
 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
消化性潰瘍の治療をめぐつ最近の話題 

司会：原田 一道・浅香 正博 

 

1 当院における消化性潰瘍治療の現況について 

 旭川厚生病院 消化器科       ○折居  裕 

        村上 雅則・村中 茂人・千葉  篤 

        太田 智之・高橋 邦幸・渡  二郎 

        山野 三紀・都丸  久・峯本 博正 

 同 外科   佐藤 裕二・澤口 裕二・藤澤 純爾 

 同 病理               近藤 信夫 

 

2 酸分泌抑制からみた胃潰瘍の治療 

 手稲ルカ病院 内科         ○小林 壮光 

 札幌医科大学 第1内科        矢花  剛 

 

3 24時間胃内pHモニターよりみた胃潰瘍の初期治 

  療と再発の検討 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○原  久人・久保 光司・原田 一道 

 

4 Helicobacter pyloriと消化性潰瘍 

 北海道大学 第3内科 

             ○加藤 元嗣・浅香 正博 

 

5 ぷろとんぽんぷ阻害剤の抗Helicobacter pylori 

  作用 

 札幌医科大学 第1内科 

             ○杉山 敏郎・矢花  剛 

 

6 超音波内視鏡（EUS）からみた胃潰瘍 

 札幌厚生病院 消化器科 

             ○栃原 正博・夏井 清人 

 

7 出血性潰瘍に対する内視鏡的HSE（Hypertonic 

  Saline Epinephrine）局注止血療法の評価 

 勤医協中央病院 内科 

             ○腰山 達美・内沢 政英 

 

 

一 般 演 題 
 

1 食道狭窄に対する内視鏡的拡張術（ブジー）の有 

  効性について 

 国立函館病院 消化器科       ○平田 康二 

        平山  敦・村上  系・石井  徹 

 同 外科         石坂 昌則・清田 昌英 

 札幌医科大学 第4内科        中島 隆晴 

 

2 食道mm癌に対する治療方針 

 ─内視鏡的粘膜切除を中心に─ 

 恵佑会札幌病院 外科 

       ○細川 正夫・阿部 達也・石原 邦洋 

        樋田 泰浩・田邉  康・上野 秀樹 

        草野 真暢・大原 正範・川村  健 

 同 内科         小端 順一・崔  公賢 

        清水 勇一・河原崎 暢・塚越 洋元 

 国立札幌病院 病理          藤田 昌宏 

 

3 食道癌─気管支瘻に対するスポンジバルーン付き 

  人工食道の使用経験 

 国立函館病院 消化器科       ○平山  敦 

        村上  系・平田 康二・石井  徹 

 同 放射線科             斉藤 明男 

 同 呼吸器科             荒谷 義和 

 同 外科               太田 里美 

 鹿目内科医院             鹿目 浩一 
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4 早期食道癌に対する EEMR-tube 法内視鏡的粘膜切除

術の経験 

 北海道消化器科病院 内科 

       ○井上 善之・吉田 達也・合田 峰千 

        宮坂 史路・西沢 正明・堀田 彰一 

 同 外科         坂本  尚・西山  徹 

        大柏 秀樹・藤田 美芳・森田 高行 

 

5 食道静脈癌内視鏡的結紮術療法（EVL）の治療成 

  績と合併症についての検討 

 日鋼記念病院 消化器科 

       ○乾  典明・小林 大介・佐々木 基 

        藤井 重之・勝木 伸一・潘  紀良 

        高橋  稔・荒谷 英二・松田 幹人 

 札幌医科大学 第4内科 

        川西 謙二・佐々木宏嘉・久居 弘幸 

 

6 経内視鏡的マイクロバスキュラー・ドップラー血 

  流計による食道胃静脈瘤の血行動態の評価 

 北海道大学 第2外科 

       ○金谷聡一郎・道家  充・奥芝 俊一 

        下沢 英二・加藤 絋之 

 

7 B-RTOによるTypeⅠ＋Ⅱの孤立性胃静脈瘤の2治療例 

 北海道勤医協中央病院 肝臓内科   ○高妻 一郎 

        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 

 

