第１回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和３５年９月２５日土
場：商工会議所 ホール
長：金沢大学 第１内科

◆特別講演
「胃カメラの臨床」
東京医大 芦沢

谷野富有夫

真六

◆一般演題
０１ 胃疾患における胃カメラ像の統計的観察
国立金沢病院１）
○伊藤
博１）、宮元 秀雄１）、五十嵐雅広１）、横井

浩１）

０５ いわゆる良性潰瘍について－すでに悪化せる例より－
農協高岡病院 第２内科１）、同 外科２）
○東
弘１）、窪田
保１）、中西 清介２）、朝倉 志郎２）

０２ 慢性胃炎の胃カメラによる追求例
県立富山病院１）
○平尾 英一１）、森井 寛二１）

０６ ポリープ癌の二症例
県立富山病院１）
○土田 亮一１）、内田 重遠１）、西田

０３ 胃炎に対するアズノールの使用経験
金大 第１内科１）
○米島作三郎１）、杉岡 五郎１）、若月寿之助１）、野村

０７ 悪性潰瘍の胃カメラ像
農協高岡病院 第１内科１）
○菓子井幸則１）、和田
光１）

０４ 胃潰瘍の胃カメラによる追求例
県立富山病院１）
○桐田 俊雄１）、坂東
勲１）

岳而１）

信義１）

第２回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和３６年１月２９日日
場：金沢大学医学部 法医学講義室
長：金沢大学 第１内科 谷野富有夫

◆一般演題
０１ 胃ポリープの３例
金沢大学医学部 第１内科１）
○野村 岳而１）、杉岡 五郎１）、谷野

淳１）

０２ 病理組織学的に Car
ci
nomai
nsi
t
uとされた早期胃癌の１
例
国立金沢病院 内科１）
○伊藤
博１）
０３ 慢性萎縮性胃炎の経過観察
国立金沢病院 内科１）
○五十嵐雅広１）、和田
耕１）
０４ 胃カメラ像の読影（数症例について）
富山県立中央病院 内科１）
○内田 重遠１）、西田 信義１）

０５ 手術により確認せる胃カメラ像の検討
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）
○平尾 英一１）、森井 寛二１）、村田
勇２）
０６ 胃切除後の胃カメラ像
富山県立中央病院 内科１）
○土田 亮一１）、桐田 俊雄１）、横山

弘１）

０７ 末期食道癌に対する食道内挿管の経験
金沢大学医学部 第２外科１）
○染村 舜輔１）、小坂
進１）、藤田
進１）、徳家

孝１）

第３回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和３６年１１月５日日
場：富山県医師会館
長：富山県立中央病院 内科

多賀

一郎

◆一般演題
０１ 胃カメラで見た早期癌の症例
富山県立中央病院 内科１）
○土田 亮一１）、内田 重遠１）、館

栄子１）

０２ 胃カメラで診断せる胃潰瘍について
富山県立中央病院 内科１）
○桐田 俊雄１）、横山
弘１）、森井 寛二１）、西田
０３ 胃潰瘍と皮電点について
富山県立中央病院 内科１）
○平尾 英一１）、多賀 一郎１）、古本

０５ 下垂胃に於ける胃カメラ所見
国立金沢病院 内科１）
○和田
耕１）、五十嵐雅広１）

節夫１）

０４ 腸上皮化生性変化を伴った慢性胃炎の治療経験
国立金沢病院 内科１）
○伊藤
博１）、横井
浩１）

信義１）

０６ 多発性胃ポリープの１例
金沢大学医学部 武内内科１）、同 本庄外科２）
○若月寿之助１）、米島作三郎１）、宮崎 逸夫２）、島
０７ 胃カメラで興味のあった二・三の症例について
金沢大学医学部 武内内科１）
○米島作三郎１）、杉山 篤弘１）、船木 悦郎１）、飯野
江幡 謙次１）、西出啓二郎１）

弘三２）

四郎１）

第４回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和３７年３月４日日
場：金沢大学医学部 法医学講義室
長：金沢大学 第１内科 武内重五郎

◆一般演題
０１ 吻合部消化性潰瘍の２例
農協高岡病院 第二内科１）
東
弘１）、村上 政夫１）、森

０６ 胃石の１例
富山日赤病院１）
○永森 正秋１）

純一１）

０２ 胃潰瘍の胃カメラによる診断
国立金沢病院 内科１）
○二口喜八郎１）、伊藤
博１）、五十嵐雅広１）

０７ 柿胃石の１例
金沢大学医学部 本庄外科１）
○三浦
勇１）

０３ 胃癌の胃カメラと細胞学的検索
金沢大学医学部 村上内科１）、同 附属病院 中央検査部２）
同 卜部外科３）
○八木 泰夫１）、川岸 一郎１）、北島千代吉１）、小原
修１）
加藤 正義１）、泊
康男１）、松原 藤継２）、松田 嘉之３）

０８ 腹腔鏡の経験
富山県立中央病院 内科１）
○平尾 英一１）、中川 昭忠１）、土田

０４ 興味ある胃ポリープの２症例
富山県立中央病院 内科１）
○内田 重遠１）、森井 寛二１）、西田
０５ 消泡剤ガスコンの使用経験
金沢大学医学部 武内内科１）
○米島作三郎１）、杉岡 五郎１）、高沢
金山 隆一１）、若月寿之助１）

信義１）

嘉人１）、江幡

謙次１）

亮一１）

０９ Dubi
nJ
ohnson症候群の１例
金沢大学医学部 武内内科１）
○杉岡 五郎１）、高沢 嘉人１）、米島作三郎１）、金山
北川 鉄人１）

隆一１）

第５回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和３７年９月２３日日
場：金沢大学医学部 法医学講義室
長：金沢大学 第１外科 卜部美代志

◆一般演題
０１ 胃カメラ術前処置として TFの使用について
富山県立中央病院 内科１）
○桐田 俊雄１）、坂東
勲１）、舘
栄子１）、森井
横山
弘１）

寛二１）

０２ 当院におけるガストロカメラの使用経験
石川県松任町倉重外科病院１）
○倉重
徹１）、泉
武１）、倉重 芳嗣１）
０３ 約２００例のガストロカメラの使用経験
福井県立病院 内科１）
○大月
五１）、得田 与夫１）、畑
晴夫１）、斎藤
加藤
公１）
０４ 胃切除後のガストロカメラ像の観察
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）
○中川 昭忠１）、平尾 英一２）
０５ 切除胃の胃カメラ像
金大 武内内科１）
○若月寿之助１）、高沢 嘉人１）

０６ 胃細網肉腫の１例
金大 村上内科１）、同 本庄外科２）、同 中央検査部病理３）
○川岸 一郎１）、村上 暎二１）、泊
康男１）、水本 龍二２）
松原 藤継３）
０７ Dubi
nJ
ohnson症候群の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）
○平尾 英一１）、桐田 俊雄１）、土田 亮一１）、村田
中川 昭忠２）

和哉１）

勇２）

０８ 肝硬変症の診断と腹腔鏡検査－とくにいわゆる潜在性肝硬
変について
金大 武内内科１）
○米島作三郎１）、江幡 謙次１）、谷内 荘成１）
０９ 人工気腹 X線写真の経験－とくに腹腔鏡検査との関係
金大 武内内科１）
○杉岡 五郎１）、金山 隆一１）、広瀬昭一郎１）

第６回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和３８年５月１８日土
場：金沢大学医学部 卜部外科講義室
長：金沢大学 第２内科 村上 元孝

◆一般演題
０１ 胃下垂症の胃カメラ所見について
金大 武内内科１）
○金山 隆一１）、高沢 嘉人１）、若月寿之助１）

０５ 胃潰瘍に対するソルコセリールの使用例
富山県立中央病院 内科１）
○桐田 俊雄１）、横山
弘１）

０２ 胃カメラ像よりみた随伴性胃炎について
金大 武内内科１）
○江幡 謙次１）、米島作三郎１）、広瀬昭一郎１）

０６ 胃食道鏡の使用経験
金大 本庄外科１）
○宮浦 靖郎１）、野田
彰１）、染村

舜輔１）

０３ 蛋白喪失性胃腸症の胃カメラ像
金大 村上内科１）
○川岸 一郎１）、倉金 丘一１）、黒田
越村 康明１）

０７ ファィバースコープの使用経験
富山県立中央病院 内科１）
○内田 重遠１）、平尾 英一１）、森井

寛二１）

０４ 胃石の１例
富山県立中央病院 内科１）
○坂東
勲１）、森井 寛二１）

満彦１）、泊

康男１）

０８ 過去１年半の腹腔鏡の経験
金大 武内内科１）
○杉岡 五郎１）、高沢 嘉人１）、米島作三郎１）、江幡
金山 隆一１）、若月寿之助１）、谷内 荘成１）

謙次１）、

第７回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和３８年１０月２６日土
場：金沢大学医学部 十全講堂
長：金沢大学 第２外科 本庄

一夫

◆一般演題
０１ 胃粘膜像よりみた胃カメラ像と胃 X線像との相互関係につ
いて
金大 武内内科１）
○米島作三郎１）、若月寿之助１）
０２ 胃カメラよりみた随伴性胃炎－主として胃癌について
金大 武内内科１）
○江幡 謙次１）、谷内 荘成１）
０３ 初期癌の１例
金大 卜部外科１）、高岡済生会病院 外科２）
○竹森 清和１）、矢崎 敏夫１）、宮永 盛郎１）、荒川
小林
長２）

竜夫１）

０４ ファイバースコープの使用経験（第二報）
富山県立中央病院 内科１）
○平尾 英一１）、内田 重遠１）
０５ 胃筋腫１例
富山県立中央病院 内科１）
○横山
弘１）、桐田 俊雄１）、坂東

勲１）、西田

信義１）

第８回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和３９年９月１２日土
場：金沢大学医学部 十全講堂
長：金沢大学 第１内科 武内重五郎

◆シンポジウム
「胃癌の早期診断」
司
会：金沢大学
卜部美代志
１．レ線診断の立場から
信州大学 放射線科１）
○小林 敏雄１）
２．内視鏡診断の立場から
国立がんセンター 内科１）
○崎田 隆夫１）
３．細胞診の立場から
金沢大学 卜部外科１）
○山本 恵一１）
◆特別発言
１．内科の立場から
富山県立中央病院 内科１）
○内田 重遠１）
２．外科の立場から
富山県立中央病院 外科１）
○前田 昭治１）、村田
勇１）、中川
３．病理学の立場から
金沢大学 病理学１）
○梶川欽一郎１）

昭忠１）

◆特別講演
「１９６６年を目指して」
日本消化器病学会理事長 第３回世界消化器病学会会長
「最近の胃内視鏡研究の進歩について」
日本内視鏡学会理事長

川島

震一

田坂

定孝

◆一般演題
０１ 上部胃癌（噴門癌）に関する２～３の問題点
金大 卜部外科１）
○瀬川 安雄１）、深谷 月泉１）、竹森 清和１）、生垣
荒川 竜夫１）、三浦 漿司１）
０２ 比較的早期胃癌に就いて
国立金沢病院 外科１）
○津田 宏信１）、門馬 良吉１）、田崎 喜昭１）、鍛治
阿地知哲夫１）、経田 政人１）、中川原儀三１）、坂東

茂１）

武文１）
平一１）

０３ 肝臓癌の脈管支配について
金大 本庄外科１）
○松村 晴夫１）、小坂
進１）

第９回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４０年１０月９日土
場：金沢商工会議所
長：金沢大学 放射線科

平松

博

◆一般演題
０１ 胃ポリープの胃カメラ的検討
金大 武内内科１）
○広瀬昭一郎１）、金山 隆一１）

０４ 胃生検用コァイバースコープの使用経験
金大 卜部外科１）
○矢崎 敏夫１）、山本 恵一１）、荒川 竜夫１）、橘

０２ 胃カメラ V型による反転法の試み
金沢市１）
○浅野 繁尚１）

０５ 人工気腹 X線検査、腹腔鏡検査の閉塞性黄疸における診断
的価値について
金大 武内内科１）
○蓮村
靖１）、杉岡 五郎１）、若月寿之助１）

０３ ファイバースコープによる胃内視鏡像と X線像との対比
金大 放射線科１）
○柿下 正雄１）、張木 金治１）、川西
弘１）、大場 昭三１）

貞亮１）

第１０回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４１年８月２７日土
場：金沢大学医学部 十全講堂
長：金沢大学 第１外科 卜部美代志

◆シンポジウム
「膵疾患の診断」
金大 １内
同 １外
同 ２外
放射線

広瀬昭一郎
竹森 清和
谷口 哲大
高島
勉

◆一般演題
０１ 内視鏡と胃の細胞診
金大 １外１）
○矢崎 敏夫１）、山本 恵一１）、竹森

清和１）、橘

０２ 早期胃癌を疑った症例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○坂東
勲１）、桐田 俊雄１）、土田

亮一１）、横山

貞亮１）

弘１）

０３ 胃捻転の２例
金沢市山ノ上町１）
○浅野 繁尚１）

第１１回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４２年６月１０日土
場：金沢大学医学部 十全講堂
長：金沢大学 第２内科 村上

元孝

◆一般演題
０１ 胃隆起性病変の２症例
金大 １内１）
○沢武 紀雄１）、金山 隆一１）、広瀬昭一郎１）、大原教知可１）
蓮村
靖１）

０２ 胃上部病巣に対する内視鏡的観察
金大 １外１）
○矢崎 敏夫１）、橘
貞亮１）、山本 恵一１）

第１２回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４３年２月２４日土
場：金沢大学医学部 十全講堂
長：金沢大学 第２外科 水上

哲次

◆一般演題
０１ 胃ポリープの統計的観察
金大 第２外科１）
○野田
彰１）、谷口 哲大１）
０２ 最近経験した若年者胃癌の５例について
金大 第１内科１）
○池上 文詔１）、金山 隆一１）、広瀬昭一郎１）、蓮村
沢武 紀雄１）、奥村 芳郎１）

０３ 胃壁内副膵の３例
金大 第２外科１）
○中川原儀三１）、野田

靖１）

彰１）

第１３回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４３年１２月１４日土
場：金沢大学医学部 十全講堂
長：金沢大学 第１内科 武内重五郎

◆一般演題
０１ 最近約１年間に経験した早期癌症例
金大 村上内科１）
○篠崎 公秀１）、山本 英樹１）、松井
晃１）、平沢謙太郎１）
八木 泰夫１）

０４ 胃生検鉗子による長期遺残吻合糸摘出の経験
金大 水上外科１）
○井口 英樹１）、野田
彰１）、谷口 哲大１）、中川原儀三１）
坂東 平一１）、小西 孝司１）

０２ 内視鏡よりみた胃潰瘍の経過
金大 武内内科１）
○金山 隆一１）、蓮村
靖１）、沢武
池上 文詔１）

０５ 肝腫瘍を疑われた腹腔内癒着の１例
金大 武内内科１）
○梶原 光令１）、村井 一郎１）、小林 健一１）、吉田
高沢 嘉邦１）

紀雄１）、奥村

芳郎１）

０３ 興味ある内視鏡像を呈した胃結核症の一例
富山市民病院 第一内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○小川 忠邦１）、土肥 和紘１）、石田 礼二１）、北川
勲２）、
３）
高柳 尹立

弘１）

第１４回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４４年１２月６日土
場：金沢大学医学部 十全講堂
長：国立金沢病院 外科 門馬

良吉

◆一般演題
０１ 胃粘膜下腫瘍と鑑別が困難であった膵尾部癌の１例
金大 武内内科１）
○池上 文詔１）、沢武 紀雄１）
０２ 胃粘膜下良性腫瘍の３症例
金大 放射線科１）
○柿下 正雄１）、木戸 哲也１）、村本

卓郎１）、浜田

重雄１）

０３ 最近の細胞採取法の進歩に伴う胃癌細胞判定基準の再検討
金大 服部内科１）、下関市立中央病院 内科２）
○谷本 一夫１）、大竹 信夫１）、西川 良平２）

第１５回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４５年５月２４日日
場：富山商工会議所 ホール
長：富山県立中央病院 外科

村田

勇

◆一般演題
０１ 潰瘍の治癒傾向のみられた若年者早期胃癌の１例
金大 第一内科１）
○池上 文詔１）、松田 芳郎１）、沢武 紀雄１）、蓮村

靖１）

０２ 広範なⅡ cの２例
金大 第一内科１）
○松田 芳郎１）、池上 文詔１）、沢武

紀雄１）、蓮村

靖１）

第１６回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４５年１１月１４日土
場：金沢大学医学部 十全講堂
長：国立金沢病院 内科 更田

康彦

◆一般演題
０１ 早期胃癌の２例
城北病院１）、金大 第１病理２）
○清光 義則１）、清水 蔵一１）、北川
０２ 異型上皮（ATP）の２例
金大 武内内科１）
○高瀬修二郎１）、池上 文詔１）、松田
蓮村
靖１）

０３ 腹腔鏡で診断の困難であった２例
金大 武内内科１）
○小林 健一１）、吉田
弘１）、梶原 光令１）

正信２）

芳郎１）、沢武

紀雄１）

第１７回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４６年６月１３日日
場：福井県立病院 講堂
長：福井県立病院 外科

小坂

政一

◆一般演題
０１ Ret
r
ospect
i
veに悪性サイクルと思われるⅡ c＋Ⅲの１例
福井県立病院 内科１）、同 外科２）、金大 第２病理３）
○斎藤 和哉１）、白崎 修市１）、大月
五１）、渡辺 国重２）
山崎
信２）、安念 有声３）
０２ 重複早期胃癌（Ⅰ＋Ⅱ b）型＋Ⅰ型の１例
城北病院 内科１）、同 外科２）、金大 第２外科３）
同 第１病理４）
○清水 義則１）、清水 蔵一２）、中川原儀三３）、北川
０３ 胃好酸球性肉芽腫の１例
北陸中央病院 外科１）、同 内科２）
○太田 陽一１）、泊
康男２）、瀬尾
２）
万見新太郎

迪夫２）、高田

正信４）

孝２）

０４ ホヂキン病の１症例にみられた胃内病変
福井県立病院 内科１）、同 外科２）、金大がん研 内科３）
金大 第２病理４）
○斎藤 和哉１）、馬淵
宏１）、赤井 昭彦１）、得田 興夫１）
大月
五１）、打波六兵衛２）、泉 彪之助３）、安念 有声４）
０５ Aber
r
antPancr
easの１例
金大 第１内科１）、同 第１外科２）
○早川 浩之１）、高田 宗之１）、高瀬修二郎１）、沢武
蓮村
靖１）、瀬川 安雄２）
０６ 喀血を主訴とする症例の気管支鏡検査について
金大 第１外科１）、北陸病院 外科２）
○矢崎 敏夫１）、牧野
勉２）

紀雄１）

第１８回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４６年１２月１１日土
場：金沢大学医学部 臨床第一講義室
長：金沢大学 第３内科 服部 絢一

◆一般演題
０１ Fl
exi
bl
ebr
onchof
i
ber
scopeによる気管支生検
金大 第１外科１）、同 臨床病理２）
○渡辺 洋宇１）、山本 恵一１）、矢崎 敏夫１）、松原 藤継２）
０２ 陥凹型早期胃癌の１例
福井県立病院 外科１）
○中泉 治雄１）、山崎
信１）、松本
渡辺 国重１）、森田 信人１）、谷川

行雄１）、打波六兵衛１）
裕１）、小坂 政一１）

０３ Mal
i
gnantmesot
hel
i
omaと思われる１例の腹腔鏡所見に
ついて
金沢大学 第１内科１）、同 放射線科２）、同 第２外科３）
同 中検病理４）
○加登 康洋１）、中谷 泰康１）、池上 文詔１）、松田 芳郎１）
小林 健一１）、新
正浩２）、素谷
宏３）、松原 藤継４）

０４ 食道鉗子により生検を試みた癌性腹膜炎の１例
金沢大学 第１内科１）
同 中検病理２）
○池上 文詔１）、中谷 泰康１）、加登 康洋１）、松田
小林 健一１）、松原 藤継２）

芳郎１）

第１９回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４７年６月１０日土
場：金沢大学医学部 臨床第一講義室
長：金沢大学 第１外科 卜部美代志

◆一般演題
０１ 縦隔鏡検査の意義－とくに肺癌症例について－
金沢大学 第１外科１）
○渡辺 洋宇１）
０２ レ線的に胃進行癌も疑われた急性胃炎の２症例
金沢大学 第１内科１）
○中谷 泰康１）、西邨 啓吾１）、加登 康洋１）、池上
松田 芳郎１）、広瀬昭一郎１）

０４ 直視下胃生検の反省－ f
al
senegat
i
ve症例を中心に－
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）
○磨伊 正義１）、井口 英樹１）、森田 弘之１）、田辺
釧２）
高橋
隆２）、白藤
勲２）

文詔１）

０３ Bor
r
mannⅣ型進行癌を思わせた胃 RLHの１例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○小川 忠邦１）、村本 信吾１）、北川
勲２）、高柳 尹立３）

０５ 十二指腸内視鏡の経験
金沢大学 第１内科１）
○沢武 紀雄１）、池上 文詔１）、松田

芳郎１）

０６ 肝内結石にたいする内視鏡的アプローチ
金沢大学 第２外科１）
野田
彰１）、中川原儀三１）、織部 芳弘１）、北村

秀夫１）

第２０回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４７年１２月９日土
場：金沢医科大学 進学校舎
長：金沢医科大学 消化器内科

高田

昭

◆一般演題
０１ ブロンコ・ファイバーによる気管支鏡検査１８０例の反省
金沢大学 第１外科１）
○渡辺 洋宇１）
０２ 十二指腸乳頭部癌の２例
金沢大学 第１内科１）、金沢医科大学 内科２）
○米田 正夫１）、加登 康洋１）、沢武 紀雄１）、小林
池上 文詔２）、松田 芳郎２）

健一１）

０３ 逆行性膵・胆管造影の検討
金沢大学 第１内科１）
○中島
真１）、西邨 啓吾１）、米田 正夫１）、加登
沢武 紀雄１）、小林 健一１）、広瀬昭一郎１）

康洋１）

第２１回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４８年６月１０日日
場：富山県農協会館
長：富山市民病院 内科

石田

礼二

◆一般演題
０１ 胃内視鏡検査における色素撒布法（dyescat
t
er
i
ngmer
hod）
について
国立金沢病院 外科１）
○磨伊 正義１）、森田 弘之１）

０７ 広汎な随伴Ⅱ b（Ⅱ b＋Ⅱ a）の１例
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）
○今井 武司１）、磨伊 正義１）、松本 俊彦１）、森田
田辺
釧２）、牧野
博２）

０２ 過去５年間の胃内視鏡検査例の検討
金沢大学 第２外科１）
○織部 芳弘１）、倉知
円１）、小西 孝司１）、正司
木村 捷一１）、野田
彰１）

政夫１）

０８ 興味ある経過を示した胃早期細網肉腫の１例
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
○中泉 治雄１）、山崎
信１）、松本 行雄１）、打波六兵衛１）
木谷 栄一１）、渡辺 国重１）、森田 信人１）、谷川
裕１）
１）
２）
小坂 政一 、白崎 修市

正夫１）
紀雄１）

０９ 十二指腸ファイバー・スコープ J
F・Bの使用経験
金沢大学 第２外科１）、富山労災病院 外科２）
○倉知
円１）、山崎 軍治１）、小田切春洋１）、島
弘三２）
２）
２）
村
俊成 、新村 康二

０３ 特異な所見を呈した幽門周辺の病変２例
金沢大学 第１内科１）、同 第１外科２）
○島崎 圭一１）、鈴木 邦彦１）、杉本 立甫１）、米田
中島
真１）、西邨 啓吾１）、加登 康洋１）、沢武
小林 健一１）、広瀬昭一郎１）、宮下
徹２）
０４ 術後消化性潰瘍の内視鏡
金沢大学 第１外科１）
○三好 恵一１）、寺中 正昭１）、宮下

徹１）

０５ 大彎側早期胃癌の１例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○小川 忠邦１）、石田 礼二１）、坂東 平一２）、高柳 尹立３）
０６ 内視鏡により診断し得た随伴Ⅱ b.
石川県中央病院 外科１）、金沢市２）、金沢大学 中検３）
○中川 正昭１）、相野田芳教１）、杉原外於夫２）、松原 藤継３）

１０ 結腸ファイバースコープの経験
金沢大学 第２外科１）、恵寿病院２）
○尾島 敏夫１）、中川原儀三１）、大野
上田
博１）、黒田 吉隆１）、神野

弘之１）

進１）、有塚 史郎１）
正一２）

１１ 下腹部（骨盤内）腫瘍の直腸鏡検査の反省
金沢大学 第１外科１）
○山本 恵一１）、宮下
徹１）、渡辺 洋宇１）

第２２回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４８年１２月１５日土
場：金沢大学医学部 臨床第２講義室
長：金沢大学 がん研究所 倉金 丘一

