第５１回

北陸地方会

日 時：昭和６３年６月１８日土～１９日日
会 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
会 長：福井医科大学 第２内科 郡
大裕
◆特別講演
「地域集検と消化器内視鏡検査」
島根医科大学 第２内科
福本 四郎
「早期胃癌の内視鏡的治療」
癌研究会附属病院 内科
竹腰 隆男
「大腸癌－臨床医学・疫学・基礎研究の接点として」
京都府立医科大学 公衆衛生学
川井 啓市
◆一般演題
０１ 胃 St
r
i
pbi
opsyの経験
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
柳
碩也１）、三浦 将司２）、藤沢

１）

１）

賢一 、中屋昭次郎
正清２）

０２ 胃の J
umbobi
opsy施行例の検討
金沢大学がん研究所 内科１）、映寿会病院 内科２）、同 外科３）
同 放射線科４）
○太田 英樹１）、河上 浩康１）、松田 直人１）、渡辺 弘之１）
里村 吉威１）、元雄 良治１）、竹森 康弘１）、岡井
高１）
１）
２）
３）
澤武 紀雄 、多留 淳文 、北村 徳治 、前田 敏男４）
０３ 胃処置用ファイバースコープ（TGF
２s）の使用経験
新田胃腸科放射線科病院１）
○新田 輝夫１）
０４ 超音波内視鏡（EUS）が有用であった巨大皺襞型悪性リン
パ腫の１例
金沢大学がん研究所 外科
豊１）、菅
敏彦１）、表
和彦１）
○出口
康１）、高橋
神川
繁１）、上田
博１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
０５ 電子内視鏡のコンピューターを用いた画像処理の試み
金沢大学 第１外科１）
○田中 松平１）、川浦 幸光１）、大村 健二１）、佐々木正寿１）
山脇
優１）、宗本 義則１）、関戸 伸明１）、長瀬 典子１）
矢崎
潮１）、村上
望１）
０６ 胃 X線検査からみた早期胃癌診断について
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）
○浅田 康行１）、荒井 理夫１）、林
義信１）、皆川
金
定基１）、三井
毅１）、飯田 善郎１）、黒田
三浦 将司１）、藤沢 正清１）、福岡 賢一２）、登谷
田中 延善２）、宮山 士朗３）、井田 正博３）、高山

真樹１）
譲１）
大修２）
茂３）

０７ 内視鏡的に経過観察を行い得た胃過形成ポリープ癌化の４
例
福井県立病院 外科１）、同 病理２）
金沢医科大学 病理３）
○白崎 信二１）、細川
治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）
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３）

０８ Pm 胃癌の内視鏡的検討
石川県立中央病院 消化器外科１）
○高畠 一郎１）、花立 文香１）、山村 浩然１）、宗本
村上 真也１）、疋島
寛１）、林 外史英１）、森
１）
山田 哲司 、北川
晋１）、中川 正昭１）
０９ 陥凹型早期胃乳頭腺癌例の内視鏡的特徴の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理２）
金沢医科大学 病理３）
○細川
治１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）、中川
武田 孝之１）、中泉 治雄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３）

義則１）
善裕１）

公三１）
信人１）
信１）

１０ 逆追跡可能であった Bor
r
mannⅣ型胃癌の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
金沢医科大学 第２病理３）
○三林
裕１）、奥村 義治１）、永里
敦２）、高畠 一郎２）
神林 清作２）、清原
薫２）、大平 政樹２）、木原 鴻洋２）
石川 義磨３）
１１ 大学生の健康管理における上部消化管内視鏡検査の意義
１）
富山医科薬科大学 第３内科（同 保健管理センター併任）
１）
○斎藤 清二
１２ 当院における急性胃ヘテロケイルス症の経験－比較的まれ
な複数アニサキス虫体の２例とテラノーバの１例－
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
○越野 雄祐１）、大西 定司１）、嶋田 佳文１）、竹内美紀子１）
平井 雅晴１）、山本
誠１）、下松谷 匠２）、稲田 章夫２）
小森 吉晴２）
１３ 内視鏡的ポリペクトミーにより切除しえた早期十二指腸癌
の１例
公立穴水総合病院 内科１）
金沢大学 第１内科２）
同 第２病理３）
○老子 善康１）、西村 浩一１）、米島
学２）、車谷
宏３）
１４ 粘膜下腫瘍様の形態をとり診断が困難であった胃癌の１例
市立小松総合病院 内科１）
同 外科２）
同 放射線科３）
金沢大学がん研究所 病理４）
○亀田 正二１）、稲津 明宏１）、島田 敏實１）、平田 昌義１）
上田 幸生１）、能登
稔１）、永里
敦２）、高橋 一郎２）
木村 政徳３）、大井 章史４）

１５ 胃粘膜下腫瘍と鑑別が困難であった肝血管腫の１例
福井赤十字病院 内科１）
同 外科２）
○武村 晴行１）、秋田 裕一１）、清水 元茂１）、野尻 裕之１）
大隅 敏光１）、豊岡 重剛１）、川瀬 満雄１）、向野
栄１）
２）
林
茂

２６ 食道癌特殊型の内視鏡像の検討
富山医科薬科大学 第２外科１）
○東山 考一１）、中村
潔１）、榊原 年宏１）、石沢
仲１）
山下
厳１）、穂苅 市郎１）、加藤
博１）、小田切治世１）
山田
明１）、島崎 邦彦１）、吉田真佐人１）、坂本
隆１）
１）
１）
１）
唐木 芳昭 、田沢 賢次 、藤巻 雅夫

１６ 急性十二指腸球後部潰瘍の３例
福井医科大学 第１外科１）
○大島 俊哉１）、関
弘明１）、竹内 一雄１）、古村 能章１）
１）
高橋 嘉彦 、土山 智邦１）、安川ひろ美１）、藤沢 克憲１）
笠原 文和１）、福島
弥１）、新本 修一１）、片山 寛次１）
野手 雅幸１）、広瀬 和郎１）、松葉
明１）、礒部 芳彰１）
１）
１）
小島 靖彦 、嶋田
紘 、藤田 秀春１）、中川原儀三１）

２７ 巨大な隆起性病変として認められた十二指腸球部異所性胃
粘膜の１例
金沢大学 第２外科１）、同 中央検査部病理２）
徳家病院３）
○堀地
肇１）、清水 康一１）、長谷川 啓１）、杉山 和男１）
米村
豊１）、泉
良平１）、小西 孝司１）、三輪 晃一１）
１）
宮崎 逸夫 、寺畑信太郎２）、徳家
孝３）

１７ 出血性消化性潰瘍に対する内視鏡的治療
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○福永
純１）、坂田 則昭１）、高田 道明１）、喜多
高島 茂樹１）、木南 義男１）

２８ ステロイドが奏効した小腸リンパ管拡張症の１例
金沢大学 第２内科１）、同 核医学科２）
同 附属病院 病理部３）、福井県立病院 内科４）
○松原 隆夫１）、本郷 信和１）、大石
誠１）、竹田 康男１）
上野 敏男１）、竹田 亮祐１）、油野 民雄２）、野々村昭孝３）
木藤知佳志４）

１８ 興味ある経過をとった Di
eul
af
oy潰瘍の１例
金沢大学 第１内科１）
公立羽咋病院 内科２）
○早川 康浩１）、卜部
健１）、米島
学１）、鵜浦
野ッ俣和夫１）、小林 健一１）、竹田 慎一２）、谷内

一郎１）

雅志１）
荘成２）

１９ 怒張を伴わない胃静脈瘤より大量出血を認めた肝硬変の１
例
国立金沢病院 内科１）、同 外科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）
木田
寛１）、杉岡 五郎１）、木下 睦之２）、渡辺騏七郎３）
２０ 上部消化管に血腫をともなった多発性骨髄腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 附属病院 検査部２）
○土田 敏博１）、田中三千雄１）、舟木
淳１）、井田 一夫１）
稲土 修嗣１）、窪田 芳樹１）、山崎
徹１）、佐々木 博１）
２）
小熊
豊
２１ 胆嚢保有者における ESTの経験
映寿会病院 内科１）、同 外科２）、同
金沢大学がん研究所４）
○太田 英樹１）、里村 吉威１）、多留
前田 敏男３）、河上 浩康４）、岡井

放射線科３）
淳文１）、北村
高４）、澤武

徳治２）
紀雄４）

２９ Anaphyl
act
oi
dpr
upur
aの経過中に認められた多発性小
腸潰瘍の１例
金沢大学 第１内科１）、同 皮膚科２）
同 放射線科３）
○種井 政信１）、早川 康浩１）、卜部
健１）、米島
学１）
鵜浦 雅志１）、小林 健一１）、坂井 秀彰２）、古沢由紀枝３）
３０ 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後に肺線維症を生じ死亡した
肝硬変の１例
砺波総合病院 内科１）、同 病理２）
○金井 正信１）、寺崎 修一１）、小栗
光１）、片桐 昌尋１）
１）
１）
網谷 茂樹 、栂
博久 、山本 正和１）、浅山 邦夫１）
１）
杉本 立甫 、安念 有声２）
３１ S状結腸ファイバースコープによる下部大腸スクリーニン
グ－当院人間ドックを対象として－
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
○飯田 善郎１）、林
義信１）、荒井 理夫１）、皆川 真樹１）
金
定基１）、三井
毅１）、浅田 康行１）、黒田
譲１）
１）
１）
２）
三浦 将司 、藤沢 正清 、福岡 賢一 、登谷 大修２）
田中 延善２）

２２ 胆道拡張を伴わない膵管胆道合流異常症２例の治療経験
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、河野 美幸１）、野崎外茂次１）、梶本 照穂１）

３２ Col
onoscopy施行時に Sl
i
di
ngt
ubeによって大腸粘膜の
損傷をきたした１例
城端厚生病院 外科１）、同 内科２）
○清崎 浩一１）、古川 幸夫１）、寺中 正昭１）、大江
浩２）
根井 仁一２）

２３ 十二指腸乳頭部カルチノイドの１例
富山赤十字病院 内科１）
同 外科２）
○大石
誠１）、荒木 一郎１）、平岩 善雄１）、楠
吉田
誠１）、水野 清雄１）、小西 堅正１）、品川
関川
博２）

３３ S字状結腸良性狭窄症の１例
金沢大学 第２内科１）
○鈴木 文子１）、森田 達志１）、平井
大石
誠１）、松田 博人１）、上野

２４ 直腸カルチノイドの内視鏡像について
金沢大学がん研究所 外科１）
○菅
敏彦１）、伊藤
透１）、藤本 敏博１）、太田
神川
繁１）、大井 章史１）、荻野 知己１）、磨伊

憲夫１）
俊男１）

孝仁１）
正義１）

２５ 異所膵直上粘膜に生じた早期癌、dyspl
asi
a症例について
金沢大学がん研究所 外科１）
○源
利成１）、上田
博１）、出口
康１）、神川
繁１）
大井 章史１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）

圭彦１）、伊部
敏男１）、竹田

直之１）
亮祐１）

３４ 大腸内視鏡により疑われ、血管造影により確認された下血
を伴う Angi
odyspl
asi
aの１例
根上総合病院 内科１）、金沢大学 第１内科２）
同 放射線科３）
○林
清次１）、山田 裕治１）、朝本 輝夫１）、米島
学２）
角谷 真澄３）
３５ 内視鏡的大腸ポリープ摘除症例の検討
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○松下 昌弘１）、福永
純１）、桐山 正人１）、櫛引
１）
坂田 則昭 、喜多 一郎１）、高島 茂樹１）、木南

健１）
義男１）

３６ 化学療法にて興味ある内視鏡所見を示した胃悪性リンパ腫
の１例
石川県立中央病院 内科１）、同 耳鼻科２）、同 病理３）
金沢大学 第２内科４）、黒部市桜井病院５）
○島崎 英樹１）、山田 降千１）、松田 博人１）、大家他喜雄１）
小森
貴２）、林
守源３）、小川 滋彦４）、京井 優典５）
３７ 微小胃悪性リンパ腫の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 病理３）
○大滝 秀穂１）、児泉
肇１）、中泉 治雄２）、小西二三男３）
３８ 化学療法で特異な形態変化を示した Bor
r
mannⅠ型胃癌の
１例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
金沢医科大学 第２病理３）
○橋本 琢生１）、奥村 義治１）、三林
裕１）、石田 文生２）
２）
２）
牧野 哲也 、大平 政樹 、松本 憲昌２）、木原 鴻洋２）
宮永 盛郎２）、石川 義磨３）
３９ 胃の早期癌とアデノーマに対するマイクロ波凝固の経験
富山県立中央病院 内科１）、同 病理検査科２）
○広瀬昭一郎１）、中川 彦人１）、本定 秀雄１）、西邨 啓吾１）
三輪 淳夫２）
４０ 放射線治療制癌剤動注により、２年間臨床的に再発を認め
ない食道癌の１例
氷見市民病院 胃腸科外科１）、同 内科２）
富山医科薬科大学 放射線科３）、同 第１病理４）
○若狭林一郎１）、広瀬 宏一１）、広瀬 淳雄１）、辻本
優１）
１）
１）
１）
牛島
聡 、村田 修一 、清崎 克美 、西野 逸男２）
古本 尚文３）、亀井 哲也３）、松井 一裕４）、北川 政信４）

４１ Col
i
t
i
scyst
i
capr
of
undaの１例
福井医科大学 第１外科１）
○高橋 嘉彦１）、磯部 芳彰１）、竹内 一雄１）、小林
福島
弥１）、片山 寛次１）、関
弘明１）、小島
嶋田
紘１）、藤田 秀春１）、中川原儀三１）
４２ 大量出血により発見された直腸憩室症の１例
市立小松総合病院 外科１）、加賀八幡温泉病院２）
○永里
敦１）、高橋 一郎１）、羽柴
厚１）、山崎
１）
２）
瀬川 安雄 、勝木 建一
４３ 高齢者に発生した潰瘍性大腸炎の１例
城北病院 内科１）、同 外科２）
金沢リハビリテーション病院 内科３）
○山本 和利１）、大野 健次１）、宮岸 修司１）、清光
横山
隆２）、古田 和雄２）、原
和人２）、川西

泰三１）
靖彦１）

四郎１）

義則１）
徹郎３）

４４ 興味ある内視鏡所見を呈した Cr
ohn病の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）、松井
裕２）
北川 正信２）
４５ 壊疽性膿皮症を併発した Cr
ohn病の１例
市立敦賀病院 内科１）、同 皮膚科２）
○青山
庄１）、熊谷 幹男１）、種井 政信１）、東
４６ 管外性発育を呈した十二指腸腺癌の１例
福井医科大学 第２内科１）、同 第１外科２）
○中永 昌夫１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、鈴木
１）
多田 利男 、藤木 典生１）、小林 泰三２）、松葉
小島 靖彦２）、中川原儀三２）

晃２）

邦夫１）
明２）

第５２回
日
会
会

北陸地方会

時：昭和６３年１１月１２日土
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 第１内科 小林 健一

◆教育講演
「腹腔鏡検査－ウイルス肝炎の進展と肝表面像－」
国立長崎中央病院 臨床研究部
矢野 右人
◆一般演題
０１ 胃、十二指腸における粘膜ヘモグロビン量と粘膜色調の関
係についての検討
富山医科薬科大学 第３内科１）
○寺崎 禎一１）、田中三千雄１）、松崎 恒一１）、舟木
淳１）
若林 泰文１）、七澤
洋１）、坂東
毅１）、稲土 修嗣１）
島田 一彦１）、窪田 芳樹１）、佐々木 博１）
０２ 特異な場所に発生した胃潰瘍の１例
福井医科大学 第２内科１）
○岩城
真１）、郡
大裕１）、鈴木 邦夫１）、加藤
１）
多田 利男 、野村 元積１）、伊藤 重二１）、田中
佐藤富貴子１）、中永 昌夫１）、得田
彰１）、畑
前川 泰宏１）、山崎 幸直１）、藤木 典生１）
０３ 胃癌と鑑別困難な良性潰瘍症例の検討
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
○金子 芳夫１）、田中 松平１）、旭
敏秋１）、吉田
２）
２）
前川 正知 、森下 大樹 、菊地 修一２）、山形

卓次１）
美恵１）
正典１）

千尋１）
要人２）

０４ 胃巨大皺襞症の鑑別診断－超音波内視鏡所見を中心に－
金沢大学がん研究所 外科１）
○浅井
透１）、上田
博１）、出口
康１）、表
和彦１）
１）
１）
１）
源
利成 、神川
繁 、高橋
豊 、大井 章史１）
荻野 知己１）、磨伊 正義１）
０５ 検診で発見された React
i
vel
ymphor
et
i
cul
arhyper
pl
asi
a
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）
○伴登 宏行１）、林
裕之１）、岩瀬 孝明１）、松井 一裕２）
２）
北川 正信
０６ St
r
i
pbi
opsyにて切除した陥凹型胃境界領域病変の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）、金沢医科大学 病理３）
○浅田 康行１）、荒井 理夫１）、林
義信１）、皆川 真樹１）
１）
１）
金
定基 、飯田 善郎 、三浦 将司１）、藤沢 正清１）
福岡 賢一２）、登谷 大修２）、田中 延善２）、小西二三男３）
０７ レーザー照射により癌細胞の陰性化が持続している手術不
能早期胃癌の１例
加登病院１）、金沢大学 第１内科２）
○山川
治１）、加登 康洋１）、米島
学２）

