般演題32 口演32/O2-6-3/演者:永田 友貴 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第6会場 一般演題32 口演32/O2-6-4/演者:馬越 真希 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第6会場 一般演題32 口演32/O2-6-5/演者:加藤 創生 〇



日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月3日（金） 10：10～11：10 第6会場 一般演題32 口演32/O2-6-6/演者:尾形 真規子 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）33 口演33/O2-6-7/演者:橋内 咲実 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）33 口演33/O2-6-8/演者:大熊 英之 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）33 口演33/O2-6-9/演者:和田 努 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）33 口演33/O2-6-10/演者:後藤 孔郎 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）33 口演33/O2-6-11/演者:神戸 悠輝 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第6会場 一般演題（口演）33 口演33/O2-6-12/演者:鹿野 健史朗 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第6会場 一般演題（口演）34 口演34/O2-6-13/演者:大庭 和人 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第6会場 一般演題（口演）34 口演34/O2-6-14/演者:大江 悠希 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第6会場 一般演題（口演）34 口演34/O2-6-15/演者:尾関 良則 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第6会場 一般演題（口演）34 口演34/O2-6-16/演者:阿部 恵 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第6会場 一般演題（口演）34 口演34/O2-6-17/演者:川合 汐里 ×

6月3日（金） 14：00～15：00 第6会場 一般演題（口演）34 口演34/O2-6-18/演者:楠 宜樹 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第6会場 中堅若手の会　YECシンポジウム3 YEC3-1/演者:阿部 高明 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第6会場 中堅若手の会　YECシンポジウム3 YEC3-2/演者:箕越 靖彦 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第6会場 中堅若手の会　YECシンポジウム3 YEC3-3/演者:片桐 秀樹 ×

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第6会場 クリニカルアワー7 CLH7-1/演者:川浪 大治 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第6会場 クリニカルアワー7 CLH7-2/演者:岡本 光弘 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第6会場 クリニカルアワー7 CLH7-3/演者:小谷 紀子 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第6会場 クリニカルアワー11 CLH11-1/演者:西山 充 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第6会場 クリニカルアワー11 CLH11-2/演者:福田 いずみ 〇

6月4日（土） 8：30 ～ 10：00 第6会場 クリニカルアワー11 CLH11-3/演者:山田 正三 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第6会場 一般演題（口演）47 口演47/O3-6-1/演者:緒方 大聖 ×

6月4日（土） 10：10～11：00 第6会場 一般演題（口演）47 口演47/O3-6-2/演者:木村 貞仁 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第6会場 一般演題（口演）47 口演47/O3-6-3/演者:入江 航生 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第6会場 一般演題（口演）47 口演47/O3-6-4/演者:中井 一貴 〇

6月4日（土） 10：10～11：00 第6会場 一般演題（口演）47 口演47/O3-6-5/演者:平高 明音 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第6会場 一般演題（口演）48 口演48/O3-6-6/演者:藤島 雄幸 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第6会場 一般演題（口演）48 口演48/O3-6-7/演者:末岡 秀文 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第6会場 一般演題（口演）48 口演48/O3-6-8/演者:山岸 俊夫 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第6会場 一般演題（口演）48 口演48/O3-6-9/演者:植田 洋平 〇

