
■第104回⽇本消化器内視鏡学会九州⽀部例会 採択演題⼀覧
登録番号 演題番号 氏名 所属機関名 セッション名 ⽇付 時間 会場 施設名

10000 048 田中 貴英 九州大学大学院病態機能内科学 一般演題・大腸1 11月18日 9:28〜10:03 第4会場 守礼

10001 061 石飛 裕和 大分中村病院　消化器病センター
消化器科 一般演題・胆膵1 11月18日 13:20〜13:48 第4会場 守礼

10002 WS2-02 尾上 耕治 宮崎市郡医師会成人病検診セン
ター ワークショップ2 11月18日 9:00〜11:30 第2会場 カナイ

10003 053 吉年 俊⽂ 沖縄県⽴中部病院　⼩児科 一般演題・大腸2 11月18日 10:03〜10:38 第4会場 守礼

10004 専008 市成 直樹 宮崎大学　医学部附属病院　消
化器内科 専修医・食道2 11月17日 10:21〜11:03 第3会場 久慶

10005 研045 山村 圭依 大分県厚⽣連　鶴⾒病院 研修医・食道2 11月17日 9:18〜9:46 第3会場 久慶

10006 032 阿部 太郎 福岡徳洲会病院　消化器内科 一般演題・胃十二指腸5 11月18日 13:20〜13:48 第3会場 久慶

10007 029 福田 慎一郎 済⽣会福岡総合病院　内科 一般演題・胃十二指腸2 11月18日 10:45〜11:20 第3会場 久慶

10008 007 荒殿 ちほ子 福岡市⺠病院　内科 一般演題・胃十二指腸4 11月18日 13:55〜14:37 第2会場 カナイ

10009 030 紙屋 康之 出⽔郡医師会広域医療センター
消化器内科 一般演題・胃十二指腸2 11月18日 10:45〜11:20 第3会場 久慶

10010 002 坂本 圭 公⽴学校共済組合九州中央病院
消化器内科 一般演題・胃十二指腸3 11月18日 13:20〜13:55 第2会場 カナイ

10011 003 坂本 圭 公⽴学校共済組合九州中央病院
消化器内科 一般演題・胃十二指腸3 11月18日 13:20〜13:55 第2会場 カナイ

10012 専011 嶋倉 茜 ⻑崎大学病院　消化器内科 専修医・食道2 11月17日 10:21〜11:03 第3会場 久慶

10013 005 島貫 栄弥 ⽟名地域保健医療センター 一般演題・胃十二指腸3 11月18日 13:20〜13:55 第2会場 カナイ

10014 研075 石田 智士 佐世保市総合医療センター 研修医・胃十二指腸4 11月17日 14:49〜15:17 第5会場 シェルホール

10015 専010 竹内 祐樹 国⽴病院機構　嬉野医療センター 専修医・食道2 11月17日 10:21〜11:03 第3会場 久慶

10016 専013 荒木 俊博 久留⽶大学　医学部　医学科　内
科学講座　消化器内科部門830 専修医・大腸1 11月17日 14:00〜14:28 第3会場 久慶

10017 WS2-01 平川 克哉 福岡赤十字病院　消化器内科 ワークショップ2 11月18日 9:00〜11:30 第2会場 カナイ

10018 研076 木村 萌絵 唐津赤十字病院　内科 研修医・胃十二指腸4 11月17日 14:49〜15:17 第5会場 シェルホール

10019 067 田口 宏樹 済⽣会川内病院　消化器内科 一般演題・胆膵2 11月18日 13:48〜14:16 第4会場 守礼

10020 研068 松岡 綾華 国⽴病院機構嬉野医療センター
消化器内科 研修医・胃十二指腸2 11月17日 14:00〜14:28 第5会場 シェルホール

10021 専002 原 裕一 福岡山王病院　消化器内科 専修医・食道1 11月17日 9:46〜10:21 第3会場 久慶

10022 専040 増原 裕之 公⽴学校共済組合九州中央病院
消化器内科 専修医・胃十二指腸2 11月17日 14:42〜15:24 第4会場 守礼

10023 専064 ⾼良 吉迪 済⽣会唐津病院　内科 専修医・⼩腸1 11月17日 10:28〜11:03 第5会場 シェルホール

10024 専007 平木 嘉樹 国⽴病院機構　九州がんセンター
画像診断科 専修医・食道2 11月17日 10:21〜11:03 第3会場 久慶

10025 058 下村 茉希 熊本赤十字病院 一般演題・大腸3 11月18日 10:38〜11:13 第4会場 守礼

10026 専004 田岡 奈央子 JCHO九州病院　内科 専修医・食道1 11月17日 9:46〜10:21 第3会場 久慶

10027 026 鈴木 俊幸 国⽴病院機構　福岡東医療セン
ター　消化器・肝臓内科 一般演題・胃十二指腸1 11月18日 10:10〜10:45 第3会場 久慶

