
 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
 

 

1 病因論から見た潰瘍性大腸縁とクローン病気 

 札幌医科大学 第4内科       ○高後  裕 

 

2 X線・内視鏡からみた潰瘍性大腸炎とクローン病の 

  鑑別 

 北海道大学 第3内科 

             ○斎藤 雅雄・浅香 正博 

 

3 病理からみた,潰瘍性大腸炎とクローン病の問題点 

  ─とくに生検診断について─ 

 勤医協中央病院 病理 

             ○佐藤冨士夫・奥山 修兒 

 

4 潰瘍性大腸縁の経過と内科治療 

  ─参考となる長期観察例を中心に─ 

 旭川医科大学 第3内科 

             ○原田 一道・岡村毅与志 

 

5 UCの内科治療・経過とX線・内視鏡所見の推移 

 国立札幌病院・北海道がんセンター 消化器科 

             ○今村 哲理・井林  淳 

 

6 潰瘍性大腸炎の経過と内科治療 

 札幌厚生病院 消化器内科 

             ○塚越 洋元・村島 義男 

 

7 クローン病の経過と内科治療 

 札幌医科大学 第1内科 

             ○楢崎 義一・矢花  剛 

 

8 クローン病の経過と内科治療 

 愛育病院 消化器科         ○三和 公明 

 

9 UCと CDの外科治療上の問題点 

 北海道大学 第1外科 

             ○西田  修・堀江  卓 

 

10 術後経過からみたUCと CDに対する外科治療 

 札幌医科大学 第1外科 

             ○筒井  完・早坂  滉 

 

 

一 般 演 題 
 

1 進行食道癌に対する食道内挿管術の経験 

 市立旭川病院 内科   ○岡村 重幸・内海  真 

        相馬 光宏・武藤 英二・武田 章三 

 旭川医科大学 第3内科 

        柴田  好・岡村毅与志・並木 正義 

 

2 各種電子内視鏡の使用経験 

 北海道大学 第1内科 

       ○久村 正也・鈴木 潤一・高井 重紀 

        斉藤 俊平・竹内 文英・川上 義和 

 

3 消化管出血診断における電子内視鏡の使用経験 

 札幌医科大学 救急集中治療部   ○斎藤甲斐之助 

        松本 修二・小林 謙二・金子 正光 

 同 機器診断部      三谷 正信・福田 守道 

 

4 内視鏡的栓塞療法後のAGMLに対しHS-E止血 

  法が奏功した2症例 

 北海道勤医協中央病院        ○井戸川篤志 

        水尾 仁志・金川 博史・田辺 利男 

        井尻 正広・美馬 聡昭・平尾 雅紀 

 
 

           会長／並木正義 

           会場／札幌医大講堂 
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5 露出血管を認めた上部消化管出血に対するHS-E 

  局注療法の検討 

 勤医協中央病院 内科        ○安達 哲夫 

        洪  敏幸・升田和比古・浅沼 建樹 

        仲  絋嗣・河内 秀希・上田 則行 

 同 外科   池田 由弘・竹内  護・平尾 雅紀 

 

6 出血性素因を伴い消化管に隆起性病変を有する症 

  例に対するレーザー治療の臨床評価 

 札幌医科大学 第1内科       ○小林 壮光 

        山下 昇史・森  正光・楢崎 義一 

        矢花  剛・赤保内良和・谷内  昭 

 

7 胃腺腫に対するHS-E液局注を併用した内視鏡的 

  切除法 

 勤医協中央病院 内科        ○升田和比古 

        洪  敏幸・安達 哲夫・浅沼 建樹 

        仲  絋嗣・河内 秀希・上田 則行 

 同 外科   池田 由弘・竹内  護・平尾 雅紀 

 同 病理         奥山 修兒・佐藤冨士夫 

 

8 内視鏡的切除を施行した十二指腸脂肪腫の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○渡  二郎・男澤 伸一・柴田  好 