6月4日（土） 11：10～12：00 第6会場 一般演題（口演）48 口演48/O3-6-10/演者:長谷川 功 〇

6月2日（木） 8：10～9：00 第7会場 一般演題（口演）16 口演16/O1-7-1/演者:小野 昌美 ×

6月2日（木） 8：10～9：00 第7会場 一般演題（口演）16 口演16/O1-7-2/演者:石田 敦士 〇

6月2日（木） 8：10～9：00 第7会場 一般演題（口演）16 口演16/O1-7-3/演者:谷岡 大輔 〇

6月2日（木） 8：10～9：00 第7会場 一般演題（口演）16 口演16/O1-7-4/演者:天野 耕作 〇

6月2日（木） 8：10～9：00 第7会場 一般演題（口演）16 口演16/O1-7-5/演者:青山 夏希 ×

6月2日（木） 9：10～10：10 第7会場 一般演題（口演）17 口演17/O1-7-6/演者:水谷 哲也 〇

6月2日（木） 9：10～10：10 第7会場 一般演題（口演）17 口演17/O1-7-7/演者:矢澤 隆志 〇

6月2日（木） 9：10～10：10 第7会場 一般演題（口演）17 口演17/O1-7-8/演者:堤 貴大 〇

6月2日（木） 9：10～10：10 第7会場 一般演題（口演）17 口演17/O1-7-9/演者:森 雄作 〇

6月2日（木） 9：10～10：10 第7会場 一般演題（口演）17 口演17/O1-7-10/演者:上芝 元 〇

6月2日（木） 9：10～10：10 第7会場 一般演題（口演）17 口演17/O1-7-11/演者:山本 幸近 〇

6月2日（木） 10：20～11：10 第7会場 一般演題（口演）18 口演18/O1-7-12/演者:木全 悠太 〇

6月2日（木） 10：20～11：10 第7会場 一般演題（口演）18 口演18/O1-7-13/演者:伊澤 正一郎 〇

6月2日（木） 10：20～11：10 第7会場 一般演題（口演）18 口演18/O1-7-14/演者:本村 悠馬 〇

6月2日（木） 10：20～11：10 第7会場 一般演題（口演）18 口演18/O1-7-15/演者:高橋 克敏 〇

6月2日（木） 10：20～11：10 第7会場 一般演題（口演）18 口演18/O1-7-16/演者:津村 哲郎 〇

6月2日（木） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）19 口演19/O1-7-17/演者:片瀬 創平 〇

6月2日（木） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）19 口演19/O1-7-18/演者:平尾 菜々子 〇

6月2日（木） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）19 口演19/O1-7-19/演者:安達 恵利子 〇



日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月2日（木） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）19 口演19/O1-7-20/演者:黒住 旭 〇

6月2日（木） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）19 口演19/O1-7-21/演者:迫田 景子 〇

6月2日（木） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）19 口演19/O1-7-22/演者:湯野 暁子 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第7会場 一般演題（口演）20 口演20/O1-7-23/演者:古木 直人 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第7会場 一般演題（口演）20 口演20/O1-7-24/演者:Pereye Ofejiro ×

6月2日（木） 14：30～15：30 第7会場 一般演題（口演）20 口演20/O1-7-25/演者:中山 哲俊 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第7会場 一般演題（口演）20 口演20/O1-7-26/演者:諏佐 崇生 ×

6月2日（木） 14：30～15：30 第7会場 一般演題（口演）20 口演20/O1-7-27/演者:澤田 崇広 〇

6月2日（木） 14：30～15：30 第7会場 一般演題（口演）20 口演20/O1-7-28/演者:山内 一郎 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第7会場 クリニカルアワー2 CLH2-1/演者:深見 真紀 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第7会場 クリニカルアワー2 CLH2-2/演者:坂本 竜一 〇

6月2日（木） 15：40 ～ 17：10 第7会場 クリニカルアワー2 CLH2-3/演者:宗 友厚 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第7会場 一般演題（口演）21 口演21/O1-7-29/演者:小山 さとみ 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第7会場 一般演題（口演）21 口演21/O1-7-30/演者:松本 真明 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第7会場 一般演題（口演）21 口演21/O1-7-31/演者:塩崎 悠香 ×

6月2日（木） 17：20～18：20 第7会場 一般演題（口演）21 口演21/O1-7-32/演者:土井 響 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第7会場 一般演題（口演）21 口演21/O1-7-33/演者:前田 美和子 〇

