
■第110回⽇本消化器病学会九州⽀部例会 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 研044 松元 慶亮 福岡大学病院消化器内科 研修医・食道2 11月17日 9:18〜9:46 第3会場 久慶

10001 専078 加藤 梨佳⼦ 熊本大学付属病院　消化器外科学 専修医・胆膵1 11月17日 15:03〜15:38 第6会場 MIYARABI

10002 専003 ⼩村 杏奈 宮崎県⽴宮崎病院 専修医・食道1 11月17日 9:46〜10:21 第3会場 久慶

10004 研037 眞方 洋明 国保⽔俣市⽴総合医療センター 研修医・その他 1 11月17日 15:45〜16:13 第2会場 カナイ

10005 S1-04 平田 智也 宮崎大学医学部附属病院消化器内
科 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ

10007 095 村上 豪志 佐世保市総合医療センター 一般演題・肝5 11月18日 13:20〜13:55 第5会場 シェルホール

10008 研098 中村 陸 福岡東医療センター　消化器・肝臓
内科 研修医・⼩腸5 11月17日 10:28〜10:49 第6会場 MIYARABI

10009 専039 中山 愛⼦ 佐賀大学医学部　⼩児科 専修医・胃十二指腸2 11月17日 14:42〜15:24 第4会場 守礼

10010 研025 原 勇紀 佐世保市総合医療センター消化器
内科 研修医・大腸2 11月17日 14:21〜14:49 第2会場 カナイ

10011 研055 川野 ゆき⼦ 今給黎総合病院 研修医・胆膵3 11月17日 9:39〜10:07 第4会場 守礼

10012 研083 植田 真由 佐世保市総合医療センター 研修医・その他 2 11月17日 15:38〜16:06 第5会場 シェルホール

10013 086 高田 和英 福岡大学病院消化器内科 一般演題・肝3 11月18日 10:17〜10:52 第5会場 シェルホール

10014 研005 岡 あゆみ 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構九州医
療センター 研修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第2会場 カナイ

10015 090 中尾 康彦 国⽴病院機構⻑崎医療センター消
化器内科 一般演題・肝4 11月18日 10:52〜11:27 第5会場 シェルホール

10016 038 若田 幸樹 ⻑崎大学病院　腫瘍外科 一般演題・胃十二指腸6 11月18日 13:48〜14:23 第3会場 久慶

10017 S2-01 岩下 祐司 ⿅児島市⽴病院　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

10018 研048 藤野 亮太 ⻑崎大学病院　消化器内科 研修医・胆膵1 11月17日 8:50〜9:11 第4会場 守礼

10019 研008 門松 真千 国⽴病院機構⻑崎医療センター消
化器内科 研修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第2会場 カナイ

10020 専025 川村 紗奈江 佐賀県医療センター好⽣館 専修医・大腸4 11月17日 15:31〜16:06 第3会場 久慶

10021 073 道免 和文 国家公務員共済組合連合会千早病
院内科 一般演題・肝1 11月18日 9:00〜9:42 第5会場 シェルホール

10022 023 ⻄村 宏達 嶋田病院　消化器内科 一般演題・胃十二指腸1 11月18日 10:10〜10:45 第3会場 久慶

10023 研085 松岡 優毅 嬉野医療センター 研修医・⼩腸1 11月17日 8:50〜9:18 第6会場 MIYARABI

10025 研073 吉村 悠花 公⽴学校共済組合九州中央病院臨
床研修医 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

10026 研093 吉村 悠花 公⽴学校共済組合九州中央病院臨
床研修医 研修医・⼩腸3 11月17日 9:46〜10:07 第6会場 MIYARABI

10027 S1-13 佛坂 正幸 潤和会記念病院外科 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ

10028 085 釘山 有希 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⻑崎医
療センター肝臓内科 一般演題・肝3 11月18日 10:17〜10:52 第5会場 シェルホール

10029 専062 和智 博信 九州大学病態機能内科学 専修医・⼩腸1 11月17日 10:28〜11:03 第5会場 シェルホール

10030 専014 濱田 広之 九州大学大学院病態機能内科学 専修医・大腸1 11月17日 14:00〜14:28 第3会場 久慶

10031 研051 川崎 彩加 福岡大学筑紫病院消化器内科 研修医・胆膵2 11月17日 9:11〜9:39 第4会場 守礼

10032 研009 栗本 遼 大分県厚⽣連鶴⾒病院 研修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第2会場 カナイ

