
 

 

 

 

 

 

 

1 Pneumatic dilatorによる食道アカラシア噴門 

  拡張療法 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○川原田 仁・小林 壮光・本谷  聡 

        須貝  茂・舛谷 治郎・遠藤 高夫 

        矢花  剛・谷内  昭 

 

2 嚥下困難で発症し,抗結石剤にて軽快した食道結核 

  の 1例 

 勤医協札幌病院 内科 

       ○後藤賢一郎・深町 知博・峯村 照彦 

        古堂 俊哉・鈴木 安名・奥山  敬 

 勤医協中央病院 内科         上田 則行 

 同 病理科 

        佐々木 豊・小玉 孝郎・佐藤冨士夫 

 

3 術中内視鏡検査が確定診断に有用であった特発性 

  食道破裂の1例 

 町立中標津病院 内科 

       ○栄浪 克也・佐々木隆博・佐藤 信司 

 同 外科   蓮見  透・川向 裕司・栗林  弘 

 旭川医科大学 第3内科        岡村毅与志 

 

4 食道表在癌の2例 

 市立室蘭病院 内科 

       ○守谷 保夫・鈴木 三章・木下  博 

 同 外科         秦  史壮・西田 隆夫 

 同 病理               藤沢 泰憲 

 札幌医科大学 第1内科 

        吉田 博清・関谷 増夫・垣内 英樹 

 

5 早期胃癌手術9年後に食道表在癌が発見された1例 

 幌南病院 内科 

       ○高橋  亘・伊藤 英昭・西浦 洋一 

        常田 育宏・鈴木 克男・加藤 寿子 

        川井 栄邦・高木  浩・小幡 恵一 

 

6 食道癌非手術例の内視鏡的治療 

  ─最近経験した2例を中心に─ 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○川島 哲也・柴田  好・黒川  洋 

        男澤 伸一・佐藤 信司・林  憲雄 

        原田 一道・岡村毅与志・並木 正義 

 

7 電子スコープの消化管機能検査への応用 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○鈴木 安名・原田 一道・村上 雅則 

        柴田  好・岡村毅与志・並木 正義 

 はらだ病院              原田 一民 

 

8 GTF-B01（Olympus社製）の使用経験 

 北海道対がん協会 検診センター 

       ○有末 太郎・山口由美子・手林 明雄 

        吉田 裕司・田村 浩一 

 同 旭川がん検診センター       池田 成之 

 同 釧路がん検診センター       大塚  忍 

 

9 当院における上部消化管緊急内視鏡の現況 

 市立稚内病院 内科 

       ○佐藤 泰雄・加藤 元嗣・曽根崎 聡 

        竹村 清一・加賀屋英俊・宮崎 忠文 

        宮崎  保 

 北海道大学 第3内科         斉藤 雅雄 

 

10 胃潰瘍底穿孔により,前庭部十二指腸瘻をきたし 

  た 1症例 

 札幌北楡病院 内科         ○今井 陽俊 

        小林 直樹・川村 憲一・笠井 正晴 
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11 内視鏡的ポリペクトミーにより摘除し得た胃カ 

  ルチノイドの1例 

 北海道大学 第1内科 

       ○伊藤 利道・秋山也寸史・若林  修 

        竹内 文英・斉藤 俊平・高井 重紀 

        鈴木 潤一・久村 正也・川上 義和 

 北海道対がん協会 検診センター 

              手林 明雄・田村 浩一 

 

12 生検組織で診断しえた巨大胃カルチノイドの1例 

 旭川赤十字病院 消化器内科     ○中澤  修 

        呉  禎吉・寺田 省樹・幸田 久平 

 同 外科   柴野 信夫・松下 元夫・菱山四郎治 

 札幌医科大学 第4内科 

              高橋  稔・山内 尚文 

 旭川循環器科内科クリニック      近藤 憲文 

 旭川医科大学 第1病理        村岡 俊二 

 

13 消化管に広範な転移を認めた悪性黒色腫の1例 

 愛育病院 消化器科         ○小嶋 研一 

        中野 雅規・開田 博之・三和 公明 

 北海道大学 第3内科         菅原  俊 

 礼文船泊診療所            升田 鉄三 

 

14 転移性胃・十二指腸悪性黒色腫の1例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○淡川 照仁・遠藤 高夫・小林 壮光 

        得地  茂・矢花  剛・谷内  昭 

 同 耳鼻科        鈴木 敏夫・形浦 昭克 

 同 検査診断部病理          若林 淳一 

 

15 超音波内視鏡による胃癌深達度診断の検討 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○男澤 伸一・柴田  好・黒川  洋 

        林  憲雄・岡村毅与志・並木 正義 

 

16 胃癌の深達度診断 

 ─陥凹型早期胃癌について─ 

 旭川厚生病院 内科         ○真口 宏介 

        折居  裕・宮野  修・有里 智志 

        斉藤 義徳・中川 郁生・佐藤 仁志 

        峯本 博正・小西 行夫 

 同 外科         藤沢 純爾・及川  巌 

 旭川医科大学 第3内科        岡村毅与志 

 

17 消化管粘膜下腫瘍の超音波内視鏡的検討 

札幌厚生病院 消化器科 

       ○夏井 清人・川端 規弘・佐藤 隆啓 

        大村 卓味・杉本 友照・小井戸一光 

        近間 敏治・堀田 彰一・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

18 大量の下血をくり返した十二指腸静脈瘤の1例 

 函館市医師会病院 洋化器科 

             ○東野  清・山城 雅明 

 同 外科         高橋  弘・早坂 真一 

 原内科小児科医院           原  一正 

 