１０ ６年間にわたり経過追跡中の胃癌の１例
富山市民病院 内科１）
○高橋 洋一１）、樋上 義伸１）
１１ 吐血にて見出されたスキルス胃癌の１例
金沢大学 第２内科１）、同 第１外科２）、同 中検病理３）
○鈴木 文子１）、森田 達志１）、田中
功１）、矢島
真１）
平井 圭彦１）、小川 滋彦１）、竹田 康男１）、上野 敏男１）
竹田 亮祐１）、大村 健二２）、水上 勇治３）
１２ 小型胃癌（３ ㎝）の深達度診断－肉眼形態と超音波内視鏡
の比較－
金沢大学がん研究所 外科１）、同 内科２）
○上田
博１）、木田 百合１）、源
利成１）、藤本 敏博１）
１）
１）
伊藤
透 、菅
敏彦 、浅井
透１）、太田 孝仁１）
大井 章史１）、高橋
豊１）、北村 徳治１）、荻野 知己１）
磨伊 正義１）、岡井
高２）、澤武 紀雄２）
１３ 内 視 鏡 的 Nd：YAG Laser局 所 温 熱 療 法（Endoscopi
c
Laser
t
her
mi
a）が有効であった肝転移胃癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）
○木田 百合１）、荻野 知己１）、太田 孝仁１）、出口
康１）
１）
１）
１）
藤本 敏博 、源
利成 、大井 章史 、上田
博１）
磨伊 正義１）
１４ 最大径０.
６㎝の胃悪性リンパ腫の１例
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、金沢医科大学 病理３）
○津向 伸哉１）、武田 孝之１）、細川
治１）、松田 一夫１）
三崎 明孝１）、村北 和広１）、中川 公三１）、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３）
１５ 早期胃癌と sm 浸潤胃悪性リンパ腫が合併した１例
福井県立病院 外科１）、武生市２）、福井県立病院 病理３）
金沢医科大学 病理４）
○太田 安彦１）、渡辺 国重１）、三崎 明孝１）、細川
治１）
松田 一夫１）、村北 和広１）、中川 公三１）、武田 孝之１）
谷川
裕１）、森田 信人１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）
山崎
信１）、月岡 照晴２）、山道
昇３）、小西二三男４）

０８ 内視鏡的ポリペクトミーにより切除し得た幽門部Ⅱ aの１例
金沢市医師会１）、金沢逓信病院 外科２）
○浅野 繁尚１）、村
俊成２）

１６ 上部消化管内視鏡的ポリペクトミーの合併症
氷見市民病院 胃腸科・外科１）
同 内科２）
○若狭林一郎１）、丸岡 秀範１）、池谷 朋彦１）、広瀬
牛島
聡１）、村田 修一１）、清崎 克美１）、西野

０９ ４年間の経過観察中に胃腺腫からの癌化を来した１例
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、金沢医科大学 病理３）
○細川
治１）、太田 安彦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）、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３）

１７ 上部消化管出血に対するヒートプローブの止血効果の検討
福井済生会病院 内科１）
同 外科２）
○登谷 大修１）、田中 延善１）、福岡 賢一１）、高枝 正芳１）
太田 克郎１）、柴田
修１）、岡藤 和博１）、中屋昭次郎１）
柳
碩也１）、浅田 康行２）、三浦 将司２）、藤沢 正清２）

淳雄１）
逸男２）

１８ 超音波内視鏡およびレーザー切開生検により診断し得た胃
平滑筋腫の１例
金沢大学がん研究所 内科１）
○松田 直人１）、山川
治１）、河上 浩康１）、渡辺 弘之１）
里村 吉威１）、太田 英樹１）、元雄 良治１）、岡井
高１）
１）
澤武 紀雄
１９ 内視鏡的レーザー切開後の生検により診断された胃粘膜下
腫瘍の２例
金沢大学 第１内科１）、半田内科医院２）
○荻野 英朗１）、卜部
健１）、稲垣
豊１）、米島
学１）
鵜浦 雅志１）、小林 健一１）、半田
詮２）
２０ 超音波内視鏡が診断に有用であった骨髄脂肪腫の１例
厚生連高岡病院 第１内科１）、同 泌尿器科２）、同 病理３）
金沢大学 第１内科４）
○木谷
恒１）、大桑
仁１）、山本 哲郎１）、谷
吉雄１）
１）
１）
１）
狩野 哲次 、島崎 圭一 、河合 昂三 、西出啓二郎１）
平野 章治２）、増田 信二３）、卜部
健４）、米島
学４）
２１ 当院に於ける大腸内視鏡検査の経験
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
○金
定基１）、飯田 善郎１）、林
義信１）、荒井
皆川 真樹１）、三井
毅１）、浅田 康行１）、三浦
藤沢 正清１）、福岡 賢一２）、登谷 大修２）、田中
２２ 下血における大腸内視鏡検査の検討
城北病院 外科１）、同 内科２）
○原
和人１）、横山
隆１）、古田 和雄１）、大野
２）
山本 和利 、宮岸 清司２）、清光 義則２）

正晃１）、増永
敏男１）、竹田

浩２）

３０ 早期食道癌例の検討
富山医科薬科大学 第１外科１）
○辻本
優１）、津田 基晴１）、安田 政実１）、大場 泰良１）
村上
新１）、湊
浩志１）、矢後
修１）、笠島
学１）
龍村 俊樹１）、山本 恵一１）
３１ 先天性十二指腸閉鎖症、狭窄症の診断・治療における内視
鏡の役割
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）
３２ Campyl
obact
erpyl
or
i感染が関与した難治性十二指腸潰
瘍の２例
金沢医科大学 消化器内科１）
○上島 康洋１）、円山 恵子１）、佐藤 博之１）、安原
稔１）
１）
高瀬修二郎

健次２）

３３ 十二指腸に限局した小腸アミロイドーシスの１例
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 病理２）
○松田 博人１）、岡田 俊英１）、島崎 英樹１）、大家他喜雄１）
林
守源２）

誠示２）

２５ 親子に認めた潰瘍性大腸炎と大腸クローン病の各１例
公立能登総合病院 外科１）
福井県立病院 外科２）
金沢医科大学 病理３）
国立金沢病院 研究検査科４）
○中泉 治雄１）、武田 孝之２）、中川 公三２）、松田 一夫２）
山道
昇２）、木谷 栄一２）、細川
治２）、谷川
裕２）
２）
２）
２）
森田 信人 、渡辺 国重 、津田 昇志 、山崎
信２）
小西二三男３）、小西 奎子４）
２６ 大腸リンパ管腫の１例
金沢大学 第２内科１）
志雄病院 内科２）
金沢大学 中診病理部３）
○岡田 俊英１）、小市 勝之１）、嶋崎
大石
誠１）、竹田 康男１）、上野
松井
晃２）、水上 勇治３）

２９ 隆起型瘢痕を形成した巨大食道潰瘍の１例
城端厚生病院 外科１）、同 内科２）
○清崎 浩一１）、古川 幸夫１）、寺中 正昭１）、大江
根井 仁一２）

理夫１）
将司１）
延善２）

２３ 急激な経過をたどった結腸切除後、潰瘍性大腸炎の１例
金沢大学 第１外科１）、新谷外科胃腸科２）
○高橋 政夫１）、川浦 幸光１）、佐々木正寿１）、宗本 義則１）
関戸 伸明１）、山脇
優１）、村上
望１）、大村 健二１）
新谷 寿久２）
２４ 5FUによる出血性大腸炎の２例
金沢医科大学 病理１）
南ケ丘病院 消化器外科２）
○石井 永一１）、松能 久雄１）、小西二三男１）、宮崎
森
明弘２）

２８ 食道静脈瘤硬化療法にて救命しえた２才の肝前性食道静脈
瘤の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 小児科２）
○本定 秀雄１）、政岡 陽文１）、中川 彦人１）、西邨 啓吾１）
広瀬昭一郎１）、住田
亮２）、大井
仁２）

高晴１）
亮祐１）

２７ 内視鏡的ポリペクトミーにて発見された大腸 sm 癌の検討
金沢逓信病院 外科１）、同 内科２）
○村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東 平一１）、石野千津子２）
高倉 文嗣２）

３４ 内視鏡的ポリペクトミーを施行しえた早期十二指腸癌の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）
○奥村 義治１）、三林
裕１）
３５ 電子内視鏡を用いた ERCPの経験
富山医科薬科大学 第３内科１）
○元尾 南洋１）、田口恭仁子１）、西村 信行１）、山崎 国男１）
杉山 和子１）、斎藤 清二１）、井上 恭一１）、佐々木 博１）
３６ 十二指腸ポリープ様を呈した総胆管結石嵌屯の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 第１内科２）、同 病理３）
○平野
誠１）、石黒 栄紀１）、松
智彦１）、酒徳 光明１）
１）
１）
斉藤
裕 、橘川 弘勝 、龍沢 俊彦１）、木谷
恒２）
２）
２）
３）
島崎 圭一 、西出啓二郎 、増田 信二
３７ 先天性胆道拡張症に伴なう肝内胆管拡張症に対して内視鏡
的狭窄部胆管切開術を施行した１例
金沢大学 第２外科１）
○洲崎 雄計１）、上野 桂一１）、中野 泰治１）、竹川
茂１）
小林 弘信１）、中村
隆１）、上田 順彦１）、前田 基一１）
太田 哲生１）、小西 孝司１）、永川 宅和１）、宮崎 逸夫１）
３８ 内視鏡的乳頭切開術後の重症胆嚢炎の１例
城北病院 外科１）、同 内科２）、高松医院３）
○横山
隆１）、古田 和雄１）、原
和人１）、大野
２）
２）
山本 和利 、清光 義則 、高松 弘明３）

健次２）

３９ 特 徴 あ る 内 視 鏡 所 見 が 診 断 の 契 機 と な っ た Zol
l
i
nger
El
l
i
son症候群の１例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
○山本
誠１）、大西 定司１）、越野 雄祐１）、嶋田 佳文１）
加藤 浩司１）、高井 博正１）、木元 文彦２）、下松谷 匠２）
稲田 章夫２）、小森 吉晴２）

４０ 内視鏡的胆道ドレナージ（ENBD）が減黄に有効であった
胆道出血を伴なう肝細胞癌の１例
金沢大学 第１内科１）
○早川 康浩１）、卜部
健１）、横井 宏佳１）、寺田 光宏１）
松下 栄紀１）、稲垣
豊１）、米島
学１）、鵜浦 雅志１）
１）
小林 健一

４１ 若年男性の B型慢性肝炎における肝表面像と組織像について
富山医科薬科大学 第３内科１）
○康山 俊学１）、土田 敏博１）、高原 照美１）、月城 孝志１）
杉山 和子１）、中山 義秀１）、伊藤 博行１）、井上 恭一１）
佐々木 博１）

第５３回
日
会
会

北陸地方会

時：平成元年６月１７日土
場：富山県医師会館 第１会場：大ホール
第２会場：小ホール
長：富山県立中央病院 内科 広瀬昭一郎

◆教育講演
「癌の内視鏡的治療とその根治性」
筑波大学臨床医学系 内科
福富

久之

◆一般演題
０１ 逆流性食道潰瘍症例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○谷村 慶一１）、守田万寿夫１）、西村 浩一１）、本定
中川 彦人１）、西邨 啓吾１）、広瀬昭一郎１）

秀雄１）

０２ 当院における食道静脈瘤硬化療法の経験
福井県立病院 内科１）
○本堂
克１）、辰巳
靖１）、伊部 直之１）
０３ ガイドチューブ使用全麻下食道静脈瘤硬化療法にて治療し
えた難治性食道静脈瘤の１例
金沢大学 第１内科１）、同 放射線科２）、同 第２外科３）
同 麻酔科４）、砺波総合病院 内科５）
○足立 浩司１）、卜部
健１）、米島
学１）、鵜浦 雅志１）
小林 健一１）、松井
修２）、泉
良平３）、浅地
直４）
４）
５）
松本 泰雄 、金井 正信
０４ 内視鏡的ポリペクトミーを施行しえた食道パピローマの２例
福井医科大学 第２内科１）
○畑
正典１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、鈴木 邦夫１）
１）
野村 元積 、伊藤 重二１）、田中 美恵１）、佐藤富貴子１）
中永 昌夫１）、前川 泰宏１）、山崎 幸直１）、岩城
真１）
藤木 典生１）
０５ 内視鏡的マイクロ波凝固術を施行した早期食道癌の１例
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学 第３内科２）
○七澤
洋１）、竹越 国夫１）、巴陵 宣彦１）、田中三千雄２）
０６ 自然脱落した食道癌の１例
石川県立中央病院 内科１）
同 病理２）
○松田 博人１）、岡田 俊英１）、島崎
車谷
宏２）、林
守源２）

英樹１）、大家他喜雄１）

０７ GongoRed法による胃粘膜の経年的観察
公立能登総合病院 胃腸科１）
同 内科２）
○三林
裕１）、奥村 義治１）、広野 正明２）、西
森下 大樹２）、中村 勇一２）、村田 義治２）、藤岡
村本 信吾２）

耕一２）
正彦２）

０８ 胃・十二指腸病変における Campyl
obact
erpyl
or
iの臨床
的検討
金沢医科大学 消化器内科１）
○上島 康洋１）、浦島左千夫１）、安原
稔１）、円山 恵子１）
高瀬修二郎１）、松田 芳郎１）、高田
昭１）
０９ レーザー治療が有効であった出血性胃炎の１例
富山市民病院 内科１）
同 研究検査科２）
○高橋 洋一１）、樋上 義伸１）、高柳 尹立２）

１０ ショック状態を呈した十二指腸潰瘍からの大量出血を高張
NaEpi
nephr
i
ne溶液局注にて止血し得た１歳１ケ月児症例
の経験
金沢医科大学 小児外科１）、同 小児科２）
○河野 美幸１）、北谷 秀樹１）、梶本 照穂１）、柳下
肇２）
２）
２）
沖野 栄三 、四家正一郎
１１ 胃梅毒の１例
福井医科大学 第１外科１）
○村井アトム１）
１２ 最前線クリニックに見られる AGML病変について
金沢市医師会１）
○浅野 繁尚１）
１３ 胃 St
r
i
pbi
opsy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）、大野 秀彰１）、太田 克郎１）
前野 孝治１）、福岡 賢一１）、岡藤 和博１）、中屋昭次郎１）
柳
碩也１）、浅田 康行２）、三浦 将司２）、藤沢 正清２）
１４ 当科における st
r
i
pbi
opsyの経験
金沢大学 第２内科１）、石川県立中央病院 消化器内科２）
金沢大学附属病院 病理部３）
○小川 滋彦１）、森田 達志１）、田中
功１）、嶋崎 正晃１）
１）
１）
平井 圭彦 、増永 高晴 、竹田 康男１）、上野 敏男１）
竹田 亮祐１）、岡田 俊英２）、嶋崎 英樹２）、水上 勇治３）
１５ 内視鏡的胃瘻造設術の実施経験
金沢大学 第２外科１）
○北川 裕久１）、八木 雅夫１）、津川浩一郎１）、富田
太田 哲生１）、米村
豊１）、泉
良平１）、永川
１）
宮崎 逸夫
１６ 内視鏡的胃瘻造設術の経験
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
浜野病院 外科３）、同 内科４）
○稲田 章夫１）、下松谷 匠１）、小森
越野 雄祐２）、大西 定司２）、嶋田
金森 一紀２）、永守 郁夫３）、嶋崎

吉晴１）、山本
佳文２）、加藤
鋼兵４）、桜井

寛１）
宅和１）

誠２）
浩司２）
滋４）

１７ 胃癌検診の現状と問題点に対する考察（自験例）
北川内科クリニック１）
○北川 鉄人１）
１８ 泌尿器科術前評価としての胃内視鏡の試み
市立砺波総合病院 胃腸科１）
同 内科２）
同 泌尿器科３）
○石田 文生１）、川上 和之１）、荒川 竜夫１）、金井
寺崎 修一２）、三崎 俊光３）、中島 慎一３）

正信２）

１９ 多発早期胃癌診断の検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）、同 中放診断部３）
金沢大学 第１病理４）、坂井郡５）
○浅田 康行１）、前原 正典１）、林
義信１）、皆川 真樹１）
金
定基１）、三井
毅１）、飯田 善郎１）、黒田
譲１）
１）
１）
２）
三浦 将司 、藤沢 正清 、福岡 賢一 、登谷 大修２）
田中 延善２）、秋元
学３）、井田 正博３）、高山
茂３）
河原
栄４）、東
昭哉５）
２０ 幽門狭窄を呈した早期胃癌の内視鏡像の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理２）
金沢医科大学 病理３）
○細川
治１）、海崎 泰治１）、高嶋 吉浩１）、笠原
松田 一夫１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）、中川
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺
木谷 栄一１）、津田 昇志１）、山崎
信１）、山道
小西二三男３）
２１ 十二指腸球部へ嵌入したⅠ型早期胃癌の３例
城端厚生病院 内科１）
同 外科２）
○根井 仁一１）、大江
浩１）、木倉 敏彦１）、岡本
２）
清崎 浩一 、寺中 正昭２）

善郎１）
公三１）
国重１）
昇２）

清也１）

２２ 内視鏡的切除、レーザー照射を行ったⅡ a型早期胃癌の１例
石川県立中央病院 消化器外科１）
○石田 一樹１）、森田 克哉１）、岩上
栄１）、広瀬 宏一１）
小田
誠１）、片田 正一１）、西浦 和男１）、品川
誠１）
森
善裕１）、山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
２３ Pol
ypect
omy後、粘膜下腫瘍的形態を呈した胃癌の１例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○宮岸 清司１）、山谷 春喜１）、大野 健次１）、山本 和利１）
清光 義則１）、高野 賢司２）、横山
隆２）、古田 和雄２）
２）
３）
原
和人 、袖本 幸男
２４ 多発性早期胃癌を伴い、腹腔鏡的に腫瘍とまぎらわしい限
局性肝被膜肥厚を呈したトロトラスト肝線維症の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○西邨 啓吾１）、西村 浩一１）、本定 秀雄１）、中川 彦人１）
広瀬昭一郎１）、黒田 吉隆２）、三輪
淳３）
２５ 興味ある内視鏡所見を呈した転移性胃癌の１例
富山労災病院 内科１）
同 病理２）
○橋本 宏樹１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）、山崎
太田 五六２）

