
 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
ウイルス肝炎をめぐつ最近の話題 

 

 

1 輸血後肝炎の現況 

 北海道赤十字血液センター 

             ○霜山 竜志・関口 定美 

 

2 B型肝炎ウイルス変異株と病態 

 北海道大学 第3内科        ○狩野 吉康 

 

3 C型肝炎ウイルスマーカーの臨床的意義 

 札幌医科大学 第1内科 

             ○管  充生・谷内  昭 

 

4 C型慢性肝炎の病態と予後 

 旭川医科大学 第3内科       ○鳥本 悦宏 

 

5 アルコール性肝疾患と予後 

  ─アルコール性肝障害は肝ガンの原因になるのか─ 

 勤医協中央病院 内科        ○美馬 聡昭 

 

6 B型,C型慢性肝炎へのIFN療法の問題点 

 札幌厚生病院 内科 

       ○豊田 成司・古河 知行・岡田 春夫 

 北海道大学 第3内科 

        狩野 吉康・髭  修平・松嶋  喬 

 

 

一 般 演 題 
 

1 食道腺癌の1例 

 北海道大学             ○岸本 篤人 

        穂刈  格・露口 雅子・髭  修平 

        大滝 敏裕・佐賀 啓良・狩野 吉康 

        吉田 順一・工藤 峰生・大泉 弘子 

        大饗 由之・加賀谷英俊・加藤 元嗣 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 

2 食道webを伴ったPlummer-Vinson症候群の1例 

 札幌医科大学 第1内科       ○黒川  聖 

        得地  茂・金戸 宏行・伊藤 和江 

        岡田 至全・久野 和成・瀬ノ田明範 

        坂本・裕史・伊東 文生・柴田 香織 

        管  充生・矢花  剛・谷内  昭 

 同 救急集中治療部    三谷 正信・金子 正光 

 

3 治療に苦慮した硬化療法後に発生した食道狭窄の 

  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 

        國田 芳敬・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 

 網走厚生病院 内科          持丸 隆一 

 

4 頸部食道の異所性胃粘膜の1例 

 清田内科消化器科病院 

       ○大井 雅夫・平山 泰生・乾  典明 

        沼田 隆明・井原 康二・西里 卓次 

 札幌医科大学 第4内科  潘  紀良 

 

5 保存的治療で治癒した食道潰瘍穿孔の1例 

 北海道社会保険中央病院       ○小島淳一郎 

        上村  明・佐々木 伸・高井 重紀 

        辻  昌宏・中里  尭・桐沢 俊夫 

        渡辺 信夫・今野 則道・今   寛 

 
 
       日時／平成 4年 9月 20 日（日） 
       会場／札幌医科大学臨床研究棟 1階大講堂 
       当番幹事／北海道大学 第 1外科 近藤 征文 
       （支部長／旭川医科大学 第 3内科 並木 正義） 

第 65 回 北海道地方会 



6 上部消化管内視鏡前処置における飲水効果の検討 

 北海道大学 第3内科 

       ○神谷喜一郎・加藤 元嗣・加賀谷英俊 

        露口 雅子・佐々木由理・西川 恵子 

        工藤 峰生・穂刈  格・大饗 由之 

        大泉 弘子・髭  修平・目黒 高志 

        佐賀 啓良・狩野 吉康・木村 宗士 

        小山  稔・吉田 純一・浅香 正博 

        松嶋  喬・宮崎 保 

 

7 慢性肺気腫における消化性潰瘍の特徴 

 北海道大学 第1内科 

       ○若林  修・鈴木 潤一・三浦 淳彦 

        金谷 晶子・足立 智昭・藤田  淳 

        島田 直樹・佐々木香織・川上 義和 

 北海道対がん協会     井林 明雄・有末 太郎 

 

8 最近経験した急性胃粘膜病変25例の検討 

 勤医協中央病院 内科        ○腰山 達美 

        仲  絋嗣・城山 一男・吉松 高志 

        高平 敏一・芝田 行徳・久田 裕史 

        宮崎 有広・升田和比古・河内 秀希 

 

9 EHLにて砕石しえた難治性胃石症の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・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 

 久保田内科クリニック         久田 憲雄 

 

10 胃静脈瘤64例の治療成績 

 勤医協中央病院 内科 

       ○後藤賢一郎・金川 博史・香山 明一 

        畠山  眞・永尾 仁志・井尻 正廣 

        田辺 利男・美馬 聰昭 

 

 

