
デジタルポスター日程表　11月3日（土）：第3日目/AM
＜第14会場(神戸国際展示場1号館)＞ ＜第15会場(神戸国際展示場3号館)＞

デジタルポスター日程表　11月3日（土）：第3日目/AM
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デジタルポスター日程表　11月3日（土）：第3日目/PM
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デジタルポスター日程表　11月3日（土）：第3日目/PM

9:30

10:00

11:00

11:30

消化器外科
ブース1

外P-419～438
ブース2

外P-439～458
ブース3

外P-459～477，800
ブース4

外P-478～497
ブース5

外P-498～517
ブース6

外P-518～537
ブース7

外P-538～557
ブース8

外P-558～577
ブース9

外P-578～596

内　視　鏡
ブース1

内P-222～238
ブース2

内P-239～255
ブース3

内P-256～272
ブース4

内P-273～289
ブース5

内P-290～306

内　視　鏡
ブース1

内P-307～325
ブース2

内P-326～346
ブース3

内P-347～366
ブース4

内P-367～384
ブース5

内P-385～404

消  化  器  病
ブース12

消P-438～457
ブース13

消P-458～477
ブース14

消P-478～494

消化器外科
ブース1

外P-597～621
ブース2

外P-622～646
ブース3

外P-647～671
ブース4

外P-672～696
ブース5

外P-697～721
ブース6

外P-722～746
ブース7

外P-747～771
ブース8

外P-772～796

16:00～16:30

膵臓17

15:30～16:00

膵臓16

15:00～15:30

膵臓15

14:30～15:00

膵臓14

14:00～14:30

膵臓13

15:48～16:30

肝臓16

15:12～15:48

肝臓15

14:36～15:12

肝臓14

14:00～14:36

肝臓13

15:36～16:30

大腸37

14:48～15:36

大腸36

14:00～14:48

大腸35

15:36～16:30

大腸34

14:48～15:36

大腸33

14:00～14:48

大腸32

15:36～16:30

大腸31

14:48～15:36

大腸30

14:00～14:48

大腸29

15:36～16:30

小腸3

14:48～15:36

小腸2

14:00～14:48

十二指腸・
小腸

15:36～16:30

胃19

14:48～15:36

胃18

14:00～14:48

胃17

15:36～16:30

食道12

14:48～15:36

食道11

14:00～14:48

食道10

10:42～11:24

膵臓12

10:06～10:42

ヘルニア2

9:30～10:06

ヘルニア1

11:00～11:30

膵臓11

10:30～11:00

膵臓10

10:00～10:30

胆道7

9:30～10:00

胆道6

11:00～11:30

肝臓12

10:30～11:00

肝臓11

10:00～10:30

肝臓10

9:30～10:00

肝臓9

10:54～11:30

大腸28

10:12～10:54

大腸27

9:30～10:12

大腸26

10:54～11:30

大腸25

10:12～10:54

大腸24

9:30～10:12

大腸23

10:54～11:30

大腸22

10:12～10:54

大腸21

9:30～10:12

大腸20

10:48～11:30

胃・
十二指腸

10:12～10:48

胃16

9:30～10:12

胃15

10:54～11:30

胃14

10:12～10:54

胃13

9:30～10:12

胃12

10:54～11:30

食道9

10:12～10:54

食道8

9:30～10:12

食道7

15:45～16:20

胆道・胆嚢
（炎症/結石/その他）

15:10～15:45

胆道・胆管
（胆道関連手技）3

14:42～15:10

胆道・胆管（胆道関連手技）2

14:00～14:42

胆道・胆嚢（胆道関
連手技）2/肝臓

15:31～16:06

胆道・胆管（診断/症
例/その他の治療）

15:10～15:31

大腸（その他の内視鏡治療）3

14:35～15:10

大腸（その他の内視鏡治療）2

14:00～14:35

大腸（その他の内視鏡治療）1

15:45～16:21

大腸（その他の腸炎）

15:10～15:45

大腸（潰瘍性大腸炎）

14:35～15:10

大腸（消化管出血）2

14:00～14:35

大腸（消化管出血）1

16:00～16:28

大腸（その他腫瘍/クローン病）

15:25～16:00

大腸（大腸癌）3

14:57～15:25

胃（その他）3

14:28～14:57

胃（その他）2

14:00～14:28

胃（その他）1

15:03～15:38

胃（胃癌）3

15:38～16:14

その他
（偶発性/リスクマネージメント/教育）

14:35～15:03

胃（胃癌）2

14:00～14:35

胃（胃癌）1

11:01～11:29

胆道・胆嚢
（胆道関連手技）1

10:33～11:01

胆道・胆管
（胆道関連手技）1

9:58～10:33

膵臓
（EUS・FNA）3

9:30～9:58

膵臓（鏡視下治療
/その他の治療）

11:02～11:30

膵臓（診断/関連
手技/症例）2

10:34～11:02

膵臓（診断/関連
手技/症例）1

9:59～10:34

膵臓
（EUS・FNA）2

9:30～9:59

膵臓
（EUS・FNA）1

11:02～11:30

胆道・胆嚢
（鏡視下治療）2

10:34～11:02

胆道・胆嚢
（鏡視下治療）1

10:06～10:34

小腸（症例/その他）

9:30～10:06

小腸（IBD）

11:01～11:29

胃（リンパ腫/NET/
経鼻内視鏡）

10:33～11:01

胃（PEG）

10:05～10:33

胃（H.pylori）2

9:30～10:05

胃（H.pylori）1

10:55～11:30

十二指腸・乳頭
部以外（EMR/
ESD）/その他

10:27～10:55

胃（GIST）

9:59～10:27

胃（EUS/FNA）2

9:30～9:59

胃（EUS/FNA）1

10:36～11:12

その他3

10:06～10:36

その他2

9:30～10:06

肝臓
（その他）

11:06～11:30
膵臓（その他の悪性腫
瘍(内分泌腫瘍など)）

10:30～11:06

膵臓（その他の治療
（化学療法、放射線
治療などを含む））

9:54～10:30

膵臓（内視鏡治療/その
他の治療（化学療法、放
射線治療などを含む））

9:30～9:54

大腸（腫瘍/その他）2

10:58～11:34

肝臓
（原発性肝腫瘍）

10:22～10:58

肝臓
（肝不全/原発性肝腫瘍）

9:56～10:22

大腸（腫瘍/その他）1

9:30～9:56

その他1