２９ 胃全摘（Doubl
eTr
act再建）後の総胆管結石に対して、EST
で摘出しえた１例
石川県立中央病院 消化器外科１）
○高畠 一郎１）、森田 克哉１）、岩上
栄１）、小田
誠１）
片田 正一１）、品川
誠１）、石田 一樹１）、森
善裕１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
３０ ERCPにて特殊な胆管像を呈した総胆管上皮過形成の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）、同 第１病理３）
○山崎 国雄１）、斎藤 清二１）、西村 信行１）、田口恭仁子１）
元尾 南洋１）、能澤 明宏１）、井上 恭一１）、佐々木 博１）
鈴木修一郎２）、三輪 淳夫３）、北川 正信３）
３１ 急性膵炎発作後に膵管像の著明な変化を認めた pancr
eas
di
vi
sm の１例
加登病院１）、金沢大学 第１内科２）
○山川
治１）、加登 康洋１）、米島
学２）
３２ 粘液産生膵腫瘍の１例
済生会石川総合病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学 第１外科３）
○龍沢 泰彦１）、青山 剛和１）、太田 安彦１）、鈴木
田中
功２）、川上
究２）、中出 隆治２）、川浦

文子２）
幸光３）

３３ 早期十二指腸乳頭部癌の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、金沢医科大学 病理３）
○三崎 明孝１）、海崎 泰治１）、高嶋 吉浩１）、笠原 善郎１）
松田 一夫１）、村北 和広１）、細川
治１）、中川 公三１）
武田 孝之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）
３）
小西二三男
３４ 十二指腸乳頭近傍に発生した腺腫の２例
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）
○西浦 和男１）、森田 克哉１）、岩上
栄１）、広瀬
片田 正一１）、小田
誠１）、品川
誠１）、森
１）
１）
石田 一樹 、山田 哲司 、北川
晋１）、中川
２）
２）
松田 博人 、島崎 英樹 、車谷
宏３）、林

宏一１）
善裕１）
正昭１）
守源３）

３５ Duodenalcystの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○宮本
歩１）、田中三千雄１）、寺崎 禎一１）、松崎 恒一１）
舟木
淳１）、坂東
毅１）、若林 泰文１）、島田 一彦１）
稲土 修嗣１）、窪田 芳樹１）、藤倉信一郎１）、佐々木 博１）

隆吉１）

２６ 胃平滑筋肉腫の１例－とくに超音波内視鏡診断について－
富山医科薬科大学 第２外科１）
○沢田石 勝１）、山田
明１）、黒木 嘉人１）、榊原 年宏１）
穂苅 市郎１）、岡本 政広１）、森永 秀夫１）、鈴木修一郎１）
坂本
隆１）、唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）
２７ 膵胆道疾患における超音波内視鏡検査の実際とその臨床的
意義
金沢大学がん研究所病院 内科１）
○岡井
高１）、松田 直人１）、山川
治１）、渡辺 弘之１）
１）
１）
河上 浩康 、里村 吉威 、太田 英樹１）、元雄 良治１）
澤武 紀雄１）
２８ 経皮経肝胆道鏡（PTCS）による内視鏡治療の経験
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）、鈴木 邦彦１）
田辺
釧１）、木田
寛１）、杉岡 五郎１）

３６ １年間観察した十二指腸球部癌と思われる１症例
富山赤十字病院 内科１）、同 放射線科２）
富山医科薬科大学 病理３）
○吉田
誠１）、荒木 一郎１）、善田 貴裕１）、楠
憲夫１）
２）
２）
２）
宮山 士郎 、小林
健 、山本 脩治 、野田
誠３）
北川 正信３）
３７ 十二指腸に転移した肺大細胞癌の１例
金沢大学 第１外科１）
○林
裕之１）、牛島 輝明１）、中野 一郎１）、花立
永里
敦１）、疋島
寛１）、大村 健二１）、川浦
１）
岩
喬

史香１）
幸光１）

３８ ポリエチレングリコール液による当日前処置全大腸内視鏡
検査法の検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）、福井市３）
○飯田 善郎１）、前原 正典１）、林
義信１）、皆川 真樹１）
金
定基１）、三井
毅１）、浅田 康行１）、黒田
譲１）
三浦 将司１）、藤沢 正清１）、福岡 賢一２）、登谷 大修２）
田中 延善２）、松田 尚武３）

３９ 大腸アニサキス症の２症例
金沢大学がん研究所病院 外科１）
○源
成利１）、沢口
潔１）、出口
伊藤
透１）、上田
博１）、磨伊

康１）、藤本
正義１）

敏博１）

４２ 術中内視鏡的ポリペクトミーを行った大腸癌合併、大腸ポ
リポージスの１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）
○野村 泰三１）、村
俊成１）、坂東 平一１）、高倉 文嗣２）

４０ 偽膜性大腸炎の２例
映寿会病院 内科１）、金沢大学がん研究所病院 内科２）
○河上 浩康１）、里村 吉威１）、松田 直人１）、渡辺 弘之１）
竹村
修１）、前田 敏男１）、岡井
高２）、沢武 紀雄２）

４３ 大腸癌性狭窄に対してレーザー治療が有効であった１症例
金沢大学がん研究所病院 外科１）
○表
和彦１）、上田
博１）、沢口
潔１）、荻野 知己１）
磨伊 正義１）

４１ 大腸ポリペクトミー後の経過観察症例の検討
金沢大学がん研究所病院 外科１）
○沢口
潔１）、源
成利１）、太田 孝仁１）、浅井
１）
上田
博 、荻野 知己１）、大井 章史１）、磨伊

４４ 直腸転移性カルチノイドの１例
金沢大学 第１外科１）
○永里
敦１）、中野 一郎１）、牛島
広瀬 宏一１）、疋島
寛１）、大村
１）
岩
喬

透１）
正義１）

輝明１）、矢崎
健二１）、川浦

潮１）
幸光１）

第５４回

北陸地方会

日
会

時：平成元年１２月３日日
場：石川県立総合看護専門学校

会

長：石川県立中央病院

第１会場：健康教育館２階 大研修室
第２会場：総合看護専門学校３階 視聴覚教室
消化器外科 中川 正昭

◆教育講演
「膵癌早期診へのアプローチ」
癌研究会附属病院 消化器外科

高木

国夫

◆ラウンドテーブルディスカッション
「微小胃癌の内視鏡診断」
司会：富山医科薬科大学 第３内科
田中三千雄
金沢大学がん研究所 外科
荻野 知巳
１．微小胃癌の内視鏡診断
金沢大学がん研究所 外科１）
○伊藤
透１）、上田
博１）、表
和彦１）、藤木 敏博１）、大井
１）
磨伊 正義
２．微小胃癌診断の現況
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、金沢医科大学 病理３）
○細川
治１）、海崎 泰治１）、藤野
晋１）、田中 正樹１）、服部
１）
１）
三崎 明孝 、村北 和広 、中川 公三１）、武田 孝之１）、谷川
渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）、山崎
信１）、山道

章史１）、荻野

知己１）

昌和１）、笠原 善郎１）
裕１）、森田 信人１）
昇２）、小西二三男３）

３．当院における微小胃癌症例について
城北病院 外科１）、同 内科２）
○原
和人１）、高野 賢司１）、横山
隆１）、古田 和雄１）、安田 清平１）、山谷 春喜２）
大野 健次２）、宮岸 清司２）、山本 和利２）、清光 義則２）
４．微小胃癌の内視鏡診断－特に内視鏡による逆追跡可能症例からみた微小胃癌診断の問題点－
公立能登総合病院 胃腸科１）
○三林
裕１）
５．当院における小胃癌の検討
富山医科薬科大学 第３内科１）
○若林 泰文１）、稲土 修嗣１）
６．当院における１㎝以下の微小胃癌症例の検討－副病変ではなく、単発主病変症例の発見機序を中心に－
氷見市民病院 胃腸科１）、同 内科２）、同 外科３）
○若狭林一郎１）、西野 逸男２）、広瀬 淳雄３）、丸岡 秀範３）、湖東 慶樹３）、牛島
聡３）
村田 修一３）、清崎 克美３）
７．微小胃癌の診断と治療における超音波内視鏡の意義
金沢大学がん研究所 内科１）
○岡井
高１）、太田 英樹１）、澤武 紀雄１）、元雄 良治１）、山川
治１）
８．微小胃癌の内視鏡診断－とくにストリップバイオプシーによる境界領域病変との鑑別－
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 第１病理３）、金沢医科大学 病理４）
○浅田 康行１）、前原 正典１）、皆川 真樹１）、金
定基１）、三井
毅１）、飯田 善郎１）
１）
１）
２）
２）
三浦 将司 、藤沢 正清 、登谷 大修 、福岡 賢一 、田中 延善２）、河原
栄３）
小西二三男４）
９．微小胃癌の内視鏡診断－切除標本との対比－
石川県立中央病院 消化器外科１）
○石田 一樹１）、水口 雅之１）、森田 克哉１）、岩上
栄１）、小田
誠１）、片田 正一１）
１）
１）
１）
１）
品川
誠 、森
善裕 、山田 哲司 、北川
晋 、中川 正昭１）

◆一般演題
０１ 内視鏡集団検診（第２報）
福井医科大学 第２内科１）
今庄診療所２）
○前川 泰宏１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、鈴木
１）
卜部 匡司 、道鎮 正規１）、佐藤富貴子１）、萩野
山崎 幸直１）、大滝 哲朗１）、小西 淳一１）、藤木
松岡 春明２）

邦夫１）
正樹１）
典生１）

０２ 胃内視鏡径７.
９㎜と９㎜との苦痛度についての検討
金沢大学 第２内科１）、公立加賀中央病院 内科２）
○鈴木 文子１）、大森 俊明１）、善田 貴裕１）、田中
功１）
１）
１）
１）
山田 隆千 、矢島
真 、竹田 康男 、竹田 亮祐１）
２）
平井 圭彦
０３ 頭頸部癌症例に対する上部消化管内視鏡検査の意義について
富山医科薬科大学 第２外科１）
○斉藤 光和１）、山田
明１）、穂苅 市郎、榊原 年宏１）
黒木 嘉人１）、藤川 卓彌１）、野村 直樹、安斉
裕１）
坂本
隆１）、唐木 芳昭１）、田沢 賢次、藤巻 雅夫１）
０４ サイトメガロウィルス感染症による多発性胃潰瘍の１例
高岡市民病院 外科１）、同 内科２）、同 胃腸科３）
富山医科薬科大学 第１病理４）
○藤村
隆１）、嶋
祐一１）、沢崎 邦広１）、巴陵 宣彦１）
１）
藤田 秀春 、竹越 国夫２）、奥田 洽爾２）、七澤
洋３）
岡田 英吉４）
０５ 特異な内視鏡像を呈した胃 het
er
ot
opi
cgast
r
i
cgl
andsの
１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○宮元
歩１）、若林 泰文１）、澤田 勝江１）、圓谷 朗雄１）
岡田 和彦１）、市原 和俊１）、稲土 修嗣１）、田中三千雄１）
井上 恭一１）、渡辺 明治１）
０６ 上部消化管出血に対する緊急内視鏡の検討
福井県立病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
金沢医科大学 病理４）
○島田 耕文１）、寺沢 秀一１）、伊部 直之１）、辰己
靖１）
本堂
克１）、田中 正樹２）、服部 昌和２）、笠原 善郎２）
三崎 明孝２）、村北 和広２）、細川
治２）、中川 公三２）
２）
２）
武田 孝之 、谷川
裕 、森田 信人２）、渡辺 国重２）
木谷 栄一２）、津田 昇志２）、山道
昇３）、小西二三男４）
０７ クリップ止血法の有用性について
公立加賀中央病院 内科１）、金沢大学 第２内科２）
○平井 圭彦１）、小林 武嗣１）、大森 俊明２）、善田
岡田 俊英２）、鈴木 文子２）、山田 隆千２）、矢島
竹田 康男２）、竹田 亮祐２）

貴裕２）
真２）

０８ エタノール局注が止血に有効であった十二指腸 angi
odyspl
asi
a
の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○圓谷 朗雄１）、若林 泰文１）、芳尾 幸松１）、澤田 勝江１）
宮元
歩１）、寺崎 禎一１）、舟木
淳１）、坂東
毅１）
島田 一彦１）、稲土 修嗣１）、窪田 芳樹１）、田中三千雄１）
渡辺 明治１）
０９ 塩化インジウムスキャンを用いて検討しえた Ménét
r
i
er病
の１例
加登病院１）、金沢大学 第１内科２）、同 がん研内科３）
同 放射線科４）、同 核医学科５）、同 第２病理６）
○荻野 英朗１）、山川
治１）、加登 康洋１）、米島
学２）
岡井
高３）、角谷 真澄４）、油野 民雄５）、中沼 安二６）

１０ Pol
ypect
omyに よ り 低 蛋 白 血 症 が 改 善 し た 胃 vi
l
l
ous
adenomaの１例
石川県立中央病院 内科１）、同 病理２）
○松田 博人１）、小市 勝之１）、岡田 俊英１）、島崎 英樹１）
大家他喜雄１）、車谷
宏２）、林
守源２）
１１ ボタン型アルカリ電池誤飲の２例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
○嶋田 佳文１）、大西 定司１）、重森 一夫１）、金森
山本
誠１）、稲田 章夫２）、下松谷 匠２）、小森

一紀１）
吉晴２）

１２ 誤嚥された胃内異物 PTP錠を内視鏡的に摘出した１例
金沢市医師会１）
○浅野 繁尚１）
１３ 魚骨による胃穿孔例の保存的治療例
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
○田中 松平１）、金子 芳夫１）、吉田 千尋１）、中村
鷲田 秀毅２）、山形 要人２）、前川 正知２）

暁２）

１４ 胃腺腫および早期胃癌におけるマイクロターゼの使用経験
富山労災病院 内科１）、同 病理２）
金沢大学医療技術短期大学部３）
○竹森 康弘１）、野田 八嗣１）、太田 五六２）、岡田 保典３）
１５ St
r
i
pbi
opsyにて確診しえた、石灰化を伴う胃 l
i
pomaの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○澤田 勝江１）、稲土 修嗣１）、宮元
歩１）、圓谷 朗雄１）
１）
１）
寺崎 禎一 、舟木
淳 、坂東
毅１）、島田 一彦１）
若林 泰文１）、窪田 芳樹１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
１６ 胃 st
r
i
pbi
opsy施行症例の検討
映寿会病院 内科１）、同 外科２）、金沢大学がん研究所 内科３）
○渡辺 弘之１）、松田 直人１）、前田 敏男１）、北村 徳治２）
山川
治３）、河上 浩康３）、里村 吉威３）、太田 英樹３）
元雄 良治３）、岡井
高３）、澤武 紀雄３）
１７ 当科における st
r
i
pbi
opsyの経験（第２報）
金沢大学 第２内科１）、公立加賀中央病院 内科２）
○小川 滋彦１）、森田 達志１）、岡田 俊英１）、嶋崎
増永 高晴１）、竹田 康男１）、上野 敏男１）、竹田
平井 圭彦２）

正晃１）
亮祐１）

１８ クリップマーキングによる st
r
i
pbi
opsyの有用性について
公立加賀中央病院 内科１）、金沢大学 第２内科２）
○平井 圭彦１）、小林 武嗣１）、川田 直幹２）、森田 達志２）
嶋崎 正晃２）、小市 勝之２）、田中
功２）、小川 滋彦２）
２）
２）
増永 高晴 、竹田 康男 、竹田 亮祐２）
１９ 早期胃癌および境界病変に対する内視鏡的治療－ストリッ
プバイオプシーとレーザー治療の対比－
黒部市民病院 胃腸科１）、金沢大学 第２病理２）
○牧野
博１）、森岡
健１）、竹山
茂１）、斉藤 勝彦２）
中沼 安二２）
２０ 当科における早期胃癌の内視鏡的治療の現状分析
公立能登総合病院 胃腸科１）
○奥村 義治１）、三林
裕１）
２１ 胃癌深達度の内視鏡的検討
金沢大学 第１外科１）
○花立 史香１）、広瀬 宏一１）、永里
金平 永二１）、疋島
寛１）、大村
１）
岩
喬

敦１）、八木
健二１）、川浦

真悟１）
幸光１）

２２ 胃陥凹性病変における生検 gr
oupⅢの取扱いについて
金沢大学がん研究所 外科
○安木 和生１）、上田
博１）、表
和彦１）、源
利成１）
藤木 敏博１）、荻野 知己１）、大井 章史１）、磨伊 正義１）
２３ 経過を観察した早期胃癌症例の検討
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 臨床病理３）
○北野 善郎１）、広瀬昭一郎１）、佐藤 幸浩１）、西村 浩一１）
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）
２４ リンパ節転移を有する胃粘膜内癌の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理２）
金沢医科大学 病理３）
○海崎 泰治１）、細川
治１）、藤野
晋１）、田中
服部 昌和１）、笠原 善郎１）、三崎 明孝１）、村北
中川 公三１）、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３）

正樹１）
和広１）
信人１）
信１）

２５ Gast
r
i
t
i
scyst
i
capol
yposa（GCP）に発生した残胃多発
早期癌の１例
社会保険高浜病院 外科１）
名田庄診療所２）
福井県立病院 病理３）
金沢医科大学 病理４）
○白崎 信二１）、南
義彦１）、三浦 正博１）、高嶋 吉浩２）
山道
昇３）、小西二三男４）
２６ 当科における胃非上皮性悪性腫瘍の検討
石川県立中央病院 消化器外科１）
○品川
誠１）、森田 克哉１）、岩上
栄１）、水口
小田
誠１）、片田 正一１）、石田 一樹１）、森
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
２７ 小児における食道炎の検討
金沢医科大学 小児外科１）
○北谷 秀樹１）、河野 美幸１）、梶本

