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YIA審査口演日程・座長一覧

時　間 会　場 セッション名 座　長

第1日目　4月22日（木）

13:20-14:20 第6配信会場 若手研究奨励賞（YIA） 審査講演1 稲垣　　毅

14:30-15:30 第6配信会場 若手研究奨励賞（YIA） 審査講演2 白石　晃司

15:40-16:40 第6配信会場 若手研究奨励賞（YIA） 審査講演3 須賀　英隆

第2日目　4月23日（金） 　9:00-10:20 第1配信会場 若手研究奨励賞（YIA） 審査講演4 矢澤　隆志
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口演セッション・座長一覧

セッション名 座　長

一般演題S1 高得点1 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
一般演題S2 高得点2 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
一般演題1 間脳下垂体1.下垂体前葉.臨床1 山田　正三 森山脳神経センター病院.間脳下垂体センター
一般演題2 間脳下垂体2.下垂体.基礎1.前葉 小澤　一史 日本医科大学.大学院医学研究科.解剖学・神経生物学分野
一般演題3 間脳下垂体3.下垂体後葉.臨床 大月　道夫 大阪大学大学院医学系研究科.内分泌・代謝内科学
一般演題4 間脳下垂体4.下垂体前葉.臨床2 福原　紀章 虎の門病院.間脳下垂体外科
一般演題5 間脳下垂体5.下垂体前葉.臨床3.症例報告 山口　　玲 群馬大学医学部.脳神経外科
一般演題6 間脳下垂体6.下垂体.基礎2.後葉 永井　　隆 公立富岡総合病院
一般演題7 間脳下垂体7.下垂体.基礎3.前葉 堀口幸太郎 杏林大学保健学部.健康福祉学科
一般演題8 甲状腺1.自己免疫性甲状腺疾患1 西原　永潤 隈病院.内科
一般演題9 甲状腺2.腫瘍 藤井　孝明 群馬大学.乳腺・内分泌外科
一般演題10 甲状腺3.その他の甲状腺機能異常 村上　　司 野口記念会野口病院.内科
一般演題11 甲状腺4.基礎1 小飼　貴彦 獨協医科大学.感染制御・臨床検査医学
一般演題12 甲状腺5.その他1 田上　哲也 国立病院機構京都医療センター.内分泌・代謝内科
一般演題13 甲状腺6.自己免疫性甲状腺疾患2 内田　豊義 順天堂大学大学院医学研究科.代謝内分泌内科学
一般演題14 甲状腺7.基礎2 永山　雄二 長崎大学／原爆後障害医療研究所.分子医学研究分野
一般演題15 甲状腺8.小児 長崎　啓祐 新潟大学医歯学総合病院.小児科
一般演題16 甲状腺9.その他2 常川　勝彦 群馬大学医学部附属病院.検査部
一般演題17 糖尿病1.基礎1 岩部　真人 東京大学.糖尿病・代謝内科
一般演題18 糖尿病2.基礎2 篁　　俊成 金沢大学大学院.医学系研究科.内分泌・代謝内科学
一般演題19 糖尿病3.臨床.2型糖尿病 曽根　博仁 新潟大学.血液・内分泌・代謝内科
一般演題20 糖尿病4.臨床.1型糖尿病 及川　洋一 埼玉医科大学.内分泌・糖尿病内科
一般演題21 糖尿病5.臨床.インスリノーマ、低血糖 松下　隆哉 東京医科大学八王子医療センター.糖尿病・内分泌・代謝内科
一般演題22 糖尿病6.臨床.その他 大杉　　満 国立国際医療研究センター.糖尿病情報センター
一般演題23 糖尿病7.基礎3 岡田　秀一 日高病院.内科
一般演題24 肥満1 田中　智洋 名古屋市立大学.消化器・代謝内科学
一般演題25 肥満2 菅波　孝祥 名古屋大学.環境医学研究所
一般演題26 骨代謝、副甲状腺1.臨床1 八十田明宏 国立病院機構.京都医療センター.臨床研究センター
一般演題27 骨代謝、副甲状腺2.基礎 岡田　洋右 産業医科大学病院.臨床研究推進センター
一般演題28 骨代謝、副甲状腺3.臨床2 吉野　　聡 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
一般演題29 副腎1.クッシング症候群その他 佐藤　敦久 国際医療福祉大学三田病院.腎臓・高血圧内科
一般演題30 副腎2.原発性アルドステロン症その他 髙橋　克敏 高度･急性期医療センター公立昭和病院.代謝内科
一般演題31 副腎3.褐色細胞腫その他 森本　　玲 東北大学病院.腎・高血圧・内分泌科
一般演題32 副腎4.基礎 栗原　　勲 防衛医科大学校.医学教育学講座
一般演題33 脂質代謝1 石橋　　俊. 自治医科大学.内分泌代謝学部門
一般演題34 消化管・肝臓内分泌代謝1 柿﨑　　暁 国立病院機構高崎総合医療センター.臨床研究部
一般演題35 小児1.基礎その他 南谷　幹史 帝京大学ちば総合医療センター.小児科
一般演題36 小児2.低身長その他 石田　恵美 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
一般演題37 生殖内分泌・更年期・性ステロイド1 辻村　　晃 順天堂大学医学部附属浦安病院.泌尿器科
一般演題38 生殖内分泌・更年期・性ステロイド2 岸　　裕司 東京慈恵会医科大学.産婦人科
一般演題39 ホルモンと腫瘍1.臨床 田中　知明 千葉大学.分子病態解析学
一般演題40 ホルモンと腫瘍2.基礎 小澤　厚志 群馬大学大学院保健学研究科.看護学講座基礎看護学
一般演題41 その他1摂食その他 山田英二郎 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
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ポスターセッション・座長一覧