        山野 三紀・佐藤 伸司・鈴木 安名 

        高井 幸裕・岡村毅與志・並木 正義 

 佐野病院               佐野 博昭 

 

9 内視鏡的に切除し得た十二指腸脂肪腫の1例 

 釧路労災病院 内科 

       ○宮城島拓人・平野 貞一・黒川 美朝 

        国枝 保幸・髭  修平・田中 淳司 

        山崎 康夫・藤本  望・樋口 晶文 

 

10 萎縮性胃炎による悪性貧血の1例 

 市立留萌病院 内科 

       ○井原 康二・高橋 文雄・西條  登 

 札幌医科大学 第4内科 

             平山 真章・斉藤  忠範 

 

11 興味ある経過を示した胃悪性リンパ腫の1例 

 旭川厚生病院 内科         ○太田 知明 

        中沢 郁生・構内  悟・真口 宏介 

        折居  裕・峯本 博正・小西 行夫 

 旭川医科大学 第3内科  岡村毅与志・並木 正義 

 札幌医科大学 第2病理        横田 欽一 

 

12 早期胃癌を伴った同時性胃癌の1症例 

 札幌医科大学 第4内科 

       ○伊藤 克礼・越田 吉一・後藤 義明 

        山科 哲朗・渡辺 直樹・高後  裕 

        新津洋司郎・漆崎 一朗 

 同 第1内科       江端 俊彰・戸塚 守夫 

 

13 超音波内視鏡による胃癌深達度診断 

 札幌医科大学 機器診断部 

       ○平田健一郎・三谷 正信・福田 守道 

 

14 大腸リンパ管腫の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○垂石 正樹・男澤 伸一・北  守茂 

        柴田  好・山野 三紀・佐藤 信司 

        岡村毅與志・並木 正義 

 遠軽厚生病院             宮本 光明 

 

15 当院で経験した虚血性大腸炎12例の検討 

 市立稚内病院 

       ○加藤 元嗣・佐藤 泰男・中野 雅規 

        阿部 昌彦・野崎 一穂・石崎 忠文 

 北海道大学 第3内科   斉藤 雅雄・宮崎  保 

 

16 急性出血性直腸潰瘍の2例 

 北海道大学 第3内科 

       ○紺野  潤・斉藤 雅雄・武田 宏司 

        林下 尚之・木村 宗士・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 札幌北楡病院病院 

        橋野  聡・川村 憲一・笠井 正晴 

 

17 Shinya式大腸内視鏡検査450回の経験回数と盲 

  腸到達率及び到達時間の検討 

 札幌厚生病院 消化器科 

       ○塚越 洋元・川端 規弘・佐藤 隆啓 

        夏井 清人・大村 卓味・杉本 友照 



        地井戸一光・近間 敏治・堀田 彰一 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

18 リニア式走査型超音波腹腔鏡の試作 

 北海道勤医協中央病院 内科 

       ○金井 博史・美馬 聰昭・井戸川篤志 

        井尻 正広・水尾 仁志・田辺 利男 

 札幌医科大学 捜査診断部       福田 守道 

 

19 ICG静注下の肝表面象 

  ─染色状来と病態の関係─ 

 旭川医科大学 第3内科 

      ○石川 裕司・関谷 千尋・山田 政孝 

       幸田 弘信・奥野 一嘉・長谷部千登美 

       小野  稔・矢崎 康幸・並木 正義 

 

20 多発性胆管過誤腫の5症例 

 北海道勤医協中央病院 内科 

       ○水尾 仁志・金川  博・井尻 正廣 

        井戸川篤志・田辺 利男・美馬 聰昭 

 札幌医科大学 検査診断部       福田 守道 

 

21 経皮経肝胆嚢鏡（PTCCS）の経験 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○大村 卓味・川端 規弘・佐藤 隆啓 

        夏井 清人・杉本 友照・小井戸一光 

        近間 敏治・堀田 彰一・境越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 
