10028 033 山内 康平 ⾼邦会⾼木病院消化器内科 一般演題・胃十二指腸5 11月18日 13:20〜13:48 第3会場 久慶

10029 WS2-06 東 真奈美 熊本県総合保健センター ワークショップ2 11月18日 9:00〜11:30 第2会場 カナイ

10030 専015 北口 恭規 福岡大学病院　消化器内科 専修医・大腸1 11月17日 14:00〜14:28 第3会場 久慶

10031 研072 泉 弥成子 九州医療センター消化器科・臨床
研究センター 研修医・胃十二指腸3 11月17日 14:28〜14:49 第5会場 シェルホール

10032 011 ⼩副川 敬 九州医療センター　臨床研究セン
ター　消化器内科 一般演題・胃十二指腸4 11月18日 13:55〜14:37 第2会場 カナイ

10033 039 久永 宏 久留⽶大学医学部　内科学講座
消化器内科部門 一般演題・胃十二指腸6 11月18日 13:48〜14:23 第3会場 久慶

10034 専028 多田 美苑 原三信病院　消化管内科 専修医・大腸4 11月17日 15:31〜16:06 第3会場 久慶

10035 009 ⻑友 周三郎 飯塚病院 一般演題・胃十二指腸4 11月18日 13:55〜14:37 第2会場 カナイ

10036 専029 ⾼良 ⿇未 地⽅独⽴⾏政法人　那覇市⽴病
院　消化器内科 専修医・大腸4 11月17日 15:31〜16:06 第3会場 久慶

10037 研067 新庄 英梨子 九州労災病院　消化器内科 研修医・胃十二指腸2 11月17日 14:00〜14:28 第5会場 シェルホール

10038 S2-09 ⾼松 悠 九州大学大学院医学研究院　病
態制御内科学 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ  
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10039 042 田口 奈留美 熊本大学医学部附属病院　画像
診断・治療科 一般演題・⼩腸1 11月18日 9:00〜9:28 第4会場 守礼

