
 

 

 

 

 

 

 

1 プロトンポンプインヒビター使用中に再発しステ 

  ロイドが奏功したベーチェット病における食道潰 

  瘍と考えられた1例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○佐々木 茂・得能 徹也・矢和田 敦 

        矢花  剛・谷内  昭 

 市立釧路総合病院 内科・消化器科 

        本井ゆみ子・小野 晃裕・米沢 和彦 

        阿部  敬・石橋 文利・登坂 松三 

 同 病理部              吉田  豊 

 

2 SYNECTICS MEDICAL社製MULTI MONI- 

 TORによる24時間pH＆運動モニターの臨床経験 

 恵佑会札幌病院 外科 

       ○田邉  康・草野 真暢・久須美貴哉 

        竹馬  彰・渡邉 幹夫・金子 行宏 

        管野 紀明・川村  健・細川 正夫 

 同 内科   小端 順一・河原崎 暢・塚越 洋元 

 

3 Strip bilpsyにより切除した多発性食道顆粒細胞 

 腫の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○釈  文雄・横田 欽一・奥山 修兒 

        久保 光司・斉藤 裕輔・柴田  好 

        平井 克幸・並木 正義 

 

4 食道表在癌114例の検討 

 恵佑会札幌病院 外科 

       ○金子 行宏・田邉  康・草野 真暢 

        久須美貴哉・竹馬  彰・渡邉 幹夫 

        管野 紀明・川村  健・細川 正夫 

 同 内科   小端 順一・河原崎 暢・塚越 洋元 

 国立札幌病院 病理          藤田 昌浩 

 

5 Borrmann 4型様の胃壁内転移を呈した食道癌の 

  1例 

 市立函館病院 消化器内科 

       ○原  信彦・児玉 隆仁・佐藤 泰男 

        柳川 眞一・杉山  茂・宮崎  勢 

        北川 康男・今谷 英男 

 

6 食道原発未分化癌の1例 

 函館五稜郭病院 消化器内科 

       ○川崎 君主・武井  崇・平田 博巳 

        鈴木  隆・角本 芳雄 

 同 外科               鎌田 國尋 

 同 病理科              尾崎 鉄也 

 札幌医科大学 第1内科 

        佐藤 幸彦・木村 裕一・今井 浩三 

        矢花  剛・谷内  昭 

 

7 食道静脈瘤硬化療法後に発生した食道癌の1例 

 北海道書家期か病院 内科 

       ○宮坂 史路・井上 善之・田辺 達雄 

        西沢 正明・堀田 彰一 

 

8 中部食道局所的静脈瘤の1例 

 旭川厚生病院 消化器科 

       ○佐藤 健誠・村上 雅則・太田 智之 

        山野 三紀・折居  裕・峯本 博正 

 同 放射線科             斎藤 博哉 

 同 病理科              近藤 信夫 

 

9 当科における内視鏡的静静脈瘤結紮術の工夫 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○信田亜一郎・加藤 茂治・加藤  学 

        佐藤 洋一・國田 芳敬・長川 達哉 

        夏井 清人・佐藤 隆啓・東野  清 

 
 
       日時／平成 4年 5月 24 日（日） 
       会場／札幌医科大学 
       会長／札幌厚生病院 消化器科 村島 義男 
       （支部長／旭川医科大学 第 3内科 並木 正義） 
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        栃原 正博・宮川 宏之・小井戸一光 

        藤永  明・今村 哲理・八百坂 透 

        須賀 俊博・村島 義男 

 

10 電子内視鏡の使用経験 

 小池胃腸科 外科          ○小池 忠康 

 

11 比較的希な胃粘膜下腫瘍の超音波内視鏡像 

 ─アニサキス肉芽腫,リンパ管腫,グロムス腫瘍─ 

 国立札幌病院 消化器科 

       ○齋藤 忠範・池田 成之・本間 久登 

        安保 智典・潘  紀良 

 同 病理         藤田 昌宏・山城 勝重 

 国立登別病院             別役  孝 

 札幌社会保険総合病院 内科      槍山 繁美 

 

12 食道静脈瘤に対する近赤外線電子スコープ像の 

  DCF処理法による画像解析法 

 札幌医科大学 第4内科 

       ○増子 詠一・太田 英敏・高橋 康男 

        辻   靖・高後  裕・新津洋司郎 

 室蘭新日鉄病院            野尻 秀一 

 洞爺協会病院             後藤 義朗 

 日本IBM東京研究所          鈴木 英夫 

 

13 門脈圧亢進症における胃病変の検討 

 北海道大学 第3内科        ○小野  淳 

        加賀谷英俊・佐々木由理・露口 雅子 

        佐藤 泰男・工藤 峰生・大泉 弘子 

        髭  修平・大饗 由之・大滝 敏裕 

        加藤 元嗣・目黒 高志・佐賀 啓良 

        林下 尚之・狩野 吉康・大原 行雄 

        林下 宗士・小山  稔・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 

14 癌化を示した胃過形成性ポリープの1例 

 旭川赤十字病院 内科 

       ○辻  彰子・寺田 省樹・幸田 久平 

        呉  禎吉・中澤  修 

 札幌医科大学 第4内科 

              藤崎 吉文・瀧本 理修 

 旭川対癌協会             大塚  忍 

 