6月2日（木） 17：20～18：20 第7会場 一般演題（口演）21 口演21/O1-7-34/演者:池田 和泉 〇

6月3日（金） 8：00～9：00 第7会場 一般演題（口演）35 口演35/O2-7-1/演者:岡田 満夫 〇

6月3日（金） 8：00～9：00 第7会場 一般演題（口演）35 口演35/O2-7-2/演者:竹内 和人 〇

6月3日（金） 8：00～9：00 第7会場 一般演題（口演）35 口演35/O2-7-3/演者:古川 滉一朗 〇

6月3日（金） 8：00～9：00 第7会場 一般演題（口演）35 口演35/O2-7-4/演者:吉永 佳代 〇

6月3日（金） 8：00～9：00 第7会場 一般演題（口演）35 口演35/O2-7-5/演者:安部 怜樹 〇

6月3日（金） 8：00～9：00 第7会場 一般演題（口演）35 口演35/O2-7-6/演者:川井 正信 〇

6月3日（金） 9：10～10：00 第7会場 一般演題（口演）36 口演36/O2-7-7/演者:穂積 かおり 〇

6月3日（金） 9：10～10：00 第7会場 一般演題（口演）36 口演36/O2-7-8/演者:佐田 こころ 〇

6月3日（金） 9：10～10：00 第7会場 一般演題（口演）36 口演36/O2-7-9/演者:松田 史佳 〇

6月3日（金） 9：10～10：00 第7会場 一般演題（口演）36 口演36/O2-7-10/演者:泉 諒太 〇

6月3日（金） 9：10～10：00 第7会場 一般演題（口演）36 口演36/O2-7-11/演者:畠中 諒子 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第7会場 一般演題（口演）37 口演37/O2-7-12/演者:加藤 嘉奈子 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第7会場 一般演題（口演）37 口演37/O2-7-13/演者:伊藤 潤 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第7会場 一般演題（口演）37 口演37/O2-7-14/演者:田中 早津紀 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第7会場 一般演題（口演）37 口演37/O2-7-15/演者:原澤 彰 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第7会場 一般演題（口演）37 口演37/O2-7-16/演者:高橋 隆 〇

6月3日（金） 10：10～11：10 第7会場 一般演題（口演）37 口演37/O2-7-17/演者:大久保 万理江 ×

6月3日（金） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）38 口演38/O2-7-18/演者:塩出 俊亮 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）38 口演38/O2-7-19/演者:芳賀 博凱 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）38 口演38/O2-7-20/演者:宮澤 慶行 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）38 口演38/O2-7-21/演者:永井 幸輔 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）38 口演38/O2-7-22/演者:伊藤 康彦 〇

6月3日（金） 11：20～12：20 第7会場 一般演題（口演）38 口演38/O2-7-23/演者:西田 康貴 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第7会場 一般演題（口演）39 口演39/O2-7-24/演者:山本 茜 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第7会場 一般演題（口演）39 口演39/O2-7-25/演者:大津 義晃 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第7会場 一般演題（口演）39 口演39/O2-7-26/演者:橋本 重厚 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第7会場 一般演題（口演）39 口演39/O2-7-27/演者:愛知 佳奈 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第7会場 一般演題（口演）39 口演39/O2-7-28/演者:深田 陽子 〇

6月3日（金） 14：00～15：00 第7会場 一般演題（口演）39 口演39/O2-7-29/演者:中野 さつき 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第7会場 クリニカルアワー5 CLH5-1/演者:豊田 長興 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第7会場 クリニカルアワー5 CLH5-2/演者:田上 哲也 〇

6月3日（金） 15：10 ～ 16：40 第7会場 クリニカルアワー5 CLH5-3/演者:伊藤 充 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第7会場 クリニカルアワー8 CLH8-1/演者:小林 佐紀子 〇

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第7会場 クリニカルアワー8 CLH8-2/演者:星山 綾子 〇