◆一般演題
０１ 胃直視下生検の反省
国立金沢病院 外科１）、同 病理２）
○磨伊 正義１）、森田 弘之１）、浅井

伴衛１）、渡辺騏七郎２）

０２ 興味ある経過をとった胃潰瘍の１例
金沢大学 第１外科１）
○宮下
徹１）、三好 恵一１）、大橋
裕１）、富川

正樹１）

０３ 胃にポリープ、癌、異型上皮が併存した１症例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○西村 邦雄１）、小川 忠邦１）、坂東 平一２）、高柳 尹立３）
０４ 比較的小さなⅡ a＋Ⅱ c型早期胃癌の１例
福井市１）、金沢大学 第１病理２）
○長谷川 寛１）、北川 正信２）
０５ Osl
er病の１例
金沢大学 第１内科１）
○杉本 立甫１）、沼
哲夫１）、沢武

紀雄１）、広瀬昭一郎１）

０６ 直腸鏡でみ出した無症候直腸カルチノイドの１症例
金沢大学 第１外科１）
○山本 恵一１）、S．ラムバーナ１）、宮下
徹１）、佐藤日出夫１）
関
雅博１）
０７ 内視鏡的膵胆管造影による逆行性感染
金沢大学 第２外科１）
○小西 孝司１）、泉
良平１）、小山 文誉１）、古戸
山崎 軍二１）、倉知
円１）、宮崎 逸夫１）

俊郎１）

０８ 後腹膜気腫の３症例－腹腔鏡検査の稀れな合併症
福井県立病院 内科１）
○牧
洋１）、島田千恵子１）、山崎義亀与１）、白崎 修市１）
斎藤 和哉１）、得田 与夫１）、大月
五１）

第２３回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４９年６月２日日
場：福井県医師会館
長：福井県立病院 外科

山崎

信

◆一般演題
０１ 胃内視鏡検査で診断した胃アニサキス症の１例
国立金沢病院 内科１）
○西村
功１）、杉岡 五郎１）、田辺
釧１）、宮森
更田 康彦１）
０２ 胃カルチノイドの２例
福井県立病院 外科１）
○森田 信人１）、山崎
信１）、松本
木谷 栄一１）、渡辺 国重１）、谷川
中川 公三１）、大滝 達郎１）、武田

正孝１）

０３ 表層拡大型隆起性早期胃癌の一例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同
○熊谷 幹男１）、小川 忠邦１）、太田

行雄１）、打波六兵衛１）
裕１）、中泉 治雄１）
孝之１）、小坂 政一１）

研究検査科３）
斉２）、高柳 尹立３）

０４ 特異な所見を呈した胃平滑筋肉腫の１例
金沢大学 第１内科１）、同 第２外科２）
○亀田 正二１）、杉本 立甫１）、加登 康洋１）、沢武
広瀬昭一郎１）、大野
進２）

０５ 胃細網肉腫の内視鏡的診断
金沢大学 第２外科１）
○倉知
円１）、永田 大利１）、薬袋
野田
彰１）

俊次１）、古川

信１）

０６ 十二指腸 Papi
l
l
ar
yAdenomaの１例
石川県立中央病院 外科１）、金沢大学 中検病理２）
○中川 正昭１）、相野田芳教１）、若狭
清１）、松原

藤継２）

０７ 結腸ファイバー・スコープの経験（第２報）
金沢大学 第２外科１）、恵寿病院２）
○尾島 敏夫１）、沢崎 邦広１）、小山 文誉１）、木村
中川原儀三１）、押野 正一２）
０８ 大腸早期癌の内視鏡像について
国立金沢病院 外科１）
○今井 武司１）、磨伊 正義１）、森田

１）

紀雄

弘之１）、浅井

捷一１）、

伴衛１）

第２４回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和４９年１１月３０日土
場：金沢大学医学部 臨床第２講義室
長：金沢大学 第２外科 宮崎 逸夫

◆一般演題
０１ Ⅲ並びにⅢ＋Ⅱｃ型早期胃癌症例の検討
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）
○中田
理１）、磨伊 正義１）、森田 弘之１）、浅井
田辺
釧２）、西村
功２）、白藤
勲２）
０２ EPCGで診断し得た早期膨大部胆管癌の一例
富山赤十字病院 外科１）、同 内科２）
○長谷川 洋１）、広瀬 龍夫１）、竹森 清和１）、関川
西野 静雄２）、大江 国広２）

伴衛１）

博１）

０３ EPCGによる閉塞性黄疸の診断について
金沢大学 第１内科１）
○牧野
博１）、島崎 圭一１）、米田 正夫１）、中島
真１）
１）
１）
１）
加登 康洋 、沢武 紀雄 、小林 健一 、広瀬昭一郎１）

０４ 十二指腸ファイバーによる膵胆道悪性腫瘍の検討
金沢大学 第２外科１）
○山崎 軍治１）、泉
良平１）、北村 秀夫１）、石黒 信彦１）
織部 芳弘１）、高島 茂樹１）、小西 孝司１）、永川 宅和
０５ 内視鏡的大腸ポリペクトミー
金沢大学 第２外科１）
○木村 捷一１）、渡辺 公男１）、沢崎 邦広１）、小西
尾島 敏夫１）、秋本 龍一１）、中川原儀三１）

孝司１）

第２５回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５０年６月１日日
場：高岡商工ビル ７階
長：高岡市民病院 外科

木越

晴夫

◆一般演題
０１ 胃ヘテロケイルス症の３例
恵寿病院 胃腸科１）
金沢大学 第２外科２）
船木 宏美１）、田中 庸雄１）、小西
神野 正一１）、石黒 信彦２）
０２ 興味ある胃癌の１例
福井県立病院 外科１）
○中川 公三１）、中泉 治雄１）、木谷

孝司１）、宮田

栄一１）、山崎

０３ 内視鏡生検で証明出来なかった硬性胃癌の１例
金沢大学 第１外科１）
○神本 正憲１）、黒田
譲１）、大平 政人１）、木原
１）
宮下
徹 、深谷 月泉１）

浩１）

０４ Mel
anosi
sCol
iの内視鏡像
金沢大学 第２外科１）
尾島 敏夫１）、沢崎 邦広１）、渡辺 公男１）、黒田 吉隆１）
小山 文誉１）、木村 捷一１）、佐々木 正１）、中川原儀三１）

信１）

０５ 潰瘍性大腸炎の内視鏡的診断
金沢大学 第２外科１）
沢崎 邦広１）、尾島 敏夫１）、渡辺 公男１）、小山 文誉１）
黒田 吉隆１）、木村 捷一１）、佐々木 正１）、中川原儀三１）

鴻洋１）

０６ 無黄疸で発見された十二指腸乳頭部癌の１例
金沢大学 第１内科１）、同 第２外科２）
○島崎 圭一１）、飯田 博行１）、牧野
博１）、中島
１）
１）
沢武 紀雄 、広瀬昭一郎 、小西 孝司２）

真１）

第２６回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５０年１１月２９日土
場：金沢大学医学部付属病院 臨床第１講義室
長：金沢大学 放射線科 高島
力

主題１

劇症肝炎例の検討－主として治療について－
（劇症肝炎は消化器病学会の定義に準ずるもので、重篤な臨床症状を呈し、予後不良のもの）

座長：杉岡 五郎
１）妊娠末期にみられた劇症肝炎の１例
国立金沢病院 内科１）、同 産科婦人科２）
○木部 佳紀１）、西村
功１）、杉岡 五郎１）、更田 康彦１）、高邑 昌輔２）
２）劇症肝炎３例について
金沢医科大学 消化器内科１）
○高瀬修二郎１）、中谷 泰康１）、松田 芳郎１）
３）劇症肝炎の治療について、一交換輸血、ステロイド療法についての検討
福井県立病院 内科１）、福井市２）、金沢大学 第２内科３）、金沢医科大学 病理４）
○牧
洋１）、嶋田千恵子１）、山崎義亀与１）、斉藤 和哉１）、白崎 修市２）、三林
馬渕
宏３）、安念 有声４）
４）教室における劇症肝炎例の検討
金沢大学 第１外科１）
○黒田
譲１）、小森 吉晴１）、吉田 千尋１）、渡辺 洋宇１）、深谷 月泉１）
５）劇症肝炎の治療－とくに交換輸血について－
金沢大学 第１内科１）
○杉本 立甫１）、亀田 正二１）、鈴木 邦彦１）、西邨 啓吾１）、小林 健一１）
６）劇症肝炎例についての１考察
金沢大学 第２内科１）
○本多 幸博１）、佐藤
隆１）、長谷田祐一１）、三林
裕１）、上野 敏男１）、水沼
１）
黒田 満彦
７）発
言
金沢大学 第１内科１）
小林 健一１）

祐３）

寿洋１）

主題２ 胆のう造影陰性症例の処置
座長：金山 隆一
１）胆のう造影陰性例の検討
富山県立中央病院 外科１）
○宮崎 仁見１）、辻
政彦１）、安積 宏明１）、向
仁一１）、成
照信１）、山岸
満１）
１）
村田
勇
２）胆のう造影陰性例の検討
金沢医科大学 消化器内科１）
○松田 芳郎１）、根井 仁一１）、金山 隆一１）
３）胆のう造影陰性症例の検討（アルカリ性フォスファターゼアイソザイムとの関連）
金沢大学 第２内科１）
○長谷田祐一１）、本多 幸博１）、山本
誠１）、井上
徹１）
４）D・I
・Cの診断的意義
金沢大学 第２外科１）
○木下
元１）、上野 一夫１）、喜多 一郎１）、薬袋 俊次１）、B．ソンディー１）、永川 宅和１）
５）胆のう造影陰性例における EPCGの診断的意義
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）
○西村
功１）、白藤
勲１）、田辺
釧１）、杉岡 五郎１）、 森田 弘之２）、中田
理２）
６）排泄性胆嚢造影陰性例における ERCPの診断的意義
金沢大学 第１内科１）
○中島
真１）、牧野
博１）、米田 正夫１）、沢武 紀雄１）、蓮村
靖１）

７）胆のう造影陰性症例についての胆のう動脈造影法の価値について
金沢大学 放射線科１）
○広沢 邦浩１）、松井
修１）、新
正浩１）、高島
力１）
８）発
言
金沢大学 第２外科１）
永川 宅和１）
主題３ EPCGで所見があった膵癌症例
座長：広野 禎介
１）当院に於ける過去３年間の膵癌症例の EPCGの検討
礪波厚生病院 外科１）
○浅山
央１）、小林
長１）、三宅
隆１）、岡田
２）EPCGで所見があった膵癌症例
厚生連高岡病院 外科１）
○橘川 弘勝１）、岩瀬 孝明１）、新谷 寿久１）、龍沢
３）EPCGで所見があった膵癌症例の検討
富山市民病院 外科１）、同 内科２）
○奥田 憲三１）、広野 禎介１）、広瀬 道郎１）、太田
小川 忠邦２）
４）EPCGにて所見のあった膵癌症例
福井県立病院 外科１）
○谷川
裕１）、武田 孝之１）、森田 信人１）、木谷
５）膵癌における ERCPの診断的意義
金沢大学 第１内科１）
○牧野
博１）、熊谷 幹男１）、中源 雅俊１）、島崎
沢武 紀雄１）
６）膵癌の内視鏡的膵胆管造影
金沢大学 第２外科１）
○泉
良平１）、喜多 一郎１）、石黒 信彦１）、織部
倉知
円１）、宮崎 逸夫１）
７）発
言
金沢大学 第１内科１）、同 第２外科２）
沢武 紀雄１）、倉知
円２）

成１）、高橋

卓朗１）

俊彦１）

斉１）、沢崎

邦広１）、米村

豊１）

栄一１）、渡辺

国重１）、山崎

信１）

圭一１）、米田

正夫１）、中島

真１）

芳弘１）、山崎

軍治１）、小西

孝司１）

主題４ 早期胃癌症例の集計
座長：山崎
信
１）当院における５年間の早期胃癌症例について
城北病院 外科１）、同 内科２）
○原
和人１）、八野田 実１）、安田 清平１）、莇
昭三２）
２）過去５年間に経験した早期胃癌症例の検討（Ⅲ型胃癌を中心として）
浅ノ川総合病院 内科１）
○吉田 文直１）、福井
啓１）、鹿江 幹雄１）、立村 森男１）、森永 健市１）
３）富山県呉西地区における早期胃癌の集計
礪波厚生病院 外科１）
○岡田
成１）
４）早期胃癌症例の集計
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○小川 忠邦１）、石田 礼二１）、黒崎 正夫１）、松井 達朗１）、広瀬 道郎２）、高柳 尹立３）
５）早期胃癌症例の集計
福井県立病院 外科１）
○津田 昇志１）、中泉 治雄１）、森田 信人１）、木谷 栄一１）、渡辺 国重１）、打波六兵衛１）
中川 公三１）、武田 孝之１）、大滝 達郎１）、谷川
裕１）、松本 行雄１）、山崎
信１）
１）
小坂 政一

６）早期胃癌症例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○広瀬昭一郎１）、黒田
惇１）、金木美智子１）、日比 輝彦１）、久保
正１）、大山
吉崎
亨１）
７）当科における早期胃癌症例
富山県立中央病院 外科１）
○向
仁一１）、辻
政彦１）、安積 宏明１）、成
照信１）、宮崎 仁見１）、山岸
１）
村田
勇
８）当科に於ける２０年間の胃癌症例の検討－特に、早期胃癌を中心として－
石川県立中央病院 外科１）
○中川 正昭１）、相野田芳教１）、若狭
清１）、浅野 周二１）、木谷 正樹１）
９）当院における早期胃癌症例の統計的考察
国立金沢病院 外科１）、同 臨床検査科病理部２）、同 内科３）、同 放射線科４）
○中田
理１）、魚岸
誠１）、神村 盛宣１）、道場昭太郎１）、今井 武司１）、正来
１）
森田 弘之 、浅井 伴衛１）、津田 宏信１）、高松
脩１）、渡辺騏七郎２）、田辺
３）
３）
３）
西村
功 、杉岡 五郎 、白藤
勲 、立野 育郎４）
１０）過去６年間にみられた早期胃癌
金沢大学 第３内科１）
○横田 哲夫１）
１１）当院で経験した早期胃癌症例について
金沢大学がん研附属病院 外科１）、金沢市２）、城北病院 内科３）
○磨伊 正義１）、北川 一雄１）、上田
博１）、村
俊成１）、大野
進１）、吉田
１）
１）
１）
２）
秋本 龍一 、木南 義男 、宮崎 逸夫 、平松 昌司 、高島
朔２）、清光
１２）教室における過去５年間早期胃癌症例
金沢大学 第１外科１）、ヤザキ外科２）
○宮下
徹１）、大橋
裕１）、神本 正憲１）、山本 恵一１）、深谷 月泉１）、矢崎
１３）当教室における早期胃癌症例の考察
金沢大学 第２外科学教室１）
○浅野
健１）、松木 伸夫１）、山口 明夫１）、石黒 信彦１）、佐々木 正１）、三輪
１４）発
言
金沢大学がん研 外科１）、金沢市医師会２）
磨伊 正義１）、新野 武吉２）

馨１）

満１）

恭定１）
釧３）

通章１）
義則３）

敏夫２）

晃一１）

第２７回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５１年６月６日日
場：福井県医師会館
長：福井県立病院 内科

大月

五

◆一般演題
０１ 早期胃癌、特にⅡ b症例における内視鏡的色素撒布法の有
用性について
金大がん研付属病院 外科１）、城北病院 内科２）
○北川 一雄１）、上田
博１）、村
俊成１）、大野
進１）
吉田 通章１）、秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、木南 義男１）
清光 義則２）
０２ 胃ボリポージスの内視鏡的ポリペクトミー
福井市岩井病院 内科１）
○岩井 法彦１）、岩井 英男１）
０３ 内視鏡で摘去した胃アニサキス症の１例
羽咋市疋島病院１）
○疋島
巌１）
０４ 内視鏡下に摘除しえた胃アニサキス幼虫症の３例
金沢大学 第１外科１）、勝山病院２）、穴水中央病院３）
金沢大学医 動物４）
○羽柴
厚１）、細川
治１）、野田 暉夫２）、富川 正樹３）
吉村 裕之４）

０５ 当院外科開設以来１年間における胃内視鏡検査
金沢大学がん研付属病院 外科１）
○磨伊 正義１）、礒部 芳彰１）、山崎 英雄１）、浅野
渡辺 公男１）、奥田 憲三１）、秋本 龍一１）、木南

栄一１）
義男１）

０６ 内視鏡的乳頭切開術により結石排出を見た総胆管結石症例
金沢大学 第２外科１）
○倉知
圓１）、喜多 一郎１）、泉
良平１）、黒田 吉隆１）
山崎 軍治１）
０７ ERCPにて診断された膵仮性嚢胞例の検討
金沢大学 第１内科１）
○中島
真１）、中源 雅俊１）、牧野
博１）、島崎
１）
１）
米田 正夫 、澤武 紀雄

圭一１）

第２８回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５１年１１月２８日日
場：金沢大学医学部 臨床第１講義室
長：金沢大学 第１内科 服部
信

◆特別講演
「肝炎の治療－とくにステロイド療法について」
愛媛大学 第３内科
太田 康幸
◆一般演題
０１ 食道空腸吻合部狭窄に対する内視鏡的切開拡張術
金沢大学 第２外科１）
○松本 俊彦１）、向
仁一１）、倉知
圓１）、三輪 晃一１）
中川原儀三１）

０３ ERCPが施行された胆嚢癌例の検討
金沢大学 第１内科１）
○高橋 洋一１）、中源 雅俊１）、牧野
博１）、米田
中島
真１）、沢武 紀雄１）

０２ 内視鏡的胃ポリペクトミー症例の検討
金沢大学がん研付属病院 外科１）
○秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、田中 庸雄１）、沢崎
木南 義男１）

０４ 金沢大学第２外科に於ける Endoscopi
cSur
ger
yの現況
金沢大学 第２外科１）
○倉知
圓１）、石黒 信彦１）、木村 捷一１）、佐々木 正１）
中川原儀三１）

邦広１）

正夫１）

第２９回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５２年６月５日日
場：富山県総合衛生学院 講堂
長：富山県立中央病院 内科 吉崎

亨

◆一般演題
０１ 明らかな誘因なく発症した Mal
l
or
yWei
ss症候群の１例
富山市民病院 内科１）
○金
清１）、小川 忠邦１）、黒崎 正夫１）、石田 礼二１）
松井 達朗１）、渡部 秀人１）、大野 太郎１）、米島 正広１）
太田 博真１）
０２ 内視鏡的ポリペクトミーを行った食道平滑筋腫の１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○中泉 治雄１）、山崎
信１）、津田 昇志１）、小西二三男２）
０３ 胃に対する色素撒布法の有用性
富山市民病院 外科１）、同 内科２）
○上田
博１）、米村
豊１）、小山
１）
広野 禎介 、小川 忠邦２）

文誉１）、広瀬

道郎１）

０４ 急性膵炎発作後にみられた逆行性膵管像の変化
富山県立中央病院 消化器病センター１）
○広瀬昭一郎１）、黒田
惇１）、安積 宏明１）、辻
０５ 閉塞型の主膵管像を示す症例の検討
金沢大学 第１内科１）
○沢武 紀雄１）、高橋 洋一１）、中源 雅俊１）、牧野
島崎 圭一１）、米田 正夫１）
０６ 経内視鏡的に摘出しえた大腸リンパ管腫の１例
金大がん研病院 外科１）、金沢市２）
○沢崎 邦広１）、秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、木南
野村 健治２）

政彦１）

博１）

義男１）

第３０回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５２年１１月２７日日
場：金沢医科大学附属病院 ４階臨床講義室
長：金沢医科大学 消化器外科 小坂
進

◆一般演題
０１ 内視鏡的ポリペクトミーの検討
金沢大学 第２内科１）
○上田
博１）、沢崎 邦広１）、高島

茂樹１）、倉知

圓１）

０２ 大腸ポリープの経内視鏡的ポリペクトミーとくにポリープ
の異型度判定について
金沢大学がん研病院 外科１）、金沢大学 第２外科２）
○磨伊 正義１）、秋本 龍一１）、大野
進１）、水上 哲秀１）
中川原儀三１）、沢崎 邦広２）

捷一１）、宮崎

孝司１）

０６ 肝内胆石症例の検討－ ERCPによる検討を中心に－
金沢大学 第１内科１）
○中源 雅俊１）、高橋 洋一１）、牧野
博１）、米田 正夫１）
沢武 紀雄１）
０７ 膵癌と誤られた主膵管形成異常の１例
金沢医科大学 消化器内科１）、同 消化器外科２）
○根井 仁一１）、佐伯 満男１）、中谷 泰康１）、高瀬修二郎１）、
金山 隆一１）、高田
昭１）、木藤 光彦２）

０３ 色素内視鏡による胃の腸上皮化生について
石川県河北郡竹内病院１）
○竹内
功１）
０４ 最近経験した胃の迷入膵３例
富山労災病院 外科１）
○高田 道明１）、島
弘三１）、木村
１）
竹山
茂

０５ 内視鏡的十二指腸乳頭切開術の検討
金沢大学 第２外科１）
○倉知
圓１）、東野 義信１）、泉
良平１）、小西

仁賢１）

第３１回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５３年４月２３日日
場：福井県医師会館 A会場：５階 大ホール
B会場：３階 中会議室
長：福井県済生会病院 外科 藤沢 正清

◆特別講演
「肝、胆道、膵疾患の診断に関する最近の進歩」
千葉大学 第１内科
奥田 邦雄
◆一般演題
０１ 食道空腸吻合部狭窄に対する内視鏡的切開拡張術
金沢大学 第２外科１）
○野手 雅幸１）、広瀬 和郎１）、小西 孝司１）、倉知
０２ 胃内視鏡検査における色素法の応用
金沢大学がん研 外科１）
○磨伊 正義１）、北川 一雄１）、大野
進１）、水上
１）
１）
村
俊成 、秋本 龍一 、中川原儀三１）

円１）

鉄英１）

０３ 胃の腸上皮化生について－第２報－
石川県竹内病院１）
○竹内
功１）
０４ Ⅱ a様病変がⅠ型早期胃癌にかなり急速に発育したと考え
られる１例
国立金沢病院 外科１）、同 病理２）
○中田
理１）、高松
修１）、津田 宏信１）、浅井 伴衛１）
森田 弘之１）、正来 恭定１）、道場昭太郎１）、木下 睦之１）
渡辺騏七郎２）

０５ 乳頭状総胆管癌の一例
井波厚生病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第３内科３）、同 第２病理４）
○水島 典明１）、能海
勲１）、竹下八州男２）、横田
谷野 幹夫４）
０６ 胆道・十二指腸瘻例の検討
金沢大学 第１内科１）
○米島 正広１）、高橋 洋一１）、中源
沢武 紀雄１）

雅俊１）、牧野

哲夫３）

博１）

第３２回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５３年１１月２６日日
場：金沢大学医学部 臨床第一講義室
長：金沢大学 第２内科 竹田 亮祐

◆一般演題
０１ 上部消化管出血に対する緊急内視鏡の経験
恵寿病院 胃腸科１）、金沢大学 第２外科２）
○磯部 次正１）、山崎 軍治１）、船木 宏美１）、滝川
神野 正一１）、藤田 秀春２）、倉知
圓２）
０２ 胃の腸上皮化生について－第３報
ラ像との対比－
石川県竹内病院１）
○竹内
功１）

豊１）

０５ 十二指腸 Br
unner腺腫の１例
金沢大学がん研 外科１）、同 第１病理２）、大手町病院３）
○大野
進１）、秋本 龍一１）、北川 一雄１）、村
俊成１）
水上 哲秀１）、磨伊 正義１）、中川原儀三１）、中西 功夫２）
土用下和宏３）

実体顕微鏡像と胃カメ

０３ 経内視鏡的ポリペクトミーにより発見された異型上皮並び
に癌症例の検討
金沢大学がん研 外科１）、同 第１病理２）
○秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、北川 一雄１）、水上 哲秀１）
大野
進１）、村
俊成１）、中川原儀三１）、中西 功夫２）
０４ 内視鏡的十二指腸乳頭切開術の検討
金沢大学 第２外科１）
○倉知
圓１）、加藤
修１）、滝田 佳夫１）、泉
小西 孝司１）、永川 宅和１）

良平１）

０６ 内視鏡的膵管像の obser
vervar
i
at
i
onについて
金沢大学 第１内科１）、同 第２外科２）
国立金沢病院 内科３）、富山県立中央病院 内科４）
○田中 延善１）、登谷 大修１）、米島 正広１）、高橋 洋一１）
中源 雅俊１）、牧野
博１）、沢武 紀雄１）、小西 孝司２）
西村
功３）、杉岡 五郎３）、広瀬昭一郎４）
０７ 内視鏡的に切除した早期大腸癌の検討
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○中泉 治雄１）、山崎
信１）、中川 公三１）、小西二三男２）

