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1 スポンジ擦過細胞診による食道癌早期診断の 

  有用性について 

 北海道対がん協会 検診センター 

       ○手林 明雄・山口由美子・吉田 裕司 

        有末 太郎・田村 浩一 

 北海道対がん協会 旭川がん検診センター 

                    池田 成之 

 北海道対がん協会 釧路がん検診センター 

                    大塚  忍 

 

2 高度な通過障害と狭穿に対してpneumatic 

  dilatorが有効であった食道潰瘍の1症例 

 札幌医科大学 第4内科       ○中谷 玲二 

        加藤 淳二・福島  誠・渡辺 直樹 

        高後  裕・新津洋司郎・漆崎 一朗 

 

3 高張ナトリウム-エピネフリン局注療法により 

 止血し得たBarrett潰瘍出血の1例 

 市立旭川病院 内科 

       ○吉岡  礼・内海  真・相馬 光宏 

        岡野 重幸・武藤 英二・武田 章三 

 同 病理               神田  誠 

 旭川医科大学 第3内科        鈴木 安名 

        鳥本 悦宏・岡村毅与志・並木 正義 

 

4 特異な形状を呈した食道乳頭腫の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○田村 保明・黒川  洋・黒沢 伸一 

        山野 三紀・北守  茂・柴田  好 

        原田 一道・水島 和雄・鈴木 安名 

        高井 幸裕・岡村毅与志・並木 正義 

5 ネフローゼ症候群をきたし,胃中検により確診された  

  原発性アミロイドーシスの1例 

 札幌北楡病院 内科         ○橋野  聡 

        河村 憲一・前久保博士・笠井 正晴 

 

6 超音波内視鏡が有用であった胃嚢胞の一例 

 札幌厚生病院 消化器科 

       ○夏井 清人・佐藤 隆啓・大村 卓味 

        杉本 友照・小井戸一光・西沢 正明 

        近間 敏治・堀田 彰一・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 同 病理               佐藤 利宏 

 

7 急速かつ特異な発育経過を呈した胃平滑筋肉腫の 

  1例 

 市立旭川病院 内科   ○相馬 光宏・岡野 重幸 

        内海  真・武藤 英二・武田 章三 

 同 病理               神田  誠 

 旭川医科大学 第3内科 

        鈴木 安名・岡村毅与志・並木 正義 

 

8 当院における胃膠様腺癌症例に関する検討 

 旭川厚生病院 内科 

       ○真口 宏介・斉藤 裕輔・横内  悟 

        中沢 郁生・佐藤 仁志・太田 知明 

        折居  裕・峯本 博正・小西 行夫 

 同 外科               藤沢 純爾 

 旭川医科大学 第3内科 

              横田 欽一・岡村毅与志 

 

9 上部消化管内視鏡検査により心筋梗塞を起こした 

  早期胃癌の2症例 

 勤医協中央病院 内科 

       ○渡辺 雅男・升田和比古・浅沼 建樹 

 
 

       会長／並木 正義 
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        洪  敏幸・岸野 吉博・堀毛  清 

        佐久間 哲・渋谷  譲・仲  絋嗣 

        河内 秀希・上田 則行 

 

10 当科におけるTV-Endoscopeの使用経験 

 北海道大学 第3内科 

       ○姜  貞憲・木村 宗士・目黒 高志 

        林下 尚之・佐賀 啓良・武田 宏司 

        吉田 純一・斉藤 雅雄・浅香 正博 

        松嶋  喬・宮崎  保 

 

11 電子内視鏡（東芝─町田製）の使用経験 

  ─その実際と問題点─ 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○原田 一道・鈴木 安名・山野 三紀 

        男澤 伸一・北守  茂・柴田  好 

        岡村毅与志・並木 正義 

 

12 十二指腸に発生した迷入胃粘膜組織よりなる絨毛 

  状十二指腸ポリープの1例 

 札幌医科大学 第1内科       ○関谷 増夫 

        垣内 英樹・吉田 博清・谷内  昭 

 市立室蘭病院 第1内科        守谷 保夫 

        鈴木 三章・木下  博・安斉 哲郎 

 同 病理               藤沢 泰憲 

 