10033 研003 岡本 渉大 国⽴病院機構⻑崎医療センター・臨
床研究センター・肝臓内科 研修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第2会場 カナイ

10034 研095 大木 美澄 宮崎大学医学部附属病院卒後臨床
研修センター 研修医・⼩腸4 11月17日 10:07〜10:28 第6会場 MIYARABI

10035 017 ⻄岡 慧 九州大学病態制御内科 一般演題・食道2 11月18日 9:35〜10:10 第3会場 久慶

10036 研092 古川 顕太郎 諫早総合病院 研修医・⼩腸3 11月17日 9:46〜10:07 第6会場 MIYARABI

10037 専030 四本 界⼈ 高邦会　高木病院 専修医・胃十二指腸1 11月17日 14:00〜14:42 第4会場 守礼

10038 110 中山 雅春 医療法⼈清和会　⻑田病院 一般演題・その他1 11月18日 10:17〜10:45 第6会場 MIYARABI

10039 研077 成瀬 尚美 唐津赤十字病院　内科 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

10040 研034 木村 光一 国家公務員共済組合連合会　浜の
町病院　外科 研修医・大腸4 11月17日 15:17〜15:45 第2会場 カナイ
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10041 021 北川 祐介 済⽣会福岡総合病院 一般演題・食道2 11月18日 9:35〜10:10 第3会場 久慶

10043 研027 ⾦江 剛 大分岡病院 研修医・大腸2 11月17日 14:21〜14:49 第2会場 カナイ

10045 WS1-06 山島 美緒 ⻑崎大学病院消化器内科 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10046 専069 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・⼩腸2 11月17日 14:00〜14:28 第6会場 MIYARABI

10047 059 城間 裕⼦ 那覇市⽴病院消化器内科 一般演題・大腸3 11月18日 10:38〜11:13 第4会場 守礼

10048 専072 丸岡 諒平 済⽣会福岡総合病院　消化器内科 専修医・⼩腸3 11月17日 14:28〜15:03 第6会場 MIYARABI

10049 092 田中 わかな ⻑崎大学病院消化器内科 一般演題・肝4 11月18日 10:52〜11:27 第5会場 シェルホール

10050 専056 内田 洋太郎 福岡大学病院消化器内科 専修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第5会場 シェルホール

10051 028 秋吉 大輔 JCHO九州病院　肝・胆・膵・消化管
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

10052 専020 堀 麻美 地域医療機能推進機構諫早総合病
院　消化器内科 専修医・大腸3 11月17日 14:56〜15:31 第3会場 久慶

10053 専048 豊留 孝史郎 ⿅児島大学大学院消化器疾患⽣活
習慣病学 専修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第5会場 シェルホール

10054 074 楢原 哲史 熊本大学大学院消化器内科学 一般演題・肝1 11月18日 9:00〜9:42 第5会場 シェルホール

10055 専045 東 具隆 福岡大学医学部消化器内科 専修医・胃十二指腸3 11月17日 15:24〜15:59 第4会場 守礼

10056 S1-10 上村 修司 ⿅児島大学消化器疾患・⽣活習慣
病学 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ

10057 研086 唐仁原 慧 ⿅児島市⽴病院消化器内科 研修医・⼩腸1 11月17日 8:50〜9:18 第6会場 MIYARABI

10058 S2-02 千代永 卓 熊本大学消化器内科学 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ

10059 018 前田 英仁 ⿅児島大学　消化器疾患・⽣活習
慣病学 一般演題・食道2 11月18日 9:35〜10:10 第3会場 久慶

10060 111 ⼩林 哲平 筑後市⽴病院 一般演題・その他1 11月18日 10:17〜10:45 第6会場 MIYARABI

10061 専017 ⻫東 京禄 久留⽶大学医学部内科学講座消化
器内科部門 専修医・大腸2 11月17日 14:28〜14:56 第3会場 久慶

10062 専068 野⾒山 美⾹ 久留⽶大学医学部内科学講座消化
器内科部門 専修医・⼩腸2 11月17日 14:00〜14:28 第6会場 MIYARABI

10063 122 田淵 雅裕 ⿅児島県⽴大島病院 一般演題・胆膵4 11月18日 13:20〜13:48 第6会場 MIYARABI

10064 041 ⻑末 智寛 製鉄記念⼋幡病院　消化器内科 一般演題・⼩腸1 11月18日 9:00〜9:28 第4会場 守礼

10065 013 牟田 和正 牟田病院 一般演題・食道1 11月18日 9:00〜9:35 第3会場 久慶

10066 専055 菅原 脩平 久留⽶大学内科学講座消化器内科
部門 専修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第5会場 シェルホール