第３３回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５４年６月２４日日
場：高岡市農協会館 大ホール
長：厚生連高岡病院 外科 竜沢

◆依頼講演
「肝疾患－米国とわが国の比較」
金沢大学 第１内科
小林

俊彦

健一

◆一般演題
０１ Bar
r
et
t症候群の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○森川 俊洋１）、中谷 泰康１）、根井

仁一１）

０２ 内視鏡的ポリペクトミーにより発見された消化管粘膜下腫
瘍について
金沢大学がん研 外科１）、同 内科２）、同 第１病理３）
○竹山
茂１）、中川原儀三１）、今堀
務１）、北川 一雄１）
１）
１）
村
俊成 、秋本 龍一 、磨伊 正義１）、本多 幸博２）
西野 逸男２）、中西 功夫３）
０３ アニサキス症例の内視鏡像
新野外科胃腸科医院１）
○新野 武吉１）
０４ 興味ある胃内視鏡の症例について－４年間経過観察し得た
早期胃癌の軽快例－－急性腹部症状を呈した胃アニサキスの
２例－
北川内科クリニック１）、篁外科胃腸科２）
○北川 鉄人１）、篁
靖男２）
０５ 色素内視鏡で診断し得た随伴Ⅱ b、類似Ⅱ b、Ⅱ bの３症
例について
河北郡竹内病院１）
○竹内
功１）
０６ ATPとして１年７ヵ月 f
ol
l
owされた多発早期胃癌の１例
福井県立病院 外科１）、福井市２）、金沢医科大学 病理３）
○内田 直孝１）、中泉 治雄１）、森田 信人１）、山崎
信１）
２）
２）
３）
大滝 秀穂 、大滝 達郎 、小西二三男
０７ 胃全摘に対する回盲部上行結腸移植後の内視鏡像
富山医科薬科大学 第２外科１）、新潟大学 第１外科２）
富山赤十字病院 外科３）
○鏡藤 寿一１）、真保
俊１）、藤田 敏夫１）、麓
耕平１）
山田
明１）、田沢 賢次１）、伊藤
博１）、藤巻 雅夫１）
沢田 洋一２）、広瀬 龍夫３）

０８ 胃切除（Bi
l
l
r
ot
h-Ⅱ法）後に発見された十二指腸乳頭部癌
の１手術例
恵寿病院 胃腸科１）、金沢大学 第２外科２）
○山崎 軍治１）、船木 宏美１）、北村 秀夫１）、滝川
豊１）
１）
２）
２）
神野 正一 、三輪 晃一 、米村
豊 、磯部 次正２）
０９ 十二指腸球部へ瘻孔形成した慢性膵炎の乳頭部癌合併例
金沢大学 第２内科１）、鳴和総合病院 内科２）
金沢大学 第２外科３）
○北野 博嗣１）、川上
究１）、京井 優典１）、上野 敏男１）
竹田 亮祐１）、小泉 順二２）、多々見良三２）、上野 桂一３）
小西 孝司３）
１０ 拡大腹腔鏡の使用経験
金沢大学 第１内科１）
○中川 彦人１）、岩田
章１）、平井
１）
熊谷 幹男 、田中 延善１）、田中
加登 康洋１）、小林 健一１）

信行１）、池田
敬三１）、西邨

１１ 胆道ファイバー・スコープの意義とその使用成績
金沢大学 第２外科
○上野 一夫１）、楊
伯仁１）、小西 一朗１）、魚岸
小西 孝司１）、倉知
圓１）、永川 宅和１）

正１）
啓吾１）

誠１）

１２ PSt
estと ERCP所見との解離した慢性膵炎例の検討
金沢大学 第１内科
○米島 正広１）、登谷 大修１）、尾崎 監治１）、若林 時夫１）
千代 英夫１）、高橋 洋一１）、中源 雅俊１）、牧野
博１）
１）
沢武 紀雄
１３ 人間ドックにおける直腸内視鏡成績
北陸中央病院１）、富山医科薬科大学 病理２）
○太田 陽一１）、岩瀬 孝明１）、泊
康男１）、瀬尾 迪夫１）
１）
２）
熊沢 年泰 、北川 正信
１４ 北陸地方における Endoscopi
cSur
ger
yの現況について
金沢大学 第２外科１）
○倉知
圓１）

第３４回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５４年１２月１６日日
場：国立金沢病院 第１会場：３階 講堂
第２会場：３階 図書室
長：国立金沢病院 内科 杉岡 五郎

◆一般演題
０１ 薬物によると思われる食道潰瘍の２例
健生病院 内科１）、光陽診療所２）
○大川 義弘１）、白崎 良明１）、清光 義則２）
０２ 胃静脈瘤の３例
富山県立中央病院 消化器内科１）、同 放射線科２）
○島田 一彦１）、黒田
惇１）、広瀬昭一郎１）、北川

０７ EPにて切除した胃ポリープ内粘膜内癌の１例と教室 EP症
例の検討
金沢大学 第２外科１）、浅ノ川病院 外科２）、金沢赤十字病院３）
○倉知
圓１）、小西 孝司１）、萩野
茂１）、上田
博２）
３）
３）
小松 義和 、浅野
健
清秀２）

０３ 迷入膵が原因と考えられた難治性胃潰瘍の１例
浅ノ川総合病院 外科１）、同 内科２）、金沢医科大学 病理３）
○上田
博１）、中川 良雄１）、森永 健市２）、武川 昭男３）
０４ 胃の腸上皮化生について－第４報－－良性胃潰瘍との関係－
石川県竹内病院１）
○竹内
功１）
０５ 内視鏡的胃ポリペクトミーの問題点－腺腫（adenoma）の
取り扱い－
金沢大学がん研 外科１）、同 第１病理２）
○北川 一雄１）、磨伊 正義１）、竹山
茂１）、今堀
努１）
１）
１）
１）
小山 文誉 、村
俊成 、秋本 龍一 、中川原儀三１）
中西 功夫２）
０６ 蛋白漏出を示したポリポイド型早期胃癌の１例
金沢大学 第２内科１）、同 第１外科２）、穴水中央病院 外科３）
○森瀬 敏夫１）、島崎 英樹１）、柳瀬 晴也１）、北野 博嗣１）
前川 信政１）、上野 敏男１）、竹田 亮祐１）、三井
仁２）
２）
２）
３）
佐藤 博文 、新谷 寿久 、山田 哲司

０８ 十二指腸のリンパ小節に関する研究－第１報：臨床像につ
いて－
富山医科薬科大学 第３内科１）
東京女子医科大学 消化器病センター２）
○藤倉信一郎１）、樋口 清博１）、斉藤 清二１）、田中三千雄１）
佐々木 博１）、黒川きみえ２）、鈴木
茂２）、遠藤 光夫２）
０９ ERCPにより経過を追跡しえた真性膵嚢腫の１例
福井県立病院 外科１）、同 内科２）、金沢医科大学 病理３）
○細川
治１）、内田 直孝１）、谷川
裕１）、森田 信人１）
１）
１）
渡辺 国重 、津田 昇志 、山崎
信１）、明石 宣博２）
藤田 博明２）、小西二三男３）
１０ ERCPによる慢性膵炎診断における読影基準の再検討
金沢大学 第１内科１）
○高橋 洋一１）、登谷 大修１）、米島 正広１）、尾崎 監治１）
若林 時夫１）、千代 英夫１）、沢武 紀雄１）
１１ 大腸ポリープと内視鏡的ポリペクトミーについて
金沢大学 第２外科１）
○礒部 芳彰１）、山口 明夫１）、喜多 一郎１）、小森 和俊１）
山崎 英雄１）、沢崎 邦広１）、小山 文誉１）、高島 茂樹１）
宮崎 逸夫１）

第３５回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５５年６月１５日日
場：福井県医師会館
長：福井県立病院 外科

長田

文男

◆一般演題
０１ 食道炎の内視鏡像
富山医科薬科大学 第２外科１）
○麓
耕平１）、斉藤 寿一１）、坂本

隆１）、藤巻

雅夫１）

０２ 良性病変とまぎらわしいⅡ c型早期癌症例の内視鏡的検討
金沢大学がん研 外科１）、同 内科２）
○竹山
茂１）、今堀
務１）、北川 一雄１）、村
俊成１）
秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、本多 幸博２）、西野 逸男２）
０３ 胃の腸上皮化生について“第７報”－十二指腸潰瘍との関
係－
石川県竹内病院１）
○竹内
功１）
０４ 拡大ファイバースコープによる粘膜計測
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第１内科２）
同 和漢診療部３）、同 第１外科４）、同 第２外科５）
○田中三千雄１）、樋口 清博１）、斉藤 清二１）、藤倉信一郎１）
佐々木 博１）、加藤 弘己２）、上佐 寛順３）、龍村 俊樹４）
麓
耕平５）、斉藤 寿一５）
０５ 十二指腸カルチノイドの２例
石川県立中央病院 消化器外科１）、同 消化器内科２）
○山田 哲司１）、岩瀬 孝明１）、中川 正昭１）、瀬川 安雄１）
長谷田裕一２）
０６ Ropeway式小腸内視鏡の使用経験
富山医科薬科大学 第３内科１）
○藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、斉藤 清二１）、小島
樋口 清博１）、佐々木 博１）

０８ 胆道内視鏡の意義について
金沢大学 第２外科１）
○倉知
圓１）、高田 道明１）、上野
小西 孝司１）、永川 宅和１）、宮崎

一夫１）、小西
逸夫１）

一朗１）

０９ 膵管融合不全の２症例－内視鏡的経副乳頭膵管造影による
診断－
富山医科薬科大学 第３内科１）
○斉藤 清二１）、樋口 清博１）、藤倉信一郎１）、市田 隆文１）
田中三千雄１）、佐々木 博１）
１０ 膵管像において cyst
i
cdi
l
at
at
i
onを呈した慢性膵管例の検
討
金沢大学 第１内科１）
○竹森 康弘１）、登谷 大修１）、尾崎 監治１）、米島 正広１）
若林 時夫１）、高橋 洋一１）、沢武 紀雄１）
１１ 大型早期盲腸癌の１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
穴水町４）
○重田 浩一１）、狩野 哲次１）、鈴木 邦彦１）、西村
功１）
１）
１）
２）
田辺
釧 、杉岡 五郎 、中田
理 、渡辺騏七郎３）
４）
白藤
勲
１２ 内視鏡的に切除した上行結腸脂肪腫の１例
福井県立成人病センター１）
○中泉 治雄１）、中川 公三１）、渡辺 国重１）、津田
山崎
信１）

昇志１）

隆１）

０７ 胆嚢癌を合併した先天性総胆管拡張症の１例
金沢大学 第２内科１）、同 第２外科２）
○北野 博嗣１）、川上
究１）、前川 信政１）、水毛生直則１）
１）
上野 敏男 、竹田 亮祐１）、山崎 軍治２）、小西 孝司２）

１３ 大腸癌、腺腫の内視鏡的診断－ pr
oct
osi
gmoi
dscopyの
重要性－
金沢大学がん研 外科１）
○村
俊成１）、今堀
務１）、竹山
茂１）、北川 一雄１）
１）
１）
秋本 龍一 、磨伊 正義

第３６回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５５年１１月３０日日
場：金沢大学医学部 第１会場：基礎第１講義室
第２会場：基礎第２講義室
長：金沢大学 第１外科 岩
喬

◆一般演題
０１ 食道カンジダ症の内視鏡診断における色素法の有用性につ
いて
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）
○窪田 芳樹１）、田中三千雄１）、島田 一彦１）、樋口 清博１）
藤倉信一郎１）、斉藤 清二１）、佐々木 博１）、麓
耕平２）
斉藤 寿一２）
０２ 小児における内視鏡検査の経験
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、野崎外茂次１）、梶本

１０ 十二指腸隆起性病変の内視鏡的鑑別時における絨毛観察の
意義
富山医科薬科大学 第３内科１）
○田中三千雄１）、島田 一彦１）、藤倉信一郎１）、樋口 清博１）
斉藤 清二１）、佐々木 博１）

照穂１）

０３ 胃の腸上皮化生について 第６報－胃被覆粘液の免疫グロ
ブリン特に Secr
et
or
yI
gA,Secr
et
or
ycomponentとの関
係－
石川県河北郡竹内病院１）
○竹内
功１）
０４ 早期胃癌の拡大観察
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
○麓
耕平１）、斉藤 寿一１）、坂本
隆１）、肥田
１）
１）
真保
俊 、唐木 芳昭 、田沢 賢次１）、藤巻
田中三千雄２）

高嶺１）
雅夫１）

０５ 小胃癌（径１０㎜以下）の X線および内視鏡所見について
富山県立中央病院 消化器内科１）、同 外科２）
○北野
均１）、広瀬昭一郎１）、中川 彦人１）、黒田
惇１）
杉井
衛２）、安積 宏明２）、辻
政彦２）
０６ 微小胃癌５症例の検討
砺波厚生病院 外科１）
○荒川 竜夫１）、岡田
成１）、松本
１）
新谷 寿久 、小林
長１）

憲昌１）、市橋

０７ 胃癌における内視鏡所見と病理組織型の比較
金沢大学 第１外科１）
○金子 芳夫１）、川浦 幸光１）、林 外史英１）、清原
前沢 欣充１）、浦山
博１）、岩
喬１）

０９ 十二指腸のメチレンブルー吸収不良部位における電子顕微
鏡的検索
富山医科薬科大学 第３内科１）
○藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、島田 一彦１）、樋口 清博１）
斉藤 清二１）、市田 隆文１）、小島
隆１）、佐々木 博１）

匠１）

１１ 十二指腸悪性腫瘍の内視鏡像に関する考察
富山医科薬科大学 第３内科１）、桐田クリニック２）
○島田 一彦１）、田中三千雄１）、藤倉信一郎１）、樋口
斉藤 清二１）、井上 恭一１）、佐々木 博１）、桐田

清博１）
俊雄２）

１２ EPT施行症例の検討
金沢大学 第２外科１）
○高田 道明１）、滝
邦知１）、小西
１）
山崎 軍治 、小西 孝司１）、倉知

一夫１）
宅和１）

一朗１）、上野
圓１）、永川

１３ ERCPにて経過を観察しえた慢性膵炎例の検討
金沢大学 第１内科１）
○竹森 康弘１）、登谷 大修１）、米島 正広１）、尾崎
若林 時夫１）、高橋 洋一１）、沢武 紀雄１）
１４ 内視鏡により診断しえた大腸結核の１例
国立金沢病院 内科１）、同 研究検査科２）
○大野 太郎１）、鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）、杉岡
渡辺騏七郎２）

監治１）

五郎１）

１５ 大腸 sm 癌の内視鏡的検討
福井県立成人病センター 内視鏡室１）
○中泉 治雄１）、渡辺 国重１）、中川 公三１）、山崎

信１）

１６ 希有な大腸ファイバスコープ合併症の１例
金沢大学 第２外科１）、中川胃腸外科２）
○喜多 一郎１）、高島 茂樹１）、上野 桂一１）、片山
山口 明夫１）、竹下八洲男１）、宮崎 逸夫１）、中川

外一１）
正２）

１）

薫

０８ 胃 Gl
omus腫瘍の１例
金沢大学がん研 外科１）、同 第１病理２）、金沢市３）
○竹山
茂１）、今堀
努１）、加藤
修１）、北川 一雄１）
荻野 知己１）、秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、中西 功夫２）
津川 洋三３）

第３７回

北陸地方会

日
会

時：昭和５６年５月１０日日
場：富山医科薬科大学医学部

会

長：富山医科薬科大学

第１会場：臨床講義室Ⅰ
第２会場：臨床講義室Ⅱ
第１外科 山本 恵一

◆一般演題
０１ 食道の小白斑について
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
○麓
耕平１）、山田
明１）、吉田真佐人１）、坂本
１）
真保
俊 、唐木 芳昭１）、斉藤 寿一１）、藤巻
田中三千雄２）

隆１）
雅夫１）

０２ 極めてまれな i
nt
r
amur
alesophagealdi
ssect
i
onと思わ
れる症例
新湊市民病院外科１）、金沢大学がん研 外科２）、同 第２外科３）
同 第２内科４）
○村
俊成１）、東野 義信１）、荻野 知己２）、磨伊 正義２）
藤田 秀春３）、上野 敏男４）
０３ 小児外科における食道狭窄と内視鏡
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、野崎外茂次１）、宮本 正俊１）、梶本
０４ 高齢者萎縮性胃炎の特徴
金沢大学 第１外科１）
○大村 健二１）、川浦 幸光１）、大平
岩
喬１）

政樹１）、宮下

０５ 胃の I
nf
l
ammat
or
yf
i
br
oi
dpol
ypの１例
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
○上田
博１）、高松
脩１）、津田 宏信１）、浅井
中田
理１）、道場昭太郎１）、木下 睦之１）、小山
今堀
努１）、鈴木 邦彦２）、渡辺騏七郎３）

照穂１）

道明１）、小西

孝司１）

０９ 繰り返した生検において f
al
senegat
i
veであった胃癌の２
例
富山県立中央病院 消化器内科１）、同 外科２）
神岡町病院 外科３）、富山医科薬科大学 第１病理４）
○広瀬昭一郎１）、中川 彦人１）、黒田
惇１）、杉井
衛２）
安積 宏明２）、辻
政彦２）、小田切春洋３）、三輪 淳夫４）
北川 正信４）
１０ 膵管奇型の鑑別診断－先天性膵体尾部欠損症の１例を中心
にして－
富山医科薬科大学 第３内科１）、厚生連糸魚川病院 内科２）
○斉藤 清二１）、樋口 清博１）、青山 圭一１）、島田 一彦１）
紺田 健彦１）、藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）
小林 次雄２）

徹１）

伴衛１）
信１）

０６ 胃腺腫（WHO）の内視鏡的ポリペクトミーとその臨床的意
義について
金沢大学がん研 外科１）、同 内科２）、金沢大学 第１病理３）
○加藤
修１）、北川 一雄１）、冨田冨士夫１）、荻野 知己１）
秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、西野 逸男２）、山田 志郎２）
坂戸 俊一２）、中西 功夫３）
０７ 胃 l
ymphoi
dhyper
pl
asi
aの一経過
金沢大学 第１外科１）
○金子 芳夫１）、牧野 哲也１）、前沢 欣充１）、坂東
岩
喬１）

０８ EPT施行症例の検討
金沢大学 第２外科１）
○倉知
圓１）、東野 義信１）、高田
永川 宅和１）

徹１）

１１ 膵管、胆管形成異常例の検討
金沢大学 第１内科１）
○若林 時夫１）、竹森 康弘１）、登谷
米島 正廣１）、高橋 洋一１）、沢武

大修１）、尾崎
紀雄１）、小林

監治１）
健一１）

１２ 回盲部単純性潰瘍の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○笠島
真１）、根井 仁一１）、金山

隆一１）、高田

昭１）

１３ 出血性大腸炎例
福井県立病院 外科１）
○中川 公三１）、中泉 治雄１）、山崎

信１）

１４ 偽膜性大腸炎の１例
金沢大学 第２外科１）、同 泌尿器科２）
○片山 外一１）、高島 茂樹１）、山口 明夫１）、喜多
宮崎 逸夫１）、内藤 克輔２）、中嶋 孝夫２）

一郎１）

第３８回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５６年１２月６日日
場：金沢大学医学部 第１会場：基礎第１講義室
第２会場：基礎第２講義室
長：北陸病院 内科 西野 知一

◆一般演題
０１ 急性食道炎の２例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○七沢
洋１）、窪田 芳樹１）、島田
斎藤 清二１）、佐々木 博１）

一彦１）、藤倉信一郎１）

０２ 食道疾患における色素内視鏡検査法の経験
金沢大学がん研 外科１）
○荻野 知己１）、沢口
潔１）、高橋
豊１）、秋本
１）
磨伊 正義
０３ 食道内視鏡による治療経験
富山医科薬科大学 第２外科１）
○斎藤 寿一１）、麓
耕平１）、坂本
桐山 誠一１）、真保
俊１）、田近
田沢 賢次１）、伊藤
博１）、藤巻
０４ 舌と内視鏡所見の関係について
富山医科薬科大学 和漢診療室１）
氷見市民病院２）
○土佐 寛順１）、寺沢 捷年１）、今田屋
松本みゆ紀１）、飛川 紀子１）、大谷

隆１）、山田
貞克１）、唐木
雅夫１）

章１）、伊藤
健２）

０５ 内視鏡的に治癒した胃アニサキス症の６例
黒部市民病院 外科１）、同 内科２）
○高嶋
達１）、木下
元１）、渡辺 公男１）、坂田
西田 良夫１）、中上
彬１）、牧野
博２）
０６ 胃切除後の胃粘膜の萎縮経過
金沢大学 第１外科１）
○坂東
徹１）、川浦 幸光１）、宮下
０７ 難治性潰瘍の内視鏡的所見
金沢大学 第１外科１）
○疋島
寛１）、川浦 幸光１）、魚津

徹１）、岩

幸蔵１）、岩

龍一１）

明１）
芳昭１）

１２ 特異な内視鏡像を呈した duodenalt
umorの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）
○若林 泰文１）、田中三千雄１）、窪田 芳樹１）、島田 一彦１）
藤倉信一郎１）、斎藤 清二１）、佐々木 博１）、鈴木 康将２）
宗像 周二２）、田近 貞克２）、伊藤
博２）、藤巻 雅夫２）
１３ 非陽性膵石あるいは pr
ot
ei
npl
ugのみられる慢性膵炎例の
検討
金沢大学 第１内科１）
○北野
均１）、米島
学１）、竹森 康弘１）、登谷 大修１）
米島 正廣１）、尾崎 監治１）、若林 時夫１）、高橋 洋一１）
沢武 紀雄１）、小林 健一１）
１４ ERCPにて主膵管完全断絶を呈し良悪の反定が困難であっ
た一切除例
公立宇出津総合病院 外科１）、同 内科２）
、金沢大学 第２病理３）
○松木 伸夫１）、山岸
満１）、岡井
高２）、高橋 洋一２）
若月寿之助２）、車谷
宏３）

隆１）

義則１）

喬１）

喬１）

０８ 微小胃癌（φ＜５㎜）小胃癌（５㎜＜φ＜１
０㎜）発見のた
めの色素内視鏡的検討－第１報－未分化癌におけるコントラ
スト法の効果および内視鏡観察方法について
竹内病院１）、金沢大学がん研 外科２）
○竹内
功１）、磨伊 正義２）

１５ ERCPにおける St
r
et
chi
ngMet
hodの有用性（第２報：胃
形態とスコープ走行の関連性について）
富山医科薬科大学 第３内科１）
○斎藤 清二１）、樋口 清博１）、窪田 芳樹１）、島田 一彦１）
藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）
１６ Bar
i
um gr
anul
omaの１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○根井 仁一１）、時国 信弘１）、佐藤
松田 芳郎１）、金山 隆一１）

博之１）、高瀬修二郎１）

１７ 自験例を中心とした大腸 Vi
l
l
ousadenomaの内視鏡所見
に関する検討
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）
○島田 一彦１）、田中三千雄１）、窪田 芳樹１）、藤倉信一郎１）
斎藤 清二１）、佐々木 博１）、永瀬 敏明２）、麓
耕平２）
２）
２）
２）
唐木 芳昭 、斎藤 寿一 、田沢 賢次
１８ 内視鏡的ポリペクトミーにより発見された大腸早期癌につ
いて
金沢大学がん研 外科１）、金沢大学 第１病理２）
○沢口
潔１）、高橋
豊１）、冨田冨士夫１）、北川 一雄１）
荻野 知己１）、磨伊 正義１）、中西 功夫２）

０９ Ⅱ cよりⅡ bに移行した微小胃癌の１例
浅ノ川総合病院 内科１）、同 外科２）
金沢医科大学 病理３）
○浜田 誠人１）、森永 健市１）、礒部 芳彰２）、武川

昭男３）

１０ 食道浸潤胃癌の内視鏡的検討
富山医科薬科大学 第２外科１）
○小田切治世１）、藤木 龍輔１）、櫛渕 統一１）、山田
坂本
隆１）、藤田 敏雄１）、麓
耕平１）、阿部
斎藤 寿一１）、田沢 賢次１）、伊藤
博１）、藤巻

１９ 当院における経内視鏡的消化管ポリペクトミーの現況
城北病院 内科１）、同 外科２）、国立金沢病院 病理３）
○小谷 利克１）、清光 義則１）、安田 清平２）、渡辺騏七郎３）

