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懇親会のご案内
懇親会は、10月25日（金）　19:40より東京大学農学部内 向ヶ岡ファカルティハウス で開催します。
また、お支払いいただいた懇親会費は理由の如何に関わらず、ご返金はいたしかねますのでご注意ください。
懇親会費　一般　5,000 円
　　　　　学生　2,000 円

お問い合わせ
　帝京大学医学部脳神経外科　
　事務局長：大山 健一
　　〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1　
　　Tel: 03-3964-1211　FAX: 03-5375-1716　
　　E-mail: jnes2019office@gmail.com

　東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部　
　事務局長：真方 文絵
　　〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1　
　　Tel: 03-5841-5381　FAX: 03-5841-8180
　　E-mail: jnes2019office@gmail.com
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第 95 巻　第 4号 0000

日程表
10 月 25 日（金） 10月 26 日（土）

講演会場
（一条ホール）

ポスター展示
（ホワイエ）

講演会場
（一条ホール）

ポスター展示
（ホワイエ）

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

8:00 〜 8:30　若手研究奨励賞審査口演（YIA）・臨床神経内分泌優秀賞ポスター演題
Y-01 〜 Y-02、P-03 〜 P-04　　座長： 渡辺  雄貴、真方  文絵 

8:00 〜 8:30　                     一般講演６
生殖・性ステロイド

O-23 〜 O-25　　座長： 岩田  衣世、上野山  賀久

8:30 〜 9:10　　　　　    一般講演１
栄養・代謝・摂食

O-01 〜 O-04
座長： 上田  陽一、鈴木  眞理 

8:30 〜 9:10　                     一般講演７
神経２

O-26 〜 O-29
座長： 有馬  寛、尾仲  逹史

9:10 〜 9:50　　　　　    一般講演２
行動

O-05 〜 O-08
座長： 松田  賢一、西  真弓

9:10 〜 10:10

シンポジウム２
Kisspeptin・生殖内分泌

S-04 〜 S-06
武内  ゆかり、岩田  衣世、井上  直子

座長： 小澤  一史、束村  博子

10:10 〜 11:00

教育講演２
David Engblom

座長： 松脇  貴志

11:00 〜 12:00　          シンポジウム３
下垂体手術の最前線

S-07 〜 S-12
西岡  宏、堀口  健太郎、大山  健一 
立花  修、登坂  雅彦、藤尾  信吾

座長： 立花  修、西岡  宏

9:50 〜 10:40

教育講演１
根本  崇宏

座長： 南  史朗 

10:40 〜 11:20　　　　　  一般講演３
病態・疾患
O-09 〜 O-12

座長： 盛田  幸司、林  康彦
11:20 〜 11:50　特別企画
日本神経内分泌学会の今後の展望：神経内分泌学会次世代の会の発足について
SP-01 〜 SP-02　上田  陽一、松田  賢一　座長： 須賀  英隆、蔭山  和則

13:00 〜 14:00

評議員会・総会・授賞式
授賞式： 特別功労賞 
　　　　学会賞 
　　　　川上賞

14:00 〜 14:15              川上賞受賞講演
14:15 〜 14:30  2018年度若手研究助成金成果報告

14:40 〜 15:30

日本内分泌学会　指定講演
長村  義之

座長： 岩崎  泰正

15:40 〜 16:40

一般講演４
下垂体

O-13 〜 O-18

座長： 高野  幸路、大塚  文男

16:40 〜 17:10

前多敬一郎先生追悼講演
束村　博子　　座長： 松田　二子

17:10 〜 17:50　                      一般講演５
神経１

O-19 〜 O-21
座長： 石川  敏夫、島津  章

17:50 〜 18:50

シンポジウム 1
間脳 - 下垂体系の診断と治療の up-date

S-01 〜 S-03
福田  いずみ、田原  重志、井野元  智恵

座長： 沖  隆、高橋  裕

7:55 〜 8:00                            開会挨拶

向ヶ岡ファカルティハウス「アブルボア」

19:00 〜 19:30            イブニングセミナー
田村　哲郎　　座長： 山田  正三

共催：JCR ファーマ株式会社

19:40 〜　　　　　 懇親会、ポスター演題表彰式

12:00 〜 12:50

ランチョンセミナー
長谷川  奉延 

座長： 大山  健一

共催：ノボ ノルディスクファーマ株式会社

12:00 〜 12:10　                    閉会挨拶

7:30 〜 10:00

ポスター
掲示時間

10:00 〜 

ポスター
自由閲覧

ポスター
自由閲覧

10:30 〜 12:00

ポスター
撤去時間

【セイホクギャラリーへ移動】

【一条ホールへ移動】