10067 082 谷本 博徳 新⼩倉病院肝臓内科 一般演題・肝2 11月18日 9:42〜10:17 第5会場 シェルホール

10068 102 鈴木 宏往 国東市⺠病院外科 一般演題・大腸4 11月18日 9:00〜9:35 第6会場 MIYARABI

10069 114 南 真平 筑後市⽴病院 一般演題・その他2 11月18日 10:45〜11:20 第6会場 MIYARABI

10070 S2-03 馬渕 仁志 地方独⽴⾏政法⼈那覇市⽴病院消
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

10071 研070 岡本 渉大 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構　⻑崎
医療センター　消化管内科 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

10072 研065 柴田 雅士 佐世保中央病院　消化器内視鏡セ
ンター 研修医・胃十二指腸1 11月17日 10:28〜10:56 第4会場 守礼

10073 研099 市川 宏美 佐世保中央病院　消化器内視鏡セ
ンター 研修医・⼩腸5 11月17日 10:28〜10:49 第6会場 MIYARABI

10074 研060 上田 孝洋 中津市⽴中津市⺠病院　消化器内
科 研修医・胆膵4 11月17日 10:07〜10:28 第4会場 守礼

10075 専057 井上 ⾹ 社会福祉法⼈恩賜財団　済⽣会唐
津病院 専修医・肝3 11月17日 10:00〜10:28 第5会場 シェルホール

10076 研046 平野 優果 国家公務員共済組合連合会　浜の
町病院　消化器内科 研修医・食道2 11月17日 9:18〜9:46 第3会場 久慶

10077 研059 原田 しずか 済⽣会熊本病院外科 研修医・胆膵4 11月17日 10:07〜10:28 第4会場 守礼

10078 研022 阿座上 諒 高邦会高木病院消化器内科 研修医・大腸1 11月17日 14:00〜14:21 第2会場 カナイ

10079 研090 牛草 健 国⽴病院機構　嬉野医療センター
教育研修部 研修医・⼩腸2 11月17日 9:18〜9:46 第6会場 MIYARABI

10080 専081 高木 孝太 筑後市⽴病院 専修医・胆膵2 11月17日 15:38〜16:13 第6会場 MIYARABI
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10081 専059 松尾 諭 ⻑崎大学病院消化器内科 専修医・肝3 11月17日 10:00〜10:28 第5会場 シェルホール

10082 024 隅田 頼信 九州医療センター消化器科・臨床研
究センター 一般演題・胃十二指腸1 11月18日 10:10〜10:45 第3会場 久慶

10083 専049 中島 昌利 済⽣会熊本病院　消化器内科 専修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第5会場 シェルホール

10084 専001 ⽔流 大尭 国⽴病院機構九州医療センター消
化器内科・臨床研究センター 専修医・食道1 11月17日 9:46〜10:21 第3会場 久慶

10085 専022 甲斐 貴大 九州大学大学院病態機能内科学 専修医・大腸3 11月17日 14:56〜15:31 第3会場 久慶

10086 060 梶本 展明 大分市医師会⽴アルメイダ病院 一般演題・胆膵1 11月18日 13:20〜13:48 第4会場 守礼

10087 研006 中島 帆奈美 久留⽶大学病院 研修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第2会場 カナイ