明１）
要一１）
雅夫１）

２０ 内視鏡的に切除した胃及び直腸早期重複癌の１例
福井県立成人病センター１）
○中泉 治雄１）、中川 公三１）、渡辺 国重１）、津田 昇志１）
山崎
信１）

１１ 十二指腸球後部潰瘍の内視鏡像
金沢大学 第２外科１）
○太田 哲生１）、小坂 健夫１）、清水
八木 雅夫１）、能登 啓文１）、小西

貞良１）
圓１）

康一１）、上村
孝司１）、倉知

２１ 小児における腹腔鏡検査の経験
金沢医科大学 小児外科１）
○和田 知久１）、北谷 秀樹１）、土屋

博之１）、梶本

照穂１）

２２ 腹腔鏡直視下生検時における偶発例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○柴田
貢１）、市田 隆文１）、紺田 健彦１）、青山
樋口 清博１）、小島
隆１）、中野
護１）、井上
佐々木 博１）
２３ 術中内視鏡について
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
○坂本
隆１）、笠木 徳三１）、鈴木修一郎１）、永瀬
麓
耕平１）、斎藤 寿一１）、田沢 賢次１）、伊藤
藤巻 雅夫１）、田中三千雄２）、藤倉信一郎２）

圭一１）
恭一１）

敏明１）
博１）

２４ 内視鏡前処置剤の検討
福井医科大学 第２内科１）、京都府立医科大学 第３内科２）
○郡
大裕１）、児玉
正２）、布施 好信２）、内藤 英二２）
福田新一郎２）
２５ 内視鏡カメラ用試作足踏みシャッターについて
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第１内科２）
同 第３内科３）、同 和漢診療室４）
○麓
耕平１）、山田
明１）、坂本
隆１）、斎藤
１）
２）
藤巻 雅夫 、加藤 弘巳 、窪田 芳樹３）、島田
藤倉信一郎３）、斎藤 清二３）、田中三千雄３）、土佐

寿一１）
一彦３）
寛順４）

２６ 視野角変換式上部消化管スコープ（PFSX６、町田）の使
用経験
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第１内科２）
同 和漢診療室３）、同 第１外科４）、同 第２外科５）
○窪田 芳樹１）、田中三千雄１）、島田 一彦１）、藤倉信一郎１）
斎藤 清二１）、佐々木 博１）、加藤 弘巳２）、土佐 寛順３）
龍村 俊樹４）、山田
明５）、坂本
隆５）、麓
耕平５）
斎藤 寿一５）
２７ 内視鏡視野内に測定値表示の可能なファイバースコープ
（PFSX１、町田）の使用経験
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第１内科２）
同 和漢診療室３）、同 第１外科４）、同 第２外科５）
○田中三千雄１）、窪田 芳樹１）、島田 一彦１）、藤倉信一郎１）
斎藤 清二１）、佐々木 博１）、加藤 弘巳２）、土佐 寛順３）
龍村 俊樹４）、山田
明５）、坂本
隆５）、麓
耕平５）
斎藤 寿一５）

第３９回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５７年６月６日日
場：福井県医師会館 第１会場：大ホール
第２会場：別館ホール
長：市立敦賀病院 外科 相原 一郎

◆一般演題
０１ 食道炎の色素拡大内視鏡像
富山医科薬科大学 第２外科１）
○麓
耕平１）、山田
明１）、坂本
１）
小田切治世 、吉田真佐人１）、真保
田近 貞克１）、唐木 芳昭１）、斎藤
伊藤
博１）、藤巻 雅夫１）
０２ 食道異所性円柱上皮症の１例
浅ノ川総合病院 消化器センター１）
○浜田 誠人１）、桝田昌之助１）、中村
鹿江 幹雄１）、立村 森男１）、森永
桐山
努１）、倉知
圓１）
０３ 潰瘍性食道炎の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○安原
稔１）、松能 久雄１）、松田

隆１）、島崎
俊１）、藤田
寿一１）、田沢

秀喜１）、北中
健市１）、今堀

芳郎１）、金山

０４ 経過をみた食道潰瘍症例の内視鏡的検討
金沢大学がん研 外科１）
○荻野 知己１）、沢口
潔１）、高橋
豊１）、北川
１）
磨伊 正義

邦彦１）
敏雄１）
賢次１）

勇１）
正人１）

１１ Doubl
ePyl
or
usの１例
公立能登総合病院 胃腸科兼内科１）、同
○三林
裕１）、藤岡 正彦２）

内科２）

１２ 胃カルチノイドの内視鏡像
富山医科薬科大学 第２外科１）
○坂本
隆１）、山田
明１）、小田切治世１）、永瀬
１）
麓
耕平 、真保
俊１）、阿部 要一１）、唐木
１）
斎藤 寿一 、田沢 賢次１）、伊藤
博１）、藤巻

敏明１）
芳昭１）
雅夫１）

１３ 胃平滑筋肉腫３例の経験
富山医科薬科大学 第２外科１）
○山田
明１）、小田切治世１）、島崎
坂本
隆１）、麓
耕平１）、真保
斎藤 寿一１）、田沢 賢次１）、伊藤

俊雄１）
芳昭１）
雅夫１）

邦彦１）、佐伯
俊１）、唐木
博１）、藤巻

隆一１）

一雄１）

１４ Ⅱ b病変の検討
富山労災病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 第１病理３）
○大戸
司１）、嶋
裕一１）、上野 一夫１）、成
照信１）
１）
１）
２）
米村
豊 、島
弘三 、千代 英夫 、山崎 隆吉２）
３）
大井 章史 、北村 徳治３）

０５ 新生児食道狭窄に対する内視鏡の経験
富山医科薬科大学 第２外科１）
○佐伯 俊雄１）、麓
耕平１）、島崎 邦彦１）、山田
明１）
櫛淵 統一１）、坂本
隆１）、直保
俊１）、田近 貞克１）
斎藤 寿一１）、田沢 賢次１）、伊藤
博１）、藤巻 雅夫１）

１５ 術前早期癌と診断し、進行癌であった症例の反省
金沢大学がん研 外科１）、金沢大学 第１病理２）
○北川 一雄１）、沢口
潔１）、高橋
豊１）、分田 保弘１）
北村 徳治１）、上田
博１）、荻野 知己１）、秋本 龍一１）
磨伊 正義１）、中西 功夫２）

０６ 食道静脈瘤の硬化剤注入療法後に、胸水と心嚢水を認めた
１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第１外科２）
同 第２外科３）
○紺田 健彦１）、田中三千雄１）、坂東
毅１）、窪田 芳樹１）
島田 一彦１）、藤倉信一郎１）、斎藤 清二１）、柴田
貢１）
市田 隆文１）、小島
隆１）、佐々木 博１）、永井
晃２）
２）
３）
３）
山本 恵一 、麓
耕平 、斎藤 寿一 、伊藤
博３）
３）
藤巻 雅夫

１６ 切除胃癌における陥凹性病変部位の実測値と内視鏡的計測
値との比較
金沢大学 第１外科１）
○松本 憲昌１）、川浦 幸光１）、宮下
徹１）、岩
喬１）

０７ 内視鏡的食道静脈瘤栓塞術の経験
金沢大学 第１内科１）
○木谷
恒１）、登谷 大修１）、米島 正廣１）、鵜浦
岩田
章１）、田中 延善１）、加登 康洋１）、澤武
小林 健一１）

雅志１）
紀雄１）

０８ 食道静脈瘤に対する静脈硬化療法について
金沢医科大学 消化器内科１）
○根井 仁一１）、時国 信弘１）、佐藤 博之１）、高瀬修二郎１）
０９ 上部消化管出血の内視鏡的止血－ HSE局注療法の経験
城北病院 内科１）、同 外科２）
○清光 善則１）、小谷 利克１）、莇
昭三１）、安田 清平２）
２）
２）
原
和人 、矢島 謙志 、篠田 雅章２）、古田 和雄２）
１０ 残胃に生じた縫合糸由来の潰瘍の３例
金沢大学 第１外科１）
○山下 良平１）、宮下
徹１）、藤野 茂樹１）、岩

喬１）

１７ 粘液分泌亢進を示唆する内視鏡所見を得た十二指腸ポリー
プの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○野尻 裕之１）、田中三千雄１）、窪田 芳樹１）、島田 一彦１）
斎藤 清二１）、藤倉信一郎１）、佐々木 博１）
１８ コンゴーレッド法によって、十二指腸胃型上皮からの胃酸
分泌を確認しえた１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○窪田 芳樹１）、田中三千雄１）、七沢
洋１）、康山 俊学１）
１）
１）
島田 一彦 、藤倉信一郎 、斎藤 清二１）、佐々木 博１）
１９ 下血を初発症状とし、十二指腸転移により発見された胃癌
の１例
国立金沢病院 内科１）、同 研究検査科２）
○森岡
健１）、若林 時夫１）、西村
功１）、田辺
釧１）
杉岡 五郎１）
○渡辺騏七郎２）
２０ 瘻孔形成した十二指腸平滑筋肉腫の１例
金沢大学 第２内科１）、平沢内科医院２）
福井医科大学 第１外科３）、金沢大学 第１病理４）
○武田 仁勇１）、島崎 英樹１）、上野 敏男１）、竹田
平沢謙太郎２）、小島 靖彦３）、大井 章史４）

亮祐１）

２１ 内視鏡的乳頭切開術の経験
富山医科薬科大学 第３内科１）
○斎藤 清二１）、若林 泰文１）、野尻 裕之１）、窪田 芳樹１）
島田 一彦１）、藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）
２２ 十 二 指 腸 及 び 回 腸 に 著 明 な 出 血 性 病 変 を 認 め た
Anaphyl
act
oi
dpur
pur
aの１例
福井県立成人病センター１）
○藤田
学１）、中泉 治雄１）、中川 公三１）、渡辺 国重１）
津田 昇志１）、山崎
信１）
２３ 小腸急性大量出血症例の術前診断
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○山本 広幸１）、小坂
進１）、古川
１）
有塚 史郎 、湊
浩志１）
２４ 大腸 EP症例の検討
金沢大学 第２外科１）
○上村 卓良１）、高島 茂樹１）、高野
上野 桂一１）、片山 外一１）、山口
礒部 芳彰１）、宮崎 逸夫１）

信１）、木藤

光彦１）

直樹１）、富田富士夫１）
明夫１）、喜多 一郎１）

２５ 背側、腹側膵管非癒合例の臨床的検討
金沢大学 第２外科１）、同 核医学科２）
○小西 孝司１）、神野 正博１）、富田冨士夫１）、太田
上野 桂一１）、佐久間 寛１）、泉
良平１）、船木
永川 宅和１）、木南 義男１）、宮崎 逸夫１）、中嶋

哲生１）
宏美１）
憲一２）

２６ 内視鏡的乳頭切開術加療を行なった先天性総胆管拡張症
（Al
onsoLejⅢ型）の１例
黒部市民病院 内科１）
○牧野
博１）、高桜 英輔１）
２７ 内 視 鏡 的 乳 頭 切 開 術 と 膵 管 口 切 開 術 を 施 行 し た
chol
edochocel
e
浅ノ川総合病院 消化器センター１）
○桐山 正人１）、倉知
圓１）、嶋
裕一１）、今堀
努１）
中村 秀喜１）、桝田昌之助１）、浜田 誠人１）、北中
勇１）
鹿江 幹雄１）、立村 森男１）、森永 健市１）
２８ 腹腔鏡で腹腔内睾丸を確診し得た症例
金沢医科大学 小児外科１）
○和田 知久１）、太田
淳１）、野崎外茂次１）、梶本

照穂１）

第４０回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５７年１１月２８日日
場：金沢大学医学部 第１会場：基礎第１講義室
第２会場：基礎第２講義室
長：金沢大学がん研究所 外科 磨伊 正義

◆一般演題
０１ 上部食道ポリープ癌の１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学
○中川 公三１）、村北 和弘１）、山崎

病理２）
信１）、小西二三男２）

０２ 小児における食道静脈瘤硬化療法の問題点
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、小沼 邦男１）、梶本 照穂１）
０３ 食道癌上皮内伸展に関する内視鏡的検討
金沢大学 第２外科１）
○能登 啓文１）、藤田 秀春１）、野手 雅幸１）、田中
萱原 正都１）、宮崎 逸夫１）

茂弘１）

０４ 高令者における Panendoscopy成績
公立能登総合病院 胃腸科兼内科１）、同 泌尿器科２）
同 内科３）、金沢医科大学 第２病理４）
○三林
裕１）、菅田 敏明２）、奥村 義治３）、村田 義治３）
若狭
豊３）、藤岡 正彦３）、村本 信吾３）、石川 義磨４）
０５ 特異な内視鏡像を呈した消化性潰瘍の２症例
金沢医科大学 消化器内科１）
○安原
稔１）、佐藤 博之１）、堤
幹宏１）、根井
高瀬修二郎１）、松田 芳郎１）
０６ I
nf
l
ammat
or
yf
i
br
oi
dpol
ypの２症例
浅ノ川総合病院 消化器病センター１）
金沢医科大学 病理２）
○桝田昌之助１）、立村 森男１）、鹿江 幹雄１）、浜田
中村 秀喜１）、北中
勇１）、倉知
圓１）、今堀
神野 正博１）、森永 健市１）、武川 昭男２）
０７ 当科における微小胃癌の内視鏡的検討
金沢大学がん研 外科１）、同 内科２）
金沢大学 第２病理３）、竹内病院４）
○北川 一雄１）、高橋
豊１）、上田
博１）、秋本
１）
２）
磨伊 正義 、柳瀬 晴也 、西野 逸男２）、山田
中西 功夫３）、竹内
功４）

仁一１）

誠人１）
努１）

龍一１）
志郎２）

０８ 微小胃癌、小胃癌発見のための色素内視鏡的検討（第２報
分化型癌における MB染色法の有用性について）
石川県竹内病院１）
金沢大学がん研 外科２）
○竹内
功１）、磨伊 正義２）
０９ 胃生検 gr
oupⅢ、Ⅳ症例の検討
金沢医科大学 病理１）
○山道
昇１）、小西二三男１）、伊藤

透１）

１０ Gar
dner症候群の胃病変
金沢大学 第２外科１）、同 第３内科２）
同 中検病理３）
○高嶋
達１）、米村
豊１）、藤井 久丈１）、広沢 久史１）
１）
高橋 信樹 、桐山 正人１）、冨田冨士夫１）、沢
敏治１）
上野 桂一１）、上村 卓良１）、広瀬 和郎１）、高島 茂樹１）
宮崎 逸夫１）、黒田 岳雄２）、東
博司２）、塩原信太郎２）
３）
３）
寺畑信太郎 、松原 藤継

１１ YAGレーザーによる早期胃癌及び腺腫の治療
浅ノ川総合病院 消化器病センター１）
○倉知
圓１）、森永 健市１）、北中
勇１）、今堀
１）
１）
神野 正博 、立村 森男 、浜田 誠人１）、中村
鹿江 幹雄１）、桝田昌之助１）

努１）
秀喜１）

１２ 胃粘膜下腫瘍の診断における、ホットバイオプシーの有用
性について
富山医科薬科大学 第３内科１）
同 第２外科２）
○山崎 国男１）、田中三千雄１）、清水 幸裕１）、渋谷
正１）
１）
１）
１）
野尻 裕之 、窪田 芳樹 、島田 一彦 、藤倉信一郎１）
斉藤 清二１）、佐々木 博１）、山田
明２）、麓
耕平２）
藤巻 雅夫２）
１３ 球部内反転法を併用したポリペクトミーの試み
富山医科薬科大学 第３内科１）
○稲土 修嗣１）、田中三千雄１）、高島 清次１）、西村 信行１）
古谷田裕久１）、渋谷
正１）、野尻 裕之１）、窪田 芳樹１）
１）
島田 一彦 、藤倉信一郎１）、斉藤 清二１）、佐々木 博１）
１４ 十二指腸クローンと考えられた１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、金沢大学 第２外科２）
○宮際
幹１）、藤倉信一郎１）、稲土 修嗣１）、野尻 裕之１）
窪田 芳樹１）、島田 一彦１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）
片山 外一２）、中川 長雄２）、高島 茂樹２）、佐々木 誠２）
宮崎 逸夫２）
１５ Cr
onkhi
t
eCanada症候群の１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○中泉 治雄１）、木谷 栄一１）、山崎
信１）、小西二三男２）
１６ 小児の大腸 l
ymphoi
dhyper
pl
asi
aの１例
高岡市民病院 外科１）
○清水 康一１）、喜多 一郎１）、巴陵 宣彦１）、可西

右使１）

１７ 大腸内視鏡検査における色素法の有用性について
金沢大学がん研 外科１）
○沢口
潔１）、北村 徳治１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
１８ 十二指腸の微小平担隆起型管状腺腫の１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○三崎 明孝１）、中泉 治雄１）、山崎
信１）、小西二三男２）
１９ 成人 ERCPにおける細径短尺十二指腸ファイバースコープ
（XPJ
F）の使用経験
富山医科薬科大学 第３内科１）
○斉藤 清二１）、渋谷
隆１）、窪田 芳樹１）、稲土 修嗣１）
１）
野尻 裕之 、島田 一彦１）、樋口 清博１）、藤倉信一郎１）
田中三千雄１）、佐々木 博１）
２０ 膵管像で明らかな所見がみられず、内視鏡的純膵液採取に
よる細胞診が陽性であった転移性膵癌の１例
金沢大学 第１内科１）
金沢大学医療技術短期大学部２）
○稲垣
豊１）、竹田 慎一１）、木谷
恒１）、米島
学１）
１）
１）
１）
登谷 大修 、澤武 紀雄 、小林 健一 、谷本 一夫２）

２１ 胆石症に対する内視鏡的治療経験
金沢大学 第２外科１）
○坂田 則昭１）、東野 義信１）、浅野 栄一１）、泉
能登 啓文１）、小西 孝司１）、永川 宅和１）、宮崎

良平１）
逸夫１）

第４１回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５８年５月２９日日
場：富山医科薬科大学 第１会場：臨床講義室Ⅰ
第２会場：臨床講義室Ⅱ
長：富山医科薬科大学 第３内科 佐々木 博

◆一般演題
０１ 内視鏡的食道静脈瘤栓塞療法の検討－門脈大循環短絡に及
ぼす影響－
金沢大学 第１内科１）、同 核医学診療科２）
同 がん研付属病院 内科３）
○樋上 義伸１）、金井 正信１）、木谷
恒１）、登谷 大修１）
鵜浦 雅志１）、田中 延善１）、加登 康洋１）、小林 健一１）
利波 紀久２）、澤武 紀雄３）

１１ 上部消化管異物に対する内視鏡治療
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
木戸病院 内科３）
○麓
耕平１）、島崎 邦彦１）、山田
明１）、笠木
１）
１）
鈴木 康将 、宗像 周二 、真保
俊１）、藤田
田近 貞克１）、唐木 芳昭１）、長谷川 詮１）、藤巻
斎藤 清二２）、田中三千雄２）、山田 雅之３）

０２ マロリー・ワイス症候群の臨床的検討
竹内病院１）
○竹内
功１）

１２ 色素内視鏡による消化性潰瘍の治癒判定
富山医科薬科大学 第３内科１）
○東
貢１）、斎藤 清二１）、七沢
洋１）、坂東
毅１）
１）
１）
１）
若林 泰文 、稲土 修嗣 、野尻 裕之 、窪田 芳樹１）
島田 一彦１）、藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）

０３ 食道空腸吻合術々後狭窄に対する内視鏡的切開拡大術の応用
福井医科大学 第２内科１）、国立鯖江病院 内科２）
○加藤 卓次１）、郡
大裕１）、藤木 典生１）、多田 利男２）
２）
十倉 保宣
０４ 早期にリンパ節転移再発をきたした食道 sm 癌
福井県済生会病院 外科１）、同 中放診断部２）
金沢大学 放射線科３）
○金
定基１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）、黒田
高村 敬一１）、三浦 将司１）、藤沢 正清１）、西嶋
井田 正博２）、高山
茂２）、松井
修３）

譲１）
博司２）

０５ １年３ヶ月手術を遷延させたと思われる早期癌の１例
浅野内科医院１）
○浅野 繁尚１）
０６ 微小胃癌の形態学的特徴について
金沢大学がん研付属病院 外科１）
○北川 一雄１）、北村 徳治１）、上野 雅資１）、分田
高橋
豊１）、上田
博１）、荻野 知己１）、秋本
１）
磨伊 正義

康寛１）
龍一１）

０７ 良性・悪性境界領域（Bor
der
l
i
nel
esi
on）の臨床的取り扱
いについて
金沢大学がん研付属病院 外科１）、同 内科２）、同 第１病理３）
○北村 徳治１）、北川 一雄１）、上野 雅資１）、分田 康寛１）
高橋
豊１）、上田
博１）、荻野 知己１）、秋本 龍一１）
１）
磨伊 正義 、澤武 紀雄２）、中西 功夫３）
０８ 腎移植術後の上部消化管病変について
金沢医科大学 消化器内科１）、同 腎臓内科２）
○民野
均１）、堤
幹宏１）、時国 信弘１）、根井
１）
高瀬修二郎 、篠田
晤２）、石川
勲２）

仁一１）

０９ 上部消化管緊急内視鏡検査施行例の検討
公立能登総合病院 胃腸科・内科１）、同 内科２）、同 外科３）
同 泌尿器科４）
○三林
裕１）、村田 義治２）、若狭
豊２）、藤岡 正彦２）
村本 信吾２）、宮下
徹３）、菅田 敏明４）
１０ 吻合部狭窄に対する内視鏡治療
富山医科薬科大学 第２外科１）
○坂本
隆１）、川西 孝和１）、島崎
鈴木 康将１）、麓
耕平１）、真保
１）
唐木 芳昭 、斎藤 寿一１）、藤巻

邦彦１）、山田
俊１）、田近
雅夫１）

明１）
貞克１）

１３ 十二指腸嚢腫の１例
浅ノ川総合病院 消化器病センター１）
○浜田 誠人１）、彦坂 照平１）、中村 秀喜１）、東野
今堀
努１）、浅野 栄一１）、北中
勇１）、倉知
立村 森男１）、森永 健市１）

徳三１）
敏雄１）
雅夫１）

義信１）
圓１）

１４ 拡大内視鏡観察し得た虫垂 adenomaの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）
高岡市民病院 内科３）
○清水 幸裕１）、田中三千雄１）、七沢
洋１）、坂東
毅１）
１）
１）
１）
若林 泰文 、稲土 修嗣 、野尻 裕之 、窪田 芳樹１）
島田 一彦１）、藤倉信一郎１）、斎藤 清二１）、佐々木 博１）
田沢 賢次２）、藤巻 雅夫２）、奥田 洽爾３）
１５ 内視鏡的切除を行った上行結腸 gangl
i
oneur
omaの１例
町立三国病院 外科１）
金沢医科大学 病理２）
○白崎 信二１）、細川
治１）、山道
昇２）
１６ 回盲部狭窄をきたした大腸癌・大腸結核併存の１例
福井県立病院 外科１）
金沢医科大学 病理２）
○中泉 治雄１）、中川 公三１）、武田 孝之１）、内田 直孝１）
山崎
信１）、渡辺 国重１）、小西二三男２）
１７ 大腸隆起性病変の微細構造－実体顕微鏡による検討－
金沢大学 第２外科１）
○上野 桂一１）、関野 秀継１）、冨田冨士夫１）、桐山 正人１）
滝川
豊１）、上村 卓良１）、米村
豊１）、高島 茂樹１）
１）
宮崎 逸夫
１８ アフタ性大腸炎の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○安原
稔１）、木村
透１）、佐藤
１）
松田 芳郎

博之１）、根井

仁一１）、

１９ 腹痛、下血を主訴とする小児の内視鏡検査で観察されたリ
ンパ濾胞過形成様病変について
金沢医科大学 小児外科１）
同 第１病理２）
○北谷 秀樹１）、塚原 雄器１）、南部
澄１）、梶本 照穂１）
２）
小西二三男

２０ 消化管アミロイドーシスの検討
金沢大学 第２内科１）
○竹田 康男１）、荒木 一郎１）、石塚
松田 博人１）、五十嵐陽子１）、辰己
竹田 亮祐１）

巌１）、大石
靖１）、上野

２１ 腹腔鏡にて経過観察し得た亜急性肝炎の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○山崎 国男１）、市田 隆文１）、紺田 健彦１）、康山
松井俊二郎１）、柴田
貢１）、小島
隆１）、中野
１）
１）
井上 恭一 、佐々木 博
２２ 内視鏡的 bi
l
i
ar
ydr
ai
nageの経験
金沢大学 第２外科１）
○坂田 則昭１）、泉
良平１）、嶋
裕一１）、広沢
菅原昇次郎１）、小西 孝司１）、倉知
圓１）、永川
宮崎 逸夫１）

誠１）
敏男１）

２３ 経過を追った慢性膵炎例の検討
金沢大学 第１内科１）
同 がん研付属病院 内科２）
○北川 浩文１）、木谷
恒１）、米島
登谷 大修１）、加登 康洋１）、小林

学１）、竹森
健一１）、澤武

康弘１）
紀雄２）

俊学１）
護１）

２４ ERCPによる膵癌と慢性膵炎の鑑別診断
金沢大学 第２外科１）
○菅原昇次郎１）、嶋
裕一１）、広沢 久史１）、坂田
１）
泉
良平 、小西 孝司１）、永川 宅和１）、宮崎

則昭１）
逸夫１）

久史１）
宅和１）

２５ l
gAmyel
omaに 合 併 し た i
schemi
ccol
i
t
i
s（t
r
ansi
ent
t
ype）の内視鏡所見
富山医科薬科大学 第１外科１）、同 第３内科２）
○津田 基晴１）、龍村 俊樹１）、石坂伸太郎１）、笠島
学１）
山本 恵一１）、藤倉信一郎２）、田中三千雄２）

