
 

 

 

 

 

 

 

1 内視鏡的硬化療法施行後食道癌を続発した食道静 

  脈瘤の2例 

 札幌厚生病院 消化器科       ○佐藤 隆啓 

        及川由美子・神谷 和則・渡辺 雅男 

        笹岡 彰一・夏井 清人・金谷聡一郎 

        宮川 宏之・小井戸一光・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義夫 

 恵佑会札幌病院            細川 正夫 

 

2 内視鏡的硬化療法の“つまり感”についての検討 

 北海道勤医協中央病院 内科     ○水尾 仁志 

        富樫 博之・小畑 達郎・高松  輝 

        佐伯 英司・金川 博史・香山 明一 

        井尻 正広・田辺 利男・美馬 聡昭 

 

3 胃・十二指腸出血に対する内視鏡的止血法の臨床 

  的検討 

 札幌徳洲会病院 内科 

       ○熊谷みどり・矢崎 一雄・郡山栄次郎 

        伊藤喜代春・富樫 誠也・中里 友彦 

        小野寺一博・高橋由美子・外山  学 

 

4 HSE局注が著効した,小児再発性十二指腸 

 Dieulafoy型潰瘍の1例 

 勤医協 札幌病院 内科 

       ○原  忠之・山口 修史・三上  肇 

        内沢 政英・立花 康人・仲  絋嗣 

 同 小児科        渡辺 一彦・瀬川 雅史 

 

5 当院にて経験したDieulafoy潰瘍7症例の検討 

 札幌北楡病院・人工臓器移植研究所 内科 

       ○瀬戸 一寿・阿部 信彦・小林 直樹 

        入江 達朗・川村 憲一・比嘉 敏夫 

        笠井 正晴 

 北海道大学 第3内科         浅香 正博 

 

6 術前診断可能であった胃動脈奇形の1例 

 旭川赤十字病院 消化器内科     ○松永 卓也 

        寺田 省樹・呉  禎吉・幸田 久平 

        大山 公三・佐藤 雅夫・中澤  修 

 同 検査部病理            安藤 政克 

 札幌医科大学 第4内科 

              藤川 幸司・宮崎  悦 

 

7 胃平滑筋芽細胞腫の1例 

 北海道大学 第3内科 

       ○小笹 智永・斉藤 雅雄・北饗 由之 

        目黒 高志・武田 宏司・大原 行雄 

        木村 宗士・小山  稔・浅香 正博 

        松嶋  喬・宮崎  保 

 

8 噴門部胃潰瘍を粘膜脱落前から内視鏡で観察しえ 

  た 1症例 

 勤医協中央病院 内科        ○谷内  至 

        高木 秀雄・佐藤 克明・内沢 政英 

        浅沼 建樹・升田和比古・河内 秀希 

 

9 胃に発生した線維性組織球腫の1例 

 同交会病院       ○松谷 茂幸・小谷 俊一 

        細川 英明・島田  孝・佐藤 勝己 

 札幌医科大学 第1内科 

              土田めぐみ・江端 俊彰 

 同 第一外科       江端 俊彰・戸塚 守夫 

 同 中検病理部            佐藤 昌明 

 

10 Leser-Trelat微候により発見された黒色表川腫を 

  合併した進行胃癌の1例 

 市立旭川病院 内科   ○相馬 光宏・太田 知明 
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        北川  隆・武藤 英二・武田 章三 

 同 皮膚科              須藤  学 

 同 病理               神田  誠 

 

11 十二指腸平滑筋腫瘍の2症例 

 北海道勤医協中央病院 外科     ○坂本 洋一 

        和泉 明宏・伊藤 真弘・石後岡正弘 

        高田  稔・高田 剛太・杉原  保 

        池田 由弘・細川誉至雄・平尾 雅紀 

 同 病理               伊藤しのぶ 

 

12 巨大な十二指腸平滑筋腫の1例 

 同好会病院       ○小谷 俊一・細川 英明 

        松谷 茂幸・島田  孝・佐藤 勝巳 

 北海道大野病院      清水 泰裕・三品 寿雄 

 札幌医科大学 病理          高橋 秀俊 

 