13 内視鏡的に診断しえた出血性小腸潰瘍の1例 

 唐沢病院              ○佐々木栄一 

        清水 浩二・川上 康正・唐沢 洋一 

 

14 上部消化管出血に対する高張ナトリウム・エピネ 

  フリン液局注療法 

 道北勤医協一条病院 内科 

       ○小林多加志・仲谷  了・井尻 正廣 

        渡辺 一晶・萩原 信宏 

 同 外科               高橋 康幸 

 

15 上部消化管出血に対するヒートプローブ止血装置 

  の使用経験 

 釧路市医師会病院 消化器内科 

       ○池   薫・高橋  篤・黒川  洋 

 旭川医科大学 第3内科 

        柴田  好・男澤 伸一・相馬 光宏 

        岡村毅与志・並木 正義 

 

16 腹腔鏡下肝生検で確診し得た限局性脂肪肝の1例 

 旭川厚生病院 内科         ○福井  実 

        成沢 恒男・都丸  久・横内  悟 

        佐藤 仁志・杉村  巌・小西 行夫 

 雄武町国保病院 内科         山口  傳 

 

17 肝嚢胞の無水エタノール治療 

 北海道勤医協 中央病院 

       ○井戸川篤志・金川 博史・水尾 仁志 

        池田 由弘・田辺 利男・美馬 聰昭 

 札幌医科大学 検査診断部       福田 守道 

 

18 HBs抗原の消失をみたB型慢性肝疾患5症例の 

  検討 

 国立療養所道北病院 内科      ○鳥本 悦宏 

        富永 吉春・箭原 典子・坂井 英一 

 旭川医科大学 第3内科 

        金井 賀子・水野 正巳・鈴木 貴久 

        高橋  篤・関谷 千尋・並木 正義 

 

19 経過観察中に膵管像の変化をみた症候性PBCの 

  1例 

 旭川医科大学 第3内科      ○水野 正巳 

       長谷部千登美・石川 裕司・奥野 一嘉 

       幸田 弘信・山田 政孝・小野  稔 

       矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

20 胃バリウムにより発見された胆道奇型の1例 

 北海道大学 第1内科        ○斎藤 俊平 

        久村 正也・竹内 文英・高井 重紀 

        日下 大隆・鈴木 潤一・川上 義和 

 同 第1外科       佐々木文章・柿田  章 

 

21 ERC造影率向上のための2〜3の工夫 

 舟木胃腸クリニック         ○舟木 昭蔵 

 

22 内視鏡的乳頭括約筋切開術125例の検討 

 勤医協中央病院 内科 

       ○浅沼 建樹・升田和比古・洪  敏幸 



        岸野 吉博・渡辺 雅男・仲  絋嗣 

        松浦 俊夫・河内 秀希・上田 則行 

 

23 腹腔鏡による膵の観察 

 札幌医科大学 第一内科       ○佐藤 喜夫 

        小玉 俊典・落合  亨・坂本 裕史 

        野村 孝幸・管  充生・谷内  昭 

 函館五稜郭病院 内科 

        武井  崇・鈴木  隆・角本 芳隆 

 

24 Amebic colitisの 1例 

 国病札幌・道がんセンター 消化器科 

       ○今村 哲理・吉田 守雄・門野  豊 

        別役  孝・井林  淳 

 氏家胃腸科内科医院          氏家  忠 

 

25 試作大腸ファイバースコープCOL-MSの total 

  Colonofiberscopyにおける有用性の検討 

 北海道大学 第3内科 

       ○斉藤 雅雄・木村 宗士・目黒 高志 

        林下 尚之・佐賀 啓良・狩野 吉康 

        武田 宏司・前  吉俊・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 

26 内視鏡的大腸ポリペクトミー 

  ─過去7年間,85症例に関する検討─ 

 市立室蘭病院 第1内科       ○守谷 保夫 

        鈴木 三章・木下  博・安斉 哲郎 

 札幌医科大学 第1内科 

        吉田 博清・高井 康博・中田 雅之 

        得地  茂・横田 勝至・近藤 吉宏 

        白井 祐一・細川 幸夫・谷内  昭 

 

27 直腸カルチノイドの6症例 

 自衛隊札幌地区病院 内科 

       ○高木  聡・塩見  洋・渡辺 圭三 

        則武 昌之・芳賀  博・桂田 光彦 
















