
ブース 11:40～12:30 12:30～13:20

1
消化器1( 1～6)

東京大学 建石良介
東京逓信病院 光井洋

消化器2( 7～12)
東京大学 大塚基之

日本赤十字社医療センター 吉田英雄

2
消化器3( 13～18)

東京大学 平田喜裕
ＪＲ東京総合病院 岡本真

消化器4( 19～24)
東京大学 山道信毅
三楽病院 和田友則

3
消化器5( 25～30)

東京警察病院 小椋啓司
東芝病院 松原康朗

消化器6( 31～37)
東芝病院 山本夏代

東京大学 伊地知秀明

4
循環器1( 38～43)

東京大学 武田憲彦
帝京大学 上妻謙

循環器2( 44～49)
横浜市立大学 小菅雅美

5
循環器3( 50～55)

東京大学 藤生克仁

循環器4( 56～61)
東京大学 瀧本英樹

国際医療福祉大学 田村雄一

6
循環器5( 62～67)

東京大学 大門雅夫

循環器6( 68～72)
東京大学 渡辺昌文

菊名記念病院 本江純子

7
循環器7( 73～78)

自治医科大学 今井靖

循環器8( 79～84)
東京大学 池田祐一

北里大学 東條美奈子

8
循環器9( 85～90)

東京慈恵会医科大学 名越智古

循環器10( 91～95)
東京大学 森田啓行

慶應義塾大学 河野隆志

9
循環器11( 96～102)
東京大学 武田憲文

10
内分泌1( 103～107)

京都大学 八十田明宏
東京大学 伊東伸朗

内分泌2( 108～112)
東京大学 槙田紀子
群馬大学 佐藤哲郎

11
内分泌3( 113～118)
名古屋大学 有馬寛

虎ノ門病院 竹内靖博

内分泌4( 119～124)
横浜労災病院 西川哲男

千葉大学 田中知明

12
糖代謝1( 125～129)
近畿大学 池上博司
京都大学 長嶋一昭

糖代謝2( 130～134)
東京慈恵会医科大学 森豊

13
糖代謝3( 135～140)

九州大学 井口登与志

14
腎臓1( 141～147)
杏林大学 要伸也

腎臓2( 148～154)
東京慈恵会医科大学 横尾隆

虎の門病院 乳原善文

15
腎臓3( 155～160)

埼玉医科大学 岡田浩一
東京大学 加藤秀樹

腎臓4( 161～167)
東海大学 和田健彦
東京大学 川上貴久

医学生・研修医の日本内科学会ことはじめ　2017　ポスターセッション
座長制による口述発表時間割

４月１５日（土）



ブース 11:40～12:30 12:30～13:20

医学生・研修医の日本内科学会ことはじめ　2017　ポスターセッション
座長制による口述発表時間割

４月１５日（土）

16
腎臓5( 168～173,315)
東北大学 阿部倫明

腎臓6( 174～179)
自治医科大学 長田太助

東京大学 田中哲洋

17
呼吸器1( 180～185)
東京大学 山内康宏

国立国際医療研究センター 飯倉元保

呼吸器2( 186～190)
関東中央病院 高見和孝

東京女子医科大学 多賀谷悦子

18
呼吸器3( 191～195)

ＮＴＴ東日本関東病院 臼井一裕
慶應義塾大学 川田一郎

呼吸器4( 196～200)
国立国際医療研究センター 佐藤輝彦

東京逓信病院　 渋谷　英樹

19
血液1( 201～206)

災害医療センター 竹迫直樹
血液2( 207～212)

順天堂大学 原田浩徳

20
血液3( 213～218)

東京大学 中﨑久美

21
神経1( 219～224)

東京大学 作石かおり
日本赤十字社医療センター 松本英之

神経2( 225～230)
東京大学　林　俊宏

22
神経3( 231～236)
東京大学 三井純

NTT東日本関東病院 吉澤利弘

23
アレルギー・膠原病1( 237～242)

慶応義塾大学リウマチ内科 金子祐子

アレルギー・膠原病2( 243～248)
東京大学 住友秀次

埼玉医科大学 佐藤浩二郎

24
アレルギー・膠原病3( 249～254)

東京大学 久保かなえ
多摩総合医療センター 島田浩太

アレルギー・膠原病4( 255～259)
東京大学 庄田宏文

25
アレルギー・膠原病5( 260～264)

東京女子医科大学　中島　亜矢子

26
感染症1( 265～269)

慶應義塾大学 西村知泰
東京大学 柳元伸太郎

感染症2( 270～276)
杏林大学 皿谷健

27
感染症3( 277～283)

埼玉医科大学 前崎繁文
東京大学 奥川周

感染症4( 284～290)
東京女子医科大学 吉田敦
東京医科大学 渡邉秀裕

28
感染症5( 291～296)

順天堂大学 上原由紀
獨協医科大学 松田直人

29
腫瘍1( 297～302)

帝京大学 渡邊清高
東京大学 浅岡良成

腫瘍2( 303～308)
都立駒込病院 下山達
岡山大学 西森久和

30
腫瘍3( 309～314)

順天堂大学 十合晋作
昭和大学 濱田和幸