10088 研018 鈴木 智⼦ 大分大学　消化器内科学講座 研修医・肝4 11月17日 10:35〜11:10 第2会場 カナイ

10089 084 蔵野 宗太郎 公⽴⽟名中央病院 一般演題・肝3 11月18日 10:17〜10:52 第5会場 シェルホール

10090 研097 松田 大樹 ⿅児島大学大学院 消化器疾患・⽣
活習慣病学 研修医・⼩腸4 11月17日 10:07〜10:28 第6会場 MIYARABI

10091 専035 原 洋平 大牟田市⽴病院消化器内科 専修医・胃十二指腸1 11月17日 14:00〜14:42 第4会場 守礼

10092 研053 宮村 周⼈ 日本赤十字社⻑崎原爆病院消化器
内科 研修医・胆膵2 11月17日 9:11〜9:39 第4会場 守礼

10093 研036 乙木 祐介 佐賀大学医学部付属病院　消化器
内科 研修医・その他 1 11月17日 15:45〜16:13 第2会場 カナイ

10094 097 大野 美紀 医療法⼈財団　聖十字会　⻄日本
病院 一般演題・肝5 11月18日 13:20〜13:55 第5会場 シェルホール

10095 専012 池田 圭 嬉野医療センター　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

10096 専060 吉野 恭平 ⻑崎大学病院移植消化器外科 専修医・肝3 11月17日 10:00〜10:28 第5会場 シェルホール

10097 専084 野下 祥太郎 佐賀県医療センター好⽣館　肝胆膵
内科 専修医・胆膵2 11月17日 15:38〜16:13 第6会場 MIYARABI

10098 専073 ⼩吉 尚裕 ⿅児島大学院 消化器疾患・⽣活習
慣病学 専修医・⼩腸3 11月17日 14:28〜15:03 第6会場 MIYARABI

10099 研049 丸山 薫 九州労災病院消化器内科 研修医・胆膵1 11月17日 8:50〜9:11 第4会場 守礼

10100 研028 太田 克樹 宗像⽔光会総合病院消化器科 研修医・大腸3 11月17日 14:49〜15:17 第2会場 カナイ

10101 研063 内田 翔⼦ 宗像⽔光会総合病院消化器科 研修医・胃十二指腸1 11月17日 10:28〜10:56 第4会場 守礼

10102 001 天野 良祐 地方独⽴⾏政法⼈　芦屋中央病院
消化器科 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

10103 研033 畑田 紘志 宮崎大学医学部附属病院　卒後臨
床研修センター 研修医・大腸4 11月17日 15:17〜15:45 第2会場 カナイ

10104 専038 向坂 健秀 社会保険田川病院内科 専修医・胃十二指腸2 11月17日 14:42〜15:24 第4会場 守礼

10105 研017 藤永 ゆい 国家公務員共済組合連合会浜の町
病院肝胆膵内科 研修医・肝4 11月17日 10:35〜11:10 第2会場 カナイ

10106 089 荒木 紀匡 医療法⼈ 高邦会 高木病院 一般演題・肝4 11月18日 10:52〜11:27 第5会場 シェルホール

10107 専018 ⻑尾 晋次郎 国東市⺠病院 専修医・大腸2 11月17日 14:28〜14:56 第3会場 久慶

10108 専051 ⼩島 範大 済⽣会熊本病院消化器内科 専修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第5会場 シェルホール

10109 研038 児嶋 知仁 ⻑崎大学病院　消化器内科 研修医・その他 1 11月17日 15:45〜16:13 第2会場 カナイ

10110 研050 ⽵本 ⾐⾥ 日本赤十字社⻑崎原爆病院消化器
内科 研修医・胆膵1 11月17日 8:50〜9:11 第4会場 守礼

10111 専061 平塚 裕也 筑紫病院消化器内科 専修医・⼩腸1 11月17日 10:28〜11:03 第5会場 シェルホール

10112 研030 平井 哲 嬉野医療センター 研修医・大腸3 11月17日 14:49〜15:17 第2会場 カナイ

10113 019 中島 孝治 宮崎大学医学部附属病院消化器内
科 一般演題・食道2 11月18日 9:35〜10:10 第3会場 久慶

10114 研016 池田 智成 ⻑崎みなとメディカルセンター 研修医・肝4 11月17日 10:35〜11:10 第2会場 カナイ

10115 専009 佛坂 孝太 北九州市⽴医療センター 専修医・食道2 11月17日 10:21〜11:03 第3会場 久慶

10116 専063 瑞慶山 隆太 琉球大学医学部附属病院　光学医
療診療部 専修医・⼩腸1 11月17日 10:28〜11:03 第5会場 シェルホール

10117 研010 仲吉 博紀 社会医療法⼈敬愛会中頭病院　臨
床研修科 研修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第2会場 カナイ

10119 研043 上田 剛 佐世保市総合医療センター 研修医・食道1 11月17日 8:50〜9:18 第3会場 久慶
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10120 049 池田 浩⼦ 九州大学病態制御内科学 一般演題・大腸1 11月18日 9:28〜10:03 第4会場 守礼

10121 専047 大塚 彰⾏ ⿅児島大学・大学院　消化器疾患
⽣活習慣病学 専修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第5会場 シェルホール