15 胃過形成性ポリープより癌を生じた1例 

 釧路労災病院 内科         ○片桐 雅樹 

        常松  泉・後藤  学・東理 玲子 

        城下 紀幸・永坂  敦・増田 光彦 

        中野 雅規・藤本  望・樋口 晶文 

 同 病理科              高橋 達郎 

 

16 幽門輪近傍に限局した早期胃癌の1例 

 函館中央病院 内科 

       ○斉藤  誠・辻野 守泰・石坂富美雄 

        渡辺  豊・保浦 真一・菅原  俊 

        佐々木春喜・早坂  隆・川村 詔導 

 

17 胃粘膜下腫瘍の形成を呈した高分化型腺癌の1例 

 市立稚内病院 内科         ○小松 英樹 

        紺野  潤・小松 嘉人・大村 卓味 

        鈴木  岳・近藤  健・石崎 忠文 

 同 外科         高木 知敬・宮田 睦彦 

 国立札幌病院             藤田 昌宏 

 

18 異所腺から成る胃粘膜下腫瘍隆起にⅡb型早期 

  胃癌を合併した1例 

 札幌医科大学 第4内科 

       ○辻   靖・高橋 康雄・小船 雅義 

        松村 博士・石垣 聖史・新津洋司郎 

 

19 胃・十二指腸転移をきたした悪性黒色腫の1例 

 はらだ病院 

       ○長嶋 知明・渡辺 泰男・奥山 修兒 

        平井 克幸・原田 一道・原田 一民 

 

20 タール便にて発症した壁外発育を伴う胃平滑筋腫 

  の 1例 

 函館赤十字病院 内科        ○藤田 宏之 

        太田 英敏・山科 哲朗・丸山  裕 

 札幌医科大学 第4内科        秋山真一郎 

 

21 Double Pylorusの形成過程を観察し得た十二指 

  腸潰瘍の1例 

 国立札幌病院 消化器科 

       ○安保 智典・潘  紀良・斉藤 忠範 



        本間 久登・池田 成之 

 

22 十二指腸脂肪腫の1例 

 小樽協会病院 内科・札幌医大第1内科 

       ○伊藤 英人・山野 泰穂・遠藤 高夫 

 小樽協会病院 内科    伴  紀宏・斉藤丹羽子 

 札幌医大第1内科 

        今井 浩三・矢花  剛・谷内  昭 

 池田町立病院 内科          小関 利行 

 

23 顆粒状の増殖を示した多発性小腸原発悪性リンパ腫 

 手稲渓仁会病院 消化器内科 

       ○大坪  力・森  正光・吉田 行範 

        宮野  修・洞田 克己・柳田 健児 

        佐久間啓治・北沢 俊治・前久保博士 

 北海道大学 第2病理         藤岡 保範 

 

24 アフタ様病変を主微とするCrohn病の2例 

  ─経腸栄養療法（ED）の効果を含めて─ 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○垂石 正樹・綾部 時芳・蘆田 知史 

        斉藤 裕輔・野村 昌史・渡  二郎 

        柴田  好・並木 正義 

 

25 腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応におけるERCP（胆管 

  像）の意義 

 市立札幌病院 消化器科 

       ○開田 博之・西川 秀司・内田多久美 

        松永  崇・小池 章之 

 同 外科         佐野 秀一・中西 昌美 

 

26 肝細胞癌（HCC）診断における腹腔鏡検査の意義 

 勤医協中央病院 内科 

       ○畠山  眞・金川 博史・香山 明一 

        後藤賢一郎・永尾 仁志・井尻 正廣 

        田辺 利男・美馬 聰昭 

 

27 ウィルソン病の1例 

 札幌厚生病院 消化器内科 

      ○佐藤 隆啓・加藤 茂治・加藤  学 

       佐藤 洋一・国田 芳敬・信田亜一郎 

       長川 達哉・夏井 清人・東野  清 

       栃原  正博・宮川 宏之・小井戸一光 

        藤永  明・今村 哲理・八百坂 透 

        須賀 俊博・村島 義男 

 北海道大学 小児科          荒島真一郎 

 

28 バンベック型砕石鉗子使用で,操作ワイヤーの断 

  裂を来した1例 

 市立函館病院 消化器内科      ○杉山  茂 

        原  信彦・児玉 隆仁・柳川 眞一 

        宮崎  勢・北川 康男・今谷 英男 

 

29 切除不能な悪性胆道疾患に対する内視鏡的胆道 

  ドレナージ 

  ─特に左・右肝管トレナージの有用性─ 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○真口 宏介・小池 裕二・浦  等 

        小原  剛・並木 正義 

 

30 経口胆道鏡が有用であった早期胆管癌の1例 

 日鋼記念病院 内科   ○久居 弘幸・荒谷 栄二 

        松田 幹人・馬原 克夫・川西 譲児 

 札幌医大 第4内科 

        大井 成夫・佐々木弘嘉・黒田 裕行 

 

