
ポスター日程表　10月16日（土）：第4日目/AM　＜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16日（土）：第4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16日（土）：第4日目/PM　＜第14会場（展示ホールＡ+Ｂ+Ｃ）＞
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消　外　科
演題番号

外P-340～359 外P-360～379 外P-380～399 外P-400～418 外P-419～437 外P-438～457 外P-458～477

内　視　鏡
演題番号

内P-502～518 内P-519～534 内P-535～551 内P-552～568 内P-569～584

内　視　鏡
演題番号

内P-585～601 内P-602～618 内P-619～635 内P-636～649 内P-650～665 内P-666～682 内P-683～697

消　外　科
演題番号

外P-478～497 外P-498～517 外P-518～537 外P-538～557 外P-558～577 外P-578～597 外P-598～617

消　外　科
演題番号

外P-618～637 外P-638～657 外P-658～677 外P-678～697 外P-698～716 外P-717～734 外P-735～754

内　視　鏡
演題番号

内P-419～435 内P-436～452 内P-453～468, 699 内P-469～484 内P-485～501

10:00~10:35
大腸 - 症例７

10:35~11:04
大腸 -治療１

11:04~11:32
大腸 -治療２

10:00~10:28
大腸２

10:28~10:56
大腸３

10:56~11:24
大腸４

10:00~10:42
胆道 - 結石３

10:42~11:24
胆道 - 結石４

11:24~11:59
胆道 - 結石５

10:00~10:35
胆道 - 結石６

10:35~11:17
胆道 - 症例１

11:17~11:52
胆道 - 症例２

15:00~15:37
胆道 -治療１

15:37~16:07
胆道 -治療２

16:07~16:35
胆道 -治療３

15:00~15:35
胆道 -治療５

15:35~16:03
胆道 -治療６

16:03~16:31
胆道 -治療７

15:00~15:28
胆道 -治療９

15:28~15:56
胆道 - その他１

15:56~16:24
胆道 - その他２

16:24~17:01
膵臓 -EUS1

15:00~15:36
膵臓 -EUS2

15:36~16:11
膵臓 -EUS3

16:11~16:39
膵臓 -EUS4

15:00~15:42
膵臓 - 症例１

15:42~16:17
膵臓 - 症例２

16:17~16:53
膵臓 - 診断・治療１

15:00~15:28
膵臓 - 診断・治療２

15:28~16:12
その他 - 中・下咽頭

16:12~16:40
その他 - 腫瘍１

16:40~17:01
その他 - 腫瘍２

15:00~15:29
その他１

15:29~15:57
その他２

15:57~16:25
その他３

11:32~12:00
大腸１

11:24~11:52
大腸５

16:31~16:59
胆道 -治療８

16:25~16:46
その他４

15:00~15:42
十二指腸１

15:42~16:30
十二指腸２

16:30~17:00
消化器その他３

15:00~15:42
大腸 - 化学療法１

15:42~16:24
大腸 - 化学療法２

16:24~17:00
大腸 - 化学療法３、

SSI

15:00~15:36
大腸 - 鏡視下手術１

15:36~16:18
大腸 - 鏡視下手術２

16:18~17:00
大腸 - 鏡視下手術３

15:00~15:36
大腸 - 鏡視下手術４

15:36~16:06
大腸 - 排便機能、他

16:06~16:54
大腸 - 基礎

15:00~15:42
大腸癌臨床１

15:42~16:18
大腸癌臨床２

16:18~16:54
大腸 - 栄養、他

15:00~15:36
大腸癌 - 再発・
転移１

15:36~16:18
大腸癌 - 再発・
転移２

16:18~17:00
大腸 - 外科治療

15:00~15:36
大腸 -良性

15:36~16:18
大腸 - 症例１

16:18~17:00
大腸 - 症例２

15:00~15:36
大腸 - 症例３

15:36~16:18
大腸 - 症例４

16:18~17:00
大腸 - 症例５

15:00~15:42
大腸 - 症例６

15:42~16:18
大腸 - 症例７

16:18~17:00
大腸 - 症例８

15:00~15:36
肝癌１

15:36~16:18
肝癌２

16:18~17:00
肝癌３

15:00~15:48
肝 - 再生、

虚血再灌流、他

15:48~16:24
肝 - 移植

16:24~17:00
肝 - その他

15:00~15:48
肝 - 鏡視下手術

15:48~16:30
肝 - 外科治療

16:30~17:00
転移性肝腫瘍

10:00~10:28
大腸 -IBD2

10:28~11:03
大腸 -IBD3

11:03~11:31
大腸 - 出血１

10:00~10:29
大腸 - 腸炎１

10:29~10:50
大腸 - 腸炎２

10:50~11:26
大腸 -EMR/ESD1

10:00~10:28
大腸 -EMR/ESD3

10:28~10:56
大腸 -EMR/ESD4

10:56~11:24
大腸 -EMR/ESD5

10:00~10:37
大腸 - 診断１

10:37~11:12
大腸 - 診断２

11:12~11:33
大腸 - 症例１

11:31~11:59
大腸 - 出血２

11:26~12:01
大腸 -EMR/ESD2

11:24~11:59
大腸 -EMR/ESD6

10:00~10:28
大腸 - 症例３

10:28~10:56
大腸 - 症例４

10:56~11:24
大腸 - 症例５

11:24~11:59
大腸 - 症例６

10:00~10:28
大腸６

10:28~10:56
肝

10:56~11:31
胆道 - 結石１

11:31~11:59
胆道 - 結石２

16:35~17:03
胆道 -治療４

15:00~15:42
大腸 - 炎症性
腸疾患１

15:42~16:18
大腸 - 炎症性
腸疾患２

16:18~17:00
大腸 - 穿孔

15:00~15:48
脾

15:48~16:24
肝 - 症例１

16:24~17:00
肝 - 症例２

15:00~15:42
胆道 - 鏡視下手術１

15:42~16:18
胆道 - 鏡視下手術２

16:18~17:00
胆嚢

15:00~15:36
胆道 - 悪性、他１

15:36~16:18
胆道 - 悪性、他２

16:18~17:00
胆道 - その他

15:00~15:42
胆道 - 症例１

15:42~16:24
胆道 - 症例２

16:24~17:00
胆道 - 症例３

15:00~15:42
膵 - 外科治療１

15:42~16:18
膵 - 外科治療２

16:18~17:00
膵 - 外科治療３

15:00~15:42
膵 - 外科治療４

15:42~16:24
膵 - 内分泌腫瘍

16:24~16:54
膵 - その他

15:00~15:30
膵 -IPMN

15:30~16:12
膵癌 - 臨床

16:12~16:48
膵癌 - 基礎

15:00~15:42
膵 - 症例１

15:42~16:18
膵 - 症例２

16:18~17:00
膵 - 症例３

11:33~11:54
大腸 - 症例２