10123 WS1-05 村山 賢一郎 医療法⼈ロコメディカル江⼝病院 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10124 研002 吉山 貴之 公⽴学校共済組合　九州中央病院
内科 研修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第2会場 カナイ

10125 109 一万田 充洋 中津市⺠病院外科 一般演題・大腸5 11月18日 9:35〜10:17 第6会場 MIYARABI

10126 研007 岡村 活揮 公⽴学校共済組合　九州中央病院
内科 研修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第2会場 カナイ

10127 121 大岩 恵祐 福岡徳洲会病院　消化器内科 一般演題・胆膵4 11月18日 13:20〜13:48 第6会場 MIYARABI

10128 研019 ⼩川 宗一郎 宮崎大学医学部附属病院内科学講
座消化器血液学分野 研修医・肝4 11月17日 10:35〜11:10 第2会場 カナイ

10129 専052 上村　 紀雄 宮崎県⽴延岡病院 専修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第5会場 シェルホール

10130 054 森 大介 古賀病院21 一般演題・大腸2 11月18日 10:03〜10:38 第4会場 守礼

10131 研088 今井 美友 済⽣会熊本病院 研修医・⼩腸2 11月17日 9:18〜9:46 第6会場 MIYARABI

10133 112 山中 剛 くまもと森都総合病院　外科 一般演題・その他1 11月18日 10:17〜10:45 第6会場 MIYARABI

10134 専027 ⼩⻫ 啓祐 済⽣会福岡済⽣会病院　外科 専修医・大腸4 11月17日 15:31〜16:06 第3会場 久慶

10135 専075 中村 由佳⾥ 九州大学病態制御内科 専修医・胆膵1 11月17日 15:03〜15:38 第6会場 MIYARABI

10136 081 吉岡 航 佐賀大学医学部附属病院 肝臓・糖
尿病・内分泌内科 一般演題・肝2 11月18日 9:42〜10:17 第5会場 シェルホール

10137 WS1-04 高橋 宏和 佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内
分泌内科 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10138 078 東 晃一 公⽴学校共済組合　九州中央病院
内科 一般演題・肝1 11月18日 9:00〜9:42 第5会場 シェルホール

10139 119 田渕 聡 ⻑崎大学病院　腫瘍外科 一般演題・胆膵4 11月18日 13:20〜13:48 第6会場 MIYARABI

10140 115 大城 拓⺒ 友愛会豊⾒城中央病院消化器内科 一般演題・その他2 11月18日 10:45〜11:20 第6会場 MIYARABI

10141 専077 三ノ宮 寛⼈ 産業医科大学第一外科 専修医・胆膵1 11月17日 15:03〜15:38 第6会場 MIYARABI

10142 研096 城島 昂太 佐賀大学医学部内科学　肝臓糖尿
病内分泌内科 研修医・⼩腸4 11月17日 10:07〜10:28 第6会場 MIYARABI

10143 研062 松本 芽⾐ 国⽴病院機構九州医療センター　消
化器内科 研修医・胃十二指腸1 11月17日 10:28〜10:56 第4会場 守礼

10144 研080 山岡 大将 九州医療センター　肝胆膵外科 研修医・その他 2 11月17日 15:38〜16:06 第5会場 シェルホール

10145 045 谷⼝ 隆之 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機
構福岡ゆたか中央病院 一般演題・大腸1 11月18日 9:28〜10:03 第4会場 守礼

10146 研011 武田 裕介 九州医療センター　肝胆膵外科 研修医・肝3 11月17日 10:00〜10:35 第2会場 カナイ

10147 専066 内田 健介 新古賀病院 専修医・⼩腸2 11月17日 14:00〜14:28 第6会場 MIYARABI

10148 専058 柴田 敬⼦ 新古賀病院 専修医・肝3 11月17日 10:00〜10:28 第5会場 シェルホール

10149 S2-07 澤瀬 寛典 JCHO諫早総合病院消化器内科 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ

10150 098 ⼒武 祐一郎 熊本セントラル病院消化器内科 一般演題・肝5 11月18日 13:20〜13:55 第5会場 シェルホール

10151 057 山本 浩之 大分県⽴病院　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

10152 専053 森田 宗新 済⽣会熊本病院 専修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第5会場 シェルホール