8 食道・胃・大腸の早期三重癌の1例 

 市立札幌病院 消化器内科 

       ○若浜  理・西川 秀司・松永  崇 

        内田多久實・樋口 晶文・小池 章之 

 同 外科               中西 昌美 

 同 放射線科             池田  光 

 同 病理               佐藤 英俊 

 

9 同時三重複癌の1例（胃・大腸・腎臓）の1症例 

 函館五稜郭病院 消化器内科 

       ○川崎 君主・平田 博巳・有村 佳昭 

        鈴木  隆・角本 芳隆 

 同 外科               貝塚 広史 

 札幌医科大学 第1内科 

        木村 裕一・金戸 宏行・村上理絵子 

        今井 浩三・矢花  剛・谷内  昭 

 

10 短期間に著名な肉眼形態変化をきたした陥凹型早 

  期胃癌類似進行癌の1例 

 斗南病院 内科           ○辻   靖 

        古川  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 

 

11 特異な形態を示した早期胃低分子化型腺癌の1例 

 釧路労災病院 内科   ○片桐 雅樹・原  俊之 

        岸本 篤人・飯田 高久・常松  泉 

        岡田 瑞穂・小林 隆彦・曽田 光彦 

        宮城島拓人・中野 雅規・藤本  望 

 同 外科         奥  哲男・上林 正昭 

 同 病理               高橋 達郎 

 

12 当院における胃癌内視鏡治療の兼と 

 小樽協会病院 内科         ○遠藤 高夫 

        青木 繁雄・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 

 

13 超音波内視鏡による胃巨大皺襞性疾患の鑑別診断 

 国立札幌病院 消化器科 

       ○齋藤 忠範・池田 成之・小笠原俊実 

        増子 詠一・本間 久登 

 札幌厚生病院 消化器科        安保 智典 

 札幌医科大学 第4内科        潘  紀良 

 

14 十二指腸球部へ浅層型浸潤を呈した幽門部胃早期 

  癌の1例 

 旭川赤十字病院 内科        ○呉  禎吉 

        寺田 省樹・幸田 久平・中澤  修 

 同 外科         池田 淳一・菱山 豊平 

 同 病理               安藤 政克 

 札幌医科大学 第4内科 

        高柳 典弘・江副 彩乃・平山 泰生 

 

15 HP除菌により年余にわたる難治性胃潰瘍の消失 



  をみた1例 

 札幌北楡病院・人工臓器移植研究所 消化器内科 

       ○松浦  淳・大泉 弘子・斎藤 雅雄 

 同 内科               政氏 伸夫 

        小林 直樹・森井  健・木山 善雄 

        直原  徹・比嘉 敏夫・笠井 正晴 

 

16 限局性胃アミロイドーシスの1例 

 愛育病院 消化器科 

       ○佐野 公昭・和泉  清・三和 公明 

 同 内科               平野 貞一 

        入江 達朗・前 充功仁・盛岡 正信 

 山寺内科医院             山寺 泰彦 

 北海道大学 第2病理   田中 伸哉・藤岡 保範 

 

17 経過観察にEUSが有用であった胃粘膜下腫瘍 

  （SMT）の1例 

 清田内科消化器病院 

       ○塚本 正禎・大井 雅夫・武田 光顕 

        沼田 隆明・井原 康二・西里 卓次 

 札幌医科大学 第4内科        増子 詠一 

 同 機器診断部            平田健一郎 

 

18 胃に原発したSignet ring cell iymphomaの 1例 

 市立函館病院 消化器科 

       ○伊藤 文博・神島雄一郎・小西  茂 

        佐藤 泰男・杉山  茂・宮崎  勢 

        北川 康男・今谷 英男 

 同 病理               下山 則彦 

 

19 経皮内視鏡的胃瘻造設術19例の臨床的検討 

 市立稚内病院 内科 

       ○依田 有生・木村 卓味・渡辺  豊 

        鈴木  岳・大西 造平・石崎 忠文 

 

20 HSE局注を併用した内視鏡的切除術（ERHSE） 

  を施行した早期胃癌54例の検討 

 道北勤医協一条通病院 内科 

             ○芝田 行徳・渡辺 一品 

 同 外科               高橋 康幸 

 