雅之１）
善裕１）

照穂１）

２８ 糖尿病の経過観察中に反復する食道炎を合併した１例
高岡市民病院 胃腸科１）、同 内科２）
富山医科薬科大学 第３内科３）
○七澤
洋１）、太田 正之２）、田中三千雄３）
２９ SBチューブ挿入後に広範な食道潰瘍を認めた肝硬変の１
例
金沢医科大学 消化器内科１）
○浦島左千夫１）、上島 康洋１）、榎本 信幸１）、円山 恵子１）
安原
稔１）、高瀬修二郎１）、高田
昭１）
３０ 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後に尿細管障害をきたした海
綿腎の１例
金沢大学 第１内科１）
○足立 浩司１）、早川 哲雄１）、横山
仁１）、寺田 光宏１）
１）
１）
卜部
健 、金子 周一 、稲垣
豊１）、米島
学１）
鵜浦 雅志１）、小林 健一１）
３１ 内視鏡的に切除された食道顆粒細胞腫の１例
黒部市民病院 胃腸科１）
○二宮
致１）、西田 良夫１）、牧野
博１）、竹山
萱原 正都１）、前田 基一１）
３２ ポリペクトミーを行った食道平滑筋腫の１例
金沢市医師会１）
○高島
朔１）

茂１）

３３ 早期食道癌の２例
城北病院 内科１）、同
○宮岸 清司１）、山谷
清光 義則１）、高野
原
和人２）、安田

外科２）、同 病理３）
春喜１）、大野 健次１）、山本
賢司２）、横山
隆２）、古田
清平２）、袖本 幸男３）

３４ 当科における食道表在癌６例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
○出口
康１）、荻野 知己１）、菅
敏彦１）、安木
１）
１）
藤木 敏博 、太田 孝仁 、浅井
透１）、大井
１）
１）
上田
博 、磨伊 正義

和利１）
和雄２）

和生１）
章史１）

３５ 食道癌放射線療法の効果判定における内視鏡所見と DNA
ヒストグラムの対比
金沢大学 第１外科１）
○道伝 研司１）、廣瀬 宏一１）、疋島
寛１）、大村 健二１）
川浦 幸光１）、岩
喬１）
３６ 特異な形態を呈した十二指腸のブルンネル腺腺腫の１例
福井医科大学 第２内科１）
○竹内 郁登１）、郡
大裕１）、鈴木 邦夫１）、加藤 卓次１）
１）
卜部 匡司 、道鎮 正規１）、佐藤富貴子１）、畑
正典１）
１）
１）
１）
岩城
真 、新田 康夫 、藤木 典生
３７ 直視下生検で診断しえた十二指腸球部カルチノイドの１例
済生会富山病院 外科１）、同 内科２）、金沢医科大学 病理３）
○荒尾 正見１）、柚木
透１）、田近 貞克１）、英
尚良２）
金山 隆一２）、松能 久雄３）
３８ Wi
l
ki
e症候群の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）、同 中放３）
○飯田 善郎１）、前原 正典１）、皆川 真樹１）、金
定基１）
三井
毅１）、浅田 康行１）、三浦 将司１）、藤沢 正清１）
登谷 大修２）、福岡 賢一２）、田中 延善２）、井田 正博３）
秋元
学３）
３９ 緊急内視鏡が有用であった回腸悪性リンパ腫による成人腸
重積症の１例
公立能登総合病院 外科１）
○高畠 一郎１）、石黒 栄紀１）、村上 真也１）、大平 政樹１）
木原 鴻洋１）、中泉 治雄１）、宮永 盛郎１）
４０ 間歇的下血の原因と思われる大腸憩室症の１例
映寿会病院 内科１）、金沢大学がん研究所 内科２）
○松田 直人１）、渡辺 弘之１）、竹村
修１）、前田
２）
２）
岡井
高 、澤武 紀雄
４１ 照射後直腸膀胱瘻の３例
氷見市民病院 外科胃腸科１）、同 泌尿器科２）
○牛島
聡１）、丸岡 秀範１）、広瀬 淳雄１）、湖東
若狭林一郎１）、村田 修一１）、清崎 克美１）、元井

敏男１）

慶樹１）
勇２）

４２ 虚血性大腸炎の１例
小池病院１）、国立金沢病院 研究検査科２）
○松田 研吾１）、小池 留男１）、渡辺騏七郎２）
４３ 最近経験した虚血性大腸炎症例の検討
北陸中央病院 外科１）
富山医科薬科大学 病理２）
○関戸 伸明１）、上山 圭史１）、岩瀬 孝明１）、北川

正信２）

４４ 局所的に多発してみられた炎症性ポリープの２例
城端厚生病院 外科１）
同 内科２）
○清崎 浩一１）、九沢
豊１）、川瀬 裕志１）、寺中 正昭１）
２）
中川 靖夫 、木倉 敏彦２）、岡本 清也２）、根井 仁一２）

４５ S状結腸微小陥凹型早期癌の１例
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、金沢医科大学 病理３）
○中川 公三１）、武田 孝之１）、藤野
晋１）、田中 正樹１）
服部 昌和１）、笠原 善郎１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）
細川
治１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺 国重１）
１）
木谷 栄一 、津田 昇志１）、山崎
信１）、山道
昇２）
３）
小西二三男
４６ 集団検診で発見された大腸癌の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、金沢医科大学 病理３）
○田中 正樹１）、中川 公三１）、武田 孝之１）、藤野
晋１）
服部 昌和１）、笠原 善郎１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）
細川
治１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺 国重１）
１）
木谷 栄一 、津田 昇志１）、山崎
信１）、山道
昇２）
３）
小西二三男
４７ ガイドワイヤー付パピロトミーナイフの使用経験
金沢大学 第２内科１）、公立加賀中央病院 内科２）
○岡田 俊英１）、川田 直幹１）、森田 達志１）、嶋崎 正晃１）
小市 勝之１）、増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）
平井 圭彦２）
４８ 胆道癌に対する超音波内視鏡検査の経験
国立金沢病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 検査科病理４）
○若林 時夫１）、森本日出雄１）、鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）
１）
１）
２）
木田
寛 、杉岡 五郎 、平
栄 、滝田 佳夫３）
道場昭太郎３）、渡辺騏七郎４）

４９ 若年性特発性慢性膵炎の１例
富山赤十字病院 内科１）、同 放射線科２）
○善田 貴裕１）、荒木 一郎１）、吉田
誠１）、中積
水野 清雄１）、平岩 善雄１）、楠
憲夫１）、品川
山本 脩治２）、宮山 士朗２）
５０ ERCPにより惹起された重症急性膵炎の１例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）
○高橋 洋一１）、樋上 義伸１）、余川
茂１）、小西

泰人１）
俊男１）

一朗２）

５１ アミラーゼ高値で発見され、治癒切除がなされた小膵癌の
１例
国立療養所敦賀病院 外科１）、金沢大学 第１病理２）
○加藤 真史１）、木下 一夫１）、沢
敏治１）、吉光 外宏１）
２）
松井
裕
５２ 腹腔鏡にて診断しえた結核性腹膜炎の１例
福井県済生会病院 内科１）
○福岡 賢一１）、田中 延善１）、登谷 大修１）、毛利
又野 禎也１）、太田 克郎１）、前野 孝治１）、岡藤
中屋昭次郎１）、柳
碩也１）

郁朗１）
和博１）

第５５回

北陸地方会

日
会

時：平成２年６月３日日
場：福井県医師会館 第１会場：５ F 大ホール
第２会場：４ F ホール
会 長：大滝病院 大瀧 秀穂

◆教育講演
「プライマリーケアと内視鏡」
平塚病院
平塚
「急性胃粘膜病変と内視鏡」
東京女子医科大学
竹本

秀雄
忠良

◆パネルディスカッション
「実地医家と消化器内視鏡」
司
会：金沢大学がん研 外科
磨伊 正義
福井医科大学 内科
郡
大裕
１．胃色素内視鏡（間接コントラスト）の経験
武生市・月岡胃腸科医院１）
○月岡 照晴１）
２．胃十二指腸潰瘍の長期経過
新湊市・尾島外科胃腸科医院１）
○尾島 敏夫１）
３．多臓器疾患と胃潰瘍
富山市・北川内科クリニック１）
○北川 鉄人１）
４．消化管アニサキス症の診断と治療及びその問題点
金沢市・高島胃腸科外科クリニック１）
○高島
朔１）
５．早期胃癌に対するレーザー治療の経験
福井市・大滝病院１）
○児泉
肇１）
６．開業医と大腸内視鏡
金沢市・浅野内科医院１）
○浅野 繁尚１）
７．胆嚢薄層造影法の基礎ならびに臨床的研究（微細診断を中心として）
福井市・新田胃腸科放射線科病院１）
○新田 輝夫１）
特別発言
平塚病院

平塚

秀雄

◆一般演題
０１ オリンパス社製新型電子内視鏡システム（EVI
S100、
EVI
S200）の使用経験－上部消化管について－
福井医科大学 第２内科１）
○村北
肇１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、上田
敬１）
１）
１）
１）
鈴木 邦夫 、卜部 匡司 、道鎮 正規 、萩野 正樹１）
岩城
真１）、藤木 典生１）

０３ 胃十二指腸疾患における Campyl
obact
erpyl
or
iの検討
富山労災病院 内科１）
同 検査科２）
同 病理３）
○野田 八嗣１）、竹森 康弘１）、山口 泰志１）、高橋 繁夫２）
太田 五六３）

０２ 胆石を合併した Ménét
r
i
er病の１例
黒部市民病院 胃腸科１）
金沢大学 第２病理２）
○梅沢 良昭１）、牧野
博１）、森岡
健１）、斉藤

０４ Hel
i
cobact
erpyl
or
iと上部消化管病変－基礎的検討－
城端厚生病院 内科１）
同 外科２）
金沢医科大学 検査部３）
○根井 仁一１）、岡本 清也１）、木倉 敏彦１）、川田 直幹１）
清崎 浩一２）、九沢
豊２）、寺中 正昭２）、早瀬
満３）

勝彦２）

０５ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
（H.P.
）に対する内視鏡診断への試み
（第３報）
福井医科大学 第２内科１）
○岩城
真１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、上田
敬１）
鈴木 邦夫１）、卜部 匡司１）、道鎮 正規１）、萩野 正樹１）
村北
肇１）、藤木 典生１）

１６ 特異な経過を観察しえたⅡ c病変を合併した悪性リンパ腫
の１例
金沢大学 第２内科１）
同 附属病院 病理部２）
○安田 俊一１）、大森 俊明１）、森田 達志１）、山田 隆千１）
増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、水上 勇治２）

０６ 当院における ERHSE（内視鏡的切除）の経験
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○宮岸 清司１）、大野 健次１）、山本 和利１）、清光 義則１）
高野 賢司２）、横山
隆２）、古田 和雄２）、原
和人２）
袖本 幸男３）
０７ 内視鏡的クリップ止血の有用性について（第２報）
公立加賀中央病院 内科１）、金沢大学 第２内科２）
○小林 武嗣１）、平井 圭彦１）、大森 俊明２）、鈴木 文子２）
田中
功２）、増永 高晴２）、竹田 康男２）、竹田 亮祐２）

１７ ３年間の逆追跡を行いえた表層拡大型胃悪性リンパ腫の１例
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、金沢医科大学 病理３）
勝山市４）
○中村 伸一１）、細川
治１）、海崎 泰治１）、服部 昌和１）
田中 正樹１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）、中川 公三１）
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺 国重１）
１）
木谷 栄一 、津田 昇志１）、山崎
信１）、山道
昇２）
３）
４）
小西二三男 、佐々木紘昭

０８ Hemophi
l
l
i
aAに併発した出血性潰瘍に対してヘモクリッ
プを用いた内視鏡的止血法が有効であった１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 中央検査部２）
○稲土 修嗣１）、澤田 勝江１）、日置
将１）、寺崎 禎一１）
１）
１）
舟木
淳 、坂東
毅 、島田 一彦１）、若林 泰文１）
１）
窪田 芳樹 、田中三千雄１）、渡辺 明治１）、櫻川 信男２）
０９ 当科における st
r
i
pbi
opsyの経験（第３報）－粘膜下腫瘍
における検討－
金沢大学 第２内科１）、同 附属病院 病理部２）
○小川 滋彦１）、川田 直幹１）、鈴木 文子１）、小市 勝之１）
平井 圭彦１）、増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）
水上 勇治２）
１０ 内視鏡的胃瘻増設術の経験
金沢大学がん研究所 外科１）、国立療養所石川病院 内科２）
同 外科３）、久藤病院 外科４）
○高橋
豊１）、出口
康１）、太田 孝仁１）、磨伊 正義１）
山田 志郎２）、伊藤
透３）、北川 一雄４）
１１ 胃グロームス腫瘍の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理２）
○川尻 文雄１）、平野
誠１）、渡辺
透１）、酒徳
斉藤
裕１）、橘川 弘勝１）、龍沢 俊彦１）、増田

光明１）
信二２）

１２ 胃潰瘍を契機として発見された胃脂肪腫の１例
金沢市医師会１）
石川県立中央病院 外科２）
○浅野 繁尚１）、中川 正昭２）
１３ 壁外性に発育した巨大胃平滑筋腫の２例
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）、金沢市医師会２）
○川上 和之１）、川上 健吾１）、広瀬 淳雄１）、藤岡 重一１）
品川
誠１）、石田 一樹１）、森
善裕１）、山田 哲司１）
北川
晋１）、中川 正昭１）、梅田 俊彦２）
１４ 食道・胃筋原性腫瘍の内視鏡的検討
福井医科大学 第２内科１）、同 第２外科２）
○大滝 哲朗１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、上田
鈴木 邦夫１）、卜部 匡司１）、道鎮 正規１）、萩野
村北
肇１）、山崎 幸直１）、藤木 典生１）、谷川

敬１）
正樹１）
允彦２）

１５ 胃粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡検査
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
高岡市民病院 消化器科３）
○藤川 卓彌１）、山田
明１）、黒木 嘉人１）、榊原 年宏１）
斉藤 光和１）、坂本
隆１）、唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）
藤巻 雅夫１）、寺崎 禎一２）、若林 泰文２）、窪田 芳樹２）
稲土 修嗣２）、田中三千雄２）、渡辺 明治２）、七沢
洋３）

１８ 消 化 管 の MLP（mul
t
i
pl
el
ymphomat
ouspol
yposi
s）様
所見を経過観察しえた悪性リンパ腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○寺崎 禎一１）、田中三千雄１）、山崎
徹１）、小林
政１）
市原 和俊１）、舟木
淳１）、坂東
毅１）、島田 一彦１）
若林 泰文１）、稲土 修嗣１）、窪田 芳樹１）、渡辺 明治１）
１９ 十二指腸球部に嵌頓した胃巨大腺腫の１例
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）
○広瀬 淳雄１）、川上 健吾１）、川上 和之１）、藤岡
品川
誠１）、石田 一樹１）、森
善裕１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）
２０ 胃腺腫例の経過観察
富山県立中央病院 内科１）
同 臨床病理２）
○寺田 光宏１）、広瀬昭一郎１）、足立
西邨 啓吾１）、三輪 淳夫２）

浩司１）、中川

重一１）
哲司１）

彦人１）

２１ 胃腺腫の経過観察中に低分化型腺癌の発生をみた１症例
辰口芳珠記念病院 外科１）
金沢大学がん研究所 外科２）
○上田
博１）、倉知
圓１）、磯部 次正１）、中
文彦１）
磨伊 正義２）、澤口
潔２）、大井 章史２）
２２ 最大径２㎝以下の進行胃癌症例の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理２）
金沢医科大学 病理３）
○細川
治１）、中村 伸一１）、海崎 泰治１）、服部
田中 正樹１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）、中川
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺
木谷 栄一１）、津田 昇志１）、山崎
信１）、山道
小西二三男３）

昌和１）
公三１）
国重１）
昇２）

２３ 残胃癌の診断、特に内視鏡診断の有用性について
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○瀬戸啓太郎１）、加藤 真史１）、高嶋
達１）、萩原 広彰１）
１）
１）
芦田 義尚 、佐久間 寛 、喜多 一郎１）、高島 茂樹１）
木南 義男１）
２４ 胃癌死した胃癌の分析
公立能登総合病院 胃腸科１）
○三林
裕１）、奥村 義治１）
２５ 緊急内視鏡検査で初めに Di
eul
af
oy潰瘍と診断された低分
化型早期胃癌の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
○奥村 義治１）、三林
裕１）、石黒 栄紀２）、村上 真也２）
高畠 一郎２）、木原 鴻洋２）、中泉 治雄２）

２６ 経内視鏡的 OK432局注の意義
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）
○森
善裕１）、川上 健吾１）、川上 和之１）、広瀬
藤岡 重一１）、品川
誠１）、石田 一樹１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）

淳雄１）
哲司１）

２７ 胃癌化学療法後の内視鏡所見の変化
国立療養所敦賀病院 外科１）、金沢大学 第１病理２）
○北林 一男１）、木下 一夫１）、中野 泰治１）、加藤 真史１）
沢
敏治１）、吉光 外宏１）、木村 顕子２）
２８ 胃癌化学療法の内視鏡的効果判定に関する検討
金沢大学がん研究所 外科１）
○高橋
豊１）、菅
敏彦１）、藤本 敏博１）、浅井
１）
澤口
潔 、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
２９ 食道潰瘍の内視鏡所見とその経過
金沢大学がん研究所 外科１）
○菅
敏彦１）、荻野 知己１）、渡辺美智夫１）、出口
藤本 敏博１）、浅井
透１）、澤口
潔１）、高橋
大井 章史１）、磨伊 正義１）