10153 S1-03 園田 光 大分大学　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

10154 研029 永谷 優華 済⽣会福岡総合病院　臨床教育
部、外科 研修医・大腸3 11月17日 14:49〜15:17 第2会場 カナイ

10155 S1-05 別府 剛志 福岡大学筑紫病院消化器内科 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ

10156 046 下地 耕平 東京都⽴多摩総合医療センター内
科 一般演題・大腸1 11月18日 9:28〜10:03 第4会場 守礼

10157 研013 田中 康 製鉄記念⼋幡病院 研修医・肝3 11月17日 10:00〜10:35 第2会場 カナイ

10158 研031 灰床 裕介 霧島市⽴医師会医療センター 研修医・大腸3 11月17日 14:49〜15:17 第2会場 カナイ

10159 研015 風呂井 敦 霧島市⽴医師会医療センター消化
器内科 研修医・肝3 11月17日 10:00〜10:35 第2会場 カナイ
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10160 研074 木村 俊一郎 佐賀大学医学部　卒後臨床研修セ
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

10161 専021 ⽣駒 今日⼦ いづろ今村病院　消化器内科 専修医・大腸3 11月17日 14:56〜15:31 第3会場 久慶

10162 専006 大場 未紀 JCHO福岡ゆたか中央病院 専修医・食道2 11月17日 10:21〜11:03 第3会場 久慶

10163 研026 大井 貴之 いづろ今村病院　消化器内科 研修医・大腸2 11月17日 14:21〜14:49 第2会場 カナイ

10164 WS1-07 所 征範 大分大学消化器内科 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10165 専024 安部 雄治 大分赤十字病院　消化器内科 専修医・大腸3 11月17日 14:56〜15:31 第3会場 久慶

10166 080 石井 邦英 朝倉医師会病院消化器内科 一般演題・肝2 11月18日 9:42〜10:17 第5会場 シェルホール

10167 専023 古賀 絵莉⾹ 琉球大学医学部附属病院　光学医
療診療部 専修医・大腸3 11月17日 14:56〜15:31 第3会場 久慶

10168 研035 ⻄原 敬仁 国⽴病院機構⻑崎医療センター外
科 研修医・大腸4 11月17日 15:17〜15:45 第2会場 カナイ

10169 091 千住 猛士 国⽴病院機構九州がんセンター消化
器肝胆膵内科 一般演題・肝4 11月18日 10:52〜11:27 第5会場 シェルホール

10170 075 佐⽵ 真明 古賀病院21 一般演題・肝1 11月18日 9:00〜9:42 第5会場 シェルホール

10171 研012 岩橋 英明 国⽴病院機構九州医療センター肝
胆膵外科・臨床研究センター 研修医・肝3 11月17日 10:00〜10:35 第2会場 カナイ

10172 027 石原 淳 中頭病院  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

10173 105 仕垣 幸太郎 大浜第一病院　大腸・肛門外科 一般演題・大腸5 11月18日 9:35〜10:17 第6会場 MIYARABI

10174 専080 柴田 久美⼦ 福岡赤十字病院肝臓内科 専修医・胆膵2 11月17日 15:38〜16:13 第6会場 MIYARABI

10175 101 井上 悠介 ⻑崎大学　移植・消化器外科 一般演題・大腸4 11月18日 9:00〜9:35 第6会場 MIYARABI

10176 研039 中島 駿佑 大分県厚⽣連鶴⾒病院　消化器内
科 研修医・その他 1 11月17日 15:45〜16:13 第2会場 カナイ

10177 063 山下 兼史 福岡大学病院消化器外科 一般演題・胆膵1 11月18日 13:20〜13:48 第4会場 守礼

10178 062 安森 翔 独⽴⾏政法⼈　国⽴病院機構　九
州がんセンター　消化器・肝胆膵内科 一般演題・胆膵1 11月18日 13:20〜13:48 第4会場 守礼

10179 S2-10 高木 亮 浦添総合病院　消化器病センター内
科 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ

10180 S1-06 松島 加代⼦ ⻑崎大学病院消化器内科 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ

10181 037 藤井 宏⾏ 福岡東医療センター 一般演題・胃十二指腸6 11月18日 13:48〜14:23 第3会場 久慶

10182 S1-12 永井 俊太郎 九州大学　臨床・腫瘍外科 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ

10183 WS1-08 中野 暖 久留⽶大学消化器内科 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10184 083 仲⾇ 拓 社会医療法⼈かりゆし会　ハートライ
フ病院 一般演題・肝2 11月18日 9:42〜10:17 第5会場 シェルホール

