
 

 

 

 

 

 

 

1 電子スコープ画像のDirectional Contrast Filter 

 （DCF）を用いた新しい画像処理法 

 札幌医科大学 第4内科       ○太田 英敏 

        増子 詠一・高後  裕・後藤 義朗 

        松本 修二・板牧 純夫・新津洋司郎 

 

2 20MHzソノプローブシステムの基礎的検討 

 札幌医科大学 機器診断部 

       ○平田健一郎・三谷 正信・辰口 治樹 

        望月  環・福田 守道 

 同 第4内科       松本 修二・高後  裕 

 

3 ヒートプローブを用いた早期胃癌の内視鏡的治療 

  例の検討 

 小樽協会病院 内科         ○伴  紀宏 

        福田 洋之・畑  英司・遠藤 高夫 

 札幌医科大学 第1内科  山野 泰穂 

        吉田 幸成・矢花  剛・谷内  昭 

 

4 内視鏡的胃ポリペクトミーにおける純エタノール 

  局注併用療法 

 市立芦別病院 内科 

       ○平根 敏光・小笠原 実・小林 哲郎 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○郡 登茂子・須貝  茂・渥美 進一 

        伊勢 英明・矢花  剛・谷内  昭 

 

5 胃静脈瘤に対する硬化療法の治療経験 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○佐藤 隆啓・信田亜一郎・長川 達哉 

        及川由美子・中島 博史・渡辺 雅男 

        夏井 清人・栃原 正博・宮川 宏之 

        小井戸一光・今村 哲理・八百坂 透 

        須賀 俊博・村島 義男 

 恵佑会札幌病院            塚越 洋元 

 

6 内視鏡バルーンによる食道病変観察の臨床評価 

 手稲ルカ病院 内科 

       ○小林 壮光・大嶋 哲夫・赤保内良和 

 札幌医科大学 第1内科 

        斎藤 定三・成松 信一・古山士津子 

        近藤 吉宏・矢花  剛・谷内  昭 

 

7 食道顆粒細胞腫の1例 

 愛育病院 消化器内科        ○加賀谷英俊 

        和泉  清・佐野 公昭・三和 公明 

 同 内科               阿部 雅一 

        黒川 美朝・入江 達郎・中川 照久 

 同 外科               永渕  誠 

        屋比久 孝・町田荘一郎・宮坂 茂男 

 

8 食道中部に発生した食道癌肉腫の2例 

 市立札幌病院 消化器内科 

       ○水越 睦朗・内田多久実・髭  修平 

        開田 博之・小池 章之 

 

9 食道・胃粘膜下腫瘍の内視鏡治療と適応 

 勤医協中央病院 内科 

       ○今津 純夫・鈴木 隆司・坂井  徹 

        高平 敏一・芝田 行徳・宮崎 有広 

        升田和比古・河内 秀希 

 

10 AGMLの臨床的検討 

 はらだ病院             ○谷口 由輝 

        原田 一道・村上 雅則・原田 一民 

 旭川医科大学 第3内科        北守  茂 

        柴田  好・岡村毅与志・並木 正義 
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11 胃前庭部血管拡張症（Gastric Antral Vascular 

  Ectasia,GAVE）の1例 

 釧路労災病院 内科         ○伊東 修一 

        城下 紀幸・土田 敏之・横山 和典 

        秋場 麻理・岡田 和夫・永坂  敦 

        鵜飼 徹郎・藤本  望・樋口 晶文 

 

12 出血性胃脂肪腫の1例 

 市立旭川病院 内科   ○北川  隆・太田 知明 

        相馬 光宏・武藤 英二・武田 章三 

 同 病理         御園生 潤・神田  誠 

 

13 一過性のHypoglycemiaを呈したATPの 1例 

 清仁会西村病院     ○野尻 慶一・西村 清隆 

 札幌医科大学 第1病理        小野寺一史 

 

14 内視鏡的粘膜切除術を施行した早期胃癌患者の癌 

  告知に関する意識調査 

 勤医協中央病院 内科 

       ○升田和比古・芝田 行徳・高平 敏一 

        鈴木 隆司・坂井  徹・今津 純夫 

        宮崎 有広・河内 秀希 

 

