
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

21：00

■日程表　6月3日（木）
軽井沢プリンスホテル・ウエスト

第1会場 第2会場 第3会場 ポスター会場 展示会場
メインバンケット（長野） メインバンケット（桜） 宴会場（千曲） メインバンケット（楓） メインバンケット（楓）

The 33rd Annual Congress of the Japan Association of Endocrine Surgeons

　　　　　　　開会式8:40～8:50

パネルディスカッション1
連携、合同診療科 vs専門病院、

それぞれの強みと弱点
司会：宮　章博／筒井英光

パネルディスカッション2
新しいRAI 治療について
司会：絹谷清剛／阿部光一郎

一般口演2
手術・合併症

座長：辻　裕之／武山　浩

一般口演3
分子標的薬

座長：杉野公則／内野眞也

一般口演1
検査・診断

座長：伊藤康弘／杉谷　巌 ポスター
掲示

企業展示・休憩コーナー

ポスター発表

ポスター閲覧

一般口演4
基礎・病理

座長：岡本高宏／伊藤研一

一般口演5
副甲状腺1

座長：佐藤伸也／横井忠郎

ランチョンセミナー2
次世代につなぐ甲状腺内視鏡手術

司会：原　尚人
演者：中条哲浩

共催：あすか製薬株式会社

ランチョンセミナー3
司会：福成信博
演者：北川　亘

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン

ビデオセッション１
若い世代への継承技術：甲状腺
腫瘍の鏡視下手術の技術解説

司会：原　尚人

シンポジウム2
内科医が望む

内分泌外科医の手術
司会：山田正信／竹内靖博

イブニングセミナー
司会：岡本高宏

演者：光武範吏／田原　信
共催：日本イーライリリー株式会社

教育セミナー1
原発性アルドステロン症の

診断と治療
司会：酒井英樹

特別講演1
未曽有の大災害：東日本大震災から
10年、内分泌外科医の貢献と

得られた科学的財産
司会：今井常夫／吉田　明

学会賞受賞講演

教育講演1
甲状腺疾患と遺伝子異常

司会：田中克浩　演者：菱沼　昭

シンポジウム1
術後持続性あるいは再発性副
甲状腺機能亢進症の治療戦略
司会：山下弘幸／日比八束

8:50～10:00 8:50～9:50

10：00～10:54

11:00～11:45

9：00～9:45 9：00～10：30 9：00～18：16

17:10～18:16

10：30～17：10

15：10～16:04 15：10～16:04

12:10～13:00 12:10～13:00

11:10～12:00

10：00～11:10

16：20～17：10

15:10～16:10

14:10～15：10

13:40～14:10

12:10～13:00

11:30～12:00

10：00～11：20

　　　　　　　　総会13:10～13:40

ランチョンセミナー1
個別化医療時代に向けた、

甲状腺癌薬物療法最新TOPIC
司会：鈴木眞一

演者：池田雅彦／清田尚臣
共催：バイエル薬品株式会社
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明日から役立つ！甲状腺癌
の遺伝子異常とがんゲノム
医療の基礎

Energy device を極める　
～より安全な甲状腺手術を
目指して～

第1会場 第2会場 第3会場 ポスター・展示会場 展示会場
メインバンケット（長野） メインバンケット（桜） 宴会場（千曲） メインバンケット（楓） メインバンケット（楓）
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■日程表　6月4日（金）
軽井沢プリンスホテル・ウエスト