11 陥凹型胃腺腫の2症例 

 札幌医科大学 第4内科       ○辻   靖 

        岡本 哲郎・太田 英敏・村松 博士 

        高橋 康雄・渡辺 直樹・新津洋司郎 

 

12 癌化を認めた胃過形成性ポリープ5例の検討 

 旭川厚生病院 消化器科 

       ○太田 智之・折居  裕・村上 雅則 

        泉  信一・佐藤 健誠・山野 三紀 

        都丸  久・峯本 博正 

 同 病理               近藤 信夫 

 

13 消化管のmultiple lymphomatous polyposis 

  （MLP）の1例 

 旭川赤十字病院 内科 

       ○辻  彰子・幸田 久平・中澤  修 

 同病理部               安藤 政克 

 札幌医科大学 第4内科 

              瀧本 理修・藤崎 吉文 

 

14 クリップ止血法の有用性について 

 市立函館病院 消化器内科 

       ○杉山  茂・平   篤・久米 正晃 

        高橋 正典・原  信彦・柳川 眞一 

        北川 康男・今谷 英男 

 

15 胃腫瘍のStrip biopy症例の検討 

  ─特に生検診断GroupⅢ症例について─ 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○奥山 修兒・横田 欽一・結城 正光 

        渡  二郎・斎藤 裕輔・真口 宏介 

        綾部 時芳・垂石 正樹・蘆田 知史 

        柴田  好・原田 一道・並木 正義 

 

16 胃転移で発見され,肝・肺・脳・骨転移を認め化 

  学療法が有効であった悪性黒色腫の1例 

 日鋼記念病院 消化器科 

       ○久居 弘幸・荒谷 英二・松田 幹人 

        馬原 克夫・高橋  稔・川西 謙児 

 札幌医科大学 第4内科        大井 成夫 

        佐々木宏嘉・黒田 裕行・村上  糸 

 

17 経口摂取を目的とした経皮内視鏡的胃瘻造設術に 

  よる幽門狭窄患者のQRLの向上 

 北海道大学 第2外科 



       ○金谷聡一郎・加藤 絋之・田辺 達三 

 北見赤十字病院 外科 

        小沢 達吉・新里 順勝・須永・道明 

 

18 進行癌として発見後,5年目を治癒切除しえた胃 

  癌の1例 

 北海道大学 第1外科 

       ○益子 博幸・近藤 征文・白戸 博志 

        大沢 昌平・福島  剛・片岡 昭彦 

        近藤 正男・小川 秀彰・福富  京 

        馬場 榮治・内野 純一 

 

19 十二指腸球部にみられた異所腺の1例 

 はらだ病院             ○渡邊 泰男 

        原田 一道・長嶋 知朗・原田 一民 

 旭川医科大学 第3内科 

              奥山 修兒・平井 克幸 

 

20 早期十二指腸癌の1例 

 北海道消化器科病院 内科 

       ○田辺 達雄・宮坂 史路・井上 善之 

        合田 峰千・西沢 正明・堀田 彰一 

 同 外科               坂本  尚 

        奥芝 知郎・藤田 美芳・森田 高行 

 太黒胃腸科病院 内科         今井 希一 

        高杉 英郎・諸岡 忠夫・諸岡  透 

 北海道大学 第2病理         藤岡 保範 

 

21 術前生検診断が可能であった空腸平滑筋肉腫の1例 

 恵庭第一病院 内科 

       ○細川 幸夫・山本 公雄・中西 浩二 

 同 外科               穴倉 隆矢 

 

22 下行結腸壁内血腫の1例 

 市立旭川病院 内科   ○栄浪 克也・北川  隆 

        高野 英哉・武藤 英二・武田 章三 

 

23 Schonlein・Henoch紫班病の1成人発症例  

 札幌医科大学 第1内科 

       ○得能 徹也・矢和田 敦・佐々木 茂 

        矢花  剛・谷内  昭 

 市立釧路総合病院 内科 

        小野 晃裕・米沢 和彦・阿部  敬 

        石橋 文利・登坂 松三 

 札幌医科大学 神経内科        本井ゆみ子 

 市立釧路総合病院 内科        吉田  豊 

 足立皮膚科医院            足立 柳理 

 

24 大腸癌におけるいわゆる結節集簇様病変 

 恵佑会札幌病院 内科 

       ○塚越 洋元・公   賢・小端 順一 

        清水 勇一・河原崎 暢 

 同 外科         田邊  康・平野  稔 

        久須美貴哉・竹馬  彰・金子 行宏 

        管野 紀明・川村  健・細川 正夫 

 国立札幌病院 病理          藤田 昌宏 

 