第４２回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５８年１２月４日日
場：金沢大学医学部 第１会場：臨床第１講義室
第２会場：臨床第２講義室
長：公立宇出津総合病院 内科 若月寿之助

◆一般演題
０１ Bar
r
et
t食道潰瘍の１症例
福井県立病院 外科１）、福井市２）
金沢医科大学 病理３）
○中川 公三１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）、渡辺
山崎
信１）、大滝 達郎２）、小西二三男３）、山道

国重１）
昇３）

０２ 食道静脈瘤出血に対する緊急止血法としての内視鏡的栓塞法
金沢大学 第１内科１）
○野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）、木谷
恒１）、米島
学１）
金井 正信１）、竹森 康弘１）、小松 義和１）、鵜浦 雅志１）
田中 延善１）、加登 康洋１）、小林 健一１）、服部
信１）
０３ 食道の微小平滑筋腫
富山医科薬科大学 第３内科１）
○高原 照美１）、田中三千雄１）、風間
舟木
淳１）、井田 一夫１）、矢崎

嘉晶１）、能澤 明宏１）
明彦１）、佐々木 博１）

０４ 食道癌進展域診断におけるルゴール法の組織学的検討
金沢大学 第２外科１）
○大山 繁和１）、藤田 秀春１）、能登 啓文１）、田中 茂弘１）
片山 寛次１）、宮崎 逸夫１）
０５ 胃の腸上皮化生について－第８報－ Gast
r
i
cMucousBar
r
i
er
の動態－
竹内病院１）
○竹内
功１）
０６ 胃の平坦および陥凹型異型上皮巣の臨床病理学的検討
金沢大学がん研究所 外科１）、同 内科２）
金沢大学 第１病理３）
○北村 徳治１）、分田 康寛１）、北川 一雄１）、上田
博１）
１）
２）
２）
磨伊 正義 、岡井
高 、沢武 紀雄 、中西 功夫３）
０７ 食道浸潤胃癌の口側端診断について
富山医科薬科大学 第２外科１）
○麓
耕平１）、沢田石 勝１）、山田
明１）、島崎
１）
１）
小田切治世 、坂本
隆 、真保
俊１）、唐木
田沢 賢次１）、伊藤
博１）、藤巻 雅夫１）
０８ 胃集団検診で発見された胃癌症例の検討
福井県済生会病院 外科１）
同 放射線中央診断部２）
○白崎 信二１）、加藤 善彦１）、金
定基１）、浅田
１）
１）
飯田 善郎 、黒田
譲 、高村 敬一１）、三浦
１）
藤沢 正清 、井田 正博２）、西嶋 博司２）、高山

１０ 早期胃癌手術症例の予後追跡－他臓器重複癌との関連にお
いて
金沢大学がん研究所 外科１）、同 内科２）
○分田 康寛１）、上田
博１）、北川 一雄１）、荻野 知己１）
１）
秋本 龍一 、磨伊 正義１）、米島
学２）、木谷
恒２）
岡井
高２）、澤武 紀雄２）
１１ 胃癌内視鏡所見の経過追跡
富山県立中央病院 内科１）
○広瀬昭一郎１）、中川 彦人１）、西邨

啓吾１）、黒田

惇１）

１２ 胃内視鏡診断と血清ペプシノーゲンⅠ（PGⅠ）の測定の意
義について
北川内科クリニック１）
○北川 鉄人１）
１３ GI
FP１０（オリンパス）の使用経験
福井医科大学 第２内科１）
○吉田 憲正１）、加藤 卓次１）、郡
大裕１）、藤木

典生１）

１４ 胃病変診断における超音波検査法の位置づけ
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 保健管理センター２）
○坂東
毅１）、島田 一彦１）、若林 泰文１）、本間
保１）
１）
１）
１）
稲土 修嗣 、野尻 裕之 、渋谷
隆 、田中三千雄１）
１）
２）
佐々木 博 、斎藤 清二
１５ 上部消化管出血の内視鏡的止血法（高張 NaEpi
nephr
i
ne
液局注療法）２４例のまとめ－第２報－
城北病院 内科１）
○清光 義則１）、佐藤
清１）、安田 清平１）、原
和人１）、
矢島 謙志１）、横山
隆１）
１６ 内視鏡的胃瘻造設の経験とその問題点
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、岡林 清司１）、梶本 照穂１）

邦彦１）
芳昭１）

康行１）
将司１）
茂２）

０９ 胃癌を合併した胃（および食道、十二指腸）悪性リンパ腫
の１症例
富山医科薬科大学 第１外科１）、同 第３内科２）
同 保健管理センター３）、同 病理４）
森外科胃腸科クリニック５）
厚生連高岡病院 病理６）
○宮崎 幹也１）、永井
晃１）、石坂伸太郎１）、横川 雅康１）
山口 敏之１）、杉山 茂樹１）、笠島
学１）、富川 正樹１）
上山 武史１）、田中三千雄２）、斉藤 清二３）、小泉富美朝４）
若木 邦彦４）、森
彦博５）、谷野 幹夫６）

１７ 腹側膵管（Wi
r
sung）の Hypopl
asi
aと思われる１例
金沢大学がん研究所 内科１）
○木谷
恒１）、米島
学１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）
１８ ERCP後膵炎
金沢大学 第２外科１）
○菅原昇次郎１）、上田 順彦１）、西村
広沢 久史１）、坂田 則昭１）、泉
宮崎 逸夫１）
１９ ERCPによる膵癌切除判定
金沢大学 第２外科１）
○泉
良平１）、渡辺 俊雄１）、上田
広沢 久史１）、坂田 則昭１）、小西
宮崎 逸夫１）
２０ 当院における ERCP症例の検討
浅ノ川総合病院 消化器センター１）
○浜田 誠人１）、彦坂 照平１）、中村
東野 義信１）、浅野 栄一１）、北中
森永 健市１）

元一１）、嶋
良平１）、小西

裕一１）
孝司１）

順彦１）、嶋
孝司１）、永川

裕一１）
宅和１）

秀喜１）、安里
勇１）、立村

公１）
森男１）

２１ GI
F1T改（オリンパス）の臨床的評価
福井医科大学 第２内科１）
○加藤 卓次１）、吉田 憲正１）、郡
大裕１）、藤木

典生１）

２２ 小腸内視鏡検査によって発見しえた小腸潰瘍の２例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 保健管理センター２）
○藤倉信一郎１）、坂東
毅１）、若林 泰文１）、本間
保１）
稲土 修嗣１）、野尻 裕之１）、渋谷
隆１）、島田 一彦１）
田中三千雄１）、佐々木 博１）、斎藤 清二２）
２３ 手術後２年で再発をみた回盲部単純性潰瘍の１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○佐々木 徹１）、若林 時夫１）、鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）
１）
２）
３）
杉岡 五郎 、浅井 伴衛 、渡辺騏七郎
２４ Col
i
t
i
scyst
i
capr
of
undaの２例
金沢医科大学 消化器内科１）
○堤
幹宏１）、根井 仁一１）、佐藤 博之１）、高瀬修二郎１）
松田 芳郎１）
２５ 内視鏡的に切除された大腸ポリープの病理組織学的検討
舞鶴共済病院 外科１）、金沢大学 第１病理２）
○山口 明夫１）、桐山 正人１）、野手 雅幸１）、高田 道明１）
小田
恵２）

２６ 大腸早期癌の診断－実体顕微鏡による腸腺開口部紋理パ
ターンからの検討－
金沢大学 第２外科１）
○小坂 健夫１）、関野 秀継１）、桐山 正人１）、冨田冨士夫１）
滝川
豊１）、上野 桂一１）、上村 卓良１）、高島 茂樹１）
宮崎 逸夫１）
２７ 特異な肉眼形態を呈した直腸早期癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）、小松市２）
○上野 雅資１）、北川 一雄１）、分田 康寛１）、沢口
高橋
豊１）、北村 徳治１）、上田
博１）、荻野
秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、向出 雄二２）

潔１）
知己１）

２８ 術前診断された直腸微小カルチノイドの２症例
福井県立病院 外科１）、同 内科２）、金沢医科大学 病理３）
○中泉 治雄１）、武田 孝之１）、津田 昇志１）、山崎
信１）
竹下 治生２）、小西二三男３）
２９ 直腸カルチノイドの経験－内視鏡的ポリペクトミーの是非
について－
金沢大学がん研究所 外科１）、金沢市２）
○沢口
潔１）、高橋
豊１）、北川 一雄１）、北村 徳治１）
１）
磨伊 正義 、浅野 繁尚２）

第４３回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５９年６月１０日（日）
場：福井医科大学 第１会場：臨床大講義室
第２会場：臨床中講義室
長：福井県立病院 外科 山崎
信

◆一般演題
０１ 食道静脈瘤に対して scl
er
osi
ngt
her
apyを３回施行した
１肝硬変例
富山労災病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第１内科３）
○千代 英夫１）、神保 正樹１）、山崎 隆吉１）、島
弘三２）
米島
学３）、登谷 大修３）、加登 康洋３）
０２ 食道静脈瘤に対する硬化剤注入療法の経験
福井医科大学 第１外科１）
国立鯖江病院 外科２）
○木下
元１）、藤沢 克憲１）、笠原 文和１）、福島
関
弘明１）、松葉
明１）、礒部 芳彰１）、嶋田
１）
小島 靖彦 、三輪 晃一１）、中川原儀三１）、新本
吉田 清二２）
０３ 食道 Ver
r
couscar
ci
nomaの１例
金沢大学 第２内科１）
○松田 博人１）、大石
誠１）、増永 高晴１）、島崎
上野 敏男１）、竹田 亮祐１）

弥１）
紘１）
修一２）

英樹１）

０４ 小児の胃食道接合部における逆流防止機構と内視鏡所見に
ついて
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、住田
亮１）、小沼 邦男１）、川中 武司１）
１）
中村紘一郎 、梶本 照穂１）
０５ 胃ヘテロケイルス症の２例
富来病院 外科１）、金沢大学 第１外科２）
○牛島
聡１）、川浦 幸光２）、平野
誠２）、山田
岩
喬２）

哲司２）

１０ 若年者スキルスの１例
金沢市医師会１）
○浅野 繁尚１）
１１ 無症候性住民の胃粘膜変化（第６報）
福井医科大学 第２内科１）
○鈴木 邦夫１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、木下
１）
野村 元積 、大西 良之１）、中永 昌夫１）、鈴木
藤木 典生１）
１２ 十二指腸球部隆起性病変の２例
金沢医科大学 消化器内科１）
○民野
均１）、川原
弘１）、英
根井 仁一１）、高瀬修二郎１）、松田

１４ 直視下生検で診断された微小十二指腸カルチノイドの１例
石川県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○松田 博人１）、伊部 直之１）、京井 優典１）、大家他喜雄１）
中川 正昭２）、林
守源３）
１５ 十二指腸球部癌の１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○米島 正広１）、若林 時夫１）、鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）
１）
２）
２）
杉岡 五郎 、小山
信 、上野 一夫 、津田 宏信２）
渡辺騏七郎３）
１６ 当院における緊急内視鏡の現況
福井県立病院 外科１）
○松田 一夫１）、中泉 治雄１）、武田
津田 昇志１）、山崎
信１）

０７ 胃内視鏡所見が契機となり発見された管外性胃平滑筋腫の
１例
浅ノ川総合病院 消化器病センター１）
○彦坂 照平１）、中村 秀喜１）、浜田 誠人１）、林
武彦１）
１）
１）
１）
東野 義信 、浅野 栄一 、北中
勇 、立村 森男１）
森永 健市１）

１７ 内視鏡的副乳頭切開術
辰口芳珠記念病院 消化器外科１）
○倉知
圓１）、村井
仁１）、渡辺

０９ 胃粘膜下腫瘍像を呈した後腹膜原発の par
agangl
i
omaの
１例
金沢大がん研 外科１）、同 内科２）、金沢大学 第１病理３）
湊診療所４）
○高橋
豊１）、分田 康寛１）、上野 雅資１）、荻野 知己１）
秋本 龍一１）、磨伊 正義１）、沢武 紀雄２）、米島
学２）
３）
４）
中西 功夫 、塩谷 大策

幹宏１）

１３ 十二指腸下行脚の輪状狭窄をきたした腸結核の１例
金沢大学がん研 外科１）、七尾市２）
○上野 雅資１）、北川 一雄１）、高橋
豊１）、沢口
潔１）
北村 徳治１）、上田
博１）、磨伊 正義１）、千田喜久雄２）

０６ 内視鏡的切除を行った食道脂肪腫の１例
町立三国病院 外科１）
金沢医科大学 病理２）
○細川
治１）、白崎
功１）、山道
昇２）

０８ ６回にわたる内視鏡的ポリペクトミーとバイオプシーで完
全切除しえた ATPの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第１病理２）
同 保健管理センター３）、高岡市民病院 内科４）
○稲土 修嗣１）、若林 泰文１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）
北川 正信２）、斎藤 清二３）、奥田 洽爾４）

尚良１）、堤
芳郎１）

晴生１）
裕至１）

孝之１）、中川

公三１）

公男１）、仲井

信雄１）

１８ 内視鏡的逆行性胆道ドレナージ（ERBD－内瘻法）の経験
金沢大学 第２外科１）
鳴和総合病院 外科２）
○萱原 正都１）、泉
良平１）、広沢 久史１）、菅原昇次郎１）
１）
小西 孝司 、宮崎 逸夫１）、小山 文誉２）、橋本 之方２）
中浜
啓２）
１９ 内視鏡的逆行性膵管ドレナージ法
金沢大学 第２外科１）
○広沢 久史１）、泉
良平１）、桐山 正人１）、菅原昇次郎１）
小西 孝司１）、永川 宅和１）、宮崎 逸夫１）
２０ ERCP前後の血清 CA199値について
金沢大学がん研 内科１）、同 第１内科２）
○竹森 康弘１）、岡井
高１）、沢武 紀雄１）、木谷
２）
米島
学 、登谷 大修２）、小林 健一２）

恒２）

２１ 上部消化管内視鏡を用いた処置と治療
富山医科薬科大学 第２外科１）
○山田
明１）、斉藤 光和１）、沢田石 勝１）、佐伯
小田切治世１）、坂本
隆１）、桐山 誠一１）、麓
真保
俊１）、田近 貞克１）、唐木 芳昭１）、田沢
伊藤
博１）、藤巻 雅夫１）
２２ 結腸に著明な静脈瘤を認めた肝硬変の１例
金沢大学 第１内科１）
○中村 勇一１）、米島
学１）、登谷 大修１）、平井
１）
鵜浦 雅志 、田中 延善１）、加登 康洋１）、小林
２３ 腸結核３例の経験
福井県済生会病院 外科１）
○浅田 康行１）、佐々木正寿１）、清原
林 外史英１）、飯田 善郎１）、黒田
藤沢 正清１）

薫１）、白崎
譲１）、三浦

俊雄１）
耕平１）
賢次１）

信行１）
健一１）

信二１）
将司１）

２４ 拡大内視鏡で観察しえた直腸 Angi
odyspl
asi
aの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○島田 一彦１）、藤倉信一郎１）、若林 泰文１）、坂東
毅１）
１）
１）
１）
稲土 修嗣 、野尻 裕之 、渋谷
隆 、田中三千雄１）
１）
佐々木 博

２５ 当院における大腸内視鏡の経験
竹内病院１）
○竹内
功１）
２６ 三次元内視鏡計測装置による消化管の形態把握
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第１内科２）
同 第２外科３）、同 和漢診療部４）
○田中三千雄１）、舟木
淳１）、七沢
洋１）、佐々木
加藤 弘己２）、龍村 俊樹３）、土佐
寛４）

博１）、

２７ 食道、胃、小腸、大腸の粘膜色調に関する検討
富山医科薬科大学 第３内科１）
同 保健管理センター２）
○野尻 裕之１）、田中三千雄１）、井田 一夫１）、坂東
毅１）、
１）
１）
１）
本間
保 、島田 一彦 、渋谷
隆 、藤倉信一郎１）、
佐々木 博１）、斎藤 清二２）

第４４回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和５９年１２月２日日
場：金沢大学医学部 第１会場：臨床第１講義室
第２会場：臨床第２講義室
長：金沢大学がん研究所 内科 澤武 紀雄

◆一般演題
０１ 内視鏡的硬化療法にて止血し得た胃静脈瘤出血の１例
福井県済生会病院 内科１）、同 中央放射線診断部２）
同 外科３）
○登谷 大修１）、村田 高志１）、川端 雅彦１）、村上 哲夫１）
中屋昭次郎１）、柳
硯也１）、井田 正博２）、三浦 将司３）
藤沢 正清３）
０２ 食道静脈瘤に対する内視鏡的栓塞療法の成績
富山医科薬科大学 第２外科１）
○鈴木修一郎１）、伊藤
博１）、山田
明１）、沢田石 勝１）
斉藤 光和１）、中嶋 良作１）、島崎 邦彦１）、坂本
隆１）
１）
１）
１）
櫛淵 統一 、桐山 誠一 、麓
耕平 、藤田 敏雄１）
１）
１）
阿部 要一 、藤巻 雅夫
０３ 微小食道癌の内視鏡診断
富山医科薬科大学 第２外科１）
○山田
明１）、麓
耕平１）、沢田石 勝１）、斉藤 光和１）
中嶋 良作１）、中村
潔１）、島崎 邦彦１）、小田切治世１）
坂本
隆１）、三浦二三夫１）、真保
俊１）、唐木 芳昭１）
１）
１）
斉藤 寿一 、藤巻 雅夫
０４ 胃内視鏡による胃内異物摘出の経験
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○金光 敬祐１）、櫛引
健１）、上村 卓良１）、有塚 史郎１）
１）
田中 庸雄 、高島 茂樹１）、木南 義男１）
０５ 肺動静瘻を呈した胃毛細血管拡張症の２例
金沢大学 第２内科１）
○荒木 一郎１）、五十嵐陽子１）、笹谷
守１）、大石
石塚
巌１）、上野 敏男１）、竹田 亮祐１）

誠１）

０６ 吻合部胃潰瘍の１例
金沢市医師会１）
○浅野 繁尚１）
０７ 内視鏡的Ⅱ c切除術の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同
○三林
裕１）、川口 公平２）

２）

泌尿器科

０８ 隆起型早期胃癌についての検討
福井県済生会病院 外科１）、同 中央放射線診断部２）
、同 内科３）
○浅田 康行１）、佐々木正寿１）、飯田 善郎１）、清原
薫１）
１）
１）
１）
林 外史英 、黒田
護 、三浦 将司 、藤沢 正清１）
２）
吉川
淳 、井田 正博２）、高山
茂２）、登谷 大修３）
柳
硯也３）
０９ 胃平滑筋芽細胞腫（l
ei
omyobl
ast
oma）の２例
金沢大学がん研 外科１）、国立療養所 石川病院２）
金沢大学 第１病理３）
○浅井
透１）、高橋
豊１）、北村 徳治１）、荻野 知己１）
１）
磨伊 正義 、山田 志郎２）、中西 功夫３）
１０ 実地医家における上部消化管出血の検討
大滝病院１）
○大滝 秀穂１）、中谷 泰康１）、大滝 礼子１）

１１ 超音波内視鏡による胃癌の深達度診断
金沢大学がん研 外科１）
○上野 雅資１）、北村 徳治１）、太田 孝仁１）、分田
沢口
潔１）、高橋
豊１）、上田
博１）、荻野
１）
１）
秋本 龍一 、磨伊 正義

康寛１）
知己１）

１２ アルゴンレーザー・グレーティング装置を併用した拡大内
視鏡の使用経験
富山医科薬科大学 第３内科１）
○野尻 裕之１）、七沢
洋１）、本間
保１）、稲土 修嗣１）
渋谷
隆１）、島田 一彦１）、藤倉信一郎１）、田中三千雄１）
佐々木 博１）
１３ 上部消化管スクリーニング法としてのパンエンドスコピー
の有用性
福井医科大学 第２内科１）
○中永 昌夫１）、加藤 卓次１）、木下 晴夫１）、鈴木 邦夫１）
野村 元積１）、大西 良之１）、真野 和夫１）、森田 益次１）
郡
大裕１）、藤木 典夫１）
１４ Dubi
nJ
ohnson症候群の１例
富山県立中央病院 内科１）
○老子 善康１）、小松 義和１）、中川
石川 忠夫１）、広瀬昭一郎１）

彦人１）、西邨

啓吾１）

１５ 経内視鏡的に摘出し得た十二指腸壁内刺入異物（リーマー）
の１例
北陸中央病院 外科１）
同 内科２）
○屋敷 初郎１）、岩瀬 孝明１）、北野 博嗣２）、安田紀久雄２）
泊
康男２）
１６ 十二指腸癌の１例
金沢大学がん研 外科１）
金沢市２）
○太田 孝仁１）、北村 徳治１）、菅
上田
博１）、秋本 龍一１）、磨伊

敏彦１）、沢口
正義１）、井口

潔１）
英樹２）

１７ 十二指腸悪性リンパ腫の１例
福井医科大学 第１外科１）、同 第１内科２）、同 病院病理部３）
深谷病院４）
○礒部 芳彰１）、小林 泰三１）、藤澤 克憲１）、笠原 文和１）
福島
弥１）、新本 修一１）、松葉
明１）、関
弘明１）
１）
１）
１）
木下
元 、嶋田
紘 、三輪 晃一 、中川原儀三１）
２）
堂前 尚親 、浦田 洋二３）、深谷 桂一４）、中上 光雄４）
１８ 診断が困難であった原発性硬化性胆管炎の１例
金沢大学 第１内科１）
○北川 浩文１）、松下 栄紀１）、森本日出雄１）、米島
平井 信行１）、鵜浦 雅志１）、田中 延善１）、小林

学１）、
健一１）

１９ 内視鏡下に胆石脱を観察し得た総胆管結石症の１例
金沢大学がん研 内科１）
国立金沢病院 内科２）
○森岡
健１）、里村 吉威１）、竹森 康弘１）、岡井
高１）、
１）
２）
２）
澤武 紀雄 、米島 正広 、若林 時夫

２０ 内視鏡的乳頭切開術による総胆管結石症の治療
金沢大学 第２外科１）
○萱原 正都１）、広沢 久史１）、菅原昇次郎１）、泉
小西 孝司１）、倉知
圓１）、永川 宅和１）、宮崎
２１ 胆管癌における胆道ファイバーの使用経験
富山医科薬科大学 第２外科１）
○阿部 要一１）、鈴木修一郎１）、櫛淵 統一１）、桐山
伊藤
博１）、藤巻 雅夫１）
２２ 切除胃患者の ERCP施行例の検討
黒部市民病院 内科１）、同 外科２）
○野ッ俣和夫１）、牧野
博１）、高桜 英輔１）、磯部
２）
西田 良夫

良平１）
逸夫１）

誠一１）

次正２）

２３ １０年間の臨床経過中、ERCPにて著しい進展のみられたア
ルコール性膵炎の１例（非手術例）
北川内科クリニック１）、富山県立中央病院 内科２）
○北川 鉄人１）、広瀬昭一郎２）
２４ Ropeway式小腸鏡によって診断し得た出血性小腸潰瘍の
１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、富山県立中央病院 内科２）
○月城 孝志１）、藤倉信一郎１）、本間
保１）、稲土 修嗣１）
渋谷
隆１）、野尻 裕之１）、島田 一彦１）、田中三千雄１）
佐々木 博１）、西邨 啓吾２）

２５ ヒルシュスプルング病の内視鏡的診断
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、南部
澄１）、野崎外茂次１）、梶本

照穂１）

２６ 幼児における内視鏡的大腸ポリペクトミーの経験
富山市民病院 内科１）、同 小児外科２）、同 研究検査科３）
○高橋 洋一１）、荒井 志郎１）、水上 陽真１）、吉田康二郎１）
渡部 秀人１）、黒崎 正夫１）、宮本 正俊２）、河野 美幸２）
高柳 尹立３）
２７ ポリペクトミーにて診断しえた上行結腸リンパ管腫の１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○若林 時夫１）、鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）、杉岡 五郎１）
２）
３）
上野 一夫 、渡辺騏七郎
２８ 当院における最近の大腸内視鏡検査の検討
城北病院 内科１）
○松本 一郎１）、山本 和利１）、清光 義則１）
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◆一般演題
０１ 食道癌における壁内転移の内視鏡像
富山医科薬科大学 第二外科１）
○山田
明１）、島崎 邦彦１）、加藤
博１）、穂苅
１）
１）
小田切治世 、坂本
隆 、宗像 周二１）、真保
１）
田近 貞克 、唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）、伊藤
藤巻 雅夫１）

