
 

 

 

 

 

 

 

1 バルーン内視鏡法により病変部の観察および拡張 

  を試みた狭窄逆流性食道炎の1例 

 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        遠藤 圭介 

        落合  亨・斎藤 定三・得地 圭介 

        柴田 香織・矢花  剛・谷内  昭 

 

2 内視鏡的食道静脈瘤結紮術（EVL）deviceを用い 

  粘膜切除を試みた多発性食道粘膜癌の1例 

 日鋼記念病院 消化器科       ○小林 大介 

        高橋  稔・佐々木宏嘉・乾  典彰 

        馬原 克夫・荒谷 英二・松田 幹人 

 札幌医科大学 第4内科 

              川口 英男・勝木 伸一 

 

3 超音波細径プローブによる食道疾患の診断 

 札幌医科大学 機器診断部 

       ○辰口 治樹・平田健一郎・三谷  環 

        猪股 英俊・白松 文彦・李  建国 

        三谷 正信・福田 守道 

 

4 食道ルーチン色素内視鏡検査における飲水前処置 

  法の有用性 

 北海道大学 第3内科        ○穂刈  格 

        木村 宗士・加藤 元嗣・神谷喜一郎 

        加賀谷英俊・露口 雅子・佐々木由理 

        西川 恵子・工藤 峰生・大饗 由之 

        髭  修平・目黒 高志・佐賀 啓良 

        狩野 吉康・小山  稔・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 

5 食道病変に対する内視鏡的粘膜切除の経験 

 恵佑会札幌病院 外科 

             ○細川 正夫・金子 行宏 

 同 内科               塚越 洋元 

 国立札幌病院 病理          藤田 昌宏 

 

6 Double Pylorusの 1例 

 北海道大学 第3内科 

       ○松本  都・木村 宗士・加賀谷英俊 

        露口 雅子・佐々木由理・西川 恵子 

        工藤 峰子・大饗 由之・穂刈  格 

        加藤 元嗣・目黒 高志・狩野 吉康 

        小山  稔・吉田 純一・浅香 正博 

        松嶋  喬・山崎  保 

 

7 胃嚢胞と鑑別困難な内視鏡像を呈した肝嚢胞の1 

  例 

 斗南病院 消化器内科 

       ○佐藤 康史・辻   靖・古河  哲 

        半田  洋・本庄 恭輔・上原総一郎 

        泉山  滋・平山 亮夫 

 

8 超音波内視鏡による胃悪性リンパ腫の検討 

 国立札幌病院 消化器科 

       ○齊藤 忠範・池田 成之・安保 智典 

        増子 詠一・本間 久登 

 同 外科               五十嵐 究 

        近藤 啓史・内藤 春彦・佐々木廸郎 

 札幌医科大学 第4内科        潘  紀良 

 

9 近赤外線電子内視鏡を用いたPortal Hyperten- 

  sive Gastropathyの検討 

 札幌医科大学 第4内科 

       ○増子 詠一・太田 英敏・高橋 康雄 

        中島 正博・高後  裕・新津洋司郎 

 道立北野病院             松本 修二 
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        会 場／札幌医科大学臨床研究棟 1階 大講堂 
        当番幹事／斗南病院消化器内科  平山 亮夫 
        （支部長／旭川医科大学 第 3内科 並木 正義） 

第 66 回 北海道地方会 



 洞爺協会病院             後藤 義朗 

 

10 上部消化管出血に対する5%,10%食塩水を用い 

  た高張Na-エプネフリン局注療法の経験 

 勤医協中央病院 内科 

       ○腰山 達夫・内沢 政英・山野 秀文 

        谷口 一也・高平 敏一・宮崎 有広 

        升田和比古・河内 秀希 

 同 外科               平尾 雅紀 

 

11 D0-RC(+)として認められた胃静脈瘤3例の検討 

 北海道勤医協中央病院 内科     ○後藤賢一郎 

        金川 博史・永尾 仁志・香山 明一 

        井尻 正廣・田辺 利男・美馬 聰昭 

 

12 ターナー症候群にみられ,診断に苦慮した胃平滑 

  筋腫の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○木村 圭介・横田 欽一・結城 正光 

        奥山 修兒・原  久人・佐藤 一也 

        柳川 伸幸・平井 克幸・竹村 清一 

        北守  茂・小間 利行・並木 正義 

 

13 上腹部痛発作を繰り返し心身症として加療されて 

  いた胃迷入膵の1例 

 愛育病院 内科           ○関屋 一都 

        中村由美子・入江 達朗・前充 功仁 

 同 消化器科             和泉  清 

        佐野 公昭・長尾 真幸・三和 公明 

 同 外科               大坂 喜彦 

        永渕  誠・屋比 久幸・宮坂 茂男 

 