透１）

康１）
豊１）

３０ 先天性表皮水疱症に合併した特異な食道病変の１例
金沢大学 第２内科１）、同 附属病院 病理部２）
○岡田 俊英１）、中川 靖夫１）、善田 貴裕１）、嶋崎 正晃１）
田中
功１）、増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）
水上 勇治２）
３１ 食道乳頭腫および顆粒細胞腫の各１例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）、福井医科大学 第２病理３）
○大西 定司１）、山本
誠１）、嶋田 佳文１）、嶋田 明彦１）
東
徹１）、平松 義規２）、湊
浩志２）、稲田 章夫２）
小森 吉晴２）、白石 泰三３）、中久木和也３）
３２ 食道粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡の有用性
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
○坂東
正１）、山田
明１）、井原 祐治１）、大上 英夫１）
１）
黒木 嘉人 、榊原 年宏１）、斉藤 光和１）、坂本
隆１）
１）
１）
１）
唐木 芳昭 、田沢 賢次 、藤巻 雅夫 、田中三千雄２）
渡辺 明治２）
３３ 食道癌を疑った食道 dyspl
asi
aの１例
済生会石川総合病院 内科１）、、同 外科２）
金沢大学 第２内科３）、同 第１病理４）
○山田 隆千１）、川田 直幹１）、田中
功１）、小川
１）
２）
東福 要平 、太田 安彦 、金平 永二２）、川浦
竹田 康男３）、竹田 亮祐３）、木村 顕子４）、岡田

滋彦１）
幸光２）
保典４）

３４ 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後の食道狭窄とその対策
金沢大学 第１内科１）
金沢市立病院 内科２）
○種井 政信１）、卜部
健１）、池田 直樹１）、西村 浩一１）
松下 栄紀１）、稲垣
豊１）、金子 周一１）、鵜浦 雅志１）
２）
米島
学
３５ 食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法施行例の病理組織学
的検討－剖検例を中心に－
福井県立病院 内科１）
同 病理２）
○本堂
克１）、辰巳
靖１）、伊部 直之１）、土井下建治２）
３６ 私達の教室で経験した Mal
l
or
yWei
ss症候群
福井医科大学 第２内科１）
○新田 康夫１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、上田
鈴木 邦夫１）、卜部 匡司１）、道鎮 正規１）、村北
萩野 正樹１）、畑
正典１）、藤木 典生１）

敬１）
肇１）

３７ 内視鏡検査後に発症した AGMLの検討
福井県済生会病院 内科１）
同 外科２）
○福岡 賢一１）、登谷 大修１）、田中 延善１）、瀧谷
又野 禎也１）、太田 克郎１）、前野 孝治１）、岡藤
中屋昭次郎１）、柳
碩也１）、浅田 康行２）、三浦
２）
藤沢 正清
３８ 乳幼児上部消化管異物の内視鏡的摘出の経験
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 小児外科２）
○島崎 英樹１）、森田 達志１）、松田 博人１）、大浜

裕緒１）
和博１）
将司２）

和憲２）

３９ 外来スクリーニング検査としての Si
gmoi
df
i
ber
scopyの
検討
福井医科大学 第１外科１）
○土山 智邦１）、高橋 嘉彦１）、片山 寛次１）、礒部 芳彰１）
関
弘明１）、小島 靖彦１）、嶋田
紘１）、中川原儀三１）
４０ 消化管病変を確認した Schönl
ei
nHenoch紫斑病の１例
氷見市民病院 胃腸科１）、同 外科２）
、同 内科３）
○若狭林一郎１）、花立 史香２）、中坪 直樹２）、湖東 慶樹２）
牛島
聡２）、村田 修一２）、清崎 克美２）、西野 逸男３）
４１ Mucosalbr
i
dgeを形成した潰瘍性大腸炎の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○花岡 順一１）、上島 康洋１）、堤
幹宏１）、安原
高瀬修二郎１）、松田 芳郎１）、高田
昭１）
４２ 寛解を示したクローン病の１例
映寿会病院 内科１）、湯浅内科医院２）
金沢大学がん研究所 内科３）
○渡辺 弘之１）、里村 吉威１）、山川
治１）、前田
２）
３）
湯浅 幹也 、岡井
高 、澤武 紀雄３）
４３ 孤立性直腸潰瘍の３例
金沢大学がん研究所 内科１）
○山川
治１）、松田 直人１）、河上
里村 吉威１）、太田 英樹１）、元雄
澤武 紀雄１）
４４ 有茎性大腸リンパ管腫の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
○小川 滋彦１）、中川 靖夫１）、大塚
立村 森男１）、上野 敏男１）、森永

稔１）

敏男１）

浩康１）、渡辺
良治１）、岡井

弘之１）
高１）

実１）、浜田
健市１）

誠人１）

４５ 結腸リンパ管腫の２例
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、金沢医科大学 病理３）
○武田 孝之１）、中川 公三１）、中村 伸一１）、海崎 泰治１）
服部 昌和１）、田中 正樹１）、三崎 明孝１）、村北 和広１）
細川
治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）
３）
小西二三男
４６ 内視鏡的に観察し得た、腸重積合併空腸平滑筋肉腫の１例
社会保険高浜病院 内科１）、同 外科２）
福井医科大学 第２内科３）
○窓岩 清治１）、萩野 正樹１）、佐藤富貴子１）、伊藤 重二１）
青木 幸平１）、西村 和明２）、白崎 信二２）、三浦 正博２）
郡
大裕３）
４７ 検診で発見されたⅡ c型大腸早期癌の１例
北陸中央病院 外科１）
富山医科薬科大学 第１病理２）
○岩瀬 孝明１）、関戸 伸明１）、上山 圭史１）、安田

政実２）

４８ 早期大腸癌の内視鏡的治療に対する検討
金沢大学がん研究所 外科１）
○荻野 知己１）、澤口
潔１）、菅
敏彦１）、高橋
大井 章史１）、磨伊 正義１）

豊１）

４９ メタルチップ付 ERCP造影チューブの有用性について
公立加賀中央病院 内科１）、金沢大学 第２内科２）
○平井 圭彦１）、小林 武嗣１）、安田 俊一２）、川田 直幹２）
岡田 俊英２）、小市 勝之２）、山田 隆千２）、竹田 康男２）
竹田 亮祐２）
５０ 砕石バスケット、バルーンカテーテル、ENBD洗浄にて治
癒せしめた巨大総胆管結石症の１例
加登病院１）、金沢大学 第１内科２）、同 放射線科３）
○荻野 英朗１）、加登 康洋１）、米島
学２）、角谷 真澄３）
５１ 外科的乳頭形成術後、急性胆管炎にて発症した３例
公立加賀中央病院 内科１）、金沢大学 第２内科２）
○小林 武嗣１）、平井 圭彦１）、中川 靖夫２）、善田 貴裕２）
森田 達志２）、嶋崎 正晃２）、竹田 康男２）、竹田 亮祐２）
５２ 総胆管結石における内視鏡的乳頭括約筋切開術（EST）症
例の検討
公立能登総合病院 外科１）、同 胃腸科２）
石川県立中央病院 一般・消化器外科３）
○高畠 一郎１）、石黒 栄紀１）、品川
誠１）、村上 真也１）
１）
１）
木原 鴻洋 、中泉 治雄 、奥村 義治２）、三林
裕２）
中川 正昭３）
５３ 経口的膵管鏡が診断に有用であった粘液産生膵腫瘍の１例
国立金沢病院 内科１）、同 放射線科２）、同 病理３）
香林坊メディカルクリニック４）
○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 、平
栄 、渡辺騏七郎３）
４）
小山
有

５４ 腹腔鏡・肝生検が診断に有用であったカンジダ性肝膿瘍の
１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
○愛場 信康１）、羽岡芽久美１）、澤田 勝江１）、安村
敏１）
岡田 和彦１）、市原 和俊１）、月城 孝志１）、宮際
幹１）
１）
１）
１）
稲土 修嗣 、窪田 芳樹 、青山 圭一 、高原 照美１）
康山 俊学１）、山崎
徹１）、樋口 清博１）、斎藤 清二１）
田中三千雄１）、井上 恭一１）、渡辺 明治１）
５５ 腹腔鏡下腹膜生検にて診断し得た悪性腹膜中皮腫の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 第２病理３）
○大溝 了庸１）、太田
肇１）、小池 伸彦１）、野田 隆志１）
１）
池田 謙三 、元雄 良治２）、佐々木素子３）、中沼 安二３）
５６ パターン投影法による消化管病変の三次元形状計測
金沢大学 第１外科１）
○田中 松平１）、大村 健二１）、疋島
寛１）、岡田由美子１）
１）
１）
宮西 秀二 、足立
巌 、道伝 研司１）、宗本 義則１）
岩
喬１）
５７ 高齢者における内視鏡検査時の心電図変化の検討
福井赤十字病院 内科１）
○吉田 博之１）、野尻 裕之１）、秋田 裕一１）、清水 元茂１）
武村 晴行１）、山岸 利栄１）、豊岡 重剛１）、川瀬 満雄１）
向野
栄１）
５８ 当院における内視鏡検査成績管理データーベースシステム
について
公立加賀中央病院 内科１）、同 外科２）
○平井 圭彦１）、小林 武嗣１）、山崎 英雄２）、高橋 信樹２）
上田 順彦２）

第５６回
日
会
会

北陸地方会

時：平成２年１１月２５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 外科 磨伊 正義

◆シンポジウム
「消化器病学の進歩に寄与する内視鏡の新しい展開」
司
会：福井医科大学 第２内科
郡
大裕
富山医科薬科大学 第３内科
田中三千雄
１．上部消化管病変と Hel
i
cobact
erpyl
or
i
福井医科大学 第２内科１）
○加藤 卓次１）、郡
大裕１）
２．内視鏡的食道静脈瘤硬化療法の予後因子
金沢大学 第１内科１）、金沢市立病院 消化器科２）
○卜部
健１）、種井 政信１）、鵜浦 雅志１）、小林 健一１）、米島
学２）
３．胃癌における内視鏡治療－レーザー温熱療法と光化学療法の基礎的研究
金沢大学がん研究所 外科１）
○出口
康１）、荻野 知己１）、澤口
潔１）、高橋
豊１）、磨伊 正義１）
４．十二指腸の形態と機能
富山医科薬科大学 第３内科１）
○稲土 修嗣１）、田中三千雄１）、寺崎 禎一１）、渡辺 明治１）
５．内視鏡的膵液採取による膵癌診断へのアプローチ
金沢大学がん研究所 内科１）
○太田 英樹１）、里村 吉威１）、渡辺 弘之１）、澤武 紀雄１）
６．大腸癌の内視鏡的生検材料による DNAI
ndexおよび Br
dU標識率の測定
金沢大学 第２外科１）
○小坂 健夫１）、宮崎 逸夫１）
特別発言
金沢大学がん研究所

内科

澤武

紀雄

◆教育講演
「十二指腸潰瘍の臨床」
防衛医科大学 第２内科
丹羽 寛文
「平坦・陥凹型早期大腸癌の内視鏡診断と治療」
秋田赤十字病院 外科
工藤 進英
◆一般演題
０１ 未治療骨髄性白血病に合併した食道カンジダ症の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
○山口 正木１）、中川 靖夫１）、武田
康１）、岩渕 邦芳１）
１）
１）
荒木 一郎 、上野 敏男 、立村 森男１）、森永 健市１）
０２ 胃全摘術後に発症した食道静脈瘤の１例
福井医科大学 第１外科１）
○前原 正典１）、関
弘明１）、斉藤
貢１）、古村
１）
１）
土山 智邦 、高橋 嘉彦 、磯部 芳彰１）、小島
嶋田
紘１）、中川原儀三１）

能章１）
靖彦１）

０３ 硬化療法後に出現した食道癌を含む多重癌の１例
富山県立中央病院 内科１）
西邨医院２）
○寺田 光宏１）、足立 浩司１）、北川 浩文１）、中川 彦人１）
広瀬昭一郎１）、西邨 啓吾２）

０４ 食道 ep癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）
○安本 和生１）、菅
敏彦１）、荻野
１）
黄
承東 、出口
康１）、表
１）
藤本 敏博 、澤口
潔１）、高橋

知己１）、渡辺美智夫１）
和彦１）、源
利成１）
１）
豊 、磨伊 正義１）

０５ 食道胃接合部微小癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）
○藤本 敏博１）、荻野 知己１）、渡辺美智夫１）、黄
安本 和生１）、出口
康１）、表
和彦１）、源
１）
１）
菅
敏彦 、澤口
潔 、高橋
豊１）、磨伊

承東１）
利成１）
正義１）

０６ レーザー照射および oi
lBl
eomyci
n,OK432の局所投与が
奏功した食道癌の１例
金沢大学がん研究所 内科１）
○太田 英樹１）、河上 浩康１）、元雄 良治１）、岡井
高１）
１）
澤武 紀雄

０７ 胃底腺ポリープの検討
富山県立中央病院 内科１）
○佐藤 幸治１）、広瀬昭一郎１）、足立
北川 浩文１）、中川 彦人１）

浩司１）、寺田

光宏１）

０８ 胃底腺ポリープ症例の検討
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○荒能 義彦１）、細川
治１）、田中 正樹１）、山脇
優１）
三崎 明孝１）、山道
昇１）、村北 和広１）、中川 公三１）
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺 国重１）
１）
木谷 栄一 、津田 昇志１）、山崎
信１）、小西二三男２）
０９ ヒト胃の Hel
i
cobact
erpyl
or
iの内視鏡的診断
福井医科大学 第２内科１）
○岩城
真１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、鈴木
上田
敬１）、西川 邦寿１）、卜部 匡司１）、道鎮
萩野 正樹１）、村北
肇１）、大滝 哲朗１）、新田
１）
宮地 英生 、橘
良哉１）、伊藤 義幸１）、道上
１）
藤木 典生

邦夫１）
正規１）
康夫１）
学１）

１０ サイトメガロウイルス感染が証明された胃びらんの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第１病理２）
○石浦 嘉久１）、若林 泰文１）、五十嵐雅秀１）、寺崎 禎一１）
舟木
淳１）、坂東
毅１）、稲土 修嗣１）、島田 一彦１）
南部 修一１）、山崎 国男１）、宮林 千春１）、康山 俊学１）
樋口 清博１）、斎藤 清二１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
岡田 英吉２）
１１ 十二指腸球部に嵌頓した胃平滑筋腫の１例
金沢大学 第２内科１）
志雄病院 外科２）、同 内科３）
○善田 貴裕１）、増永 高晴１）、中川 靖夫１）、田中
竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、木藤 光彦２）、松井

功１）
晃３）

１８ 内視鏡的切除を繰り返し、４年半にわたり経過観察したⅠ
型早期胃癌の１例
石川県立中央病院 消化器外科１）、同 病理２）
○川瀬 裕志１）、吉田
功１）、渡辺
透１）、川上 和之１）
橋本 琢生１）、広瀬 淳雄１）、藤岡 重一１）、石田 一樹１）
森
善裕１）、山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
２）
車谷
宏
１９ 胃体上部に発生したⅡ a集族型早期胃癌の１例
厚生連高岡病院 外科１）
○村上
望１）、橘川 弘勝１）、平野
誠１）、酒徳
龍沢 俊彦１）
２０ リンパ節転移を認めた微小胃癌の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
○奥村 義治１）、三林
裕１）、石黒 栄紀２）、品川
村上 真也２）、高畠 一郎２）、木原 鴻洋２）、中泉
２１ m 胃癌における X線診断の検討
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１病理４）
○浅田 康行１）、笠原 善郎１）、三浦 将司１）、竹内
山村 浩然１）、皆川 真樹１）、金
定基１）、三井
飯田 善郎１）、黒田
譲１）、藤沢 正清１）、福岡
登谷 大修２）、田中 延善２）、秋元
学３）、吉川
３）
４）
高山
茂 、河原
栄

邦夫２）

１３ クリップ止血法の有用性について（第３報）
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）
公立加賀中央病院３）、金沢大学 第２内科４）
○平井 圭彦１）、野尻 裕之１）、山本 広幸１）、松下
川瀬 満雄２）、向野
榮２）、小林 武嗣３）、竹田

２３ 十二指腸鈎虫症の１例
浅ノ川総合病院 内科１）、金沢大学 寄生虫学２）
○荒木 一郎１）、中川 靖夫１）、山口 正木１）、武田
岩渕 邦芳１）、上野 敏男１）、立村 森男１）、森永
赤尾 信明２）

利雄１）
亮祐４）

２４ 十二指腸下行脚に認めた Hamar
t
omaの１例
城北病院 外科１）、同 内科２）
○古田 和雄１）、高野 賢司１）、原
和人１）、大野
宮岸 清司２）、山本 和利２）、清光 義則２）

１５ 内視鏡的ポリペクトミー後の出血に対する純エタノール注
入法の検討
NTT金沢病院 外科１）、浅野医院２）
○村
俊成１）、野村 泰三１）、浅野 繁尚２）
１６ 経皮内視鏡的胃瘻造設術の合併症に関する検討
済生会石川総合病院 内科１）、同 外科２）、金沢大学 第２内科３）
万葉病院４）
○小市 勝之１）、鈴木 文子１）、山田 隆千１）、小川 滋彦１）
東福 要平１）、中野 一郎２）、金平 永二２）、川浦 幸光２）
増永 高晴３）、竹田 康男３）、竹田 亮祐３）、川岸 一郎４）
１７ 当院における内視鏡的胃瘻造設術の経験
映寿会病院 内科１）、同 外科２）、金沢大学がん研究所 内科３）
○山川
治１）、渡辺 弘之１）、前田 敏男１）、北村 徳治２）
岡井
高３）、澤武 紀雄３）

誠２）
治雄２）

一雄１）
毅１）
賢一２）
淳３）

２２ 比較的大きな病変に対するピースミールストリッパバイオ
プシーの有用性について
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）
公立加賀中央病院 内科３）、金沢大学 第２内科４）
○平井 圭彦１）、野尻 裕之１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）
川瀬 満雄２）、向野
榮２）、小林 武嗣３）、竹田 亮祐４）