10040 研089 中井 恵美子 大分市医師会⽴アルメイダ病院 研修医・⼩腸2 11月17日 9:18〜9:46 第6会場 MIYARABI

10041 研066 ⾼野 恵輔 福岡大学筑紫病院　消化器内科 研修医・胃十二指腸2 11月17日 14:00〜14:28 第5会場 シェルホール

10042 研042 大角 真央 国⽴病院機構九州医療センター
消化器内科 研修医・食道1 11月17日 8:50〜9:18 第3会場 久慶

10043 研057 近松 惣太郎 中津市⽴中津市⺠病院　消化器
内科 研修医・胆膵3 11月17日 9:39〜10:07 第4会場 守礼

10044 専041 ⿇⽣ 頌 福岡大学筑紫病院　消化器内科 専修医・胃十二指腸2 11月17日 14:42〜15:24 第4会場 守礼

10045 WS2-04 脇 幸太郎 熊本大学医学部付属病院　消化
器内科 ワークショップ2 11月18日 9:00〜11:30 第2会場 カナイ

10046 専036 田嶋 修三 ⿅児島厚⽣連病院　消化器内科 専修医・胃十二指腸2 11月17日 14:42〜15:24 第4会場 守礼

10047 066 岩津 伸一 ⻑崎大学病院　消化器内科 一般演題・胆膵2 11月18日 13:48〜14:16 第4会場 守礼

10048 研064 橋本 憲和 国⽴病院機構九州医療センター
消化器科 研修医・胃十二指腸1 11月17日 10:28〜10:56 第4会場 守礼

10049 S1-01 永田 豊 九州大学病院光学医療診療部 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ  

10050 専033 宮原 翔仁 ⿇⽣飯塚病院　消化器内科 専修医・胃十二指腸1 11月17日 14:00〜14:42 第4会場 守礼

10051 103 徳重 貴彦 久留⽶大学　第2内科 一般演題・大腸4 11月18日 9:00〜9:35 第6会場 MIYARABI

10052 専005 松岡 大介 福岡大学筑紫病院消化器内科 専修医・食道1 11月17日 9:46〜10:21 第3会場 久慶

10053 020 三宮 一朗 宮崎大学医学部付属病院　内科
学講座循環体液制御学分野 一般演題・食道2 11月18日 9:35〜10:10 第3会場 久慶

10054 専026 横手 章人 製鉄記念⼋幡病院　消化器内科 専修医・大腸4 11月17日 15:31〜16:06 第3会場 久慶

10055 研069 近藤 俊介 日本赤十字社⻑崎原爆病院 研修医・胃十二指腸2 11月17日 14:00〜14:28 第5会場 シェルホール

10056 016 細川 泰三 北九州市⽴医療センター　消化器
内科 一般演題・食道1 11月18日 9:00〜9:35 第3会場 久慶

10057 106 橋口 一利 如⽔会今村病院　内視鏡センター 一般演題・大腸5 11月18日 9:35〜10:17 第6会場 MIYARABI

10058 113 古賀 亜希子 如⽔会今村病院　内視鏡センター 一般演題・その他1 11月18日 10:17〜10:45 第6会場 MIYARABI

10059 123 山本 真一 荒尾市⺠病院 一般演題・胆膵5 11月18日 13:48〜14:16 第6会場 MIYARABI

10060 S2-08 中村 義孝 ⿅児島大学大学院　消化器疾患・
⽣活習慣病学 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ  

10061 022 瀧澤 延喜 原三信病院　消化管内科 一般演題・胃十二指腸1 11月18日 10:10〜10:45 第3会場 久慶

10062 015 池田 守登 沖縄県⽴南部医療センター・こども
医療センター　消化器内科 一般演題・食道1 11月18日 9:00〜9:35 第3会場 久慶

10063 117 和田 将史 国⽴病院機構九州医療センター
消化器内科 一般演題・その他2 11月18日 10:45〜11:20 第6会場 MIYARABI

10065 専034 児島 一成 済⽣会川内病院　消化器内科 専修医・胃十二指腸1 11月17日 14:00〜14:42 第4会場 守礼

10066 専082 塩月 洋子 独⽴⾏政法人　国⽴病院機構大
分医療センター　消化器内科 専修医・胆膵2 11月17日 15:38〜16:13 第6会場 MIYARABI

10067 専067 川床 慎一郎 九州大学大学院病態機能内科学 専修医・⼩腸2 11月17日 14:00〜14:28 第6会場 MIYARABI

10068 012 本⾥ 健一郎 福岡徳洲会病院　消化器内科 一般演題・食道1 11月18日 9:00〜9:35 第3会場 久慶

10069 S2-04 錦織 英史 大分三愛メディカルセンター　消化
器病・内視鏡センター　消化器内科 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ  

10070 専016 糸永 周一 北九州市⽴医療センター 専修医・大腸2 11月17日 14:28〜14:56 第3会場 久慶

10071 034 近藤 雅浩 福岡赤十字病院　消化器内科 一般演題・胃十二指腸5 11月18日 13:20〜13:48 第3会場 久慶

10072 040 平塚 潤 一般財団法人　医療・介護・研究
財団　柳川病院　内科 一般演題・胃十二指腸6 11月18日 13:48〜14:23 第3会場 久慶

10074 専031 宮後 冴 古賀総合病院　内科 専修医・胃十二指腸1 11月17日 14:00〜14:42 第4会場 守礼

10075 055 佐々木 泰介 原三信病院　消化管内科 一般演題・大腸3 11月18日 10:38〜11:13 第4会場 守礼

10076 WS2-05 與那嶺 吉正 中部地区医師会検診センター ワークショップ2 11月18日 9:00〜11:30 第2会場 カナイ

10077 研061 石井 海人 久留⽶大学病院 臨床研修管理セ
ンター 研修医・胆膵4 11月17日 10:07〜10:28 第4会場 守礼

10078 S2-06 石田 祐介 久留⽶大学　医学部　内科学講
座　消化器内科部門 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ  

10079 124 古賀 毅彦 済⽣会熊本病院　消化器病セン
ター 一般演題・胆膵5 11月18日 13:48〜14:16 第6会場 MIYARABI
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10080 099 秦 一敏 秦医院 一般演題・大腸4 11月18日 9:00〜9:35 第6会場 MIYARABI