10185 WS1-02 柴田 大介 ハートライフ病院 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10186 研001 石橋 信弘 ⻑崎みなとメディカルセンター消化器
内科 研修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第2会場 カナイ

10187 専043 松隈 国仁 ⻑崎県島原病院　外科 専修医・胃十二指腸3 11月17日 15:24〜15:59 第4会場 守礼

10188 108 荒井 淳一 佐世保市総合医療センター 一般演題・大腸5 11月18日 9:35〜10:17 第6会場 MIYARABI

10189 076 松本 修一 福岡徳洲会病院　肝臓内科 一般演題・肝1 11月18日 9:00〜9:42 第5会場 シェルホール

10190 043 松林 江⾥⼦ 原三信病院　消化管内科 一般演題・⼩腸1 11月18日 9:00〜9:28 第4会場 守礼

10191 研020 ⻄村 大幹 久留⽶大学病院臨床研修管理セン
ター 研修医・肝4 11月17日 10:35〜11:10 第2会場 カナイ

10192 研052 野中 侑紀 大分大学医学部附属病院消化器内
科 研修医・胆膵2 11月17日 9:11〜9:39 第4会場 守礼

10193 096 久木山 綾 くまもと森都総合病院　肝臓・消化器
内科 一般演題・肝5 11月18日 13:20〜13:55 第5会場 シェルホール

10194 052 吉村 美優 社会医療法⼈　敬愛会　中頭病院 一般演題・大腸2 11月18日 10:03〜10:38 第4会場 守礼

10195 047 坂田 資尚 佐賀大学医学部消化器内科 一般演題・大腸1 11月18日 9:28〜10:03 第4会場 守礼

10196 125 二⼝ 俊樹 熊本地域医療センター 一般演題・胆膵5 11月18日 13:48〜14:16 第6会場 MIYARABI

10197 100 藤野 真也 久留⽶大学外科学講座 一般演題・大腸4 11月18日 9:00〜9:35 第6会場 MIYARABI
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10199 研082 谷 真太朗 ⻑崎みなとメディカルセンター消化器
内科 研修医・その他 2 11月17日 15:38〜16:06 第5会場 シェルホール

10200 104 福田 芳⽣ ⿅児島厚⽣連病院 一般演題・大腸5 11月18日 9:35〜10:17 第6会場 MIYARABI

10201 研024 郷野 すずな ⻑崎みなとメディカルセンター消化器
内科 研修医・大腸2 11月17日 14:21〜14:49 第2会場 カナイ

10202 研091 ⼩橋 啓太 国⽴病院機構　嬉野医療センター
臨床研修センター 研修医・⼩腸2 11月17日 9:18〜9:46 第6会場 MIYARABI

10203 研023 松瀬 春菜 ⻑崎大学病院消化器内科 研修医・大腸1 11月17日 14:00〜14:21 第2会場 カナイ

10204 WS1-01 知花 洋⼦ 獨協医科大学消化器内科 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10205 008 根布屋 悟 大分赤十字病院　消化器内科・肝
胆膵内科 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

10206 専032 辻　 博晶 国家公務員共済組合連合会　新別
府病院　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

10207 077 横山 圭二 福岡大学医学部　消化器内科 一般演題・肝1 11月18日 9:00〜9:42 第5会場 シェルホール

10208 050 眞喜志 知⼦ 豊⾒城中央病院内科 一般演題・大腸2 11月18日 10:03〜10:38 第4会場 守礼

10209 071 下川 雄三 中津市⽴中津市⺠病院 一般演題・胆膵3 11月18日 14:16〜14:51 第4会場 守礼

10210 WS1-03 伊集院 翔 ⿅児島大学　消化器疾患・⽣活習
慣病学 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10211 094 今井 諒 ⻑崎大学病院腫瘍外科 一般演題・肝5 11月18日 13:20〜13:55 第5会場 シェルホール

10212 036 ⼩林 慎一朗 ⻑崎大学大学院　移植・消化器外
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