１２ 嚢胞化を示した胃平滑筋芽細胞腫の１例
大滝病院１）、福井医科大学 第２内科２）
○児泉
肇１）、大滝 秀穂１）、萩原 哲郎１）、鈴木

１４ ヒートプローブ法により治療した胃前庭部毛細血管拡張症
の２例
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）、中屋昭次郎１）
柳
碩也１）、浅田 康行２）、三浦 将司２）、藤沢 正清２）

光明１）

２５ 十二指腸ブルンネル腺腫の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理２）
○吉田
功１）、渡辺
透１）、川上 和之１）、橋本
広瀬 淳雄１）、藤岡 重一１）、石田 一樹１）、森
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、車谷

康１）
健市１）

健次２）

琢生１）
善裕１）
宏２）

２６ 十二指腸腫瘍と鑑別困難であった重複腸管の１例
福井医科大学 第１外科１）
○五井 孝憲１）、片山 寛次１）、斉藤
貢１）、飯田
敦１）
１）
１）
１）
安川ひろ美 、野手 雅幸 、関
弘明 、礒部 芳彰１）
小島 靖彦１）、嶋田
紘１）、中川原儀三１）
２７ 胃全摘術後、空腸上皮が吻合部より胸部食道へ広範に再生
進展した１症例
福井総合病院 外科１）
○村井アトム１）、安川ひろ美１）、片山 外一１）、北村 秀夫１）
２８ 特異な小腸内視鏡像を呈した無βリポ蛋白血症の１例
金沢大学 第２内科１）
○森田 達志１）、安田 俊一１）、鈴木 文子１）、小市 勝之１）
増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）

２９ 術前に診断し得た小腸悪性リンパ腫の２例
氷見市民病院 胃腸科１）、同 外科２）
○花立 史香１）、若狭林一郎１）、中坪 直樹２）、辻本
牛島
聡２）、村田 修一２）、清崎 克美２）
３０ 内視鏡にて術前診断し得た空腸癌の１例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○高橋 洋一１）、樋上 義伸１）、渡辺 俊雄２）、小西
広野 禎介２）、高柳 尹立３）
３１ 大腸内視鏡検査前処置の試み
高島胃腸外科クリニック１）、金沢大学がん研究所
○高島
朔１）、澤口
潔２）、磨伊 正義２）

優２）

一朗２）

外科２）

３２ クエン酸マグネシウム等張液による大腸内視鏡検査前処置
法の検討
金沢市立病院 内科１）
○小栗
光１）、北野 善郎１）、米島
学１）、沢田 大成１）
３３ ３年９ヶ月の経過で自然消失した S状結腸嚢腫様気腫症の
１例
辰口芳珠記念病院 消化器外科１）
○中
文彦１）、磯部 次正１）、上田
博１）、倉知
圓１）
３４ DI
C準備状態となった結核性腹膜炎の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 病理２）
○島崎 英樹１）、森田 達志１）、鈴木 文子１）、松田
車谷
宏２）
３５ 出血性大腸炎症例の検討
済生会石川総合病院 外科１）、同 内科２）
○中野 一郎１）、川浦 幸光１）、金平 永二１）、小川
小市 勝之２）

博人１）

滋彦２）

３６ ダイエット薬品服用により偽膜性腸炎類似病変を呈した１例
社会保険鳴和総合病院１）、金沢大学 第２内科２）
○矢島
真１）、田中
功２）、森田 達志２）、岡田 俊英２）
２）
竹田 康男
３７ 十二指腸乳頭部癌・胃腺腫の合併をみた大腸腺腫症の１例
国立金沢病院内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
○山崎 雅和１）、森本日出雄１）、若林 時夫１）、鈴木 邦彦１）
田辺
釧１）、木田
寛１）、杉岡 五郎１）、滝田 佳夫２）
渡辺騏七郎３）
３８ 大腸粘膜下腫瘍症例の検討
福井県立病院 外科１）
金沢医科大学 病理２）
○北島 竜美１）、武田 孝之１）、中川
田中 正樹１）、山脇
優１）、三崎
１）
村北 和広 、細川
治１）、谷川
渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田
小西二三男２）

公三１）、荒能
明孝１）、山道
裕１）、森田
昇志１）、山崎

義彦１）
昇１）
信人１）
信１）

３９ クリップを用いた内視鏡的大腸ポリペクトミーの検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
○飯田 善郎１）、竹内 一雄１）、山村 浩然１）、笠原 善郎１）
皆川 真樹１）、金
定基１）、三井
毅１）、浅田 康行１）
１）
１）
黒田
譲 、三浦 将司 、藤沢 正清１）、福岡 賢一２）
登谷 大修２）、田中 延善２）
４０ 直腸原発悪性リンパ腫の１例
富山県立中央病院 外科１）、同 病理２）
○松本
尚１）、月岡 雄治１）、大上 英夫１）、谷屋
藪下 和久１）、廣澤 久史１）、黒田 吉隆１）、小西
辻
政彦１）、三輪 淳夫２）

隆雄１）
孝司１）

４１ 潰瘍性大腸炎に合併した大腸癌の１例
富山労災病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○竹森 康弘１）、山口 泰志１）、西田 哲也１）、野田
大堀
功２）、上野 一夫２）、島
弘三２）、太田

八嗣１）
五六３）

４２ 早期直腸癌の１例
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）、金沢医科大学 病理３）
○稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、平松 義規１）、小森 吉晴１）
山本
誠２）、藤原 隆一２）、大西 定司２）、東
徹２）
２）
２）
３）
嶋田 明彦 、前川 直美 、小西二三男
４３ 大腸超音波内視鏡が有用であったⅡ a型早期直腸癌の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）
公立加賀中央病院 内科３）、中村病院４）、金沢大学 第２内科５）
○平井 圭彦１）、野尻 裕之１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）
川瀬 満雄２）、向野
栄２）
○小林 武嗣３）、中村 康孝４）、高橋 英雄４）、竹田 亮祐５）
４４ 腺腫成分を伴わない大腸早期癌の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
○澤口
潔１）、黄
承東１）、渡辺美智夫１）、安本
１）
出口
康 、表
和彦１）、源
利成１）、藤本
１）
１）
菅
敏彦 、高橋
豊 、荻野 知己１）、磨伊

和生１）
敏博１）
正義１）

４５ 当院における大腸 sm 癌症例の検討
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○田中 正樹１）、武田 孝之１）、中川 公三１）、荒能 義彦１）
山脇
優１）、三崎 明孝１）、山道
昇１）、村北 和広１）
細川
治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）、小西二三男２）
４６ ５年間経過追跡した直腸癌に対する 5FU大量局所投与法
（r
et
ent
i
onchemot
her
apy）の術後再発防止効果の内視鏡所見
富山医科薬科大学 第１外科１）、同 附属病院 救急部２）
○山本 恵一１）、笠島
学１）、津田 基晴１）、山本 雅巳１）
小山 信二１）、山口 敏之１）、牧本 充生１）、大場 泰良１）
湊
浩志１）、宮本 直樹１）、龍村 俊樹２）
４７ 特異な膵管像を呈した膵胆管合流異常の１例
浅ノ川総合病院 内科１）、同 外科２）
○中川 靖夫１）、山口 正木１）、小川 滋彦１）、武田
岩渕 邦芳１）、荒木 一郎１）、上野 敏男１）、立村
森永 健市１）、高田 道明２）、秋本 龍一２）

康１）
森男１）

４８ 急性胆嚢炎および膵炎を繰り返し、１年間で胆石の形成を
見たレンメル症候群の１例
城端厚生病院 外科１）、同 内科２）
○中村 寿彦１）、清崎 浩一１）、足立
巌１）、九沢
豊１）
寺中 正昭１）、川田 直幹２）、岡本 清也２）、根井 仁一２）
４９ 膵体尾部の萎縮を伴う膵頭部漿液性膵嚢胞の１例－ ERCP
の所見を中心に－
富山医科薬科大学 第３内科１）
○北 啓一郎１）、月城 孝志１）、田口恭仁子１）、西村 信行１）
元尾 南洋１）、安村
敏１）、南部 修一１）、山崎 国男１）
宮林 千春１）、若林 泰文１）、康山 俊学１）、樋口 清博１）
斎藤 清二１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
５０ 膵・胆管合流異常に胆嚢 Adenomyomat
osi
sを伴なった
１例
小松市民病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学がん研究所 病理３）
○亀田 正二１）、田口 富雄１）、竹内 喜洋１）、藤田
一１）
真田 宏人１）、平田 昌義１）、上田 幸生１）、能登
稔１）
高橋 一郎２）、大井 章史３）

５１ 超音波内視鏡にて明瞭に描出しえた胆嚢静脈瘤の１例
金沢大学 第１内科１）
○北野 善郎１）、中本 安成１）、種井 政信１）、西村 浩一１）
松下 栄紀１）、卜部
健１）、稲垣
豊１）、金子 周一１）
鵜浦 雅志１）
５２ シース付結石破砕装置の使用経験
金沢大学 第２内科１）
○岡田 俊英１）、大森 俊明１）、川田 直幹１）、嶋崎
山田 隆千１）、増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田

正晃１）
亮祐１）

５３ 術後胆管遺残結石の検討
福井赤十字病院 外科１）
○松下 利雄１）、藤井 秀則１）、山本
伴
貞興１）、田中 猛夫１）

広幸１）、広瀬

由紀１）

５４ 内視鏡的組織採取による消化管悪性腫瘍の核酸合成律速酵
素活性測定
金沢大学 第１外科１）
○川上 和之１）、大村 健二１）、道伝 研司１）、宗本 義則１）
田中 松平１）、土田
敬１）、川西
勝１）、川上 卓久１）
１）
１）
渡辺 洋宇 、岩
喬

第５７回
日
会
会

北陸地方会

時：平成３年６月９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 田中三千雄

◆シンポジウム
「大腸ポリペクトミー後のサベイランス」
司
会：公立能登総合病院 外科
中泉 治雄
金沢大学がん研究所 外科
磨伊 正義
１．大腸ポリペクトミー後のサベイランスのための基礎的検討
北陸中央病院 外科１）
○岩瀬 孝明１）、松
智彦１）、矢崎
潮１）
２．当科における大腸ポリペクトミー後のフォローアップの現況
富山医科薬科大学 第３内科１）
○舟木
淳１）、若林 泰文１）、寺崎 禎一１）、坂東
毅１）、島田
１）
渡辺 明治
３．大腸ポリペクトミー後のフォローアップの現況
福井医科大学 第１外科１）
○土山 智邦１）、古村 能章１）、藤田
隆１）、前原 正典１）、高橋
１）
１）
礒部 芳彰 、嶋田
紘 、中川原儀三１）
４．大腸ポリペクトミー症例の検討
福井県済生会病院 外科１）
○金
定基１）、笠原 善郎１）、三井
毅１）、浅田 康行１）、飯田
１）
１）
三浦 将司 、藤沢 正清
５．大腸ポリペクトミー後のサベイランス
福井県立病院１）
○田中 正樹１）、津田 昇志１）、武田 孝之１）、中川 公三１）、辰巳
本堂
克１）、細川
治１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）、山崎
６．大腸ポリペクトミー後のサベイランス
城北病院 外科１）、同 内科２）
○原
和人１）、古田 和雄１）、大野 健次２）、宮岸 清司２）、山本
７．大腸ポリペクトミー後のサベイランス
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○冨田冨士夫１）、竹川
茂１）、後藤田治公１）、斉藤 人志１）、喜多
高島 茂樹１）、木南 義男１）
８．大腸ポリペクトミー後の経過追跡症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
○沢口
潔１）、源
利成１）、磨伊 正義１）
９．大腸 pol
ypect
omy後の経過観察について
金沢大学 第１内科１）
○種井 政信１）、卜部
健１）、鵜浦 雅志１）、小林 健一１）
◆特別講演
「食道表在癌の診断と治療」
東海大学 第２外科
「胃潰瘍の難治化要因」
福井医科大学 第２内科

幕内

博康

郡

大裕

一彦１）、田中三千雄１）

嘉彦１）、関

弘章１）

善郎１）、黒田

譲１）

靖１）、伊部
信１）

直之１）

和利２）、清光

義則２）

一郎１）、小島

靖彦１）

◆一般演題
０１ アルカリ服用にて生じた腐食性食道炎ならびに幽門狭窄の
一例
済生会石川総合病院 外科１）、同 内科２）
○大竹由美子１）、川浦 幸光１）、浅井
徹１）、中野 一郎１）
小川 滋彦２）、小市 勝之２）

０２ 早期食道癌の検討－とくに sm 癖の位置付け－
金沢大学がん研究所 外科１）
○菅
敏彦１）、荻野 知已１）、黄
承東１）、渡辺美智夫１）
藤岡
央１）、表
和彦１）、源
利成１）、浅井
透１）
太田 孝仁１）、高橋
豊１）、磨伊 正義１）

０３ 内視鏡的バルーン拡張術が有効であった頸部食道 webの１
例
公立鶴来総合病院 外科１）
○小山 文誉１）、建部 守明１）
０４ 瘻孔形成食道癌に対する Endopr
ot
hesi
sによる治療経験
富山医科薬科大学 第２外科１）
○山下
巌１）、山田
明１）、黒木 嘉人１）、斉藤 智裕１）
榊原 年宏１）、清水 哲郎１）、坂本
隆１）、唐木 芳昭１）
１）
１）
田沢 賢次 、藤巻 雅夫
０５ 巨木型食道静脈瘤４例の治療経験
金沢大学 第２内科１）
済生会石川総合病院 内科２）
志雄病院 内科３）
○増永 高晴１）、西野 雅美１）、中川 靖夫１）、岡田
嶋崎 正晃１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、小市
小川 滋彦２）、松井
晃３）

俊英１）
勝之２）

０６ オーバーチューブ法による食道静脈瘤硬化療法の検討
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 外科３）
同 放射線科４）
○野尻 裕之１）、平井 圭彦１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）
武村 晴行２）、清水 元茂２）、秋田 裕一２）、豊岡 重剛２）
川瀬 満雄２）、向野
栄２）、田中
尚３）、野口 正人４）
０７ 食道静脈瘤出血例に対する内視鏡的硬化療法の有効性と問
題点
福井医科大学 第２内科１）
○西川 邦寿１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、上田
敬１）
１）
１）
１）
鈴木 邦夫 、阿部 芳道 、卜部 匡司 、松村
賢１）
村北
肇１）、萩野 正樹１）、畑
正典１）、岩城
真１）
山崎 幸直１）、大滝 哲朗１）、新田 康夫１）、小西 淳一１）
藤木 典生１）
０８ 当院における内視鏡的食道静脈瘤硬化療法の治療成績につ
いて
富山県立中央病院 内科１）
○中川 彦人１）、足立 浩司１）、荻野 英朗１）、寺田 光宏１）
広瀬昭一郎１）
０９ 胃グロームス腫瘍の１例
金沢大学 第１外科１）、同 第３内科２）、同 病理部３）
○平野 勝康１）、大村 健二１）、石田 文生１）、宗本 義則１）
川上 和之１）、道伝 研司１）、渡辺 洋宇１）、奥村 廣和２）
森下英理子２）、松田
保２）、野々村昭孝３）
１０ ３年間経過観察中の胃 RLHの１例
富山市民病院 内科１）、同 研究検査科２）
○高橋 洋一１）、樋上 義伸１）、佐伯理恵子１）、住井
高柳 尹立２）

賢吉１）

１１ 微小胃平滑筋肉腫の２例
富山医科薬科大学 第１外科１）、同 第３内科２）、同 第１病理３）
○大場 泰良１）、津田 基晴１）、辻本
優１）、西出 良一１）
笠島
学１）、山本 恵一１）、稲土 修嗣２）、田中三千雄２）
野田
誠３）
１２ 胃粘膜下腫瘍との鑑別に超音波内視鏡が有用であった胃壁
外圧排性肝血管腫の２例
金沢大学がん研究所 内科１）、国立療養所石川病院 内科２）
同 外科３）
○毛利 郁朗１）、山口 泰志１）、山川
治１）、河上 浩康１）
渡辺 弘之１）、里村 吉威１）、太田 英樹１）、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）、山口 順道２）、伊藤
透３）

１３ 超音波内視鏡にて経時的に経過観察された化学療法有効進
行胃癌の１例
金沢大学 第１内科１）
○坂本
徹１）、米島 博嗣１）、太田
肇１）、種井 政信１）
西村 浩一１）、下田
敦１）、卜部
健１）、松下 栄紀１）
１）
１）
金子 周一 、鵜浦 雅志
１４ 胃大腸病変の変化が化学療法の効果判定に有用であった悪
性リンパ腫の１例
金沢大学 第２内科１）、同 病理部２）
○竹田 康男１）、森
保人１）、安田 俊一１）、川田 直幹１）
鈴木 文子１）、小市 勝之１）、増永 高晴１）、竹田 亮祐１）
野々村昭孝２）
１５ 化学療法が著効した AFP産生胃癌の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
金沢医科大学 第２病理２）
同 第１病理３）
○手丸 理恵１）、宮林 千春１）、西森
弘１）、日置
将１）
安藤 隆夫１）、伊藤 博行１）、寺崎 禎一１）、岡田 和彦１）
土田 敏博１）、中山 義秀１）、月城 孝志１）、清水 裕英１）
高嶋 清次１）、清水 幸裕１）、南部 修二１）、山崎 国男１）
樋口 清博１）、斎藤 清二１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
松能 久雄２）、小西二三男３）
１６ 表層拡大型胃癌の検討－切除範囲決定上の問題点－
金沢大学がん研究所 外科１）
○渡辺美智夫１）、黄
承東１）、藤岡
央１）、表
和彦１）
源
利成１）、浅井
透１）、太田 孝仁１）、高橋
豊１）
１）
１）
荻野 知已 、磨伊 正義
１７ 約２年６ヵ月内視鏡的に経過観察しえた早期胃癌の１例
NTT金沢病院 外科１）
○村
俊成１）、坂東 平一１）、野村 泰三１）
１８ ２ ㎝ 以下の胃癌症例の臨床病理学的検討－内視鏡治療の適
応と限界を知るために－
金沢大学がん研究所 外科１）
○表
和彦１）、黄
承東１）、渡辺美智夫１）、藤岡
央１）
源
利成１）、浅井
透１）、太田 孝仁１）、高橋
豊１）
荻野 知已１）、磨伊 正義１）
１９ 残胃の多発早期癌の１例
福井医科大学 第１外科１）
○古村 能章１）、関
弘明１）、飯田
１）
前原 正典 、土山 智邦１）、広瀬
嶋田
紘１）、中川原儀三１）