市郎１）
俊１）
博１）

０２ 食道静脈瘤硬化療法（I
nj
ect
i
onscl
er
ot
her
apy）の長期予
後について
金沢大学 第一内科１）、同 核医学診療科２）
○村田 高志１）、米島
学１）、平井 信行１）、登谷 大修１）
１）
野ッ俣和夫 、木谷
恒１）、田中 延善１）、小林 健一１）
１）
服部
信 、利波 紀久２）
０３ 当院における食道静脈瘤硬化療法の予後の検討
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
同 中央放射線診断部３）
○登谷 大修１）、北川 浩文１）、潮木 保幸１）、中村
中屋昭次郎１）、柳
碩也１）、三浦 将司２）、藤沢
３）
井田 正博

暁１）
正清２）

０４ 食道粘膜下腫瘍に対する内視鏡的切除術の適応－超音波内
視鏡の意義に関する考察－
富山医科薬科大学 第三内科１）
○坂東
毅１）、高原 照美１）、月城 孝志１）、井田 一夫１）
稲土 修嗣１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）
０５ 超音波内視鏡による食道疾患の診断
富山医科薬科大学 第一外科１）
同 第三内科２）
○笠島
学１）、津田 基晴１）、村上
新１）、小山
１）
１）
杉山 茂樹 、木元 文彦 、湊
浩志１）、山本
２）
２）
坂東
毅 、田中三千雄
０６ 胃粘膜下病変の超音波内視鏡像について
金沢大学がん研究所 外科１）
○上野 雅資１）、北村 徳治１）、菅
敏彦１）、太田
浅井
透１）、沢口
潔１）、高橋
豊１）、上田
荻野 知己１）、磨伊 正義１）

信二１）
恵一１）

孝仁１）
博１）

０７ 内視鏡的ポリペクトミーにより診断し得た胃 I
nf
l
ammat
or
y
f
i
br
oi
dpol
ypの１例
浅ノ川総合病院 内科１）
○中積 泰人１）、浜田 誠人１）、林
武彦１）、北中
勇１）
１）
１）
立村 森男 、森永 健市
０８ 胃の腸上皮化生について、第９報－高度腸上皮化生追跡時
発見された微小癌及びⅡ b症例の検討－
竹内病院１）
金沢大学がん研究所 外科２）
○竹内
功１）、磨伊 正義２）
０９ 胃の急性多発性出血性びらんの内視鏡的検討
城北病院 外科１）、同 内科２）
○原
和人１）、古田 和雄１）、安田 清平１）、山本
清光 義則２）

和利２）

１０ 進行胃癌の様相を呈した早期癌の１例
福井市大滝病院１）、福井県立病院 外科２）
金沢医科大学 第二病理３）
○大滝 秀穂１）、児泉
肇１）、三崎 明孝２）、山道

昇３）

１１ 巨大なⅠ型早期胃癌の１例
金沢医科大学 消化器内科１）、同 消化器外科２）、同 病理３）
○民野
均１）、根井 仁一１）、松田 芳郎１）、高田
昭１）
２）
２）
３）
櫛引
健 、木南 義男 、小西二三男 、藤井 隆広３）
１２ 漿膜下浸潤を認めた小胃癌症例
福井県立病院 外科１）
○内田 直孝１）、山崎
信１）、津田
渡辺 国重１）、森田 信人１）、谷川
武田 孝之１）、中川 公三１）、細川
三崎 明孝１）、吉田 正之１）

昇志１）、木谷
裕１）、中泉
治１）、村北

栄一１）
治雄１）
和広１）

１３ 微小胃癌症例の検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
同 中央放射線診断部３）、金沢大学 第一病理４）
○浅田 康行１）、佐々木正寿１）、三井
毅１）、林 外史英１）
飯田 善郎１）、黒田
譲１）、三浦 将司１）、藤沢 正清１）
登谷 大修２）、柳
碩也２）、荒井 和徳３）、井田 正博３）
３）
高山
茂 、中西 功夫４）
１４ 上部消化管出血に対する純エタノール局注療法の経験
金沢大学 第二外科１）、同 第二内科２）
○関野 秀継１）、藪下 和久１）、嶋
裕一１）、広沢 久史１）
１）
１）
泉
良平 、小西 孝司 、永川 宅和１）、宮崎 逸夫１）
上野 敏男２）
１５ 内視鏡的ポリペクトミーにより切除し得た十二指腸脂肪腫の１例
高浜病院 内科１）、同 外科２）、福井県立病院 外科３）
金沢大学 中央検査部４）
○伊藤 重二１）、青木 幸平１）、三浦 正博２）、橋平
博２）
３）
３）
３）
中川 公三 、中泉 治雄 、渡辺 国重 、寺畑信太郎４）
１６ 内視鏡的ポリペクトミーを施行した十二指腸過誤腫の１例
石川県立中央病院 消化器外科１）、同 病理２）
○牛島
聡１）、向
歩１）、小田
誠１）、笠原 善郎１）
１）
１）
金
定基 、藤野 茂樹 、北川
晋１）、中川 正昭１）
瀬川 安雄１）、林
守源２）
１７ 放射線性大腸炎の検討
金沢大学 第一外科１）
○皆川 真樹１）、川浦 幸光１）、橋爪
山下 良平１）、平野
誠１）、山田
１８ 大腸 sm 癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
○沢口
潔１）、北村 徳治１）、菅
浅井
透１）、上野 雅資１）、高橋
荻野 知己１）、磨伊 正義１）
１９ 多発性進行性大腸癌の１例
福井赤十字病院 外科１）
○広瀬 由紀１）、田中 猛夫１）

泰夫１）、疋島
哲司１）、岩

寛１）
喬１）

敏彦１）、太田
豊１）、上田

孝仁１）
博１）

２０ 結腸右半に見られた Dr
ugi
nducedcol
i
t
i
sの１例
金沢大学 第二外科１）
○藪下 和久１）、山口 明夫１）、宮田 龍和１）、杉山 和夫１）
関野 秀継１）、桐山 正人１）、冨田冨士夫１）、小坂 健夫１）
米村
豊１）、宮崎 逸夫１）

２７ 異型上皮に対するレーザー療法
福井医科大学 第二内科１）
○加藤 卓次１）、郡
大裕１）、鈴木
多田 利男１）、大西 良之１）、中永
藤木 典生１）

２１ 経内視鏡的狙撃標本の浮遊液沈渣により、確診し得た大腸
結核の２症例
富山医科薬科大学 第三内科１）、富山市民病院 内科２）
厚生連高岡病院 第一内科３）
○稲土 修嗣１）、藤倉信一郎１）、土田 敏博１）、野尻 裕之１）
島田 一彦１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）、高橋 洋一２）
島崎 圭一３）

２８ 各種消化器疾患に対するラジアルセクタ式超音波内視鏡の
使用経験
金沢大学がん研究所 内科１）
○岡井
高１）、太田 英樹１）、里村 吉威１）、中村 勇一１）
竹森 康弘１）、澤武 紀雄

２２ 内視鏡的逆行性胆道ドレナージ法（ERBD）施行症例の検討
国立金沢病院 内科１）、同 放射線科２）、同 研究検査科３）
○若林 時夫１）、米島 正広１）、鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）
１）
２）
２）
杉岡 五郎 、多田
明 、立野 育郎 、渡辺騏七郎３）
２３ 内視鏡的膵のう胞ドレナージ術
辰口芳珠記念病院 消化器外科１）
○倉知
圓１）、渡辺 公男１）、仲井

信雄１）

２４ 遺残結石に対するバスケット鉗子の工夫
金沢大学 第一外科１）
○平野
誠１）、渡辺
剛１）、川浦 幸光１）、石田
１）
片田 正一 、山田 哲司１）、岩
喬１）

晴生１）
元積１）

２９ Pneumat
osi
scyst
oi
desi
nt
est
i
nal
i
sの１例
城北病院 内科１）
○山本 和利１）、清光 義則１）
３０ 消化性潰瘍出血例に対する治療効果の変遷
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）
○政岡 陽文１）、広瀬昭一郎１）、本定 秀雄１）、中川
西邨 啓吾１）、黒田 吉隆２）、辻
政彦２）
３１ EPT施行症例の検討
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○山本 広幸１）、高田 道明１）、有塚
高嶋 茂樹１）、木南 義男１）

史郎１）、田中

彦人１）

庸雄１）

一樹１）

２５ 小型肝内胆管の崩壊を伴なった限局性肝内胆管狭窄の１例
金沢大学 第一内科１）、同 第二病理２）
○野ッ俣和夫１）、米島
学１）、平井 信行１）、古沢 明彦１）
野田 八嗣１）、田中 延善１）、小林 健一１）、服部
信１）
中沼 安二２）、野々村昭孝２）
２６ ビデオエンドスコープの使用経験
福井医科大学 第二内科１）
○鈴木 邦夫１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、多田
１）
木下 晴生 、野村 元積１）、中永 昌夫１）、大西
藤木 典生１）

邦夫１）、木下
昌夫１）、野村

利男１）
良之１）

３２ 経内視鏡 マイクロ波凝固法に関する基礎的研究
富山医科薬科大学 第三内科１）
東京農工大学 保健管理センター２）
○七沢
洋１）、田中三千雄１）、窪田 芳樹１）、野尻 裕之１）
藤倉信一郎１）、佐々木 博１）、西坂
剛２）
３３ 新生児における内視鏡検査と今後の展望
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、西尾 賢昭１）、和田 知久１）、梶本

照穂１）

第４６回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和６０年１２月１日日
場：金沢大学医学部 第１会場：臨床第１講義室
第２会場：臨床第２講義室
長：国立金沢病院 外科 高松
脩

◆一般演題
０１ 当科における食道内視鏡の現況
金沢大学がん研究所 外科１）
○菅
敏彦１）、荻野 知己１）、浅井
上野 雅資１）、沢口
潔１）、高橋
１）
上田
博 、磨伊 正義１）
０２ 食道粘膜ルゴール染色性の機序
富山医科薬科大学 第２外科１）
○沢田石 勝１）、唐木 芳昭１）、川口
佐伯 俊雄１）、加藤
博１）、穂苅
島崎 邦彦１）、小田切治世１）、坂本
田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）

透１）、太田
豊１）、北村

孝仁１）
徳治１）

誠１）、斉藤
市郎１）、山田
隆１）、宗像

光和１）
明１）
周二１）

０３ 当科における食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法の検討
富山医科薬科大学 第２外科１）
○石坂 龍典１）、伊藤
博１）、鈴木修一郎１）、島崎 邦彦１）
１）
山田
明 、桐山 誠一１）、阿部 要一１）、唐木 芳昭１）
田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）
０４ 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後の食道粘膜の壊死・脱落例
の検討
金沢医科大学 消化器内科１）、同 病理学２）
○英
尚良１）、民野
均１）、堤
幹宏１）、根井 仁一１）
１）
２）
松田 芳郎 、小西二三男
０５ 内視鏡的食道拡張術に成功した２例
福井医科大学 第２内科１）
○加藤 卓次１）、郡
大裕１）、木下 晴生１）、鈴木
１）
多田 利男 、野村 元積１）、中永 昌夫１）、大西
藤木 典生１）

邦夫１）
良之１）

０６ Ⅱ bにみられたメチレン・ブルーの色素効果
公立能登総合病院 中央内視鏡部１）
○三林
裕１）
０７ 吻合部肥厚性胃炎（GCP）上に発生した異型上皮巣を伴う
微小胃癌の１例
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
金沢医科大学 病理３）
○細川
治１）、田中 正樹１）、服部 昌和１）、高山 和男１）
松田 一夫１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）、中川 公三１）
武田 孝之１）、中泉 治雄１）、谷川
裕１）、森田 信人１）
渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）、山崎
信１）
２）
３）
３）
山崎義亀興 、山道
昇 、小西二三男
０８ 残胃癌発生に関する１考察－微小およびⅡ b症例を中心と
して－
金沢大学がん研究所 外科１）
○上田
博１）、浅井
透１）、菅
敏彦１）、太田 孝仁１）
上野 雅資１）、高橋
豊１）、沢口
潔１）、北村 徳治１）
荻野 知己１）、磨伊 正義１）
０９ 隆起型早期胃癌に対する内視鏡的治療
福井医科大学 第２内科１）
○多田 利男１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、木下
１）
鈴木 邦夫 、野村 元積１）、中永 昌夫１）、大西
藤木 典生１）

晴生１）
良之１）

１０ Poorr
i
skの高令者胃癌患者に対し、OK432局注および
レーザー照射による治療を行った１例
金沢大学 第１外科１）
○永里
敦１）、山田 哲司１）、疋島
寛１）、道伝 研司１）
１）
１）
片田 正一 、八木 慎悟 、高橋 英雄１）、中島 久幸１）
広瀬 淳雄１）、川浦 幸光１）、岩
喬１）
１１ 再生不良性貧血様所見を合併した胃癌の１例
富山医科薬科大学 第１外科１）、同 第３内科２）、同 病理３）
中村病院４）
○明元 克司１）、津田 基晴１）、山口 敏之１）、稲田 章夫１）
高野
徹１）、橋本 英樹１）、龍村 俊樹１）、山本 恵一１）
青山 圭一２）、小泉富美朝３）、若木 邦彦３）、松井 一裕３）
中村 国雄４）
１２ 同一 pol
yp内に過形成、腺腫、癌の混在を認めた胃 pol
ypの２例
国立金沢病院 内科１）、同 研究検査科２）
○大溝 了庸１）、鈴木 邦彦１）、若林 時夫１）、杉岡 五郎１）
渡辺騏七郎２）
１３ 超音波内視鏡にて診断し得た胃原発性悪性リンパ腫の１例
金沢大学 第１内科１）
○村田 高志１）、米島
学１）、野ッ俣和夫１）、古沢 明彦１）
１）
平井 信行 、田中 延善１）、小林 健一１）
１４ 巨大胃平滑筋肉腫に胆嚢癌の合併した１例
富山赤十字病院 外科１）、同 内科２）、本多内科医院３）
富山医科薬科大学 第１病理４）
○山口 敏之１）、広瀬 龍夫１）、竹森 清和１）、関川
博１）
長谷川 洋１）、品川 俊男２）、荒木 一郎２）、本多 幸博３）
北川 正信４）、野田
誠４）
１５ 胃脂肪腫の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
○浜田 誠人１）、越野
健１）、林
１）
立村 森男 、森永 健市１）

武彦１）、北中

勇１）

１６ マイクロターゼの使用経験、特に胃腺腫の治療について
辰口芳珠記念病院 外科１）、同 内科２）
○倉知
圓１）、渡辺 公男１）、森
清男２）、桝田昌之助２）
１７ 食道および胃内異物の内視鏡的摘出
金沢大学 第１外科１）
○八木 慎悟１）、川浦 幸光１）、服部 和伸１）、森
魚津 幸蔵１）、伴登 宏行１）、山田 哲司１）、岩

善裕１）
喬１）

１８ 小児の胃・十二指腸潰瘍の成因としてのストレスの検討
金沢医科大学 小児外科１）、同 精神神経科２）
○北谷 秀樹１）、梶本 照穂１）、平口 真理２）、榎戸芙佐子２）
１９ 内視鏡的に経過観察できた Schönl
ei
nHenoch紫斑病に
よる虚血性小腸炎の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２内科２）
○松崎 恒一１）、藤倉信一郎１）、井田 一夫１）、坂東
毅１）
七沢
洋１）、稲土 修嗣１）、窪田 芳樹１）、野尻 裕之１）
島田 一彦１）、井上 恭一１）、佐々木 博１）、中尾 義広２）
飯田 博行２）

２０ 内科的治療で消失した Cr
onkhi
t
eCanada症候群と思われ
る１症例
富山赤十字病院 内科１）、同 外科２）
富山医科薬科大学 第１病理３）
○吉田
誠１）、品川 俊男１）、荒木 一郎１）、平岩 善雄１）
文字
直１）、楠
憲夫１）、清水 邦芳１）、永森 正秋１）
２）
関川
博 、長谷川 洋２）、北川 正信３）
２１ 内視鏡検査で追跡治療した直腸炎症性疾患（アメーバ赤
痢？）の１例
富山医科薬科大学 第１外科１）、同 病理２）
富山市民病院 検査科３）、古野医院４）
○山本 恵一１）、津田 基晴１）、笠島
学１）、湊
浩志１）
１）
１）
１）
宮崎 幹也 、石坂伸太郎 、木元 文彦 、村上
新１）
２）
３）
４）
三輪 淳夫 、高柳 尹立 、古野美喜夫
２２ 当科における過去５年間の大腸内視鏡検査の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、国立療養所石川病院２）
○沢口
潔１）、浅井
透１）、菅
敏彦１）、太田 孝仁１）
上野 雅資１）、高橋
豊１）、北村 徳治１）、上田
博１）
荻野 知己１）、磨伊 正義１）、山田 志郎２）
２３ 当科における大腸ポリペクトミーの現況
福井医科大学 第２内科１）
○木下 晴生１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、多田
１）
鈴木 邦夫 、野村 元積１）、中永 昌夫１）、大西
藤木 典生１）

利男１）
良之１）

２４ 検診で発見されたⅡ a＋Ⅱ c型早期大腸癌の３例
北陸中央病院 外科１）、富山医科薬科大学 病理２）
○岩瀬 孝明１）、沢
重治１）、北川 正信２）
２５ ポリープ状外観を呈した転移性直腸癌の１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○中川 公三１）、中泉 治雄１）、服部 昌和１）、田中
高山 和男１）、松田 一夫１）、三崎 明孝１）、村北
細川
治１）、武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田
１）
１）
渡辺 国重 、木谷 栄一 、津田 昇志１）、山崎
山道
昇２）、小西二三男２）

２７ バルーンカテーテルにより局在診断可能であった肝内結石
症の１例
福井県済生会病院 内科１）、同 中放診断部２）、同 外科３）
○登谷 大修１）、北川 浩文１）、潮木 保幸１）、中村
暁１）
中屋昭次郎１）、柳
碩也１）、井田 正博２）、荒井 和徳２）
三井
毅３）、三浦 将司３）、藤沢 正清３）
２８ 十二指腸球部と結腸の両方に内胆汁瘻を認めた１例
石川県立中央病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理４）、小松市民病院 内科５）
○竹田 康男１）、京井 優典１）、平井 圭彦１）、大家他喜雄１）
清水 博志２）、北川
晋３）、林
守源４）、安原修一郎５）
２９ 胆石溶解剤投与中に発症した無石胆嚢炎後胆石症の１例
金沢大学がん研究所 内科１）
○岡井
高１）、渡辺 弘之１）、太田 英樹１）、里村 吉威１）
中村 勇一１）、竹森 康弘１）、澤武 紀雄１）
３０ 胆管十二指腸吻合部狭窄に対し、ケナコルト Aの局注が奏
効した１例
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○指宿 昌彦１）、瀬戸啓太郎１）、青沼
宏１）、横田
啓１）
１）
１）
１）
山本 広幸 、斉藤 人志 、高田 道明 、田中 庸雄１）
有塚 史郎１）、木南 義男１）
３１ 当院における ERCPの経験
竹内病院１）
○竹内
功１）
３２ ビデオエンドスコーブの使用経験（第３報）
福井医科大学 第２内科１）
○鈴木 邦夫１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、木下
多田 利男１）、野村 元積１）、中永 昌夫１）、大西
藤木 典生１）

正樹１）
和広１）
信人１）
信１）

２６ I
ndocyani
negr
een静注による腹腔鏡検査
富山県立中央病院 内科１）
○本定 秀雄１）、中川 彦人１）、西邨 啓吾１）、広瀬昭一郎１）

３３ 開業１年間の消化器内視鏡活動
小坂旭町医院１）
○小坂
進１）、小坂 牧子１）

晴生１）
良之１）

第４７回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和６１年６月２２日日
場：福井医科大学 第１会場：臨床大講義室
第２会場：臨床中講義室
長：福井医科大学 第１外科 中川原儀三

◆一般演題
０１ 癌性食道狭窄に対する非観血的人工食道造設法
福井医科大学 第２内科１）
○木下 晴生１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、鈴木
１）
多田 利男 、野村 元積１）、中永 昌夫１）、藤木
０２ 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法の予後の検討
金沢大学 第１内科１）、国立金沢病院 内科２）
福井県済生会病院 内科３）
○老子 善康１）、米島
学１）、卜部
健１）、村田
北川 浩文１）、木谷
恒１）、平井 信行１）、田中
小林 健一１）、服部
信１）、若林 時夫２）、杉岡
３）
登谷 大修
０３ 緊急内視鏡を施行した上部消化管出血例の検討
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
○登谷 大修１）、福岡 賢一１）、中屋昭次郎１）、柳
浅田 康行２）、三井
毅２）、三浦 将司２）、藤沢

邦夫１）
典生１）

高志１）
延善１）
五郎２）

碩也１）
正清２）

１０ 内視鏡的に切除した残胃Ⅱ c癌、COPD合併の１例
富山医科薬科大学 第２外科１）
○斉藤 光和１）、山田
明１）、中嶋 良作１）、島崎 邦彦１）
１）
穂苅 市郎 、坂本
隆１）、唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）
１）
伊藤
博 、藤巻 雅夫１）
１１ ブリリアントブルーを用いた内視鏡検査による胃癌の診断
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
富山医科薬科大学 病理４）
○政岡 陽文１）、広瀬昭一郎１）、本定 秀雄１）、中川 彦人１）
西邨 啓吾１）、黒田 吉隆２）、辻
政彦２）、三輪 淳夫３）
４）
北川 正信
１２ 残胃の早期癌
福井医科大学 第１外科１）、武生中村病院２）
○関
弘明１）、三輪 晃一１）、広瀬 和郎１）、中川原儀三１）
中村 康孝２）

０４ 内視鏡的止血法（高張生食水・エピネフリン局注法）を行
なった Mal
l
or
yWei
ss症候群の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）
○窪田 芳樹１）、藤倉信一郎１）、松崎 恒一１）、坂東
毅１）
七澤
洋１）、稲土 修嗣１）、野尻 裕之１）、島田 一彦１）
田中三千雄１）、井上 恭一１）、佐々木 博１）、島崎 邦彦２）
山田
明２）

１３ 内視鏡的 MdYAGレーザー治療により癌細胞の陰性化が
認められた手術不能早期胃癌の２症例
金沢大学 第１内科１）
砺波総合病院 内科２）
○卜部
健１）、米島
学１）、平井 信行１）、老子 善康１）
１）
村田 高志 、古沢 明彦１）、田中 延善１）、小林 健一１）
服部
信１）、金井 正信２）、杉本 立甫２）

０５ 術後ストレス潰瘍に対する内視鏡的純エタノール局注の経験
金沢大学 第１外科１）
○九沢
豊１）、川浦 幸光１）、森
善裕１）、服部 和伸１）
品川
誠１）、永里
敦１）、中島 久幸１）、山田 哲司１）
岩
喬１）

１４ 早期胃癌および良・悪性境界病変に対する内視鏡的レー
ザー治療の経験
黒部市民病院 内科１）
○牧野
博１）、青山
庄１）、森岡
健１）、高桜 英輔１）

０６ マイクロ波凝固装置による胃出血の治療
辰口芳珠記念病院１）
○倉知
圓１）
０７ 胃内視鏡ポリペクトミー症例の検討－特に特殊型ポリープ
について－
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○細川
治１）、松田 一夫１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）
中川 公三１）、武田 孝之１）、中泉 治雄１）、谷川
裕１）
森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）
山崎
信１）、山道
昇２）、小西二三男２）
０８ 陥凹型胃腺腫性病変の悪性度について
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
同 中央放射線診断部３）、金沢医科大学 病理４）
○浅田 康行１）、三浦 将司１）、大平 政樹１）、加藤
三井
毅１）、林 外史英１）、飯田 善郎１）、黒田
藤沢 正清１）、福岡 賢一２）、登谷 大修２）、柳
蒲田 敏文３）、井田 正博３）、高山
茂３）、山道
４）
小西二三男

善彦１）
譲１）
碩也２）
昇４）

０９ Pm 胃癌の臨床病理学的検討
富山市民病院 外科１）、同 研究検査科２）
○上田 順彦１）、石黒 信彦１）、木村 寛伸１）、菅原昇次郎１）
草島 義徳１）、萩野
茂１）、広野 禎介１）、高柳 尹立２）

１５ 胃未分化系腺癌の発育進展様式と内視鏡診断能について－
微小癌よりの検討－
金沢大学がん研究所 外科１）
同 腫瘍形態研究室２）
○伊藤
透１）、磨伊 正義１）、藤本 敏博１）、浅井
透１）
１）
１）
１）
菅
敏彦 、太田 孝仁 、上野 雅資 、高橋
豊１）
澤口
潔１）、北村 徳治１）、上田
博１）、荻野 知己１）
大井 章史２）
１６ 十二指腸球部に脱出がみられたⅡ a集族型胃癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）
同 腫瘍形態研究室２）
○菅
敏彦１）、高橋
豊１）、藤本 敏博１）、浅井
透１）
１）
１）
１）
太田 孝仁 、伊藤
透 、上野 雅資 、澤口
潔１）
北村 徳治１）、上田
博１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
大井 章史２）
１７ Fal
senegat
i
veであった胃スキルスの１例
金沢市医師会１）
○浅野 繁尚１）
１８ 胃と他臓器の重複癌
富山市民病院 外科１）
○木村 寛伸１）、石黒 信彦１）、上田 順彦１）、菅原昇次郎１）
草島 義徳１）、萩野
茂１）、広野 禎介１）