15 門脈腫瘍塞栓を形成した胃癌の1例 

 釧路市医師会病院 消化器内科 

       ○松本 昭範・平井 克幸・高橋  篤 

 旭川医科大学 第3内科 

        高野 英哉・野村 昌史・並木 正義 

 

16 表層は管状腺癌,深部で未分化癌の形態を示した 

  Ⅱc類似進行胃癌の1例 

 旭川赤十字病院 消化器内科 

       ○呉  禎吉・森田 幸悦・寺田 省樹 

        幸田 久平・中澤  修 

 同 外科               柴野 信夫 

 同 病理               安藤 政克 

 

17 十二指腸狭窄を伴ったGroove pancretitisの 1例 

 遠軽厚生病院 

       ○田村 保明・田中 俊英・目良 秀哉 

        加藤 法導・相馬 光宏・木村 泰昌 

 旭川医科大学 第3内科 

        関谷 千尋・並木 正義 

 

18 5年の経過観察中に融合を認めたdouble pylorus 

 の 1例 

 日鉱記念病院 内科   ○村上 俊吾・荒谷 英二 

         信太   治・沼田明・松田 幹人 

 

19 AFP産生十二指腸癌の1例 

 北海道大学 第1内科        ○金谷 晶子 

        土肥  勇・石黒 昭彦・若林  修 

        鈴木 潤一・高井 重紀・川上 義和 

 同 第2外科       加藤 絋之・安田 慶秀 

 同 中検病理       野鳥 孝之・井上 和秋 

 

20 大腸電子スコープ（フジノン）の使用経験 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○斉藤 裕輔・柴田  好・竹村 清一 

        小池 裕二・奥村 利勝・綾部 時芳 

        芦田 知史・北守  茂・横田 欽一 

        小原  剛・岡村毅與志・並木 正義 

 

21 大腸adenoma並びにcarcinoma in adenomaに 

  おけるGST-πと活性rasの同時発現について 

 札幌医科大学 第4内科       ○倉  敏郎 

        平田 康二・斎藤 忠範・石垣 聖史 

        渡辺 直樹・高後  裕・新津洋司郎 

 

22 血液疾患における大腸内視鏡所見の検討 

 北海道大学 第3内科 

       ○三谷 亮子・斎藤 雅雄・目黒 高志 

        大泉 弘子・佐藤 泰男・工藤 峰生 

        佐賀 啓良・吉田 純一・浅香 正博 

        松嶋  喬・宮崎  保 

 

23 内視鏡的大腸ポリペクトミーfollow up症例の検討 

  ─特に断端陽性例について─ 

 勤医協札幌病院 内科        ○小原 朝彦 

        内沢 政英・三上  肇・原  忠之 

        坂井  徹・仲  絋嗣・山口 修史 

 

24 大腸早期癌に対する拡張Na-エピネフィリン 

  （HSE）局注を併用した大腸粘膜切除術の1症例 



 勤医協札幌病院 内科        ○内沢 政英 

        山口 修史・小原 朝彦・三上  肇 

        原  忠之・坂井  徹・仲  絋嗣 

 勤医協中央病院 外科         平尾 雅紀 

 

25 血性下剤を主訴とし大腸内視鏡検査で診断された 

  成人腸重積症の1例 

 札幌徳洲会病院 内科        ○熊谷みどり 

        郡山栄次郎・中里 友彦・阿部 郁代 

 同 外科   熊谷 明史・佐々木英制 

        寺井  浩・清水 徹郎・吉永  勲 

 

26 大腸リンパ管腫の1症例 

 道北勤医協一条通通病院 内科 

       ○三上  肇・宮崎 有広・渡辺 一晶 

 同 外科   吉川 善人・松毛 真一・高橋 康幸 

 

27 慢性腎不全を基礎として発症した虚血性小腸・ 

  大腸炎の1例 

 旭川医科大学 第3内科       ○岡本 美穂 

        斉藤 裕輔・奥村 利勝・奥山 修兒 

        横田 欽一・北守  茂・小原  剛 

        柴田  好・岡村毅與志・並木 正義 

 小林病院               小林 達男 

 