21 Crohn病患者にみられる胃体部病変─竹の節状の 

  びらん─について 

 旭川医科大学 第3内科       ○横田 欽一 

        奥山 修兒・結城 正光・網塚 久人 

        小山 内学・斉藤 裕輔・栄浪 克也 

        野村 昌史・垂石 正樹・綾部 時芳 

        芦田 知史・柴田  好・並木 正義 

 

22 興味ある形態変化を示した十二指腸mucosal 

  bridgeの 1例 

 市立釧路総合病院 内科・消化器科 

       ○阿部  敬・伊東 理子・石田 禎夫 

        米沢 和彦・登坂 松三 

 札幌医科大学 第1内科 

        黒河  聖・林 敏昭・矢和田 敦 

        佐々木 茂・矢花  剛・谷内  昭 

 

23 十二指腸カルチノイド腫瘍と十二指腸平滑筋腫を 

  合併したVon Recklinghansen diseaseの 1例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○潟沼 朗生・山下健太郎・方波見重雄 

        田巻 知宏・伊藤  淳・谷内  昭 

 市立室蘭病院 第1内科 

        小玉 俊典・上條 桂一・木下  博 

 同 病理               藤澤 泰憲 

 

24 内視鏡検査にて回腸末端部に多発潰瘍病変を認め 

  た MESA腸炎の1例 

 恵佑会札幌病院 内科 

       ○崔  公賢・小端 順一・清水 勇一 

        河原崎 暢・塚越 洋元 

 国立札幌病院 病理  藤田 昌宏 

 

25 大腸内視鏡で発見した八つ頭状の形態を呈した回 

  腸脂肪腫の1症例 

 恵佑会札幌病院 内科 

       ○小端 順一・小端 順一・清水 勇一 

        河原崎 暢・塚越 洋元 

 同 外科   草野 真暢・川村  健・細川 正夫 

 

26 EC7-CM2を用いた大腸病変のピット診断 

 北海道大学 第3内科 

       ○浜向 伸治・加藤 元嗣・露口 雅子 



        信田亜一郎・加賀谷英俊・渡辺 雅男 

        工藤 峰生・佐藤 泰男・西川 恵子 

        穂刈  格・佐々木由理・髭  修平 

        大響 由之・目黒 高志・佐賀 恵良 

        大原 行雄・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 

 

27 内視鏡的ポリペクトミーにて切除したS字結腸平 

  滑筋腫の1例 

 町立長沼病院 内科 

       ○倉  敏郎・福士  厚・茂木 良弘 

 

28 診断に苦慮した原因不明のS状結腸inflamma- 

  tory pseudotumorの 1例 

 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 

 

29 Multiple lymphomatous polyposis（MLP）を呈 

  したintermediate lymphocytic lymphoma 

  （ILL）の1例 

 札幌医科大学 第4内科  ○辻  彰子 

        江副 彩乃・古川 勝久・根田  寛 

        渡辺 直樹・高後  裕・新津洋司郎 

 

30 直腸Rsに発生したTubulo-villous tumorに対す 

  る腹腔鏡下前方切除術の経験 

 北海道大学 第1外科 

       ○渡辺 義人・白戸 博志・大沢 昌平 

        近藤 正男・大島 隆宏・小橋 重親 

        高橋 典彦・蔵貫 勝志・横山 良司 

        松田 良人・増子 博幸・倉内 宣明 

        近藤 征文・内野 純一 

 同 第 1内科 

        牧田比呂仁・足立 智昭・鈴木 潤一 

 

31 内視鏡的レーザー治療を行った肝硬変に伴う大腸 

  vascular ectasiaの 1例 

 道都病院 内科 

       ○近藤 吉宏・石塚 圭輔・佐分利早苗 

        平山とよ子・畑  英司・楢崎 義一 

 札幌医科大学 第1内科 

        瀬ノ田明範・田中 克典・仲川 尚明 

        落合  亨・得地  茂・柴田 香織 

        矢花  剛・谷内  昭 

 