14 検診により発見された胃及び肝サルコイドーシス 

  の 1例 

 旭川厚生病院 消化器科 

       ○泉  信一・山野 三紀・太田 智之 

        佐藤 健誠・村上 雅則・折居  裕 

        都丸  久・峯本 博正 

 同 病理               近藤 信夫 

 旭川医科大学 第3内科 

              渡  二郎・斉藤 裕輔 

 

15 萎縮を認めない胃底腺領域内の高分化型管状腺癌 

  の 1例 

 旭川厚生病院 消化器科 

       ○菅原 有子・村上 雅則・泉  信一 

        太田 智之・佐藤 健誠・渡  二郎 

        山野 三則・折居  裕 

 同 病理               近藤 信夫 

 

16 Dieulafoy潰瘍類似のⅡc+Ⅱa型早期胃癌の1例 

 東札幌病院 内科    ○村上 俊吾・石谷 邦彦 

 札幌医科大学 第4内科        大久保俊一 

 

17 噴門部胃癌の内視鏡的特徴とその病理学的検討 

 札幌医科大学 第4内科 

       ○村松 博士・高橋 康雄・渡辺 直樹 

        高後  裕・新津洋司郎 

 国立がんセンター 内科        近藤  仁 

 

18 内視鏡的ポリペクトミーにて診断された十二指腸 

  リンパ管腫の1例 

 日鋼記念病院 消化器科       ○佐々木 基 

        勝木 伸一・佐々木宏嘉・高橋  稔 

        馬原 克夫・荒谷 英二・松田 幹人 

 札幌医科大学 第4内科 

        小林 大介・川口 英男・川西 謙児 

 

19 内視鏡的ポリペクトミーを行った十二指腸乳頭部 

  腫瘍内癌の1例 

 旭川厚生病院 消化器科 

       ○千葉  篤・太田 智之・渡  二郎 

        村上 雅則・折居  裕 

 同 病理               近藤 信夫 

 手稲渓仁会病院 内科         佐藤 建誠 

 

20 当院における十二指著腫瘍性病変の検討 

 北海道消化器科病院 内科      ○宮坂 史路 

        吉田 達也・合田 峰千・井上 善之 

        田辺 達雄・西沢 正明・堀田 彰一 

 同 外科         大柏 秀樹・坂本  尚 

        奥芝 知郎・藤田 美芳・森田 高行 

 太黒胃腸科病院            諸岡  透 

 北海道大学 第2病理         藤岡 保範 



 札幌厚生病院 病理          佐藤 利宏 

 

21 AFP産生十二指腸癌の1例 

 釧路市医師会病院 消化器内科 

       ○安田 淳美・大竹 孝明・野津  司 

        西村 克人・高橋  篤 

 同 外科         岡田 邦明・浅川 全一 

 釧路赤十字病院 病理         鈴木 知勝 

 旭川医科大学 第3内科        並木 正義 

 

22 隆起＋陥凹型早期十二指腸癌の1例 

 小樽掖済会病院 内科 

       ○漆崎 洋一・小野寺義光・石垣 聖史 

        本多  憲・近江 直仁 

 同 外科               小西 祐蔵 

        高室  雅・岡田洋次郎・高田 義人 

 板谷内科胃腸科医院          板谷 晴隆 

 

23 総胆管拡張を契機に発見された早期乳頭癌の1 

  例 

 斗南病院 消化器内科        ○辻   靖 

        古河  哲・半田  洋・本庄 恭輔 

        上原総一郎・泉山  滋・平山 亮夫 

 札幌医科大学 第4内科        佐藤 康史 

 

24 演題取消し 

 

25 薬剤起因性出血性腸炎の臨床的検討 

 市立稚内病院 内科 

       ○首藤 龍人・大村 卓味・紺野  潤 

        小松 嘉人・鈴木  岳・石崎 忠文 

 

26 放射線性大腸炎18例の検討 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○栄浪 克也・柴田  好・野村 昌史 

        垂石 正樹・綾部 時芳・斎藤 裕輔 

        芦田 知史・並木 正義 

 

27 アフタ性病変が認められたクローン病の2症例 

 札幌北楡病院 人工臓器 移植研究所 消化器科 

       ○大泉 弘子・斎藤 雅雄・松浦  淳 

 同 内科               森井  健 

        政氏 伸夫・田中 淳司・木山 善雄 

        直原  徹・比嘉 敏夫・笠井 正晴 

28 腸管嚢腫性気腫症を合併した潰瘍性大腸炎の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○柳川 伸幸・斎藤 裕輔・垂石 正樹 

        野村 昌史・綾部 時芳・芦田 知史 

        栄浪 克也・柴田  好・並木 正義 

 

29 潰瘍性大腸炎の活動部口側粘膜における微細異常 

  所見 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○野村 昌史・斎藤 裕輔・垂石 正樹 

        綾部 時芳・芦田 知史・栄浪 克也 

        渡  二郎・柴田  好・並木 正義 

 