第33回日本内分泌外科学会総会

パネルディスカッション3
甲状腺腫瘍病理診断の

変遷と解説
司会 : 菅間　博／大橋隆治
共催：日本甲状腺病理学会

パネルディスカッション4
女性外科医の活躍を
持続可能にするために

司会 : 堀内喜代美／大桑恵子 

一般口演6
手術

座長 : 五十嵐健人／中島範昭

一般口演7
病理・微小癌

座長：小野田尚佳／前田茂人

一般口演8
副甲状腺2

座長：神森　眞／進藤久和

ランチョンセミナー6
司会：山内英子

演者：宮城由美／本間崇浩
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

一般口演10
乳腺・希少疾患

座長：伊藤公一／小川利久

ポスター閲覧

シンポジウム4
副腎腫瘍のガイドライン解説
司会：野々村祝夫／菊森豊根

ビデオセッション2
若い世代への継承技術：
腹腔鏡下副腎摘除術
司会：井川　掌

12:10～13:00  
ランチョンセミナー 5  
司会：伊藤研一 
演者：安藤雄一  

共催：中外製薬株式会社  

一般口演9
副腎

座長：市川智彦／計屋知彰

シンポジウム3
甲状腺 FNAC, CNBに関する

Up-to-date
司会 : 福成信博／古川まどか

ランチョンセミナー4
レンバチニブ：ベストプラクティスの探究

司会：高見　博
演者：福田直樹／筒井英光
共催：エーザイ株式会社

特別講演２
乳腺・甲状腺腫瘍の
オルガノイド培養

司会 : 宮城洋平／菊森豊根

教育セミナー2
甲状腺術後に必要な緊急処置

司会：猪原秀典

甲状腺未分化癌研究
コンソーシアム総会

教育講演2　甲状腺がん手術に
おける反回神経の取り扱いについて
司会：家根旦有　演者：門田伸也

企業展示・休憩コーナー

9：00～10：00 9:00～10:00 9:00～9:54

10：00～10:54

11:00～11:45

12:10～13:00

14:10～14：55

8：30～15：20

10：00～11：10

11：10～12：00

14:10～15：04

10：00～11：20

12:10～13：00

13：10～14：10

14:10～15:10

16:10～17:10

11：30～12：00

8：30～15：56

　　　　　　　 　閉会式15：10～15：20

ポスター発表

ポスター撤去

15：20～15:56

15：56～
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■日程表　一般演題（ポスター）セッション名・座長一覧
＜1日目＞ポスター座長受付　16：40～

17:10~17:40 乳頭癌1 P01-1 ～ 5 座長：鯉渕　幸生
17:40~18:16 乳頭癌 2 P02-1 ～ 6 座長：赤須　東樹
17:10~17:40 副甲状腺1 P03-1 ～ 5 座長：尾身　葉子
17:40~18:16 濾胞性腫瘍 P04-1 ～ 6 座長：松津　賢一
17:10~17:46 良性 P05-1 ～ 6 座長：土井原博義
17:46~18:10 副甲状腺2 P06-1 ～ 4 座長：菊地　勝一
17:10~17:40 髄様癌・MEN P07-1 ～ 5 座長：加藤　　弘
17:40~18:10 副腎 P08-1 ～ 5 座長：安井　孝周
17:10~17:46 手術1 P09-1 ～ 6 座長：森谷　季吉
17:46~18:10 乳腺 P10-1 ～ 4 座長：藤森　　実

＜ 2日目＞ポスター座長受付　14：50～
15:20～ 15:50 乳頭癌3 P11-1 ～ 5 座長：大月　直樹
15:20～ 15:56 分子標的薬 P12-1 ～ 6 座長：前川　茂人
15:20～ 15:56 進行甲状腺癌 P13-1 ～ 6 座長：北川　　亘
15:20～ 15:56 手術2 P14-1 ～ 6 座長：池田　佳史
15:20～ 15:56 手術3 P15-1 ～ 6 座長：軸薗　智雄
15:20～ 15:56 悪性リンパ腫 P16-1 ～ 6 座長：佐川　　庸
15:20～ 15:56 稀な病理 P17-1 ～ 6 座長：亀山　香織

内分泌外科手術においての
New Normal　新しいス
タンダード

NTRK 融合遺伝子陽性
固形癌に対する臓器横断
的治療～Tumor Agnostic 
Approach ～