１９ 胃粘膜下腫瘍と誤った胃外隆起病変症例
金沢医科大学 消化器内科１）
○島中 公志１）、川原
弘１）、堤
幹宏１）、根井
松田 芳郎１）

仁一１）

３０ 下部消化管出血に対する高張 NaEpi
nephr
i
ne液局注療法
の経験
城北病院 外科１）、同 内科２）
○猪飼 純市１）、金崎 照雄１）、古田 和雄１）、原
和人１）
清光 義則２）、宮岸 修司２）、山本 和利２）

２０ 胃筋原性腫瘍の超音波内視鏡像
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
○浅井
透１）、上野 雅資１）、上田
博１）、菅
敏彦１）
藤本 敏博１）、太田 孝仁１）、伊藤
透１）、高橋
豊１）
１）
１）
１）
澤口
潔 、北村 徳治 、荻野 知己 、磨伊 正義１）
大井 章史２）

３１ ファイバースコープにて整復し得た小児 S状結腸軸捻転症
の１例
金沢医科大学 小児外科１）
○河野 美幸１）、北谷 秀樹１）、梶本 照穂１）

２１ 超音波内視鏡の胃粘膜下腫瘍への応用（第１報）
福井医科大学 第２内科１）
○加藤 卓次１）、郡
大裕１）、木下 晴生１）、多田 利男１）
鈴木 邦夫１）、野村 元積１）、中永 昌夫１）、藤木 典生１）
２２ 超音波内視鏡にて確診し、内視鏡的に切除し得た胃粘膜下
腫瘍の１例
福井医科大学 第２内科１）
○中永 昌夫１）、郡
大裕１）、多田 利男１）、木下 晴生１）
１）
加藤 卓次 、鈴木 邦夫１）、野村 元積１）、藤木 典生１）
２３ 電子内視鏡による胃内視鏡像の画像処理の試み
福井医科大学 第２内科１）
○鈴木 邦夫１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、木下
１）
多田 利男 、野村 元積１）、中永 昌夫１）、藤木
２４ Di
eul
af
oy潰瘍と思われる１症例
高岡市民病院 内科１）、同 外科２）
富山医科薬科大学 第１病理３）
○井田 一夫１）、竹越 国夫１）、藤田
一１）、松田
川田 純也１）、炭谷 哲二１）、太田 正之１）、遠山
奥田 洽爾１）、松木 伸夫２）、巴陵 宣彦２）、可西
北川 正信３）

晴生１）
典生１）

正史１）
龍彦１）
右使２）

３２ 微小大腸癌の１例
城北病院 外科１）、同 内科２）、国立金沢病院 病理３）
○原
和人１）、猪飼 純市１）、金崎 照雄１）、古田 和雄１）
清光 義則２）、宮岸 修司２）、山本 和利２）、渡辺騏七郎３）
３３ 当教室で経験した大腸早期癌５０例の臨床病理学検討
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
国立療養所石川病院 内科３）
○沢口
潔１）、浅井
透１）、太田 孝仁１）、菅
敏彦１）
藤本 敏博１）、伊藤
透１）、上野 雅資１）、高橋
豊１）
１）
１）
１）
北村 徳治 、上田
博 、荻野 知己 、磨伊 正義１）
２）
大井 章史 、山田 志郎３）
３４ 先天性胆道閉塞症術後における肝門部内視鏡的 cur
et
t
age
の意義
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、河野 美幸１）、梶本 照穂１）
３５ 再発結石に対する経空腸瘻胆道内視鏡下砕石術
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○青沼
宏１）、瀬戸啓太郎１）、斎藤 人志１）、山本
高田 道明１）、田中 庸雄１）、高島 茂樹１）、木南

広幸１）
義男１）

２５ 化生性胃炎初期変化としての若年鳥肌胃炎の検討
金沢医科大学 病理１）、竹内病院２）
○小西二三男１）、伊藤
透１）、竹内
功２）

３６ 興味ある ERCP像を呈した多発性肝腎嚢胞症の１剖検例
金沢大学 第２内科１）、同 第１病理２）
○松田 博人１）、高桑
健１）、小川 滋彦１）、平井 圭彦１）
１）
辰已
靖 、大石
誠１）、上野 敏男１）、東福 要平１）
１）
竹田 亮祐 、小田 恵夫２）

２６ 経過中一部が脱落し、下血を機に発見された十二指腸リ
ポーマの１例
国立療養所石川病院 内科１）、金沢大学がん研究所 外科２）
○石塚
厳１）、澤
弥生１）、田中 敏行１）、森岡
誠１）
山田 志郎１）、粟井 正則１）、沢口
潔２）

３７ 主膵管に原発した所謂粘液産生膵癌の１例
国立山中病院 内科１）、金沢大学 第１内科２）
金沢医科大学 病理３）
○松下 文昭１）、稲坂
暢１）、木谷
恒２）、田中
松能 久雄３）、小西二三男３）

２７ 東洋毛様線虫症によると思われる粗造型十二指腸炎の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２病理２）、不二越病院３）
○稲土 修嗣１）、田中三千雄１）、松崎 恒一１）、坂東
毅１）
１）
１）
１）
七澤
洋 、窪田 芳樹 、野尻 裕之 、島田 一彦１）
藤倉信一郎１）、井上 恭一１）、佐々木 博１）、上村
清２）
川崎
健３）

３８ 超音波内視鏡検査が質的診断に有用であった胆嚢腺筋腫症
の１例
金沢大学がん研究所 内科１）
○渡辺 弘之１）、中村 勇一１）、里村 吉威１）、太田 英樹１）
金子 周一１）、竹森 康弘１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）

２８ 胃潰瘍、貧血、低タンパク血症で発症し、PSC合併が疑わ
れた Cr
ohn病の１例
北川内科クリニック１）
○北川 鉄人１）
２９ 術中、内視鏡的ポリペクトミーを行った Peut
zJ
egher
s症
候群の１例
城北病院 外科１）、同 内科２）
健生病院 内科３）
○金崎 照雄１）、猪飼 純市１）、古田 和雄１）、原
和人１）、
清光 義則２）、宮岸 修司２）、山本 和利２）、塩谷 昌彦３）、
白崎 良明３）

延善２）

３９ 超音波内視鏡が診断に有用であった肝外発育性肝海綿状血
管腫の１例
公立宇出津総合病院 内科１）、金沢大学がん研究所 内科２）
金沢大学 放射線科３）、同 第１内科４）
○村田 高志１）、元雄 良治１）、両林 英之１）、樋上 義伸１）
若月寿之助１）、岡井
高２）、松井
修３）、田中 延善４）
４０ 超音波内視鏡、腹部超音波検査が有用であった副腎腫瘍の
１例
金沢大学 第２内科１）、同 泌尿器科２）
氷見市民病院 内科３）
○増永 高晴１）、山田 隆千１）、田中
功１）、矢島
真１）、
伊部 直之１）、荒木 一郎１）、竹田 康男１）、島崎 英樹１）、
上野 敏男１）、竹田 亮祐１）、管田 敏明２）、皆川 冬樹３）

第４８回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和６１年１２月６日土
場：金沢大学医学部 第１会場：臨床講義室（Ⅰ）
第２会場：臨床講義室（Ⅱ）
長：金沢大学がん研究所 外科 磨伊 正義

◆会長講演
「胃癌の内視鏡診断と治療に関する諸問題」
金沢大学がん研究所 外科
磨伊 正義
◆一般演題
０１ 食道・胃静脈瘤の超音波内視鏡像の検討
金沢大学 第１内科１）
○卜部
健１）、米島
学１）、平井 信行１）、老子
１）
田中 延善 、小林 健一１）、服部
信１）

善康１）

０２ 先天性胆道閉塞症術後管理における食道静脈瘤硬化療法の
意義
金沢医科大学 小児外科１）
○河野 美幸１）、北谷 秀樹１）、梶本 照穂１）
０３ 吻合部食道狭窄に対する食道バルーン拡張器の使用経験
金沢大学 第１外科１）
○龍沢 俊彦１）、川浦 幸光１）、森
善裕１）、中島 久幸１）
服部 和伸１）、品川
誠１）、松本
康１）、笠原 善郎１）
１）
岩
喬
０４ ブジー療法が有用であった先天性食道 Webの１例
城北病院 外科１）、同 内科２）
○金崎 照雄１）、古田 和雄１）、原
和人１）、山本 和利２）
２）
清光 義則
０５ 重症感染症に伴った食道病変の１例
金沢大学 第２内科１）
○平井 圭彦１）、河合 盛光１）、中村
浩１）、伊部
増永 高晴１）、竹田 康男１）、上野 敏男１）、竹田
０６ 食道顆粒細胞腫の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○上島 康洋１）、堤
幹宏１）、根井

仁一１）、松田

直之１）
亮祐１）

芳郎１）

０７ 広範囲に随伴性Ⅱ b
（＋Ⅱ c）を認めたⅠ型早期胃癌の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
金沢医科大学 病理３）
○三林
裕１）、高畠 一郎２）、木原 鴻洋２）、宮永 盛郎２）
石川 義磨３）
０８ 胃扁平上皮癌の１例
福井県立病院 外科１）
金沢医科大学 病理２）
○林
寛之１）、中泉 治雄１）、窓岩
三崎 明孝１）、内田 直孝１）、村北
中川 公三１）、武田 孝之１）、谷川
渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田
山道
昇２）、小西二三男２）

清治１）、山村
和広１）、細川
裕１）、森田
昇志１）、山崎

浩然１）
治１）
信人１）
信１）

０９ 胃集検で発見された比較的早期のスキルス胃癌の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 中央放射線診断部２）
金沢大学 第１病理３）
○浅田 康行１）、三浦 将司１）、飯田 善郎１）、加藤 善彦１）
大平 政樹１）、金
定基１）、三井
毅１）、黒田
譲１）
１）
２）
２）
藤沢 正清 、蒲田 敏文 、井田 正博 、高山
茂２）
３）
中西 功夫

１０ 胃平滑筋芽腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）
同 第２病理３）
○足立 浩司１）、稲土 修嗣１）、坂東
毅１）、青山
田中三千雄１）、佐々木 博１）、笠木 徳三２）、山田
藤巻 雅夫２）、櫛淵 統一３）、小泉富美朝３）

圭一１）
明２）

１１ Schönl
ei
nHenoch紫斑病の１例にみられた胃病変
富山労災病院 内科１）
○阪上
学１）、越野 慶隆１）、神保 正樹１）、野田 八嗣１）
千代 英夫１）、山崎 隆吉１）
１２ 大量出血をきたし、内視鏡的ホットバイオプシーを施行し
た胃内多発血管腫の１例
城北病院 外科１）、同 内科２）
○原
和人１）、金崎 照雄１）、古田 和雄１）、山本 和利２）
清光 義則２）
１３ 悪性貧血に合併した胃カルチノイドの１例
富山県立中央病院 内科１）、同 病理２）
富山医科薬科大学 病理３）
○広瀬昭一郎１）、政岡 陽文１）、大野 秀彰１）、本定
中川 彦人１）、西邨 啓吾１）、三輪 淳夫２）、増田
北川 正信３）
１４ 内視鏡的に切除できた胃カルチノイドの１例
金沢逓信病院 外科１）、同 内科２）
国立金沢病院 検査科３）
○野村 泰三１）、村
俊成１）、坂東 平一１）、小林
渡辺騏七郎３）
１５ 胃癌深達度診断に対する超音波内視鏡の応用
福井医科大学 第２内科１）
○得田
彰１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、多田
１）
木下 晴生 、鈴木 邦夫１）、野村 元積１）、中永
佐藤富貴子１）、道鎮 正規１）、藤木 典生１）

秀雄１）
信二３）

三郎２）

利男１）
昌夫１）

１６ EUSによる胃癌の間質反応の判定とその臨床的意義－転移、
再発形式の予測－
金沢大学がん研究所 外科１）、同 内科２）
同 腫瘍形態研究室３）
○高橋
豊１）、上野 雅資１）、北村 徳治１）、浅井
透１）
１）
１）
１）
伊藤
透 、藤本 敏博 、菅
敏彦 、太田 孝仁１）
１）
１）
沢口
潔 、上田
博 、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
岡井
高２）、大井 章史３）
１７ 当科における内視鏡的 LASER治療の経験
金沢大学 第１内科１）
○老子 善康１）、米島
学１）、平井 信行１）、卜部
田中 延善１）、小林 健一１）、服部
信１）

健１）

１８ 上部消化管悪性腫瘍に対する経内視鏡的マイクロ波凝固療法
富山医科薬科大学 第３内科１）
○七澤
洋１）、坂東
毅１）、野尻 裕之１）、島田 一彦１）
稲土 修嗣１）、舟木
淳１）、松崎 恒一１）、井田 一夫１）
窪田 芳樹１）、藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）
１９ 癌組織型別にみた微小胃癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
○伊藤
透１）、磨伊 正義１）、藤本 敏博１）、浅井
透１）
１）
１）
１）
菅
敏彦 、太田 孝仁 、上野 雅資 、北村 徳治１）
高橋
豊１）、沢口
潔１）、上田
博１）、荻野 知己１）
大井 章史２）
２０ 術前化学療法により肉眼形態の変化を来した胃癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
国立療養所石川病院 内科３）
○上田
博１）、沢口
潔１）、藤本 敏博１）、伊藤
透１）
１）
１）
１）
浅井
透 、菅
敏彦 、太田 孝仁 、上野 雅資１）
１）
高橋
豊 、北村 徳治１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
大井 章史２）、山田 志郎３）
２１ 表層型悪性胃リンパ腫と慢性胃炎の検討
金沢医科大学 病理１）、福井県立病院 外科２）
○山道
昇１）、藤井 隆広１）、小西二三男１）、渡辺
山崎
信２）

国重２）

２２ 残胃癌に対する内視鏡診断の有用性と問題点について
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○萩原 広彰１）、桐山 正人１）、芦田 義尚１）、坂田 則昭１）
有塚 史郎１）、高島 茂樹１）、木南 義男１）
２３ 内視鏡的胃瘻造設術８例の経験
氷見市民病院 胃腸科外科１）、同 脳神経外科２）、同 内科３）
○若狭林一郎１）、伴登 宏行１）、杉山 茂樹１）、牛島
聡１）
１）
１）
２）
村田 修一 、清崎 克美 、江守
巧 、西野 逸男３）
２４ 十二指腸炎の内視鏡的経過観察
富山医科薬科大学 第３内科１）
○稲土 修嗣１）、松崎 恒一１）、舟木
淳１）、七澤
坂東
毅１）、野尻 裕之１）、窪田 芳樹１）、島田
藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）
２５ 内視鏡的に摘出した十二指腸脂肪腫の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
○浜田 誠人１）、北中
勇１）、立村 森男１）、森永

洋１）
一彦１）

健市１）

２６ 球部十二指腸癌の１症例
富山赤十字病院 内科１）、同 外科２）、金沢大学 放射線科３）
富山医科薬科大学 第１病理４）
○田中
功１）、荒木 一郎１）、吉田
誠１）、平岩 善雄１）
１）
１）
文字
直 、松田 昌夫 、楠
憲夫１）、品川 俊男１）
永森 正秋１）、長谷川 洋２）、稲田 章雄２）、関川
博２）
広瀬仁一郎３）、北川 正信４）、野田
誠４）

２９ 内視鏡的逆行性膵実質造影検査で診断された膵体尾部欠損
症の１例
恵寿総合病院 胃腸科１）、同 内科２）
金沢大学 放射線科３）
○太田 哲生１）、素谷
宏１）、魚岸
誠１）、杉山 和夫１）
１）
２）
神野 正一 、斉藤 靖人 、鈴木 正行３）
３０ 膵管非癒合例にみられた背側慢性膵炎の１治験例
金沢大学 第２外科１）、同 第１内科２）
小松総合病院 内科３）
○谷屋 隆雄１）、中野 泰治１）、石田 哲也１）、嶋
裕一１）
泉
良平１）、小西 孝司１）、宮崎 逸夫１）、米島
学２）
亀田 正二３）
３１ 内視鏡的十二指腸乳頭切開術の検討
辰口芳珠記念病院１）
○倉知
圓１）
３２ 経皮経肝的胆道内視鏡下砕石術の経験
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○瀬戸啓太郎１）、高田 道明１）、松下 昌弘１）、青沼
横田
啓１）、山本 広幸１）、斉藤 人志１）、木南

宏１）
義男１）

３３ 改良型十二指腸親子ファイバースコープの使用経験
福井医科大学 第２内科１）
○佐藤富貴子１）、郡
大裕１）、木下 晴生１）、加藤 卓次１）
１）
鈴木 邦夫 、多田 利男１）、野村 元積１）、中永 昌夫１）
道鎮 正規１）、得田
彰１）、藤木 典生１）
３４ 内視鏡的胆道ドレナージ内瘻法（ERBD）施行症例の予後
に関する検討
国立金沢病院 内科１）、同 研究検査科２）
金沢大学 第１内科３）
○若林 時夫１）、米島 正廣１）、岡部外志彦１）、森本日出雄１）
鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）、杉岡 五郎１）、渡辺騏七郎２）
米島
学３）
３５ 超音波誘導下胆嚢穿刺術による胆嚢胆汁細胞診の意義
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○斉藤 人志１）、高田 道明１）、横田
啓１）、松下 昌弘１）
山本 広幸１）、木南 義男１）
３６ 内視鏡的に切除した乳頭部胆管、良性腫瘍の３例
福井医科大学 第１外科１）
春江病院２）
○関
弘明１）、嶋田
紘１）、藤沢 克憲１）、福島
弥１）
１）
１）
１）
新本 修一 、野手 雅幸 、広瀬 和郎 、松葉
明１）
礒部 芳彰１）、木下
元１）、小島 靖彦１）、藤田 秀春１）
中川原儀三１）、嶋田 貞博２）
３７ S状結腸ファイバースコープの有用性について
城北病院 内科１）、同 外科２）
○島
隆雄１）、山本 和利１）、清光 義則１）、金崎
古田 和雄２）、原
和人２）

照雄２）

２７ 小腸ファイバースコープを施行した空腸癌の１例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）、同 中央診断部３）
○登谷 大修１）、福岡 賢一１）、佐藤 重彦１）、中村
暁１）
１）
１）
２）
中屋昭次郎 、柳
碩也 、浅田 康行 、三浦 将司２）
２）
藤沢 正清 、蒲田 敏之３）、井田 正博３）

３８ 偽膜性大腸炎の内視鏡及び組織学的微小変化
金沢医科大学 病理１）
南ケ丘病院２）
○長谷部孝裕１）、佐々木恵子１）、小西二三男１）、森

２８ 当科における ERCP施行例の検討
福井県立病院 外科１）
○窓岩 清治１）、三崎 明孝１）、谷川
裕１）、渡辺
林
寛之１）、山村 浩然１）、内田 直孝１）、村北
細川
治１）、中川 公三１）、武田 孝之１）、中泉
森田 信人１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）、山崎

３９ １０㎜未満の大腸腺腫の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
○沢口
潔１）、太田 孝仁１）、菅
敏彦１）、浅井
透１）
伊藤
透１）、藤本 敏博１）、上野 雅資１）、高橋
豊１）
北村 徳治１）、上田
博１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
大井 章史２）

国重１）
和広１）
治雄１）
信１）

明弘２）

４０ 大腸非腺腫性異型病巣の検討
金沢医科大学 病理１）、福井県立病院 外科２）
○山道
昇１）、松能 久雄１）、小西二三男１）、中泉
山崎
信２）
４１ 人間ドックに於ける下部大腸内視鏡検査の意義
金沢逓信病院 外科１）、同 健康管理科２）
○村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東 平一１）、田中

治雄２）

邦美２）

４２ 多発ポリープで発症した Sol
i
t
ar
yul
cersyndr
omeoft
he
r
ect
um の２例
金沢医科大学 小児外科１）、同 病理２）、高岡市民病院 外科３）
○北谷 秀樹１）、河野 美幸１）、梶本 照穂１）、小西二三男２）
松木 伸夫３）
４３ いわゆる孤立性直腸潰瘍の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、同 外科２）
○竹森 康弘１）、渡辺 弘文１）、太田 英樹１）、里村
金子 周一１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）、沢口
荻野 知己２）

吉威１）
潔２）

４４ 横行結腸狭窄を来した閉塞性腸炎の１例
富山医科薬科大学 第１外科１）
○大場 泰良１）、矢後
修１）、西出 良一１）、浜中 英樹１）
石野 利夫１）、北沢 慎次１）、辻本
優１）、小山 信二１）
１）
１）
津田 基晴 、笠島
学 、龍村 俊樹１）、山本 恵一１）

４５ ポリペクトミーで診断した大腸リンパ管腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２病理２）
○舟木
淳１）、峯村 正実１）、寺崎 禎一１）、松崎 恒一１）
稲土 修嗣１）、七澤
洋１）、島田 一彦１）、窪田 芳樹１）
藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、佐々木 博１）、若木 邦彦２）
４６ Fl
atel
evat
i
onを呈した大腸早期癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
○沢口
潔１）、太田 孝仁１）、菅
敏彦１）、浅井
透１）
１）
１）
１）
伊藤
透 、藤本 敏博 、上野 雅資 、高橋
豊１）
１）
１）
１）
北村 徳治 、上田
博 、荻野 知己 、磨伊 正義１）
大井 章史２）
４７ Cowden病の１例
石川県立中央病院 内科１）、同 皮膚科２）、同 耳鼻咽喉科３）
同 病理４）
○小川 滋彦１）、島崎 英樹１）、京井 優典１）、瀬田
孝１）
１）
２）
３）
大家他喜雄 、川島 愛雄 、小森
貴 、林
守源４）

第４９回

北陸地方会

日
会

時：昭和６０年６月２８日日
場：富山医科薬科大学

会

長：富山医科薬科大学

第１会場：臨床講義室（Ⅰ）
第２会場：臨床講義室（Ⅱ）
第３内科 田中三千雄

◆特別講演
「内視鏡学の展望」
１．診
断 山口大学 第１内科
２．治
療 筑波大学臨床医学系
３．病態生理 大阪大学 第１内科
「消化器生検法の歴史と現況」
山口大学 第１内科
竹本 忠良

外科

相部
高瀬
佐藤

剛
靖広
信紘

◆一般演題
０１ 慢性透析患者における胃病変の内視鏡的観察（出血性胃炎、
胃潰瘍、胃癌の経過観察例について）
北川内科クリニック病院１）
富山医科薬科大学 第３内科２）
○北川 鉄人１）、野尻 裕之２）
０２ H２Bl
ocker投与により治癒した穿通性胃潰瘍の２例
金沢医科大学 消化器内科１）
○佐藤 博之１）、円山 恵子１）、安原
稔１）、高瀬修二郎１）
松田 芳郎１）、高田
昭１）
０３ Exul
cer
at
i
osi
mpl
ex（Di
eul
af
oy）と思われた４症例に対
する HSE液局注療法について
城北病院 内科１）
同 外科２）
○大野 健次１）、宮岸 修司１）、山本 和利１）、清光 義則１）
原
和人２）、横山
隆２）、古田 和雄２）
０４ 胃梅毒の１例
福井県立病院 内科１）
同 外科２）
国立療養所北潟病院 内科３）
金沢医科大学 病理４）
○辰己
靖１）、卜部 匡司１）、伊部
明石 宣博１）、山崎義亀与１）、本堂
細川
治２）、浜田
明３）、山道

直之１）、羽場 利博１）
克１）、得田 与夫１）
昇４）、小西二三男４）

０５ 超音波内視鏡、膵管造影、膵液採取が診断に有用であった
胃迷入膵の１例
金沢大学 第１内科１）
○村田 高志１）、米島
学１）、老子 善康１）、卜部
健１）
１）
１）
１）
宮本 市郎 、鵜浦 雅志 、小林 健一 、服部
信１）
０６ アニサキスによるいわゆる胃の Vani
shi
ngt
umorの１例
公立能登総合病院 胃腸科１）
○橋本 琢生１）、奥村 義治１）、三林
裕１）
０７ 特異な内視鏡像を呈した胃アニサキスの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○井田 一夫１）、舟木
淳１）、稲土 修嗣１）、窪田
１）
野尻 裕之 、田中三千雄１）、佐々木 博１）
０８ 急性胃粘膜病変と胃アニサキス症
大滝病院１）
福井医科大学 第２内科２）
○大滝 秀穂１）、大滝 美恵２）