30 大腸潰瘍性病変に対するHSE局注を併発した粘 

  膜切除（ERHSE）の切除成績と有効性の検討 

 勤医協中央病院 内科 

       ○内沢 政英・宮崎 有広・腰山 達美 

        山野 秀文・福永 幸彦・河内 秀希 

 同札幌病院 内科           山口 修史 

 同中央病院 外科           平尾 雅紀 

 

31 拡大電子内視鏡XCF-200Z（試作）の使用経験 

 札幌厚生病院 消化器科       ○夏井 清人 

        後藤  学・加藤 茂治・山口 聖隆 

        国田 芳敬・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 徹・須賀 俊博・村島 義男 

 

32 大腸腫瘍性病変に対するレーザー内視鏡治療の経 

  験 

 北海道消化器科病院 内科      ○西沢 正明 

        坂本  尚・合田 峰千・井上 善之 

        田辺 達雄・宮坂 史路・堀田 彰一 

 同 外科               大柏 秀樹 

        奥芝 知郎・藤田 美芳・森田 高行 

 

33 肝硬変合併易出血性大腸ポリープに対する留置ス 

  ネア併用ポリペクトミー 

 新日鐵室蘭総合病院 消化器内科 



             ○野尻 秀一・村松 博士 

 札幌医科大学 第4内科        小池 和彦 

        高橋 康雄・高後  裕・新津洋司郎 

 洞爺温泉病院 内科          中谷 玲二 

 

34 腹部不定愁訴症例に対するtotal colonscopyの 

  意義 

 札幌明和病院 消化会内科      ○河上 純彦 

 同 心療内科             奥瀬  哲 

 正木内科胃腸科クリニック       正木 章二 

 札幌医科大学 第1内科 

        得地  茂・矢花  剛・谷内  昭 

 

35 便 Hbによる大腸癌集団検診 

 留寿都診療所            ○山本  馨 

 

36 直腸の良性リンパ濾胞性ポリープの1例 

 国立函館病院 消化器科       ○平田 康二 

        平山  敦・村上  系・石井  徹 

 市立函館病院 病理          石舘 卓三 

 札幌医科大学 第4内科        中島 隆晴 

 

37 早期大腸癌に併発した直腸カルチノイドの1例 

 旭川赤十字病院 内科 

       ○高柳 典弘・幸田 久平・呉  禎吉 

        寺田 省樹・中澤  修 

 同 外科               池田 淳一 

 同 病理               安藤 政克 

 札幌医科大学 第4内科 

              平山 泰生・江副 彩乃 

 

38 内視鏡的超音波診断が治療方針の決定に有用で 

  あった直腸カルチノイドの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 

 

39 Diclofenac sodium座薬が原因と考えられ多彩な 

  変化をきたしたS状結腸炎の1例 

 社会福祉法人聖母会天使病院 第2内科 

       ○本谷  聡・辻崎 正幸・伊林由美子 

        戸谷 英一 

 札幌医科大学 第1内科 

        本谷  聡・得地  茂・今井 浩三 

              矢花  剛・谷内  昭 

 

40 直腸Mucosal Prolapse Syndromeの 1例 

 国立函館病院 消化器科       ○平山  敦 

        平田 康二・村上  系・石井  徹 

 札幌医科大学 第4内科        中島 隆晴 

 国立函館病院 外科    石坂 昌則・清田 昌英 

 斗南病院 病理            石倉 正嗣 

 

41 Polypectomy後の再発に対しStrip Biopsyを試 

  みたMucosal Prolapse Syndromeの 1例 

 札幌医科大学 第1内科       ○高岡 晃教 

        鈴木 朝子・森田 俊樹・水越 常徳 

        得地  茂・佐藤 幸彦・佐々木泰史 

        松野 桂喜・坂本 裕史・伊東 文生 

        管  充生・矢花  剛・谷内  昭 

 

42 問脈血栓症により急激に食道静脈瘤の進行を来た 

  した肝硬変症の1例 

 北海道大学 第1内科        ○斉藤 仁善 

        足立 智昭・島田 直樹・藤田  淳 

        金井 哲也・浜本 浩英・三浦 淳彦 

        佐々木香織・鈴木 潤一・川上 義和 

 同 第 2外科 

        中島 公博・佐藤 幸作・加藤 絋之 

 

43 腹腔鏡およびCT上短期間で進展を示した特発性 

  門脈圧亢進症（IPH）の1例 

 旭川医科大学 第3内科      ○折居 史佳 

       松本 昭範・大平 基之・小路 悦郎 

       村住ゆかり・藤本 佳範・大平 賀子 

       水野 正己・村住 和彦・鳥本 悦宏 

       大田 人可・幸田 弘信・長谷部千登美 

       矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

44 CREST症候群を合併したPBCの 1例 

 勤医協札幌北区病院 内科      ○三宅 一善 

        水尾 仁志・坪内  友・古明地克秀 



        小泉 茂樹・真尾 泰生・入宇田能順 

 