敦１）、木村
和郎１）、礒部

２０ Adenomyomaを合併した早期胃癌の１例
金沢大学 第２内科１）、同 第１外科２）
同 病理部３）
○大森 俊明１）、善田 貴裕１）、森田 達志１）、増永
竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、宗本 義則２）、大村
野々村昭孝３）
２１ 良性潰瘍を伴った早期胃癌症例の検討
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○細川
治１）、中村 伸一１）、山脇
優１）、三崎
１）
１）
山道
昇 、中川 公三 、武田 孝之１）、谷川
森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田
山崎
信１）、小西二三男２）

俊久１）
芳彰１）

高晴１）
健二２）

明孝１）
裕１）
昇志１）

２２ 経過を追跡しえた高分化型腺癌から成るスキルス胃癌の１例
辰口芳珠記念病院 外科１）
○上田
博１）、佐久間 寛１）、中
文彦１）、磯部 次正１）
１）
倉知
圓

２３ 当科における若年者胃癌症例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○林
裕之１）、龍沢 泰彦１）、渡辺 俊一１）、広瀬
古川 幸夫１）、石田 一樹１）、森
善裕１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）

宏一１）
哲司１）

２４ OK432の内視鏡的局注療法にて軽快した胃癌の２例
映寿会病院 内科１）、金沢大学がん研究所 内科２）
○山口 泰志１）、山川
治１）、渡辺 弘之１）、前田 敏男１）
２）
岡井
高 、澤武 紀雄２）
２５ 当院における早期胃癌に対する内視鏡的レーザー治療の成
績と転帰
加登病院１）、金沢大学 第１内科２）
金沢大学がん研究所 内科３）
○柳
昌幸１）、荻野 英朗１）、加登 康洋１）、卜部
健２）
金子 周一２）、米島
学２）、鵜浦 雅志２）、岡井
高３）
２６ ストリップバイオプシーにおける高張ブドウ糖－エピネフ
リン液、局注の有用性について
福井赤十字病院 消化器科１）、同 放射線科２）、同 内科３）
○平井 圭彦１）、野尻 裕之１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）
野口 正人２）、清水 元茂３）、秋田 裕一３）、豊岡 重剛３）
川瀬 満雄３）、向野
榮３）
２７ Ⅱ c早期胃癌を St
r
i
pbi
opsyにて治療しえた SLEの１症例
済生会石川総合病院 内科１）、同 外科２）
○小川 滋彦１）、山田 隆千１）、小市 勝之１）、東福 要平１）
中野 一郎２）、金平 永二２）、川浦 幸光２）
２８ 内視鏡的治療にて切除可能となった高齢者進行胃癌の１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）
○野村 泰三１）、村
俊成１）、坂東 平一１）、魚谷 知佳２）
２９ 内視鏡的止血困難例の検討
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）、中屋昭次郎１）
柳
碩也１）、三井
毅２）、浅田 康行２）、三浦 将司２）
２）
藤沢 正清
３０ ヒートプローブによる消化管ポリープの治療経験－４症例
報告－
福井赤十字病院 放射線科１）、同 消化器科２）
○野口 正人１）、野尻 裕之２）、平井 圭彦２）、山本 広幸２）
松下 利雄２）
３１ バイポーラスネアの使用経験について
福井赤十字病院 消化器科１）
同 放射線科２）
同 内科３）
○平井 圭彦１）、野尻 裕之１）、山本 広幸１）、松下
野口 正人２）、清水 元茂３）、秋田 裕一３）、豊岡
川瀬 満雄３）、向野
榮３）

利雄１）
重剛３）

３２ 新型電子内視鏡オリンパス EVI
S200の使用経験例について
北川内科クリニック１）
○北川 鉄人１）
３３ オリンパス EVI
S200の使用経験－同社 OESFi
berScope
と比較して－
高島胃腸科外科クリニック１）
○高島
朔１）
３４ じん肺患者における上部消化管病変の内視鏡的検討
富山労災病院 内科１）
○山川
治１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）

３５ 結石形成を認めた胃迷入膵の１例
金沢市立病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第１病理３）
○加藤 充朗１）、北野 善郎１）、本多 政夫１）、米島
沢田 大成１）、橋爪 泰夫２）、飯田 茂穂２）、川島
３６ 消化性潰瘍と Hel
i
cobact
erpyl
or
i
福井医科大学 第２内科１）
○岩城
真１）、郡
大裕１）、加藤 卓次１）、鈴木
１）
上田
敬 、阿部 芳道１）、卜部 匡司１）、西川
松村
賢１）、村北
肇１）、萩野 正樹１）、畑
山崎 幸直１）、大滝 哲朗１）、新田 康夫１）、小西
藤木 典生１）

学１）
篤弘３）

邦夫１）
邦寿１）
正典１）
淳一１）

３７ 胃切除後胆汁逆流性胃炎におけるウルソデオキシコール酸
（UDCA）長期投与例の内視鏡学的検討
城端厚生病院１）
○丸岡 秀範１）、根井 仁一１）、中村 寿彦１）、清崎 浩一１）
足立
巌１）、安田 俊一１）、木倉 敏彦１）、寺中 正昭１）
３８ 漢方製剤によると思われた十二指腸下行部の重症ビラン型
十二指腸炎の１例
富山赤十字病院 内科１）
○稲土 修嗣１）、宮際
幹１）、水野 清雄１）、平岩 善雄１）
楠
憲夫１）、品川 俊男１）
３９ ポリープ様隆起を呈した十二指腸球部内異所性胃粘膜の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
○荒木 一郎１）、森
保人１）、中川 靖夫１）、武田
康１）
１）
１）
１）
明
茂治 、上野 敏男 、立村 森男 、森永 健市１）
４０ つまようじ刺入による十二指腸球部異物膿瘍の１例
砺波総合病院 内科１）
○竹内 正勇１）、金井 正信１）、坂本
徹１）、池田 直樹１）
１）
杉本 立甫
４１ 十二指腸カルチノイドの１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○中村 伸一１）、細川
治１）、山脇
優１）、三崎
山道
昇１）、中川 公三１）、武田 孝之１）、谷川
森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田
山崎
信１）、小西二三男２）
４２ 十二指腸癌の１例
厚生連高岡病院 外科１）
同 病理科２）
○小林孝一郎１）、花立 史香１）、平野
橘川 弘勝１）、龍沢 俊彦１）、増田

誠１）、村上
信二２）

明孝１）
裕１）
昇志１）

望１）

４３ 内視鏡にて十二指腸への直接浸潤を確認しえた巨大肝細胞
癌の１例
黒部市民病院 内科１）
○谷村 慶一１）、森岡
健１）、牧野
博１）
４４ 出血性ショックより救命しえた小腸動静脈奇型の１例
氷見市民病院 胃腸科外科１）
富山医科薬科大学 第１病理２）
○高橋 英雄１）、若狭林一郎１）、牛島
聡１）、中坪 直樹１）
１）
１）
辻本
優 、村田 修一 、清崎 克美１）、松井 一裕２）
北川 正信２）
４５ 回腸末端部憩室よりの大量出血の１治験例
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
○金子 芳夫１）、家接 健一１）、田中 松平１）、岩上
吉田 千尋１）、前川 正知２）、清川 裕明２）

栄１）

４６ 画像所見上、診断に苦慮した S字状結腸黄色肉芽腫の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○松田 博人１）、善田 貴裕１）、嶋崎 正晃１）、島崎 英樹１）
山田 哲司２）、車谷
宏３）
４７ 薬剤性大腸炎の１例
浅野内科医院１）
○浅野 繁尚１）
４８ 高齢者潰瘍性大腸炎の２例
氷見市民病院 胃腸科、外科１）、同 内科２）
富山医科薬科大学 第１病理３）、公立能登総合病院 外科４）
○若狭林一郎１）、高橋 英雄１）、中坪 直樹１）、辻本
優１）
１）
１）
１）
牛島
聡 、村田 修一 、清崎 克美 、西野 逸男２）
松井 一裕３）、北川 正信３）、中泉 治雄４）
４９ 直腸粘膜脱症候群の１例
高岡市民病院 外科１）
富山医科薬科大学 第１病理２）
○嶋
裕一１）、藤村
隆１）、澤崎
藤田 秀春１）、岡田 英吉２）

邦宏１）、巴陵

５０ 顕出血をきたした直腸潰瘍の２例
社会保険高浜病院 内科１）、同 外科２）
福井医科大学 第２内科３）
○伊藤 重二１）、会田 隆志１）、佐藤富貴子１）、窓岩
青木 幸平１）、西村 和明２）、白崎 信二２）、三浦
郡
大裕３）

宣彦１）

清治１）
正博２）

５１ 大腸の gi
antadenomaとその位置付け
金沢大学がん研究所 外科１）
○太田 孝仁１）、沢口
潔１）、黄
承東１）、渡辺美智夫１）
藤岡
央１）、表
和彦１）、源
利成１）、浅井
透１）
１）
１）
１）
高橋
豊 、荻野 知已 、磨伊 正義
５２ 家族性大腸ポリポーシスの２例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○龍沢 泰彦１）、林
裕之１）、渡辺 俊一１）、広瀬
１）
古川 幸夫 、石田 一樹１）、森
善裕１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）
５３ 平担隆起型大腸早期癌の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
同 外科２）
○中川 靖夫１）、荒木 一郎１）、森
明
茂治１）、上野 敏男１）、立村
秋本 龍一２）

保人１）、武田
森男１）、森永

５４ 当院における大腸 st
r
i
pbi
opsyの経験
富山逓信病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学がん研究所 外科３）
○沢口
潔１）、広瀬 龍夫１）、橋本 宏樹２）、平井
源
利成３）、磨伊 正義３）

宏一１）
哲司１）

康１）
健市１）

信行２）

５５ 内視鏡的マイクロ波凝固療法が有効であった潰瘍性大腸炎
の１例
高岡市民病院 胃腸科１）、富山医科薬科大学 第３内科２）
○七澤
洋１）、澤田 勝江１）、菓子井良郎１）、巴陵 宣彦１）
田中三千雄２）
５６ 内視鏡下膵液細胞診で発見されたランブル鞭毛虫症の１例
富山県立中央病院 外科１）、同 中検病理２）
○佐原 博之１）、福島
亘１）、斉藤 文良１）、角谷 直孝１）
１）
谷屋 隆雄 、薮下 和久１）、黒田 吉隆１）、小西 孝司１）
辻
政彦１）、福村
健２）、三輪 淳夫２）
５７ 診断に難渋した胃・膵同時性重複癌の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 第１内科２）、同 病理科３）
○平野
誠１）、花立 史香１）、小林孝一郎１）、村上
望１）
橘川 弘勝１）、龍沢 俊彦１）、木谷
恒２）、増田 信二３）
５８ ブラッシング細胞診にて診断し得た胆管癌の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○足立 浩司１）、荻野 英朗１）、寺田 光宏１）、中川 彦人１）
広瀬昭一郎１）、小西 孝司２）、三輪 淳夫３）
５９ PTCSが診断・治療に有用であった総胆管癌の１例
国立金沢病院 内科１）、同 病理２）
○森本日出雄１）、若林 時夫１）、岡部外志彦１）、山崎 雅和１）
鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）、木田
寛１）、杉岡 五郎１）
２）
渡辺騏七郎
６０ 悪性胆道狭窄に対する内視鏡的胆道ドレナージ症例の検討
－ expandabl
e met
al
i
c st
ent
（St
r
eckerst
ent
）と l
ar
ge
bor
et
ubeの比較について－
公立能登総合病院 外科１）、同 胃腸科２）、同 放射線科３）
○高畠 一郎１）、中泉 治雄１）、石黒 栄紀１）、品川
誠１）
１）
１）
２）
村上 真也 、木原 鴻洋 、奥村 義治 、三林
裕２）
３）
伊藤
廣
６１ 胆道内視鏡による電気水圧砕石療法の経験
城北病院 外科１）、同 内科２）
○横山
隆１）、古田 和雄１）、原
和人１）、大野
宮岸 清司２）、山本 利克２）

健次２）

６２ 腹腔鏡にて観察しえた潜在性 BuddChi
ar
i症候群の２例
小松市民病院 内科１）、同 放射線科２）
○亀田 正二１）、田口 富雄１）、鈴木 文子１）、能登
稔１）
天野 雅子２）、亀山 富明２）
６３ 急性腹症の診断用に開発した外圣２㎜の細圣腹腔鏡の手技と
成績
福井医科大学 救急部１）
東京女子医科大学 救命救急センター２）
○中川 隆雄１）、西尾 宏之１）、井手 久史１）、鈴木 久人１）
安藤
徹１）、中川原儀三１）、鈴木
忠２）、石川 雅健２）
浜野 恭一２）

第５８回
日
会
会

北陸地方会

時：平成３年１１月１７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

◆シンポジウム
「超音波内視鏡診断をめぐる諸問題」
司
会：金沢大学がん研究所 内科
岡井
高
富山医科薬科大学 第３内科
田中三千雄
１．上部消化管病変部の描出不良に対するバルーン法の新しい工夫
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
○山田
明１）、黒木 嘉人１）、藤巻 雅夫１）、坂東
毅２）、田中三千雄２）
２．超音波内視鏡による食道胃静脈瘤の観察－内視鏡的硬化療法施行例の評価も含めて－
金沢大学 第１内科１）
○卜部
健１）、種井 政信１）、老子 善康１）、鵜浦 雅志１）
３．上部消化管粘膜下腫瘍（SMT）の診断における超音波内視鏡（EUS）の有用性の検討
金沢市立病院 消化器科１）、金沢大学 第１内科２）
○米島
学１）、本多 政夫１）、佐伯理恵子１）、小林 健一２）
４．当科における胃壁外圧排例及び胃粘膜下腫瘍例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○里村 吉威１）、寺田 光宏１）、足立 浩司１）、中川 彦人１）、広瀬昭一郎１）
５．超音波内視鏡による胃腫瘍の内部構造の判別－特に間質反応の判別と転移形式の予測－
金沢大学がん研究所 外科１）
○高橋
豊１）、磨伊 正義１）
６．胆道疾患における超音波内視鏡診断の適応とその有用性について
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）
○浅田 康行１）、三浦 将司１）、登谷 大修２）、福岡 賢一２）、吉川
淳３）
７．内視鏡的超音波検査（EUS）による肝外胆管および乳頭部癌の診断
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○若林 時夫１）、森本日出雄１）、木田
寛１）、滝田 佳夫２）、渡辺騏七郎３）
８．慢性膵炎の診断における超音波内視鏡検査の意義
金沢大学がん研究所 内科１）
○太田 英樹１）、岡井
高１）、元雄 良治１）、澤武 紀雄１）
◆特別講演
「胆管結石症における内視鏡の役割」
千葉大学 第１内科
税所 宏光
「いわゆる nonul
cerdyspepsi
a」
東海大学 内科６
三輪
剛
◆一般演題
０１ 止血用クリップが有効であった上部食道静脈瘤破裂の１
例
珠洲市総合病院 内科１）
金沢大学 第２内科２）
○岡田 俊英１）、岡本 清也１）、中尾
武１）、波佐谷兼綱１）
２）
増永 高晴

０３ 食道・胃静脈瘤に対する硬化療法の治療効果判定における
超音波内視鏡検査の有用性の検討
福井県立病院 内科１）
同 外科２）
大野
克１）、川田 直幹１）、島田 耕文１）、河合 邦夫１）
伊部 直之１）、辰巳
靖１）、森田 信人２）、木谷 栄一２）

０２ 当科における食道胃静脈瘤内視鏡的硬化療法症例の検討
富山医科薬科大学 第２外科１）
山岸 文範１）、白崎
功１）、坂東
正１）、霜田 光義１）
１）
１）
鈴木修一郎 、田沢 賢次 、藤巻 雅夫１）

０４ 食道静脈瘤硬化療法後再発例の検討
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）、中屋昭次郎１）
柳
碩也１）、笠原 善郎２）、三井
毅２）、浅田 康行２）
２）
２）
三浦 将司 、藤沢 正清