13 内視鏡上特異な形態を示した十二指腸隆起性病変 

  の 1例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○宮地 敏樹・諏訪 高麿・高山 義一 

        仲川 尚明・得地  茂・近藤 吉宏 

        遠藤 高夫・矢花  剛・谷内  昭 

 同 機器診断部      平田健一郎・福田 守道 

 同 病理部              佐藤 正明 

 

14 早期十二指腸球部癌の1例 

 遠軽厚生病院 内科 

       ○田村 保明・小野寺 秀・谷口 由輝 

        加藤 法導・宮本 光明・木村 正義 

 旭川医科大学 第3内科  関谷 千尋・並木 正義 

 

15 十二指腸peuz-Jeghers型 Polypの 1例 

 国立札幌・道がんセンター 消化器科 

       ○吉田 守雄・今村 哲理・栃原 正博 

        伊藤 克礼・平田 康二・別役  孝 

 同 外科               荻田 征美 

 同 病理               山城 勝茂 

 

16 回腸嵌頓的に観察し得た胆石イレウスの 

  1例 

 釧路市市貝病院     ○野村 昌史・高野 英哉 

        平井 克幸・池   薫・高橋  篤 

 旭川医科大学 第3内科        並木 正義 

 

17 経口的腸管洗浄剤とBrown変法を併用した大腸 

  内視鏡検査前処置法の検討 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○大江 安男・遠藤 圭介・瀬ノ田明範 

        近藤 吉宏・矢花  剛・谷内  昭 

 函館五稜郭病院 消化器内科 

        武井  崇・鈴木  隆・角本 芳隆 

 

18 one man methodによるTotal colonoscopyの 

  経験 

 北海道対がん協会検診センター    ○吉田 裕司 

        田村 浩一・有末 太郎・池田 成之 

        大塚  忍・手林 明雄・山口由美子 

 

19 一人法によるTotal colonoscopyの検討 

 札幌厚生病院 消化器科       ○夏井 清人 

        及川由美子・神谷 和則・渡辺 雅男 

        笹岡 彰一・佐藤 隆啓・金谷聡一郎 

        宮川 宏之・小井戸一光・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

20 容血性貧血を合併した潰瘍性大腸炎の1例 

 北海道大学 第1内科 

       ○島田 直樹・藤田  淳・佐々木香織 

        赤司 憲治・若林  修・伊藤 利道 

        竹内 文英・斉藤 俊平・高井 重紀 

        鈴木 潤一・近藤 宇史・川上 雄一 

 同 第2生化学            高桑 雄一 

 

21 興味ある経過を示した腸結核の1例 

 国立療養所西札幌病院 消化器科 

             ○加藤 元嗣・板坂 裕子 

 北海道大学 第3内科 

        斎藤 雅雄・浅香 正博・宮崎  保 

 

22 月経とともに粘血便を繰り返した直腸子宮内膜症 

  の 1例 

 名寄市立総合病院 第2内科      ○木村 淳 

        飛鳥 雅弘・長谷川岳尚・森合 哲也 



 同 産婦人科       西村 恒則・斎藤 聡史 

 旭川医科大学 第2内科        牧野  勲 

 

23 S状結腸リンパ管腫の1例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○中田 雅之・柴田 香織・川崎 君王 

        近藤 吉宏・矢花  剛・谷内  史 

 同 外科               清水 省三 

 市立旭川病院 中央検査料病理     御園生 潤 

 

24 放射線直腸炎10例の検討 

 北海道大学 第3内科 

       ○露口 雅子・小山  稔・斎藤 雅雄 

        目黒 高志・小笹 智永・大滝 敏裕 

        林下 尚之・佐賀 啓良・西川 秀司 

        武田 宏司・吉田 純一・浅香 正博 

        松嶋  喬・宮崎  保 

 