19 Ⅱc類似進行十二指腸癌に膵癌を合併した重複癌 

  の 1例 

 札幌医科大学 第4内科 

       ○由崎 直人・漆崎 洋一・平田 康二 

        大和田 稔・渡辺 直樹・高後  裕 

        新津洋司郎・漆崎 一朗 

 

20 多彩な内視鏡検査所見を呈したHenoch purpura 

  の 1例 

 市立旭川病院 内科   ○岡野 重幸・北川  隆 

        相馬 光宏・武藤 英二・武田 章三 

 同 病理               神田  誠 

 同 皮膚科              須藤  学 

 上野内科胃腸科医院          上野 伸正 

 

21 大腸集検の試み 

 陸上自衛隊札幌地区病院 

       ○芳賀 博之・川上 侑良・桜田 真己 

        高木  聡・塩見  洋・則武 昌之 

        桂田 光彦・石川 雅久・藤原 誠喜 

 

22 当院で経験した緊急大腸内視鏡検査の検討 

 市立稚内病院 内科 

       ○加藤 元嗣・佐藤 泰男・加賀谷英俊 

        曽根崎 聡・竹村 清一・石崎 忠文 



 北海道大学 第3内科   斉藤 雅雄・宮崎  保 

 

23 Shinya式大腸内視鏡検査の経験（第2報） 

 ─800例の盲腸到達率及び盲腸到達平均時間─ 

 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 

        小井戸一光・近間 敏治・堀田 彰一 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

24 大腸微少Neoplastic polyp（大きさがX線計測上 

  5mm未満の検討 

 国立札幌病院・北海道がんセンター 消化器科 

       ○今村 哲理・吉田 守雄・門野  豊 

        別役  孝・井林  淳 

 

25 高周波ポリペクトミーとレーザー照射により完治 

  した大腸絨毛腺腫の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○伊藤ゆかり・黒川  洋・男澤 伸一 

        佐藤 信司・林  憲雄・柴田  好 

        原田 一道・岡村毅与志・並木 正義 

 

26 当科における内視鏡的大腸ポリペクトミー症例 

   の検討 

 北海道大学 第3内科 

       ○中村由美子・斎藤 雅雄・目黒 高志 

        武田 宏司・佐賀 啓良・木村 宗士 

        前  吉俊・林下 尚之・浅香 正博 

        松嶋  喬・宮崎  保 

 

27 直腸に発生したPseudo Lymphomaの 2例 

 旭川厚生病院 内科 

       ○中沢 郁生・折居  裕・真口 宏介 

        宮野  修・峯本 博正・小西 行夫 

 旭川医科大学 第2病理        池田 久実 

 

28 7年間経過観察しえた家族性大腸ポリポージス 

  の 1例 

 勤医協札幌病院 内科 

       ○深町 知博・後藤賢一郎・峯村 昭彦 

        奥山 敬・山口 修史 

 勤医協中央病院 内科         升田和比古 

 同 外科         畠山 広巳・平尾 雅紀 

 同 病理科 

        佐々木 豊・岡本 賢三・佐藤冨士夫 

 

29 CAH-PBC Mixed typeと考えられる1症例 

 旭川医科大学 第3内科       ○辻  邦彦 

       長谷部千登美・水野 正巳・山田 政孝 

       石川 裕司・幸田 弘信・小野  稔 

       矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

30 原発性硬化症胆管炎（PSC）と考えられた3症例 

  の経験 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○近間 敏治・川端 規弘・佐藤 隆啓 

        夏井 清人・大村 卓味・杉本 友照 

        小井戸一光・堀田 彰一・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

31 HBウイルス発感染で慢性肝炎を呈した成人の 

  2症例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○土岐菜穂子・兎洞 英明・一柳 伸吾 

        在間 和弘・小玉 俊典・管  充生 

        矢花  剛・谷内  昭 

 同交会病院 消化器科 松谷 茂幸・佐藤 勝巳 

 

32 肝部下大静脈閉塞症の1例 

 旭川厚生病院 内科 

       ○福井  実・都丸  久・黒沢 光俊 

        佐藤 仁志・鈴木 裕子・峯本 博正 

        成沢 恒男・杉村  巌・小西 行夫 

 旭川医科大学 第3内科        関谷 千尋 

 

33 電子式超音波腹腔鏡の使用経験 

 北海道勤医協中央病院        ○金川 博史 

        美馬 聡昭・水尾 仁志・田辺 利男 

 札幌医科大学 機器診断部 

              平田健一郎・福田 守道 

 

34 肝内結石症の1例 

 ─肝表面像と肝組織像を中心に─ 



 旭川医科大学 第3内科      ○山田 政孝 

       矢崎 康幸・水野 正巳・奥野 一嘉 

       石川 裕司・幸田 弘信・長谷部千登美 

       小野  稔・関谷 千尋・並木 正義 

 

35 経皮経肝胆道鏡検査法の経験 

 北海道大学 第2外科 

       ○鈴木 雅行・奥芝 俊一・高橋 利幸 

        平  康二・立石  直・藤田 美芳 

        朝田 政克・嶋  哲文・阿部一九夫 

        加藤 絋之・田辺 達三 

 

36 急性膵炎と膵膿瘍を合併した膵・胆管合流異常の 

  1手術例 

 市立釧路総合病院 内科 

             ○米沢 和彦・石井 禎郎 

 同 外科         川端  真・金子 敏文 

 札幌医科大学 第2病理        水無瀬 昂 

 

37 膵頭部癌と鑑別困難であった腫瘤形成型膵炎の経 

  験例 

  ─膵内胆管狭窄を伴う慢性膵炎の検討を含めて─ 

 旭川医科大学 第3内科       ○谷口 由輝 

        高井 幸裕・岡村毅与志・並木 正義 




