32 著名な偽膜を観察し得たMRSA腸炎の1例 

 北海道大学 第3内科 

       ○山本 正志・加賀谷英俊・西川 恵子 

        露口 雅子・工藤 峰生・穂刈  格 

        大響 由之・浜向 伸治・大滝 敏裕 

        加藤 元嗣・狩野 吉康・林下 尚之 

        木村 宗士・小山  稔・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 同 第2外科             宮坂 祐二 

        道家  充・奥芝 俊一・加藤 絋之 

 

33 早期直腸癌における超音波内視鏡像の検討 

 恵佑会札幌病院 内科 

       ○清水 勇一・崔  公賢・小端 順一 

        河原崎 暢・塚越 洋元 

 

34 消化管電子内視鏡画像の電算機処理 

 北海道大学 第1内科 

       ○浜本 浩英・北浜 秀一・関  英幸 

        金井 哲伸・三浦 淳彦・足立 智昭 

        島田 直樹・藤田  淳・佐々木香織 

        鈴木 順一・川上 義和 

 

35 総胆管拡張を契機に発見された乳頭部癌の1例 

 新日鐵室蘭総合病院 消化器科 

       ○長町 康弘・村松 博士・野尻 秀一 

 同 外科  鈴木 康弘・高橋 基夫・川上 敏晃 

 札幌医科大学 第4内科 

              高後  裕・新津洋司郎 

 若葉内科クリニック         斉藤甲菱之助 

 

36 PTCCSにてglandular hyperplasiaと診断され 

  約 1年半後に早期胆嚢癌を合併した膵胆管合流異 

  常の1症例 

 日鋼記念病院 消化器科 



       ○勝木 伸一・佐々木 基・小林 大介 

        川口 英男・番  典良・高橋  稔 

        乾  典明・荒谷 英二・松田 幹人 

 札幌医科大学 第4内科        藤井 重之 

 日鋼記念病院 外科          勝木 良雄 

 北海道大学 第2病理         藤岡 保範 

 

37 経口胆道鏡による診断が可能であった総胆管炎症 

  性ポリープの1例 

 旭川赤十字病院 内科 

       ○平山 泰生・幸田 久平・松本 修二 

        寺田 省樹・呉  禎吉・中澤  修 

 札幌医科大学 第4内科 

              高柳 典弘・江副 彩乃 

 

38 レーザー照射・EMS挿入により約2年間の生存が 

  得られた肛門部胆管癌の1例 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○長川 達哉・小井戸一光・宮川 宏之 

        村島 義男・須賀 俊博・八百坂 透 

        今村 哲理・藤永  明・佐藤 隆啓 

        夏井 清人・栃原 正博・東野  清 

        佐藤 晋介・安保 智典・山口 聖隆 

        加藤 茂治・後藤  学 

 

39 腹腔鏡下膵生検の検討 

 同仁会佐々木病院 内科 

             ○佐藤 喜夫・佐々木寿彦 

 本荘第一病院 消化器科 

        小松 寛治・若松 秀樹・川崎 啓正 

 

40 腹腔鏡検査にて肝表面にびまん性の黄白色結節を 

  認めた原発性胆汁性肝硬変症の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

      ○前本 篤男・松本 昭範・大平 基之 

       村住ゆかり・藤本 佳範・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 

 斜里国保病院 内科 

       泉  信一・首藤 龍人・藤井 常志 

 

41 腹腔鏡下における術中腹腔内超音波検査の有用性 

 北海道大学 第1外科        ○山賀 昭二 

        佐治  裕・数井 啓蔵・高田 謙二 

        中山 雅人・小林  功・佐藤富志史 

        高橋 周作・倉内 宣明・内野 純一 

 

42 腹腔鏡直視肝生検にて確定診断し得た細小肝癌 

  の 1例 

 市立士別病院 内科         ○佐藤 一也 

        田中 浩二・山田 政孝・鈴木 貴久 

 同 外科               坂田 信義 

        浜田 朋倫・澤谷 令兒・吉川 紀雄 

 旭川医科大学 第3内科 

       長谷部千登美・関谷 千尋・並木 正義 

 

43 腹腔鏡で観察できた副肝の一例 

 北海道勤医協中央病院 肝臓内科   ○高妻 一郎 

        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 






