25 肝硬変症・凝固異常・血小板凝集能異常例の大腸 

  ポリペクトミー症例の検討 

  ─出血例およびHSE止血の有効性を中心に─ 

 勤医協札幌病院 内科 

       ○内沢 政英・山口 修史・三上  肇 

        原  忠之・松田  彰・立花 康人 

        奥山  敬・仲  絋嗣 

 

26 内視鏡的ポリペクトミーによる大腸早期癌の検討 

 愛育病院 消化器科         ○和泉  清 

        加賀谷英俊・小嶋 研一・三和 公明 

 

27 Ⅱc型早期大腸癌3例の経験 

 札幌厚生病院 消化器内科      ○塚越 洋元 

        及川由美子 神谷 和則・渡辺 雅男 

        笹岡 彰一・佐藤 隆啓・夏井 清人 

        金谷総一郎・宮川 宏之・小井戸一光 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 同 病理科              佐藤 利宏 

 

28 大腸癌を合併したCronkhite-Canada症候群の 

  1例 

 恵み野病院 外科 

       ○佐藤 達哉・柴田 岳三・近藤  博 

 舟木医療クリニック          舟木 昭蔵 

 

29 Gardner症候群の1家計3症例の検討 

 釧路労災病院 内科   ○平野 貞一・秋場 麻里 

        岡田 和夫・成瀬 宏仁・永坂  敦 

        高野 宏平・宮城島祐人・林   敏 

        山崎 康夫・藤本  望・樋口 晶文 

 同 病理               藤田 美悧 

 同 口腔外科       大澤  薫・末次 博史 

 

30 超音波内視鏡EU-M3の使用経験 

 北海道消化器病院 内科 

       ○宮坂 史路・西沢 正明・堀田 彰一 

 同 外科         藤田 美芳・森田 高行 

 北海道大学 第3内科   露口 雅子・宮崎  保 

 

31 近赤外光を用いた電子内視鏡像の基礎的検討 

 札幌医科大学 第4内科       ○太田 英敏 

        後藤 義朗・高後  裕・新津洋司郎 

 

32 近赤外線電子内視鏡による上部消化管内視鏡像の 

  臨床的検討 

 札幌医科大学 第4内科 

       ○後藤 義郎・太田 英敏・宮崎  悦 

        村松 博士・山内 尚文・高後  裕 

        渡辺 直樹・新津洋司郎 

 

33 電子内視鏡にて上部および下部の消化管病変の経 

  過を観察し得たSchonlein-Henoch purpuraの 

  1例 

 旭川医科大学 第3内科       ○松本 昭範 

        岡野 重幸・奥村 利勝・浦   等 

        竹村 清一・横田 欽一・斉藤 裕輔 

        結城 正光・岡村毅與志・並木 正義 

 

34 Schonlein-Henoch紫斑病3症例の内視鏡所見 

 日鋼記念病院 内科         ○荒谷 英二 

        信太  治・村上 俊吾・松田 幹人 

 

35 腹腔鏡的に特異な所見を呈した急性肝炎合併脂肪 

  肝の1例 

 旭川医科大学 第3内科      ○大平 基之 



       長谷部千登美・金井 賀子・村住ゆかり 

       吉田 行範・大田 人可・幸田 弘信 

        石川 裕司・上原  聡・小野  稔 

        矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

36 膵疾患に対する極細膵管鏡の試み 

 札幌厚生病院 消化器内科      ○宮川 宏之 

        及川由美子・神谷 和則・渡辺 雅男 

        笹岡 彰一・佐藤 隆啓・夏井 清人 

        金谷聡一郎・小井戸一光・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊宏・村島 義男 

 

37 総胆管十二指腸吻合術後に発症した両葉型肝内結 

  石症の治療経験 

 北海道大学 第1外科        ○倉内 宣明 

        柿田  章・真鍋 邦彦・高橋 雅俊 

        岡野 正裕・高橋 宏明・内野 純一 

 

38 肝疾患における血管内視鏡について 

 北海道消化器科病院 内科 

       ○堀田 彰一・宮坂 史路・西沢 正明 

 同 外科         藤田 美芳・森田 高行 

 北海道大学 第3内科   露口 雅子・宮崎  保 


