セッション名 座　長

ポスター1 間脳下垂体1.基礎 眞野あすか 日本医科大学.生理学講座（生体統御学）
ポスター2 間脳下垂体2.臨床.下垂体後葉 岩間信太郎 名古屋大学医学部附属病院.糖尿病・内分泌内科
ポスター3 間脳下垂体3.臨床.間脳下垂体腫瘍に伴う下垂体機能亢進症1 藤尾　信吾 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科.脳神経外科学
ポスター4 間脳下垂体4.臨床.間脳下垂体腫瘍に伴う下垂体機能亢進症2 二川原　健 つがる総合病院.内分泌・糖尿病・代謝内科
ポスター5 間脳下垂体5.臨床.間脳下垂体腫瘍に伴う下垂体機能亢進症3 有安　宏之 静岡県立総合病院.糖尿病内分泌内科
ポスター6 間脳下垂体6.臨床.下垂体機能低下症1 黒崎　雅道 鳥取大学医学部.脳神経外科
ポスター7 間脳下垂体7.臨床.下垂体機能低下症2 盛田　幸司 帝京大学医学部.内分泌代謝・糖尿病内科
ポスター8 間脳下垂体8.臨床.下垂体機能低下症3 登坂　雅彦 群馬大学大学院医学系研究科.脳神経外科学
ポスター9 間脳下垂体9.臨床.その他1 亀田　　亘 山形大学医学部.第三内科.糖尿病・内分泌代謝科
ポスター10 間脳下垂体10.臨床.その他2 堀口　和彦 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
ポスター11 甲状腺1.基礎 石井　角保 群馬大学大学院医学系研究科.応用生理学分野
ポスター12 甲状腺2.甲状腺腫瘍 福成　信博 昭和大学横浜市北部病院.甲状腺センター・外科
ポスター13 甲状腺3.自己免疫性甲状腺疾患1 佐藤　哲郎 城南医院
ポスター14 甲状腺4.自己免疫性甲状腺疾患2 渡邉　幹夫 大阪大学.大学院医学系研究科保健学専攻生体病態情報科学講座
ポスター15 甲状腺5.自己免疫性甲状腺疾患3 鈴木　幸一 帝京大学.臨床検査学科
ポスター16 甲状腺6.その他の甲状腺機能異常症1 佐々木茂和 浜松医科大学第2内科・内分泌科
ポスター17 甲状腺7.その他の甲状腺機能異常症2 桜井華奈子 独立行政法人国立病院機構.仙台医療センター.内分泌代謝内科
ポスター18 甲状腺8.その他 石井　角保 群馬大学大学院医学系研究科.応用生理学分野
ポスター19 糖尿病1.基礎1 岡田　秀一 日高病院.内科
ポスター20 糖尿病2.基礎2 宮塚　　健 順天堂大学.代謝内分泌内科
ポスター21 糖尿病3.基礎3 白川　　純 群馬大学.生体調節研究所.代謝疾患医科学分野
ポスター22 糖尿病4.臨床.1型糖尿病 齋藤　従道 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
ポスター23 糖尿病5.臨床.2型糖尿病 廣田　勇士 神戸大学大学院医学研究科.糖尿病・内分泌内科学部門
ポスター24 糖尿病6.その他1 藤田　征弘 滋賀医科大学.糖尿病内分泌・腎臓内科
