
ポスター日程表　10月15日（金）：第3日目/PM　＜第14会場（展示ホールＡ+Ｂ+Ｃ）＞
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ポスター日程表　10月15日（金）：第3日目/AM　＜第14会場（展示ホールＡ+Ｂ+Ｃ）＞

ポスター日程表　10月15日（金）：第3日目/PM　＜第14会場（展示ホールＡ+Ｂ+Ｃ）＞
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消  化  器  病
演題番号

消P-697～714 消P-715～732 消P-733～751 消P-752～769 消P-770～786 消P-787～802 消P-803～819 消P-820～836 消P-837～854

消　外　科
演題番号
外P-1～20 外P-21～40 外P-41～60 外P-61～80 外P-81～100 外P-101～120

内　視　鏡
演題番号

内P-188～203,698 内P-204～219 内P-220～236 内P-237～253 内P-254～270 内P-271～287 内P-288～302

内　視　鏡
演題番号

内P-303～317 内P-318～333 内P-334～350 内P-351～367 内P-368～384 内P-385～401 内P-402～418

消　外　科
演題番号

外P-121～140 外P-141～160 外P-161～180 外P-181～200 外P-201～220 外P-221～240

消　外　科
演題番号

外P-241～260 外P-261～280 外P-281～299 外P-300～319 外P-320～339

15:00~15:30
膵－基礎１

15:30~16:10
膵－基礎２

16:10~16:52
膵－診断１

15:00~15:36
自己免疫性
膵炎３

15:36~16:18
急性膵炎

16:18~16:48
膵－治療１

15:00~15:30
膵－治療２

15:30~16:06
膵 IPMN-1

16:06~16:44
膵 IPMN-2

15:00~15:42
膵－診断２

15:42~16:18
自己免疫性
膵炎１

16:18~16:56
自己免疫性
膵炎２

15:00~15:36
膵－症例３

15:36~16:12
膵－症例４

16:12~16:42
膵－症例５

15:00~15:30
膵－症例６

15:30~16:06
膵－症例７

16:06~16:48
膵－症例８

15:00~15:36
胆道－症例３

15:36~16:12
胆道－症例４

16:12~16:48
胆道－症例５

15:00~15:36
膵－腫瘍１

15:36~16:12
膵－腫瘍２

16:12~16:38
膵化学療法１

15:00~15:30
膵化学療法２

15:30~16:06
膵－症例１

16:06~16:42
膵－症例２

10:00~10:35
胃 -EMR/ESD9

10:35~11:03
胃 -EMR/ESD10

11:03~11:31
胃 -EMR/ESD11

10:00~10:28
胃 -EMR/ESD13

10:28~10:56
胃 -EMR/ESD14

10:56~11:24
胃 -EMR/ESD15

10:00~10:43
胃 -EMR/ESD17

10:43~11:26
胃 -EMR/ESD18

11:26~12:02
胃 - 拡大内視鏡１

10:00~10:35
胃 - 拡大内視鏡２

10:35~11:03
胃 -良性腫瘍１

11:03~11:31
胃 -良性腫瘍２

10:00~10:30
胃 -PEG2

10:30~10:58
胃 -PEG3

10:58~11:33
胃 -PEG4

11:33~12:01
胃 -PEG5

10:00~10:28
胃 -PEG6

10:28~11:04
胃 - 診断１

11:04~11:32
胃 - 診断２

11:32~12:00
胃 - 症例１

10:00~10:35
胃 - 症例２

10:35~11:10
胃 - 症例３

11:10~11:45
胃 - 症例４

15:00~15:35
胃 -治療１

15:35~16:10
胃 -治療２

16:10~16:45
胃 -治療３

15:00~15:30
十二指腸１

15:30~15:59
十二指腸２

15:59~16:27
十二指腸３

15:00~15:35
十二指腸５

15:35~16:03
十二指腸６

16:03~16:31
十二指腸７

16:31~17:00
小腸１

15:00~15:28
小腸２

15:28~15:56
小腸３

15:56~16:24
小腸４

15:00~15:42
小腸６

15:42~16:11
小腸 -カプセル１

16:11~16:39
小腸 -カプセル２

16:39~17:00
小腸 -カプセル３

15:00~15:42
小腸 -カプセル４

15:42~16:05
小腸 -IBD1

16:05~16:33
小腸 -IBD2

16:33~17:01
小腸 -DBE/SBE1

15:00~15:28
小腸 -DBE/SBE2

15:28~15:56
小腸 -DBE/SBE3

15:56~16:17
小腸 -DBE/SBE4

11:31~11:59
胃 -EMR/ESD12

11:24~11:52
胃 -EMR/ESD16 11:31~12:01

胃 -PEG1

16:27~16:55
十二指腸４

16:24~16:59
小腸５

16:17~17:00
大腸 -IBD1

15:00~15:42
食道 - 悪性１

15:42~16:24
食道 - 悪性２

16:24~17:00
食道 - 悪性３

15:00~15:36
食道 - 術後合併症

15:36~16:18
食道 - 手術１

16:18~17:00
食道 - 手術２

15:00~15:42
食道 - 基礎

15:42~16:24
食道 - 化学放射線療法

16:24~17:00
食道 - 症例

15:00~15:48
胃 - 化学療法１

15:48~16:18
胃 - 化学療法２

16:18~17:00
進行胃癌

15:00~15:36
胃 - 鏡視下手術１

15:36~16:12
胃 - 鏡視下手術２

16:12~17:00
胃 - 外科治療

15:00~15:36
胃 - 基礎１

15:36~16:12
胃 - 基礎２

16:12~17:00
早期胃癌

15:00~15:42
胃癌 -リンパ節転移、

残胃癌

15:42~16:18
胃癌 - 術後合併症

16:18~17:00
胃 -GIST

15:00~15:36
胃癌 - 診断、他

15:36~16:24
胃 - 栄養，パス

16:24~17:00
胃 - 臨床病理、他

15:00~15:36
胃 -AFP産生癌、
内分泌癌

15:36~16:18
胃 - 症例１

16:18~17:00
胃 - 症例２

15:00~15:42
胃 - 症例３

15:42~16:18
胃 - 症例４

16:18~17:00
胃 - 症例５

15:00~15:42
小腸 -Crohn 病、他

15:42~16:18
小腸 - 腸閉塞１

16:18~17:00
小腸 - 腫瘍

15:00~15:42
小腸 -良性１

15:42~16:24
小腸 -良性２

16:24~17:00
小腸 -良性３

15:00~15:42
小腸 - その他１

15:42~16:18
小腸 - その他２

16:18~17:00
小腸癌

15:00~15:42
腹壁ヘルニア

15:42~16:24
そけいヘルニア

16:24~17:00
ヘルニアその他

15:00~15:36
緩和医療１

15:36~16:18
緩和医療２

16:18~16:54
腹膜

15:00~15:36
栄養、感染

15:36~16:30
その他の鏡視下
手術、パス

16:30~17:00
GISTその他

15:00~15:36
消化器その他１

15:36~16:12
消化器その他２

16:12~17:00
その他の症例