28 特異な治療過程を示したS状結腸単純性潰瘍の1例 

 札幌医科大学 第1内科       ○山野 泰穂 

        吉田 幸成・矢花  剛・谷内  昭 

 小樽協会病院 内科          福田 洋之 

        伴  紀宏・畑  英司・遠藤 高夫 

 

29 腸重積を呈した回腸脂肪腫の1例 

 釧路労災病院 内科         ○永坂  敦 

        横山 和典・伊東 修一・秋場 麻里 

        岡田 和夫・成瀬 宏仁・平野 貞一 

        小池 大介・藤本  望・樋口 晶文 

 同 外科               奥  哲男 

 同 病理               小島 英明 

 

30 内視鏡的ポリペクトミーにより摘除した上行結腸 

  脂肪腫の1例 

  北海道消化器科病院 内科 

       ○西沢 正明・井上 善之・田辺 達雄 

        宮坂 史路・堀田 彰一 

 同 外科   宮坂 祐司・藤田 美芳・森田 高行 

 

31 ラジフォーカスガイドワイヤーを用いた選択的胆 

  道ドレナージ 

 旭川厚生病院 消化器科 

      ○真口 宏介・佐藤 健誠・佐藤 剛利 

       佐々木美佳子・有里 智志・中沢 郁生 

       都丸  久・折居  裕・峰本 博正 

 旭川医科大学 第3内科       岡村毅與志 

 

32 Expandable Metalic Biliary Endoprosthesis 

  （EMBE）のPTCSによる評価 

 旭川厚生病院 消化器科       ○真口 宏介 

 同 放射線科 

        斎藤 博哉・鎌田  正・白渕 浩明 

 

33 肝内結石症におけるPTCSの経験 

 北海道大学 第1外科 

       ○上井 直樹・真鍋 邦彦・倉内 宣明 

        中川 智徳・山口 尚志・佐治  裕 

        高橋 雅俊・内野 純一 

 

34 総胆管良性腫瘍の1例 

 釧路労災病院 内科   ○横山 和典・城下 紀幸 

        土田 敏之・伊東 修一・秋場 麻理 

        岡田 和夫・永坂  敦・林   敏 

        鵜飼 徹朗・藤本  望・樋口 晶文 

 同 外科               奥  哲男 

 同 病理               小島 英明 

 

35 経口的胆嚢内視鏡検査と生検にて胆嚢癌を診断し 

  得た1例 

 札幌厚生病院 消化器科       ○宮川 宏之 

        長川 達哉・信田亜一郎・及川由美子 

        中島 博史・渡辺 雅男・佐藤 隆啓 

        夏井 清人・栃原 正博・小井戸一光 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

36 腹腔鏡直視下生検で確定診断した腹膜悪性中川腫 

  の 1例 



 旭川医科大学 第3内科 

      ○田屋 登康・吉田 行範・小野  稔 

       村住ゆかり・辻  邦彦・金井 賀子 

       大平 基之・太田 人可・幸田 弘信 

       石川 祐司・長谷部千登美・矢崎 康幸 

       関谷 千尋・並木 正義 

 

37 非陽性膵医師を認めた若年者家族性膵炎の1例 

 札幌医科大学 第4内科       ○中島 正博 

 日鉱記念病院 内科    村上 俊吾・荒谷 英二 

        信太  治・沼田 隆明・松田 幹人 

 

38 手術不能膵癌として5年間経過観察した腫瘤形成 

  性膵炎の1例 

 札幌厚生病院 内科   ○坂牛かなえ・高木 千佳 

        吉田 和浩・石坂富美雄・片岡 賢治 

        古河 知行・池田 真木・藤永  明 

        西嶋 修一・豊田 成司・奥内  豊 

 

39 粘液産生性膵腫瘍の1例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○仲川 尚明・近藤 吉宏・日野田裕治 

        今井 浩三・矢花  剛・谷内  昭 

 道都病院               楢崎 義一 

 恵佑会札幌病院            細川 正夫 

 

40 長期間経過観察した膵管と交通を有する膵粘液性 

  嚢胞腺癌の1例 

 遠軽厚生病院 内科 

       ○菅原 謙二・田村 保明・田中 俊英 

        加藤 法導・対馬 光宏・木村 泰昌 

 旭川医科大学 第3内科 

              関谷 千尋・並木 正義 




