ポスター25 糖尿病7.その他2 野見山　崇 国際医療福祉大学市川病院.糖尿病・代謝・内分泌内科
ポスター26 肥満1.基礎 吉野　　聡 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
ポスター27 肥満2.臨床 岡田　健太 自治医科大学.内分泌代謝科
ポスター28 骨代謝、副甲状腺1.副甲状腺機能異常その他 井上　玲子 帝京大学ちば総合医療センター.第三内科
ポスター29 骨代謝、副甲状腺2.副甲状腺機能異常 永田　友貴 大阪市立大学大学院医学研究科.血管病態制御学
ポスター30 骨代謝、副甲状腺3.骨粗鬆症、骨軟化症、くる病 深川　雅史 東海大学医学部.腎内分泌代謝内科
ポスター31 骨代謝、副甲状腺4.その他 飯利　太朗 聖マリアンナ医科大学／東京大学医学部.薬理学／腎臓内分泌内科
ポスター32 副腎1.基礎/臨床.クッシング症候群 宗　　友厚 川崎医科大学.糖尿病・代謝・内分泌内科
ポスター33 副腎2.原発性アルドステロン症と関連疾患1 永井　　隆 公立富岡総合病院
ポスター34 副腎3.原発性アルドステロン症と関連疾患2 大村　昌夫 みなとみらいメディカルスクエア.内科
ポスター35 副腎4.褐色細胞腫1 松本　俊一 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
ポスター36 副腎5.褐色細胞腫2 田邉真紀人 福岡大学病院.内分泌・糖尿病内科
ポスター37 副腎6.褐色細胞腫3 登丸　琢也 獨協医科大学.内科学（内分泌代謝）
ポスター38 副腎7.その他1 渋沢　信行 国立病院機構.高崎総合医療センター.内分泌・代謝内科
ポスター39 副腎8.その他2 中島　康代 群馬大学医学部付属病院.内分泌糖尿病内科
ポスター40 脂質代謝1.基礎・臨床 藤田　　恵 東京大学医学部附属病院.腎臓・内分泌内科
ポスター41 消化管・肝臓内分泌代謝1.基礎 飯塚　勝美 岐阜大学医学部附属病院.生体支援センター /糖尿病代謝内科
ポスター42 小児1.小児内分泌代謝1 大津　義晃 群馬大学.小児科
ポスター43 小児2.小児内分泌代謝2 天野　直子 さいたま市立病院.小児科
ポスター44 生殖内分泌・更年期・性ステロイド1 松本　俊一 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
ポスター45 生殖内分泌・更年期・性ステロイド2 小宮　　顕 千葉大学大学院医学研究院.泌尿器科学
ポスター46 ホルモンと腫瘍1 大場　健司 浜松医科大学.医学教育推進センター
ポスター47 その他1 石田　恵美 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科
ポスター48 その他2 山田英二郎 群馬大学医学部附属病院.内分泌糖尿病内科