10081 専042 日隈 ゆかり 熊本大学医学部附属病院　消化
器内科 専修医・胃十二指腸3 11月17日 15:24〜15:59 第4会場 守礼

10083 070 後藤 綾子 九州大学大学院　病態制御内科
学 一般演題・胆膵3 11月18日 14:16〜14:51 第4会場 守礼

10084 専019 與那嶺 志穂 浦添総合病院　消化器病センター
内科 専修医・大腸2 11月17日 14:28〜14:56 第3会場 久慶

10085 研047 大城 早貴 沖縄赤十字病院 研修医・食道2 11月17日 9:18〜9:46 第3会場 久慶

10086 研021 橋本 玲亜 ⼾畑共⽴病院　消化器内科　初
期臨床研修医2年目 研修医・大腸1 11月17日 14:00〜14:21 第2会場 カナイ

10087 107 市川 亮 熊本赤十字病院 一般演題・大腸5 11月18日 9:35〜10:17 第6会場 MIYARABI

10088 S1-08 芦塚 伸也 宮崎大学　医学部　内科学講座
循環体液制御学分野 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ  

10089 専065 草津 工喜 大分県厚⽣連　鶴⾒病院　消化
器内科 専修医・⼩腸1 11月17日 10:28〜11:03 第5会場 シェルホール

10090 065 山口 恵梨子 飯塚病院　消化器内科 一般演題・胆膵2 11月18日 13:48〜14:16 第4会場 守礼

10091 031 北田 英貴 熊本赤十字病院　消化器内科 一般演題・胃十二指腸2 11月18日 10:45〜11:20 第3会場 久慶

10092 010 田中 照久 沖縄赤十字病院　消化器内科 一般演題・胃十二指腸4 11月18日 13:55〜14:37 第2会場 カナイ

10093 068 橋口 一利 如⽔会今村病院　内視鏡センター 一般演題・胆膵3 11月18日 14:16〜14:51 第4会場 守礼

10094 072 中村 弘 沖縄県⽴中部病院 一般演題・胆膵3 11月18日 14:16〜14:51 第4会場 守礼

10095 044 近藤 章之 浦添総合病院 消化器病センター
内科 一般演題・⼩腸1 11月18日 9:00〜9:28 第4会場 守礼

10096 006 ⻄牟田 雄祐 宗像医師会病院　放射線科 一般演題・胃十二指腸4 11月18日 13:55〜14:37 第2会場 カナイ

10097 研078 市岡 正敏 ⼾畑共⽴病院　消化器内科　初
期臨床研修医1年目 研修医・胃十二指腸5 11月17日 15:17〜15:38 第5会場 シェルホール

10098 S1-09 吉岡 慎一郎 久留⽶大・消化器内科 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ  

10099 研079 山田 空明 ⼾畑共⽴病院　消化器病センター 研修医・胃十二指腸5 11月17日 15:17〜15:38 第5会場 シェルホール

10100 064 柴田 翔 聖マリア病院　消化器内科 一般演題・胆膵2 11月18日 13:48〜14:16 第4会場 守礼

10101 WS2-03 大津 健聖 ⼾畑共⽴病院　消化器病センター ワークショップ2 11月18日 9:00〜11:30 第2会場 カナイ

10103 120 海田 正俊 南風病院 一般演題・胆膵4 11月18日 13:20〜13:48 第6会場 MIYARABI

10104 研071 ⾥ 梨節 佐賀大学　医学部　附属病院　卒
後臨床研修センター 研修医・胃十二指腸3 11月17日 14:28〜14:49 第5会場 シェルホール

10105 025 大平 哲也 琉球大学医学部附属病院　光学
医療診療部 一般演題・胃十二指腸1 11月18日 10:10〜10:45 第3会場 久慶

10106 S1-02 伊良波 淳 琉球大学　医学部附属病院　光
学医療診療部 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ  

10107 014 荻原 久美 ⻑崎大学病院消化器内科 一般演題・食道1 11月18日 9:00〜9:35 第3会場 久慶

10108 S2-05 加藤 大祐 福岡大学　医学　消化器外科学 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ  

10109 専074 古川　 淳一郎 公益社団法人　⿅児島共済会
南風病院　消化器内科 専修医・⼩腸3 11月17日 14:28〜15:03 第6会場 MIYARABI

10110 S1-07 田中 正⽂ 大腸肛門病センター⾼野病院 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ  

10111 研058 山代 園子 福岡大学病院卒後臨床研修医セ
ンター 研修医・胆膵3 11月17日 9:39〜10:07 第4会場 守礼

10112 056 川内 孝次郎 佐賀大学医学部附属病院　消化
器内科 一般演題・大腸3 11月18日 10:38〜11:13 第4会場 守礼

10113 研087 田尻 拓哉 国⽴病院機構熊本医療センター
消化器内科 研修医・⼩腸1 11月17日 8:50〜9:18 第6会場 MIYARABI

10114 専083 吉良 匠平 沖縄県⽴中部病院 専修医・胆膵2 11月17日 15:38〜16:13 第6会場 MIYARABI

10115 069 久保田 良政 宮崎大学医学部附属病院　消化
器内科 一般演題・胆膵3 11月18日 14:16〜14:51 第4会場 守礼

10116 研056 神谷 千晴 国⽴病院機構熊本医療センター 研修医・胆膵3 11月17日 9:39〜10:07 第4会場 守礼

10117 専079 武島 翔 北部地区医師会病院 専修医・胆膵1 11月17日 15:03〜15:38 第6会場 MIYARABI

10118 専037 田中 利幸 福岡大学筑紫病院消化器内科 専修医・胃十二指腸2 11月17日 14:42〜15:24 第4会場 守礼
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