25 微小陥凹型大腸腫瘍の実体顕微鏡像の検討 

 札幌厚生病院 消化器科       ○夏井 清人 

        加藤 茂治・加藤  学・國田 芳敬 

        佐藤 洋一・長川 達哉・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 俊宏・村島 義男 

 同 病理科              佐藤 利宏 

 

26 細径電子大腸スコープによるTotal Colonoscopy 

 札幌北楡病院 人工臓器・移植研究所 消化器科 

       ○斎藤 雅雄・渡辺 雅男・松浦  淳 

 同 内科               政氏 伸夫 

        田中 淳司・森井  健・木山 善雄 

        直原  徹・比嘉 敏夫・笠井 正晴 

 北海道大学 第3内科         加賀谷英俊 

        加藤 元嗣・浅香 正博・宮崎  保 

 

27 潰瘍性大腸炎における微細所見の検討 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○斉藤 裕輔・垂石 正樹・野村 昌史 

        蘆田 知史・綾部 時芳・渡  二郎 

        柴田  好・並木 正義 

 

28 EUSによる直腸癌の深達度診断 

 北海道消化器科病院 内科 

       ○西沢 正明・合田 峰千・井上 善之 



        田辺 達雄・宮坂 史路・堀田 彰一 

 同 外科               森田 高行 

        藤田 美芳・奥芝 知郎・坂本  尚 

 

29 超音波内視鏡による直腸癌の診断能の検討 

 国立札幌病院 消化器科 

       ○斎藤 忠範・池山 成之・本間 久登 

        安保 智典・潘  紀良 

 

30 腹腔鏡検査で特徴的な赤色紋理を認めた若年者非 

  B非 C型慢性肝炎の1例 

 旭川医科大学 第3内科       ○松本 昭範 

        太平 基之・太平 賀子・田中 俊英 

        村住ゆかり・川島 哲也・鳥本 悦宏 

        村住 和彦・水野 正巳・大田 人可 

        幸田 弘信・関谷 千尋・並木 正義 

 

31 食道静脈瘤硬化療法にチアノーゼ発作を呈した 

  肝硬変症の1例 

 国立函館病院 消化器科       ○中島 隆晴 

        村上  系・平田 康二・石井  徹 

 札幌医科大学 第4内科 

        藤田 宏之・増子 詠一・勝木 伸一 

 

32 腹腔鏡所見にて特発性門脈圧亢進症との鑑別が困 

  難であった原発性胆汁性肝硬変症の1例 

 旭川医科大学 第3内科       ○佐藤 一也 

        川島 哲也・大平 基之・松本 昭範 

        村住ゆかり・水野 正巳・村住 和彦 

        鳥本 悦宏・大田 人可・幸田 弘信 

        矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

33 腹腔鏡下ドレナージを施行した肝膿瘍の1例 

 同仁会佐々木病院 内科 

             ○佐藤 喜夫・佐々木寿彦 

 

34 興味ある画像所見を呈した瘢痕肝の1例 

 富良野協会病院 内科 

       ○岡本 美穂・松井真理子・田屋 登康 

        白田 克美・内海  真・高砂子憲嗣 

 旭川医科大学 第3内科 

        太平 基之・関谷 千尋・並木 正義 

35 コレステロール肝内結石症の胆管像 

 北海道大学 第1外科 

       ○有里 仁志・佐治  裕・倉内 宣明 

        平井 春美・高田 謙二・数井 啓蔵 

        真鍋 邦彦・内野 純一 

 川上町立病院 外科          船越 純一 

 

36 経口的膵管内超音波の使用経験 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○藤永  明・加藤 茂治・加藤  学 

        佐藤 洋一・國田 芳敬・長川 達哉 

        夏井 清人・小井戸一光・今村 哲理 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

37 膵胆嚢胞性腫瘍の超音波内視鏡画像 

 札幌医科大学 機器診断部 

       ○辰口 治樹・平田健一郎・望月  環 

        李  建国・猪股 英俊・三谷 正信 

        稲葉 瑞江・福田 守道 

 

38 超音波内視鏡下カラードブラ法にて腫瘍血流を病 

  出しえたインスリノーマの1例 

 札幌厚生病院 消化会内科      ○長川 達哉 

        加藤 茂治・加藤  学・佐藤 洋一 

        國田 芳敬・東野  清・栃原 正博 

        夏井 清人・佐藤 隆啓・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 外科   高橋 雅俊・長谷川紀光・宮内  甫 

 同 臨床病理科            佐藤 利宏 

 


























