
カンファレンス名 開催日 開催時間 参加人数

第１回 胃疾患カンファレンス 令和２年４月８日（水） 17:30～18:30 8名

第２回 大腸疾患カンファレンス 令和２年４月１３日（月） 7:30～8:00 5名

第３回 大腸疾患カンファレンス 令和２年６月１日（月） 7:30～8:00 15名

第４回 食道疾患カンファレンス 令和２年６月８日（月） 17:30～18:30 18名

第５回 大腸疾患カンファレンス 令和２年６月１５日（月） 7:30～8:00 14名

第６回 肝疾患カンファレンス 令和２年６月１６日（火） 17:30～18:10 23名

第７回 胆膵疾患カンファレンス 令和２年６月１６日（火） 19:00～20:10 19名

第８回 胃疾患カンファレンス 令和２年６月１７日（水） 17:30～18:10 13名

第９回 食道疾患カンファレンス 令和２年６月２２日（月） 17:30～18:30 15名

第１０回 大腸疾患カンファレンス 令和２年６月２９日（月） 7:30～8:00 13名

第１１回 胃疾患カンファレンス 令和２年７月１日（水） 17:30～18:10 15名

第１２回 食道疾患カンファレンス 令和２年７月６日（月） 17:30～18:30 17名

第１３回 大腸疾患カンファレンス 令和２年７月１３日（月） 7:30～8:00 14名

第１４回 胃疾患カンファレンス 令和２年７月１５日（水） 17:30～18:00 14名

第１５回 食道疾患カンファレンス 令和２年７月２０日（月） 17:30～18:20 17名

第１６回 肝疾患カンファレンス 令和２年７月２１日（火） 17:30～18:30 21名

第１７回 胆膵疾患カンファレンス 令和２年７月２１日（火） 19:00～20:00 18名

第１８回 大腸疾患カンファレンス 令和２年７月２７日（月） 7:30～8:00 17名

第１９回 胃疾患カンファレンス 令和２年７月２９日（水） 17:30～18:10 11名

第２０回 食道疾患カンファレンス 令和２年８月３日（月） 17:30～18:10 17名

第２１回 大腸疾患カンファレンス 令和２年８月１７日（月） 7:30～8:15 10名

第２２回 食道疾患カンファレンス 令和２年８月１７日（月） 17:30～18:20 17名

第２３回 肝疾患カンファレンス 令和２年８月１８日（火） 17:30～18:10 21名

第２４回 胆膵疾患カンファレンス 令和２年８月１８日（火） 19:00～20:00 21名

第２５回 胃疾患カンファレンス 令和２年８月１９日（水） 17:30～18:20 12名

第２６回 大腸疾患カンファレンス 令和２年８月３１日（月） 7:30～8:00 12名

第２７回 食道疾患カンファレンス 令和２年８月３１日（月） 17:30～18:10 14名

第２８回 胃疾患カンファレンス 令和２年９月９日（水） 17:30～18:30 8名

第２９回 大腸疾患カンファレンス 令和２年９月１４日（月） 7:30～8:00 15名

第３０回 食道疾患カンファレンス 令和２年９月１４日（月） 17:30～18:30 9名
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第３１回 胆膵疾患カンファレンス 令和２年９月１５日（火） 19:00～19:50 21名

第３２回 胃疾患カンファレンス 令和２年９月２３日（水） 17:30～18:10 7名

第３３回 大腸疾患カンファレンス 令和２年９月２８日（月） 7:30～8:00 12名

第３４回 食道疾患カンファレンス 令和２年９月２８日（月） 17:30～18:30 10名

第３５回 肝疾患カンファレンス 令和２年９月２９日（火） 17:30～18:00 17名

第３６回 胃疾患カンファレンス 令和２年１０月７日（水） 17:30～18:30 7名

第３７回 大腸疾患カンファレンス 令和２年１０月１２日（月） 7:30～8:10 10名

第３８回 食道疾患カンファレンス 令和２年１０月１２日（月） 17:30～18:20 12名

第３９回 肝疾患カンファレンス 令和２年１０月２０日（火） 17:30～18:20 18名

第４０回 胆膵疾患カンファレンス 令和２年１０月２０日(火） 19:00～19:40 25名

第４１回 胃疾患カンファレンス 令和２年１０月２１日（水） 17:30～18:20 13名

第４２回 大腸疾患カンファレンス 令和２年１０月２６日（月） 7:30～8:00 9名

第４３回 食道疾患カンファレンス 令和２年１０月２６日(月） 17:30～18:30 18名

第４４回 大腸疾患カンファレンス 令和２年１１月９日（月） 7:30～8:10 12名

第４５回 食道疾患カンファレンス 令和２年１１月９日（月） 17:30～18:10 14名

第４６回 胃疾患カンファレンス 令和２年１１月１１日（水） 17:30～18:20 10名

第４７回 肝疾患カンファレンス 令和２年１１月１７日（火） 17:30～18:10 23名

第４８回 胆膵疾患カンファレンス 令和２年１１月１７日（火） 19:00～19:50 20名

第４９回 胃疾患カンファレンス 令和２年１１月２５日（水） 17:30～18:20 7名

第５０回 大腸疾患カンファレンス 令和２年１１月３０日（月） 7:30～8:10 13名

第５１回 食道疾患カンファレンス 令和２年１１月３０日（月） 17:30～18:20 15名

第５２回 胃疾患カンファレンス 令和２年１２月９日（水） 17:30～18:20 8名

第５３回 大腸疾患カンファレンス 令和２年１２月１４日（月） 7:30～8:20 14名

第５４回 食道疾患カンファレンス 令和２年１２月１４日（月） 17:30～18:30 14名

第５５回 胆膵疾患カンファレンス 令和２年１２月１５日（火） 19:00～19:50 22名

第５６回 肝疾患カンファレンス 令和２年１２月２２日（火） 17:30～18:10 16名

第５７回 胃疾患カンファレンス 令和２年１２月２３日（水） 17:30～18:30 8名

第５８回 大腸疾患カンファレンス 令和２年１２月２８日（月） 7:30～8:20 10名

第５９回 食道疾患カンファレンス 令和３年１月４日（月） 17:30～19:00 19名

第６０回 胃疾患カンファレンス 令和３年１月１３日（水） 17:30～18:00 10名

第６１回 大腸疾患カンファレンス 令和３年１月１８日（月） 7:30～8:20 13名

第６２回 食道疾患カンファレンス 令和３年１月１８日（月） 17:30～18:30 17名

第６３回 肝疾患カンファレンス 令和３年１月１９日（火） 17:30～18:20 21名

第６４回 胆膵疾患カンファレンス 令和３年１月１９日（火） 19:00～19:40 16名
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