45 PBCにおける赤色紋理の検討 

 勤医協中央病院 肝臓内科 

       ○金川 博史・後藤賢一郎・香山 明一 

        水尾 仁志・田辺 利男・美馬 聰昭 

 

46 頻回TAEの経過中著明な肝左葉萎縮と胆管障害 

  を認めた肝細胞癌の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

      ○田 中俊英・幸田 弘信・水野 正巳 

       藤本 佳範・松本 昭範・村住ゆかり 

       鳥本 悦宏・大平 基之・長谷部千登美 

       矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

47 胆石と胆嚢腺筋腫症を合併した膵胆管合流異常の 

  1例 

 旭川厚生病院 消化器科 

       ○高橋 邦幸・山野 三紀・太田 智之 

        村上 雅則・折居  裕・峰本 博正 

 同 外科         澤口 裕二・藤沢 純爾 

 同 病理               近藤 信夫 

 旭川医科大学 第3内科        真口 宏介 

 

48 膵癌と膵仮性嚢胞を合併した膵管癒合不全の例 

 函館赤十字病院 内科        ○木田 雅也 

        山科 哲朗・藤田 宏之・丸山  裕 

 札幌医科大学 第4内科 

              稲岡 幸樹・新津洋司郎 

 

49 当院における粘液産生膵腫瘍の検討 

 札幌厚生病院 消化器科       ○加藤 茂治 

        宮川 宏之・村島 義男・須賀 俊博 

        八百坂 透・今村 哲理・藤永  明 

        小井戸一光・栃原 正博・東野  清 

        佐藤 隆啓・夏井 清人・長川 達哉 

        國田 芳敬・山口 聖隆・後藤  学 

 

50 粘液産生膵腫瘍に対する内視鏡的膵生検（EPB） 

  と細胞診の診断能 

 旭川医科大学 第3内科       ○真口 宏介 

        伊藤 彰規・西野 徳之・有里 智志 

        甫   等・小原  剛・並木 正義 

 旭川厚生病院 消化器科 

              高橋 邦幸・山野 三紀 

 

51 超音波内視鏡下カラードプラ法（ECDUS）にて壁 

  内に動脈性血流を認めた膵仮性嚢胞の1例 

 札幌厚生病院 消化器科 

       ○長川 達哉・小井戸一光・今村 哲理 

        國田 芳敬・村島 義男・八百坂 透 

        藤永  明・宮川 宏之・栃原 正博 

        東野  清・佐藤 隆啓・夏井 清人 

        山口 聖隆・加藤 茂治・後藤  学 

 

52 ESTにて膵炎症状の改善をみたレンメル症候群の 

  1例 

 札幌医科大学 第4内科       ○大久保俊一 

 東札幌病院 内科     村上 俊吾・石谷 邦彦 

 

53 胆道疾患に対するPTCSの役割 

 北海道大学 第2外科 

       ○敷島 裕之・道家  充・岡嶋  晋 

        西部 俊哉・宮坂 祐司・池永 治親 

        奥芝 俊一・下沢 英二・加藤 絋之 

 

54 放射線・EMBE併用治療胆管癌の胆管出血例に対 

  する工夫─長期ENBD留置が有用であった1例 

 遠軽厚生病院 内科         ○小池 裕二 

        北川 朋子・上西  博・佐藤 剛利 

        渡辺 晴司・相馬 光宏・石川 裕司 

 旭川厚生病院 放射線科        斎藤 博哉 

 旭川医科大学 第3内科 

        真口 宏介・小原  剛・並木 正義 

 

55 腹腔鏡下脾蔵摘出術の治療経験 

 北海道大学 第2外科        ○宮坂 祐司 

        西部 俊哉・成田 吉明・道家  充 

        奥芝 俊一・下沢 英二・加藤 絋之 

 北海道消化器科病院 外科       森田 高行 

 

56 集検で発見されたDumb-bell型小腸平滑筋腫の1 

  例 

 恵佑会札幌病院 内科 



       ○崔 公賢・塚越 洋元・河原崎 暢 

        清水 勇一・小端 順一 

 同 外科   細川 正夫・川村  健・田邉  康 

北海道対がん協会検診センター 

              吉田 裕司・山田由美子 

 国立札幌病院 病理          藤田 昌宏 

 

57 Cowden病の1症例 

 市立函館病院 消化器科 

       ○神島雄一郎・久米 正晃・高橋 正典 

        原  信彦・渡辺 雅男・杉山  茂 

        宮崎  勢・北川 康男・今谷 英男 

 同 皮膚科              高橋 正明 

 


