芳樹１）

０９ 胃切除後の発生を観察した残胃吻合部ポリープ状肥厚性胃
炎（GCP）症例
福井県立病院 外科１）
金沢医科大学 病理２）
○細川
治１）、加藤 明之１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）
中川 公三１）、武田 孝之１）、中泉 治雄１）、谷川
裕１）
森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）
山崎
信１）、山道
昇２）、小西二三男２）
１０ 幽門輪脱出ポリープ症例の検討
浅ノ川総合病院 外科１）
同 内科２）
○秋本 龍一１）、神野 正博１）、藤本
立村 森男２）、北中
勇２）、浜田
１１ 胃生検 gr
oupⅢ症例の検討
石川県立中央病院 消化器外科１）
同 消化器内科２）
○村上 真也１）、山村 浩然１）、花立
佐々木正寿１）、高畠 一郎１）、疋島
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川
島崎 英樹２）、京井 優典２）

敏博１）、森永
誠人２）

健市２）

史香１）、宗本 義則１）
寛１）、林 外史英１）
正昭１）、小川 滋彦２）

１２ 興味深い形態を呈した早期胃悪性リンパ腫の１例
市立小松総合病院 内科１）
同 外科２）
同 病理３）
○亀田 正二１）、北
義人１）、須藤 治郎１）、上田 幸生１）
１）
能登
稔 、高橋 一郎２）、八木 真悟２）、大井 章史３）
１３ 超音波内視鏡が有用であった胃悪性リンパ腫の１例
金沢大学がん研究所 外科１）
○上野 雅資１）、上田
博１）、源
利成１）、表
和彦１）
伊藤
透１）、高橋
豊１）、大井 章史１）、荻野 知己１）
磨伊 正義１）
１４ リンパ節転移陽性の小胃癌（１０㎜以下）症例について
金沢大学がん研究所 外科１）
○伊藤
透１）、太田 孝仁１）、高橋
豊１）、出口
康１）
１）
１）
１）
源
利成 、表
和彦 、北村 徳治 、上田
博１）
１）
１）
１）
荻野 知己 、大井 章史 、磨伊 正義
１５ 新しい処置用ファイバースコープ（オリンパス GI
FI
T20）
の使用経験
金沢大学がん研究所 外科１）
○荻野 知己１）、浅井
透１）、上田
博１）、高橋
豊１）
澤口
潔１）、上野 雅資１）、磨伊 正義１）

１６ GI
FPQ20の使用経験
福井医科大学 第２内科１）
○得田
彰１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、鈴木
多田 利男１）、野村 元積１）、伊藤 重二１）、大滝
松村
賢１）、中永 昌夫１）、佐藤富貴子１）、藤木

邦夫１）
美恵１）
典生１）

１７ 巨大な肝 adenomat
oushyper
pl
asi
aを認めた肝硬変の１例
国立金沢病院 内科１）、同 放射線科２）、同 病理３）
○森本日出雄１）、若林 時夫１）、鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）
１）
１）
２）
木田
寛 、杉岡 五郎 、高仲
強 、渡辺騏七郎３）
１８ HBs抗原陽性大酒家肝障害例における腹腔鏡所見
富山医科薬科大学 第３内科１）
○康山 俊学１）、青山 圭一１）、桑原 芳弘１）、正満 純子１）
宮際
幹１）、能澤 明宏１）、中山 義秀１）、愛場 信康１）
市田 隆文１）、小島
隆１）、井上 恭一１）、佐々木 博１）
１９ 超音波内視鏡による良性胆嚢疾患の診断
金沢大学がん研究所 内科１）、同 外科２）
○岡井
高１）、河上 浩康１）、渡辺 弘之１）、太田
里村 吉威１）、大溝 了庸１）、竹森 康弘１）、澤武
荻野 知己２）、磨伊 正義２）
２０ 内視鏡的胆道ドレナージ施行例の検討
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
○登谷 大修１）、田中 延善１）、中村
暁１）、福岡
１）
１）
岡藤 和博 、中屋昭次郎 、柳
碩也１）、三井
三浦 将司２）、藤沢 正清２）
２１ 食道粘膜剥離の１例
福井医科大学 第２内科１）
○佐藤富貴子１）、郡
大裕１）、多田
鈴木 邦夫１）、野村 元積１）、伊藤
松村
賢１）、中永 昌夫１）、得田

利男１）、加藤
重二１）、大滝
彰１）、藤木

英樹１）
紀雄１）

賢一１）
毅２）

卓次１）
美恵１）
典生１）

２２ 食道粘膜下腫瘍における超音波内視鏡（EUS）像の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、同 内科２）
○菅
敏彦１）、荻野 知己１）、出口
康１）、伊藤
透１）
１）
１）
１）
藤本 敏博 、北村 徳治 、上田
博 、大井 章史１）
磨伊 正義１）、岡井
高２）、澤武 紀雄２）
２３ 食道乳頭腫の１例
福井医科大学 第２内科１）
月岡医院２）
○多田 利男１）、郡
大裕１）、中永
１）
鈴木 邦夫 、野村 元積１）、伊藤
松村
賢１）、佐藤富貴子１）、得田
月岡 照晴２）

昌夫１）、加藤
重二１）、大滝
彰１）、藤木

卓次１）
美恵１）
典生１）

２４ 食道の gr
anul
arcel
lt
umorの１例
加登病院１）
金沢大学 第１内科２）
金沢医科大学 病理３）
○加登 康洋１）、米島
学２）、山道
昇３）
２５ 内視鏡的ポリペクトミーを施行しえた食道平滑筋腫の２例
厚生連高岡病院 外科１）
○平野
誠１）、伴登 宏行１）、道伝 研司１）、酒徳 光明１）
斉藤
裕１）、橘川 弘勝１）、龍沢 俊彦１）
２６ Ci
spl
at
i
num（CDDP）と放射線治療により消失した食道
癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）
○浅井
透１）、荻野 知己１）、菅
敏彦１）、源
利成１）
高橋
豊１）、上野 雅資１）、磨伊 正義１）

２７ 切除不能食道癌に対する内視鏡下人工食道挿入の経験
石川県立中央病院 消化器外科１）
○高畠 一郎１）、花立 史香１）、山村 浩然１）、宗本 義則１）
佐々木正寿１）、村上 真也１）、疋島
寛１）、林 外史英１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
２８ 食道早期癌の５症例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
東京女子医科大学 外科４）、富山医科薬科大学 第１病理５）
○本定 秀雄１）、政岡 陽文１）、松下 栄紀１）、中川 彦人１）
西邨 啓吾１）、広瀬昭一郎１）、黒田 吉隆２）、辻
政彦２）
三輪 淳夫３）、桐田 孝史４）、北川 正信５）
２９ 当科における内視鏡的食道静脈瘤硬化療法の経験－食道静
脈瘤内および周囲注入法の併用療法の有用性－
金沢大学 第１内科１）
○卜部
健１）、米島
学１）、村田 高志１）、鵜浦 雅志１）
１）
小林 健一 、服部
信１）
３０ 十二指腸球後部に認められた Tr
enchul
cer様病変の１例
城北病院 外科１）、同 内科２）
○原
和人１）、横山
隆１）、古田 和雄１）、宮岸 修司２）
２）
山本 和利 、清光 義則２）
３１ 興味ある十二指腸良性隆起性病変の４症例
富山赤十字病院 内科１）、同 外科２）
富山医科薬科大学 第１病理３）
○田中
功１）、荒木 一郎１）、松田 博人１）、吉田
平岩 善雄１）、文字
直１）、楠
憲夫１）、品川
１）
２）
永森 正秋 、長谷川 洋 、関川
博２）、野田
３）
北川 正信

誠１）
俊男１）
誠３）

３２ 膵管癒合不全に対する内視鏡的副乳頭切開術の１例
金沢大学 第２外科１）
○渡辺 俊雄１）、小西 孝司１）、藪下 和久１）、小林 弘信１）
小矢崎直博１）、橋本 哲夫１）、泉
良平１）、八木 雅夫１）
上野 桂一１）、清水 康一１）、宮崎 逸夫１）
３３ 直腸孤立性潰瘍症候群（隆起型）の１例
富山医科薬科大学 和漢診療部１）、同 第２外科２）、同 病理３）
○嶋田
豊１）、土佐 寛順１）、寺澤 捷年１）、竹森
繁２）
２）
２）
３）
鈴木修一郎 、田澤 賢次 、増田 信二
３４ 大腸アメーバの１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○布施田哲也１）、中川 公三１）、加藤 明之１）、三崎 明孝１）
村北 和広１）、細川
治１）、武田 孝之１）、中泉 治雄１）
谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）
津田 昇志１）、山崎
信１）、山道
昇２）、小西二三男２）
３５ 急性出血性直腸潰瘍に伴った直腸憩室穿孔の１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○卜部 匡司１）、中泉 治雄１）、加藤 明之１）、三崎 明孝１）
村北 和広１）、細川
治１）、中川 公三１）、武田 孝之１）
１）
谷川
裕 、森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）
津田 昇志１）、山崎
信１）、山道
昇２）、小西二三男２）
３６ 肛門管の部位に発生した大腸早期癌の１例
北陸中央病院 外科１）
富山医科薬科大学 第１病理２）
○八木 真悟１）、広瀬 淳雄１）、岩瀬 孝明１）、増田
北川 正信２）
３７ denovo癌と思われる S状結腸粘膜内癌の１例
町立三国病院 外科１）
○藤井 康広１）、下松谷 匠１）、福田 明史１）

信二２）

３８ 下血を契機として発見された早期多発性大腸癌の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 中央放射線診断部２）
金沢大学 第１病理３）、福井市４）
○飯田 善郎１）、三浦 将司１）、藤沢 克憲１）、皆川 真樹１）
加藤 善彦１）、金
定基１）、三井
毅１）、浅田 康行１）
１）
１）
黒田
譲 、藤沢 正清 、小林
健２）、井田 正博２）
２）
３）
高山
茂 、中西 功夫 、村井 一郎４）

第５０回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和６２年１１月２９日日
場：金沢大学医学部 第１会場：臨床第１講義室
第２会場：臨床第２講義室
長：金沢大学がん研究所 内科 澤武 紀雄

◆ラウンドテーブルディスカッション
「内視鏡的治療法をめぐって」
司会：福井医大 ２内
郡
大裕
芳珠記念病院 外科
倉知
圓
１．内視鏡的治療における HSE局注療法
城北病院 内科１）、同 外科２）
○山本 和利１）、大野 健次１）、宮岸 清司１）、清光 義則１）、横山
隆２）、古田
２）
原
和人
２．上部消化管病変に対する内視鏡的マイクロ波治療の評価
富山医科薬科大学 第３内科１）
○七澤
洋１）、田中三千雄１）
３．早期胃癌および境界病変に対する内視鏡的レーザー治療
黒部市民病院 内科１）、同 外科２）
○牧野
博１）、老子 善康１）、高桜 英輔１）、佐久間 寛２）、竹山
茂２）
４．早期胃癌および胃腺腫に対する内視鏡的レーザー治療
金沢大学 第１内科１）、同 第２外科２）
○米島
学１）、卜部
健１）、鵜浦 雅志１）、小林 健一１）、服部
信１）、米村
５．内視鏡的胃ポリペクトミー症例の検討－特に胃癌症例を中心として－
石川県立中央病院 消化器外科１）、同 消化器内科２）、同 病理３）
○高畠 一郎１）、花立 史香１）、山村 浩然１）、宗本 義則１）、佐々木正寿１）、村上
疋島
寛１）、林 外史英１）、山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、小川
２）
２）
３）
島崎 英樹 、京井 優典 、林
守源
６．内視鏡的胃瘻造設術４７例を振り返って
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、河野 美幸１）、梶本 照穂１）
７．各種膵胆道疾患に対する内視鏡的胆道ドレナージ法の検討
国立金沢病院 内科１）、金沢大学 第１内科２）
○若林 時夫１）、米島 正廣１）、森本日出雄１）、岡部外志彦１）、鈴木 邦彦１）、田辺
木田
寛１）、杉岡 五郎１）、米島
学２）
８．内視鏡的十二指腸乳頭括約筋切開術（EST）の検討
福井医科大学１） 第２内科１）
○多田 利男１）、鈴木 邦夫１）、加藤 卓次１）、郡
大裕１）
９．胆道疾患における内視鏡的治療法（ESTと ENBDの臨床経験について）
金沢大学 第２外科１）、芳珠記念病院２）
○藪下 和久１）、小西 孝司１）、竹川
茂１）、渡辺 俊雄１）、清水 康一１）、八木
１）
１）
泉
良平 、宮崎 逸夫 、倉知
圓２）

和雄２）

豊２）

真也１）
滋彦２）

釧１）

雅夫１）

◆特別講演
「内視鏡的胆道治療（EST、EBD）における最近の進歩」
昭和大学藤が丘病院 内科
藤田 力也
◆一般演題
０１ 続発性食道真菌症の検討
城北病院 外科１）
同 内科２）
リハビリテーション病院 リウマチ・膠原病科３）
○原
和人１）、横山
隆１）、古田 和雄１）、宮岸
山本 和利２）、清光 義則２）、中崎
聡３）、村山

２）

清司
隆司３）

０２ 緊急食道静脈瘤硬化療法施行例の検討
福井県済生会病院 内科１）
同 外科２）
○登谷 大修１）、田中 延善１）、福岡 賢一１）、潮木
中村
暁１）、岡藤 和博１）、中屋昭次郎１）、柳
三井
毅２）、浅田 康行２）、三浦 将司２）、藤沢

保幸１）
碩也１）
正清２）

０３ 静脈瘤様の食道浸潤を認めた胃癌の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○円山 恵子１）、佐藤 博之１）、安原
稔１）、高瀬修二郎１）
松田 芳郎１）、高田
昭１）
０４ 食道粘膜剥離の１例
厚生連高岡病院 外科１）
○伴登 宏行１）、平野
誠１）、斉藤
橘川 弘勝１）、龍沢 俊彦１）

裕１）、酒徳

０５ 胃底腺領域癌の診断能とその問題点
金沢大学がん研究所 外科１）
○藤本 敏博１）、上田
博１）、出口
康１）、表
１）
１）
源
利成 、高橋
豊 、荻野 知己１）、磨伊

１５ 内視鏡的に切除した吻合部ポリープ状肥厚性胃炎の１例
富山医科薬科大学 第２外科１）
○山下
巌１）、島崎 邦彦１）、井原 祐治１）、森永 秀夫１）
新保 雅之１）、石沢
伸１）、霜田 光義１）、竹森
繁１）
佐伯 俊雄１）、中島 良作１）、穂苅 市郎１）、加藤
博１）
１）
１）
１）
中村
潔 、吉田真佐人 、山田
明 、小田切治世１）
１）
１）
坂本
隆 、唐木 芳昭 、田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）

光明１）
１６ 当院における内視鏡による胃集検の試み
城北病院 内科１）、同 外科２）
○大野 健次１）、宮岸 清司１）、山本 和利１）、清光
横山
隆２）、古田 和雄２）、原
和人２）
和彦１）
正義１）

義則１）

０６ Ⅱ a＋Ⅱ c型早期胃癌の形態学的特徴とその臨床的意義
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
○源
利成１）、上田
博１）、伊藤
透１）、藤本 敏博１）
１）
１）
太田 孝仁 、菅
敏彦 、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
大井 章史２）

１７ 胃切除後の残胃粘膜の生検所見－特に Bi
l
l
r
ot
hⅠ法とⅡ法
との比較－
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
○上田
博１）、源
利成１）、出口
康１）、表
和彦１）
１）
１）
１）
藤本 敏博 、伊藤
透 、太田 孝仁 、菅
敏彦１）
１）
１）
１）
浅井
透 、上野 雅資 、北村 徳治 、高橋
豊１）
澤口
潔１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）、大井 章史２）

０７ 早期胃癌と消化性潰瘍との合併例の検討
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）、同 内科３）
○石田 文生１）、奥村 義治１）、三林
裕１）、橋本 琢生２）
大平 政樹２）、松本 憲昌２）、木原 鴻洋２）、宮永 盛郎２）
中村 勇一３）

１８ 超音波内視鏡による胃癌深達度の検討
金沢大学 第２外科１）
○長谷川 啓１）、米村
豊１）、浦出 雅昭１）、杉山
西村 元一１）、藪下 和久１）、藤村
隆１）、小坂
１）
１）
山口 明夫 、三輪 晃一 、宮崎 逸夫１）

０８ 幽門部近傍の胃癌診断の問題点
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）、同 内科３）
○橋本 琢生１）、奥村 義治１）、三林
裕１）、石田 文生２）
２）
２）
大平 政樹 、松本 憲昌 、木原 鴻洋２）、宮永 盛郎２）
中村 勇一３）

１９ 胃迷入膵の超音波内視鏡像に関する検討
富山医科薬科大学 第３内科１）
○島田 一彦１）、坂東
毅１）、舟木
淳１）、井田 一夫１）
１）
１）
稲土 修嗣 、窪田 芳樹 、田中三千雄１）、佐々木 博１）
２０ AGMLの初発症状と内視鏡所見
辰口芳珠記念病院 外科１）
○中
文彦１）、倉知
圓１）

０９ 早期胃癌の内視鏡的切除術
公立能登総合病院 胃腸科１）
○三林
裕１）、奥村 義治１）
１０ 早期胃癌に対する内視鏡的治療の経験
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○有塚 史郎１）、福田信一郎１）、後藤田治公１）、駒木
高島 茂樹１）、木南 義男１）

２１ 胃テラノーバ症の２例
金沢市医師会１）
○浅野 繁尚１）
裕之１）

１１ 当教室における隆起型早期胃癌に対する内視鏡的ポリペク
トミー症例とその問題点
金沢大学がん研究所 外科１）、同 腫瘍形態研究室２）
○伊藤
透１）、源
利成１）、藤本 敏博１）、太田 孝仁１）
１）
菅
敏彦 、上田
博１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
大井 章史２）
１２ 内視鏡的胃瘻造設術後に胃からの出血により死亡した１剖
検例
城端厚生病院 内科１）、金沢医科大学 小児外科２）
金沢大学 第１病理３）
○大江
浩１）、根井 仁一１）、梅沢 良昭１）、北谷 秀樹２）
小田 恵夫３）
１３ 胃ポリペクトミーの限界
大滝病院１）、福井医科大学 第２内科２）
福井赤十字病院 外科３）
○大滝 秀穂１）、児泉
肇１）、加藤 卓次２）、郡
北尾 忠寛３）、林
茂３）、田中 猛夫３）
１４ EPT穿孔症例の検討
辰口芳珠記念病院 外科１）
○倉知
圓１）

和夫１）
健夫１）

大裕２）

２２ Osl
er病と思われる１例
金沢逓信病院 外科１）、浅野内科医院２）
○村
俊成１）、野村 泰三１）、浅野 繁尚２）
２３ 化学療法が著効を示した胃原発悪性リンパ腫の１例
黒部市民病院 内科１）、同 放射線科２）
○老子 善康１）、牧野
博１）、高桜 英輔１）、荒井 和徳２）
蒲田 敏文２）
２４ 胃に巨大潰瘍を形成した悪性リンパ腫の１症例
富山赤十字病院 内科１）、同 外科２）、同 泌尿器科３）
金沢大学 第２内科４）
金沢医療短期大学５）
○吉田
誠１）、荒木 一郎１）、田中
功１）、辰己
靖１）
１）
１）
１）
平岩 善雄 、文字
直 、楠
憲夫 、品川 俊男１）
永森 正秋１）、関川
博２）、酒井
晃３）、松田 博人４）
谷本 一夫５）
２５ 胃平滑筋芽細胞腫の１例
福井医科大学 第２内科１）
国立鯖江病院 内科２）
同 外科３）
○佐藤富貴子１）、郡
大裕１）、加藤
多田 利男１）、野村 元積１）、佐藤
高顕 純平２）、堀居 雄二２）、十倉
大島 俊哉３）

卓次１）、鈴木
重二１）、大滝
保宜２）、高野

邦夫１）
美恵１）
直樹３）

２６ 内視鏡的ポリペクトミーを行った十二指腸腺腫の２例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）、藤田医院３）
○松田 一夫１）、中泉 治雄１）、津向 伸哉１）、高嶋 吉浩１）
加藤 明之１）、三崎 明孝１）、白崎 信二１）、村北 和広１）
細川
治１）、中川 公三１）、武田 孝之１）、谷川
裕１）
１）
１）
１）
森田 信人 、渡辺 国重 、木谷 栄一 、津田 昇志１）
山崎
信１）、山道
昇２）、小西二三男２）、藤田 博明３）
２７ 無症状にて発見された十二指腸乳頭部癌の１例
金沢大学 第１内科１）、同 第２外科２）
○早川 康浩１）、老子 善康１）、卜部
健１）、村田
米島
学１）、鵜浦 雅志１）、小林 健一１）、上野

高志１）
桂一２）

２８ 各種画像診断にて膵癌との鑑別が可能であった慢性膵炎の
１例
金沢大学 第１内科１）、公立穴水総合病院 内科２）
○村田 高志１）、老子 善康１）、卜部
健１）、寺田 光宏１）
１）
１）
米島
学 、鵜浦 雅志 、小林 健一１）、西村 浩一２）
２９ 閉塞性黄疸に対する内視鏡的経鼻的胆管ドレナージの経験
金沢大学 第２外科１）
○渡辺 俊雄１）、小西 孝司１）、泉
良平１）、清水 康一１）
１）
１）
藪下 和久 、上野 桂一 、永川 宅和１）、宮崎 逸夫１）
３０ ESTおよび PTCS下 NdYAGレーザー照射による肝内総胆
管結石の１治験例
国立金沢病院 内科１）
○若林 時夫１）、森本日出雄１）、岡部外志彦１）、山崎 雅都１）
木田
寛１）、杉岡 五郎１）
３１ 膵胆管合流異常に合伴した胆嚢癌の１例
金沢大学がん研究所 内科１）
○河上 浩康１）、渡辺 弘之１）、太田 英樹１）、里村
大溝 了庸１）、竹森 康弘１）、岡井
高１）、澤武

吉威１）
紀雄１）

３２ 内視鏡的に瘻孔を観察しえた胆嚢十二指腸瘻の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）
○木倉 敏彦１）、広瀬昭一郎１）、本定 秀雄１）、中川 彦人１）
西邨 啓吾１）、澤
敏治２）、辻
政彦２）
３３ 人間ドックにおける S状結腸ファイバスコープの経験
福井県立病院 外科１）
○白崎 信二１）、中泉 治雄１）、武田 孝之１）、中川 公三１）
津向 伸哉１）、高嶋 吉浩１）、加藤 明之１）、三崎 明孝１）
村北 和広１）、細川
治１）、谷川
裕１）、森田 信人１）
１）
１）
渡辺 国重 、木谷 栄一 、津田 昇志１）、山崎
信１）

３４ 大腸ポリープの分布に関する検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
同 中央放射線診断部３）、金沢大学 第１病理４）
○飯田 善郎１）、三浦 将司１）、金
定基１）、皆川
藤沢 克憲１）、加藤 善彦１）、三井
毅１）、浅田
１）
１）
黒田
譲 、藤沢 正清 、登谷 大修２）、福岡
田中 延善２）、小林
健３）、井田 正博３）、高山
河原
栄４）、中西 功夫４）
３５ 回腸末端部および大腸に腺腫を認めた１例
浅ノ川総合病院 内科１）
○大塚
実１）、平井 潤子１）、寺田 光宏１）、浜田
塩原信太郎１）、立村 森男１）、森永 健市１）

真樹１）
康行１）
賢一２）
茂３）

誠人１）

３６ 当院における大腸 Pol
ypect
omy症例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 一般消化器内科２）
同 病理３）
○花立 史香１）、山村 浩然１）、宗本 義則１）、佐々木正寿１）
高畠 一郎１）、村上 真也１）、疋島
寛１）、林 外史英１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、京井 優典２）
島崎 英樹２）、小川 滋彦２）、林
守源３）
３７ 大腸ポリペクトミー後の経過追跡症例の検討
国立療養所石川病院１）、金沢大学がん研究所 外科２）
同 腫瘍形態研究室３）
○沢口
潔１）、山田 志郎１）、藤本 敏博２）、源
利成２）
２）
２）
２）
伊藤
透 、菅
敏彦 、太田 孝仁 、上田
博２）
荻野 知己２）、磨伊 正義２）、大井 章史３）
３８ 内 視 鏡 に よ り 直 腸 腫 瘍 に 対 す る t
empor
ar
yr
et
ent
i
on
chemot
her
apy（TRC）の著効を追跡確認し得た１症例
富山医科薬科大学 第１外科１）、同 病理２）
○龍村 俊樹１）、小山 信二１）、西出 良一１）、矢後
修１）
１）
１）
１）
山口 敏之 、辻本
優 、鈴木
衛 、湊
浩志１）
１）
１）
１）
笠島
学 、津田 基晴 、山本 恵一 、松井 一裕２）
北川 正信２）