日程 時間 会場 プログラム名 お役割/登壇者名（敬称略）
オンデマンド

配信有無

6月3日（金） 16：50 ～ 18：20 第7会場 クリニカルアワー8 CLH8-3/演者:内田 豊義 〇

6月4日（土） 8：30～9：30 第7会場 一般演題（口演）49 口演49/O3-7-1/演者:唐島 成宙 ×

6月4日（土） 8：30～9：30 第7会場 一般演題（口演）49 口演49/O3-7-2/演者:中川 佳子 〇

6月4日（土） 8：30～9：30 第7会場 一般演題（口演）49 口演49/O3-7-3/演者:山田 万祐子 ×

6月4日（土） 8：30～9：30 第7会場 一般演題（口演）49 口演49/O3-7-4/演者:阿部 一輝 ×

6月4日（土） 8：30～9：30 第7会場 一般演題（口演）49 口演49/O3-7-5/演者:稲垣 恭子 ×

6月4日（土） 8：30～9：30 第7会場 一般演題（口演）49 口演49/O3-7-6/演者:小和田 敬子 ×

6月4日（土） 9：40～10：40 第7会場 一般演題（口演）50 口演50/O3-7-7/演者:西岡 祐一 〇

6月4日（土） 9：40～10：40 第7会場 一般演題（口演）50 口演50/O3-7-8/演者:上間 次己 〇

6月4日（土） 9：40～10：40 第7会場 一般演題（口演）50 口演50/O3-7-9/演者:夏木 裕香 〇

6月4日（土） 9：40～10：40 第7会場 一般演題（口演）50 口演50/O3-7-10/演者:角谷 佳則 ×

6月4日（土） 9：40～10：40 第7会場 一般演題（口演）50 口演50/O3-7-11/演者:小林 雅樹 〇

6月4日（土） 9：40～10：40 第7会場 一般演題（口演）50 口演50/O3-7-12/演者:秋枝 さやか 〇

6月4日（土） 10：50～11：50 第7会場 一般演題（口演）51 口演51/O3-7-13/演者:藤原 誠 〇

6月4日（土） 10：50～11：50 第7会場 一般演題（口演）51 口演51/O3-7-14/演者:中山 尋文 〇

6月4日（土） 10：50～11：50 第7会場 一般演題（口演）51 口演51/O3-7-15/演者:木村 貴英 〇

6月4日（土） 10：50～11：50 第7会場 一般演題（口演）51 口演51/O3-7-16/演者:徳光 宏紀 〇

6月4日（土） 10：50～11：50 第7会場 一般演題（口演）51 口演51/O3-7-17/演者:隅田 旭 〇

6月4日（土） 10：50～11：50 第7会場 一般演題（口演）51 口演51/O3-7-18/演者:須山 敦仁 〇

6月4日（土） 13：10～14：00 第7会場 一般演題（口演）52 口演52/O3-7-19/演者:牧野 隆太郎 〇

6月4日（土） 13：10～14：00 第7会場 一般演題（口演）52 口演52/O3-7-20/演者:乾 遼子 〇

6月4日（土） 13：10～14：00 第7会場 一般演題（口演）52 口演52/O3-7-21/演者:宿谷 結希 〇

6月4日（土） 13：10～14：00 第7会場 一般演題（口演）52 口演52/O3-7-22/演者:渡邊 智 〇

6月4日（土） 13：10～14：00 第7会場 一般演題（口演）52 口演52/O3-7-23/演者:立花 修 〇

ランチョンセミナー10 富士レビオ株式会社 〇

ランチョンセミナー13 アレクシオンファーマ合同会社 〇

ランチョンセミナー14 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 〇

ランチョンセミナー15 ノボノルディスクファーマ株式会社 〇

ランチョンセミナー17 ヤマサ醤油株式会社 〇

ランチョンセミナー18 大塚製薬株式会社　ニュートラシューティカルズ事業部 〇

ランチョンセミナー19 アボットジャパン合同会社 〇

ランチョンセミナー20 Horizon Therapeutics plc 〇

ランチョンセミナー21 富士フイルム和光純薬株式会社 〇

モーニングセミナー4 アボットジャパン合同会社 〇

イブニングセミナー4 レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン株式会社 〇

共催セミナー