31 内視鏡下超音波カラードプラ法（ECSUS）にて腫 

  瘍血流が描出された胆嚢癌の1例 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○長川 達哉・加藤 茂治・加藤  学 

        佐藤 洋一・國田 芳敏・信田亜一郎 

        夏井 清人・佐藤 隆啓・東野  清 

        栃原 正博・宮川 宏之・小井戸一光 

        藤永  明・今村 哲理・八百坂 透 

        須賀 俊博・村島 義男 

 

32 仮性脾動脈瘤による膵管内出血をきたした慢性膵 

  炎の1例 

 小樽協会病院 内科 

       ○斎藤丹羽子・伴  紀宏・遠藤 高夫 

 札幌医科大学 第1内科 

        伊藤 英人・山野 泰穂・今井 浩二 

        矢花  剛・谷内  昭 

 恵佑会札幌病院            細川 正夫 



 

33 X線非陽性膵石による急性膵炎を合併した膵胆管 

  合流異常の1例 

 小樽協会病院 内科 

       ○遠藤 高夫・斎藤丹羽子・伴  紀宏 

 札幌医科大学 第1内科 

        伊藤 英人・山野 泰穂・今井 浩三 

        矢花  剛・谷内  昭 

 

34 胆嚢adenomyomatosisを合併した膵胆管合流異 

  常の1例 

 富良野協会病院 内科        ○松井真理子 

        内海  真・白田 克美・岡本 美穂 

        菅原 謙二・田屋 登康・高砂子憲嗣 

 旭川医科大学 第3内科 

              小原  剛・並木 正義 

 

35 内視鏡的治療を試みたcholedochocleの 1例 

 愛育病院 消化器科   ○佐野 公昭・井上  晋 

        和泉  清・長尾 真幸・三和 公明 

 同 内科               関屋 一都 

        中村由美子・入江 達朗・前充 功仁 

 

36 内視鏡医・臨床病理医に必要なAnisakidの 

  形成学的鑑別点について 

 札幌医科大学 第1病理       ○石倉  肇 

 同 第1外科             平田 公一 

 

37 鞭虫症の1例 

 恵佑会病院 内科 

       ○河原崎 暢・小端 順一・塚越 洋之 

 同 外科   田辺  康・草野 真暢・久須美貴哉 

        渡辺 幹夫・竹馬  彰・金子 行宏 

        管野 紀明・川村  健・細川 正夫 

 

38 人間ドック100名のなかでの大腸ファイバー検診 

  の位置づけ 

 留寿都診療所            ○山本  馨 

 洞爺協会病院 内科 

        後藤 義朗・松村 博士・松永 卓也 

 同 外科               能登 啓光 

 

39 メリレンブルーを使用した浣腸法による大腸色素 

  内視鏡検査法 

 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 文道・堀田 彰一 

 同 外科   池永 治親・藤田 美芳・森田 高行 

 

40 細経大腸電子スコープ（EC7-MS2/PCF-200）の 

  使用経験 

 北海道大学 第3内科        ○加賀谷英俊 

        佐々木由理・露口 雅子・佐藤 泰男 

        工藤 峰生・大泉 弘子・穂刈  格 

        髭  修平・大饗 由之・大滝 敏裕 

        加藤 元嗣・目黒 高志・佐賀 啓良 

        狩野 吉康・木村 宗士・吉田 順一 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 

41 バイポーラポリペクトミースネアーを用いた大腸 

  ポリペクトミーの経験 

 恵佑会札幌病院 内科 

       ○小端 順一・河原崎 暢・塚越 洋元 

 同 外科               金子 行宏 

        管野 紀明・川村  健・細川 正夫 

 ひらい内科小児科医院         平井 隆之 

 

42 引っかき傷状の縦走多発びらんを呈した軽症虚血 

  性大腸炎の5例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○斎藤 裕輔・蘆田 知史・垂石 正樹 

        綾部 時芳・町村 昌史・渡  二郎 

        柴田  好・並木 正義 

 

43 生検組織培養により診断した大腸結核の1例 

 札幌医科大学 第1内科       ○東  直樹 

        方浪見重雄・田巻 知宏・谷内  昭 

 市立室蘭総合病院 第1内科 

        小玉 俊典・吉田 博清・増川 丈児 

        上條 圭一・木下  博 

 

44 直腸granular cell tumorの 1例 

 札幌厚生病院 消化器科 

       ○東野  清・加藤 茂治・加藤  学 



        佐藤 洋一・國田 芳敬・信田亜一郎 

        長川 達哉・佐藤 隆啓・夏井 清人 

        栃原 正博・宮川 宏之・小井戸一光 

        藤永  明・今村 哲理・八百坂 透 

        須賀 俊博・村島 義男 

 同 病理               佐藤 利宏 

 

45 Benign Lymphoid poiyposisの 1例 

 北海道大学 第1内科 

       ○三浦 淳彦・足立 智昭・金谷 晶子 

        島田 直樹・藤田  淳・佐々木香織 

        若林  修・鈴木 潤一・川上 義和 

 同 第1外科       大沢 昌平・近藤 征文 






