10214 専070 末廣 侑大 飯塚病院消化器内科 専修医・⼩腸3 11月17日 14:28〜15:03 第6会場 MIYARABI

10215 116 福嶋 絢⼦ 嬉野医療センター　消化器外科 一般演題・その他2 11月18日 10:45〜11:20 第6会場 MIYARABI

10216 087 普久原 朝史 浦添総合病院　消化器病センター
内科 一般演題・肝3 11月18日 10:17〜10:52 第5会場 シェルホール

10217 研041 佐藤 光 ⻑崎大学病院消化器内科 研修医・食道1 11月17日 8:50〜9:18 第3会場 久慶

10218 専054 篠原　 暢彦 産業医科大学医学部第3内科学 専修医・肝2 11月17日 9:25〜10:00 第5会場 シェルホール

10219 研081 友利 壮志 那覇市⽴病院外科 研修医・その他 2 11月17日 15:38〜16:06 第5会場 シェルホール

10220 WS1-09 原 貴信 ⻑崎大学移植・消化器外科 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10221 004 多喜 研太郎 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構別府医
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

10222 専071 久野 恭⼦ 国家公務員共済組合連合会　浜の
町病院　外科 専修医・⼩腸3 11月17日 14:28〜15:03 第6会場 MIYARABI

10223 専050 福本 将之 ⻑崎大学病院　移植・消化器外科 専修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第5会場 シェルホール

10224 051 深⽔ 航 聖マリア病院消化器科 一般演題・大腸2 11月18日 10:03〜10:38 第4会場 守礼

10225 研040 濱本 真理奈 大分大学　医学部　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

10226 専044 佐久本 高達 社会医療法⼈敬愛会中頭病院 専修医・胃十二指腸3 11月17日 15:24〜15:59 第4会場 守礼

10227 研054 阿部 千鶴 国⽴病院機構⻑崎医療センター消
化器内科 研修医・胆膵2 11月17日 9:11〜9:39 第4会場 守礼

10228 035 狩俣 弘幸 琉球大学医学部附属病院　第一外
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

10229 S2-11 伊原 諒 福岡大学筑紫病院　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

10230 126 宮⾥ 公也 琉球大学医学部付属病院　光学医
療診療部 一般演題・胆膵5 11月18日 13:48〜14:16 第6会場 MIYARABI

10231 088 座喜味 盛哉 沖縄県⽴中部病院 一般演題・肝3 11月18日 10:17〜10:52 第5会場 シェルホール

10232 WS1-10 新垣 伸吾 琉球大学医学部附属病院　第一内
科 ワークショップ1 11月17日 14:00〜16:20 第1会場 ニライ

10233 079 新垣 伸吾 琉球大学医学部附属病院　第一内
科 一般演題・肝2 11月18日 9:42〜10:17 第5会場 シェルホール

10234 S1-11 菊池 英純 弘前大学大学院　医学研究科　消
化器血液内科学講座 シンポジウム1 11月17日 8:50〜11:20 第1会場 ニライ

10235 研014 牛嶋 真也 国⽴病院機構熊本医療センター 研修医・肝3 11月17日 10:00〜10:35 第2会場 カナイ

10236 研032 永野 美和 国⽴病院機構熊本医療センター消
化器内科 研修医・大腸4 11月17日 15:17〜15:45 第2会場 カナイ

10237 093 皆川 亮介 飯塚病院 一般演題・肝4 11月18日 10:52〜11:27 第5会場 シェルホール
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10238 研100 峯崎 大輔 慈愛会 今村総合病院 外科 研修医・⼩腸5 11月17日 10:28〜10:49 第6会場 MIYARABI

10239 研084 森田 浩史 公益社団法⼈　⿅児島共済会　南
風病院 研修医・⼩腸1 11月17日 8:50〜9:18 第6会場 MIYARABI

10240 S2-13 佐伯 哲 国⽴病院機構　⻑崎医療センター
肝臓内科 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ

10241 研004 内田 智久 地域医療機能推進機構諫早総合病
院消化器内科 研修医・肝1 11月17日 8:50〜9:25 第2会場 カナイ

10242 専076 中村 健太 産業医科大学第三内科 専修医・胆膵1 11月17日 15:03〜15:38 第6会場 MIYARABI

10244 S2-12 久野 晃聖 九州がんセンター 消化器・肝胆膵内
科 シンポジウム2 11月18日 9:00〜11:30 第1会場 ニライ

10245 専046 友枝 成 福岡東医療センター　消化器・肝臓
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

50001 研094 山下 由恵 国⽴病院機構 ⻑崎医療センター 外
科 研修医・⼩腸3 11月17日 9:46〜10:07 第6会場 MIYARABI

50002 118 ⻑ 知徳 聖マリア病院消化器科 一般演題・その他2 11月18日 10:45〜11:20 第6会場 MIYARABI
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