０５ 化学療法施行中に認められた偽膜を伴う食道炎の１例
済生会石川総合病院 外科１）、同 内科２）
大竹由美子１）、川浦 幸光１）、道伝 研司１）、小川 滋彦２）
森田 達志２）、小市 勝之２）
０６ 逆流性食道炎の経過中食道乳頭腫の発生をみた１例
城端厚生病院 内科１）、同 外科２）、金沢大学 第１病理３）
安田 俊一１）、川田 直幹１）、木倉 敏彦１）、武田 三昭１）
根井 仁一１）、平野 勝康２）、丸岡 秀範２）、足立
巌２）
２）
３）
寺中 正昭 、渡辺 秀人
０７ 食道メラノーシスを伴った食道表在癌類似進行癌の１例
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
野本 一博１）、山田
明１）、黒木 嘉人１）、榊原 年宏１）
１）
白崎
功 、増子
洋１）、濱名 俊泰１）、坂本
隆１）
唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）、田中三千雄２）
０８ 食道癌に対する術前化学療法（5FU／ CDDP）の評価
金沢大学 第１外科１）
橋本 琢生１）、大村 健二１）、石田 文生１）、田中 松平１）
川上 和之１）、渡辺 洋宇１）
０９ 内視鏡的粘膜切除後、クリップによる粘膜欠損部閉鎖の有効性
医療法人南ヶ丘病院 外科１）、同 内科２）
疋島 一徳１）、笠島 史成１）、永野 達郎１）、森
明弘１）
１）
２）
宮崎 誠示 、向坂 喜湖
１０ チクロピジン投与中の内視鏡処置後の出血症例について
城北病院 内科１）、同 外科２）
坂本 茂夫１）、塩谷 昌彦１）、大野 健次１）、宮岸 清司１）
山本 和利１）、平沢 好武１）、清光 義則１）、横山
隆２）
古田 和雄２）、原
和人２）
１１ Di
eul
af
oy潰瘍の２例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理科２）
多治見守泰１）、古川 幸夫１）、渡邊 俊一１）、林
裕之１）
龍澤 泰彦１）、廣瀬 宏一１）、石田 一樹１）、森
善裕１）
１）
１）
１）
山田 哲司 、北川
晉 、中川 正昭 、車谷
宏２）
１２ 特異な潰瘍治癒機転を示した末端巨大症の１例
珠洲市総合病院 内科１）、金沢大学 第２内科２）
岡田 俊英１）、岡本 清也１）、中尾
武１）、波佐谷兼綱１）
２）
竹田 康男
１３ プロトンポンプインヒビターが有効であったメネトリエ病
の１例
金沢大学 第２内科１）、同 病理部２）
西野 雅美１）、真田 治人１）、中川 靖夫１）、安田 俊一１）
鈴木 文子１）、嶋崎 正晃１）、増永 高晴１）、竹田 康男１）
竹田 亮祐１）、野々村昭孝２）
１４ 難治性潰瘍に対するオメプラゾールの使用経験
浅ノ川総合病院 内科１）
森
保人１）、明
茂治１）、熊走 一郎１）、武田
１）
荒木 一郎 、上野 敏男１）、立村 森男１）、森永

康１）
健市１）

１５ 出血性胃潰瘍６例に対する Omepr
azol
eの使用経験－ H２
bl
ockerとの比較を中心に－
富山労災病院 内科１）
久田 幸正１）、山川
治１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
１６ “Ⅱ c＋Ⅱ a”型早期胃癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、同 外科病理部２）
太田 孝仁１）、高橋
豊１）、黄
承東１）、野村
渡辺美智夫１）、藤岡
央１）、表
和彦１）、源
１）
１）
浅井
透 、荻野 知己 、磨伊 正義１）、渡辺

英弘１）
利成１）
秀人２）

１７ 肉眼型別にみた早期胃癌のリンパ節転移について
金沢大学がん研究所 外科１）、同 外科病理部２）
浅井
透１）、表
和彦１）、伊藤
透１）、黄
承東１）
野村 英弘１）、渡辺美智夫１）、藤岡
央１）、源
利成１）
太田 孝仁１）、高橋
豊１）、荻野 知己１）、磨伊 正義１）
渡辺 秀人２）
１８ Gast
r
i
t
i
scyst
i
capol
yposaを母地として発生したと考え
られた残胃吻合部微小胃癌の１例
恵寿総合病院 胃腸科１）、同 内科２）
金沢大学 第１病理３）
木村 寛伸１）、高村 博之１）、前田 基一１）、魚岸
誠１）
素谷
宏１）、神野 正一１）、清水 邦芳２）、高松 秀行２）
北川 駿介２）、川島 篤弘３）
１９ 内視鏡的治療に再燃を繰り返した早期胃癌の１例
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
長田 拓哉１）、山田
明１）、黒木 嘉人１）、榊原 年宏１）
１）
霜田 光義 、安斎
裕１）、新保 雅宏１）、坂本
隆１）
唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）、田中三千雄２）
２０ 胃癌の内視鏡的治療施行症例の予後に関する検討
映寿会病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学がん研究所 内科３）
渡辺 弘之１）、毛利 郁朗１）、北村 徳治２）、山口 泰志３）
山川
治３）、河上 浩康３）、里村 吉威３）、太田 英樹３）
元雄 良治３）、岡井
高３）、澤武 紀雄３）
２１ 早期胃癌に対する内視鏡的マイクロ波凝固療法
高岡市民病院 胃腸科１）、同 内科２）
富山医科薬科大学 第３内科３）
七澤
洋１）、菓子井良郎１）、巴陵 宣彦１）、奥田
田中三千雄３）、坂東
毅３）、渡辺 明治３）

洽爾２）

２２ 多彩な消化管病変を呈した前リンパ性白血病の１例
金沢大学 第２内科１）
同 病理部２）
春藤俊一郎１）、森
保人１）、大森 俊明１）、川田 直幹１）
１）
岡田 俊英 、増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）
野々村昭孝２）
２３ 黒色表皮腫が発見の契機となった特殊な組織像を呈した胃
癌の１例
氷見市民病院 胃腸科外科１）、金沢大学 皮膚科２）
富山医科薬科大学 第１病理３）
高橋 英雄１）、若狭林一郎１）、中坪 直樹１）、石黒 栄紀１）
木元 文彦１）、村田 修一１）、清崎 克美１）、鳥居 靖史２）
松井 一裕３）、北川 正信３）
２４ vonReckl
i
nghausen病に合併した早期胃癌と直腸腺管絨
毛腺腫の１切除例
市立敦賀病院 外科１）、金沢大学 第２病理２）
福井県立病院 外科３）、同 病理４）
市橋
匠１）、松田 一夫１）、徳楽 正人１）、渡辺進一郎１）
加藤 善彦１）、関
征夫１）、寺田 忠史２）、武田 孝之３）
山道
昇４）
２５ 表層拡大型早期胃癌より進展したと思われるスキルス胃癌の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）
北
俊之１）、広瀬昭一郎１）、荻野 英朗１）、足立 浩司１）
里村 吉威１）、中川 彦人１）、辻
政彦２）
２６ 癌性髄膜炎を初発症状とした進行胃癌の１例
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
岩上
栄１）、金子 芳夫１）、家接 健一１）、吉田
清川 裕明２）、前川 正知２）

千尋１）

２７ AFP高値を示した胃癌の２例－レクチン親和性分析、免疫
組織染色の相違－
金沢大学 第１内科１）
坂本
徹１）、竹内 正勇１）、寺崎 修一１）、西村 浩一１）
下田
敦１）、松下 栄紀１）、卜部
健１）、金子 周一１）
１）
鵜浦 雅志

３７ 異物による閉塞性イレウスの１例
３）
浅ノ川総合病院 内科１）、同 外科２）、中山医院（平和町）
１）
１）
１）
荒木 一郎 、森
保人 、明
茂治 、熊走 一郎１）
武田
康１）、上野 敏男１）、立村 森男１）、森永 健市１）
菅
敏彦２）、谷
卓２）、高田 道明２）、秋本 龍一２）
３）
中山与三次

２８ 高ガストリン血症を来した微小多発胃カルチノイドの１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
金沢大学 第２病理３）
川西
勝１）、中川 公三１）、福島
栄１）、高嶋 吉浩１）
山脇
優１）、三崎 明孝１）、山道
昇１）、村北 和広１）
細川
治１）、武田 孝之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）
２）
３）
小西二三男 、斉藤 勝彦

３８ 大腸早期癌症例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理科２）
廣瀬 宏一１）、多治見守泰１）、渡邊 俊一１）、林
裕之１）
１）
１）
１）
龍澤 泰彦 、古川 幸夫 、石田 一樹 、森
善裕１）
山田 哲司１）、北川
晉１）、中川 正昭１）、車谷
宏２）

２９ 超音波内視鏡にて胃粘膜下層由来の腫瘍を思わせる所見を
呈した胃平滑筋肉腫の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）、栗山病院４）
矢田
豊１）、市原 和俊１）、安藤 隆夫１）、寺崎 禎一１）
舟木
淳１）、坂東
毅１）、清水 幸裕１）、南部 修二１）
１）
宮林 千春 、若林 泰文１）、高原 照美１）、樋口 清博１）
斎藤 清二１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）、黒木 嘉人２）
榊原 年宏２）、山田
明２）、藤巻 雅夫２）、坂巻
暁３）
３）
４）
若木 邦彦 、栗山 基夫
３０ 癌との鑑別が困難であった大きな過形成胃ポリープの１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）、国立金沢病院 病理３）
野村 泰三１）、村
俊成１）、坂東 平一１）、神野 正敏２）
２）
魚谷 知佳 、渡辺騏七郎３）
３１ 山田Ⅳ型ポリープ様所見を呈した異所性胃粘膜の１例
富山赤十字病院 内科１）
円谷 朗雄１）、稲土 修嗣１）、宮際
幹１）、市田 文弘１）
３２ 新生児十二指腸潰瘍穿孔の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 小児外科２）
島崎 英樹１）、安田 俊一１）、嶋崎 正晃１）、松田
大浜 和憲２）

３９ 表面型大腸癌の３例
市立砺波総合病院 胃腸科１）、同 病理２）
酒徳 光明１）、伴登 宏行１）、荒川 竜夫１）、安念
４０ １０㎜以下の大腸早期癌の内視鏡像の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、同 外科病理部２）
黄
承東１）、沢口
潔１）、源
利成１）、野村
渡辺美智夫１）、藤岡
央１）、表
和彦１）、伊藤
１）
１）
太田 孝仁 、高橋
豊 、荻野 知己１）、磨伊
２）
渡辺 秀人
４１ 当科における大腸 st
r
i
pbi
opsyの経験
富山赤十字病院 消化器内科１）
稲土 修嗣１）、圓谷 朗雄１）、宮際
幹１）、市田
４２ 大腸癌超音波内視鏡症例の検討
金沢医科大学 一般消化器外科１）
竹川
茂１）、後藤田治公１）、冨田冨士夫１）、萩原
斉藤 人志１）、小坂 健夫１）、喜田 一郎１）、小島
高島 茂樹１）、木南 義男１）
４３ 粘膜下腫瘍の形態を呈した上行結腸癌の１例
富山医科薬科大学 第１外科１）
大場 泰良１）、津田 基晴１）、辻本
優１）、笠島
１）
山本 恵一

有声２）

英弘１）
透１）
正義１）

文弘１）

広彰１）
靖彦１）

学１）、

博人１）

３３ 難治性放射線胃十二指腸潰瘍の１例
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
齊藤 素子１）、山田
明１）、黒木 嘉人１）、榊原 年宏１）
清水 哲朗１）、東山 孝一１）、大上 英夫１）、山下 芳朗１）
唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）、西森
弘２）
２）
２）
２）
山崎 国男 、斎藤 清治 、渡辺 明治
３４ 各種胃切除後症例に対する内視鏡的乳頭括約筋切開術の経
験とその問題点
町立富来病院 外科１）、公立能登総合病院 外科２）
同 胃腸科３）
高畠 一郎１）、中泉 治雄２）、三林
裕３）
３５ CTと腹腔鏡所見から手術適応を判定できた外傷性腸間膜
血腫の２例
福井医科大学 救急部１）
東京女子医科大学 救命救急センター２）
中川 隆雄１）、安藤
徹１）、鈴木 久人１）、井手 久史１）
西尾 宏之１）、中川原儀三１）、鈴木
忠２）、石川 雅健２）
浜野 恭一２）
３６ 急性胃腸炎症状にて発症した小腸クローン病の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
荒木 一郎１）、森
保人１）、明
茂治１）、熊走 一郎１）
１）
１）
武田
康 、上野 敏男 、立村 森男１）、森永 健市１）

４４ 内視鏡的食道胃静脈瘤硬化療法施行例における大腸病変お
よび大腸粘膜血流量の検討
福井医科大学 第２内科１）
西川 邦寿１）、村北
肇１）、岩城
真１）、萩野 正樹１）
畑
正典１）、山崎 幸直１）、伊藤 重二１）、鈴木 邦夫１）
阿部 芳道１）、上田
敬１）、加藤 卓次１）、郡
大裕１）
１）
藤木 典生
４５ 末端肥大症における大腸病変の検討
金沢大学 第２内科１）、同 第１外科２）、同 病理部３）
森田 達志１）、善田 貴裕１）、小市 勝之１）、増永 高晴１）
竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、石田 文生２）、大村 健二２）
渡辺 洋宇２）、野々村昭孝３）
４６ いわゆる apht
hoi
dcol
i
t
i
sの臨床像
金沢大学 第１内科１）、金沢市立病院 消化器科２）
根上総合病院 内科３）、加登病院４）
北野 善郎１）、卜部
健１）、鵜浦 雅志１）、米島
２）
本多 政夫 、青山
庄３）、加登 康洋４）、柳
４７ 大腸腺腫症の１症例
公立加賀中央病院 内科１）
山田 隆千１）、中川 靖夫１）、小林

学２）
昌幸４）

武嗣１）

４８ 大腸アニサキス症の１例
北陸中央病院 外科１）、富山医科薬科大学 病理２）
川上 卓久１）、松
智彦１）、岩瀬 孝明１）、北川

正信２）

４９ 内視鏡的に虫体を摘出、診断した大腸鞭虫症の１例
社会保険高浜病院 内科１）、同 外科２）
福井医科大学 免疫寄生虫学教室３）
窓岩 清治１）、会田 隆志１）、佐藤富貴子１）、伊藤 重二１）
藤野
晋１）、青木 幸平１）、西村 和明２）、白崎 信二２）
三浦 正博２）、高田 伸弘３）
５０ 内視鏡的に治癒し得た、会陰部難治性瘻孔の１例
済生会石川総合病院 外科１）、同 内科２）
道伝 研司１）、川浦 幸光１）、大竹由美子１）、小川 滋彦２）
森田 達志２）、小市 勝之２）
５１ 小児の直腸の粘膜脱症候群の１例
公立能登総合病院 外科１）、同 胃腸科２）
金沢医科大学 第２病理３）
牛島
聡１）、中泉 治雄１）、川上 健吾１）、品川
村上 真也１）、木原 鴻洋１）、奥村 義治２）、三林
佐々木恵子３）
５２ 顆粒集簇型直腸癌の１例
城北病院 外科１）、同 内科２）
原
和人１）、古田 和雄１）、横山
塩谷 昌彦２）、大野 健次２）、宮岸
平沢 好武２）、清光 義則２）

隆１）、坂本
清司２）、山本

５３ 腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
福井医科大学 第１外科１）
土山 智邦１）、関
弘明１）、出口 正秋１）、木村
飯田
敦１）、高橋 嘉彦１）、片山 寛次１）、野手
礒部 芳彰１）、嶋田
紘１）、中川原儀三１）

誠１）
裕２）

茂夫２）
和利２）

俊久１）
雅幸１）

５４ Shor
tappr
oachchol
ecyst
ect
omyと腹腔鏡下胆嚢摘出
術の比較検討
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）、小坂旭町医院３）
稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、平松 義規１）、山本
誠２）
藤原 隆一２）、貴志 洋一２）、前川 直美２）、東
徹２）
斉藤八千代２）、小坂
進３）

５５ 腹腔鏡下胆嚢摘除術と内視鏡的十二指腸乳頭切開術の併用
による総胆管結石の治療
辰口芳珠記念病院 消化器外科１）
倉知
圓１）、上田
博１）、磯部 次正１）、佐久間 寛１）
中
文彦１）
５６ 高齢にて初めて発見された輪状膵の１例
黒部市民病院 内科１）
牧野
博１）、谷村 慶一１）、森岡
健１）
５７ 粘液産生膵腫瘍の３症例
福井赤十字病院 外科１）
広瀬 由紀１）、青竹 利治１）、田中 文恵１）、田中
山本 広幸１）、松下 利雄１）、城崎彦一郎１）、田中

尚１）
猛夫１）

５８ 電気水圧衝撃波などの各種内視鏡的治療により砕石し得た
肝内結石症の１例
２）
金沢大学がん研究所 内科１）、板谷医院（加賀市）
１）
１）
１）
太田 英樹 、毛利 郁朗 、山口 泰志 、山川
治１）
河上 浩康１）、渡辺 弘之１）、里村 吉威１）、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）、板谷 興治２）
５９ 超音波内視鏡及び経乳頭的生検が診断に有用であった胆管
癌の１例
金沢市立病院 消化器科１）、同 外科２）、吉野医院３）
金沢大学 第１病理４）
佐伯理恵子１）、本多 政夫１）、米島
学１）、橋爪 泰夫２）
川尻 博男２）、飯田 茂穂２）、吉野 公明３）、小田 惠夫４）
川島 篤弘４）

第５９回
日
会
会

北陸地方会

時：平成４年６月７日日
場：福井医科大学 第１会場：臨床大講義室
第２会場：臨床小講義室
長：福井医科大学 第２内科 郡
大裕

◆特別講演
「胆のう薄層造影法の基礎と臨床」
新田胃腸科・放射線科病院
新田
「大腸疾患における内視鏡検査の意義」
弘前大学 第１内科
棟方

輝夫
昭博

◆一般演題
０１ ヘルペス食道炎の１例
福井総合病院 内科１）、同 外科２）、福井医科大学 第３内科３）
黒田ひとみ１）、岡田 映子１）、河野 光志１）、三沢 利博１）
平井 博行１）、伊藤 清吾１）、高畠
学１）、島田 正則１）
２）
３）
北村 秀夫 、黒田 岳雄 、宮保
進３）

０９ 放射線治療にて CRを得た食道静脈瘤合併表在食道癌の１例
富山医科薬科大学 第２外科１）
野村 直樹１）、山田
明１）、日野 浩司１）、新保 雅宏１）
１）
斎藤 智裕 、島多 勝夫１）、斎藤 光和１）、坂本
隆１）
１）
１）
１）
唐木 芳昭 、田沢 賢次 、藤巻 雅夫

０２ 脊椎強弯症例に見出された食道裂孔ヘルニアと多発食道潰
瘍の１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）、福井県芦原町３）
細川
治１）、宮永 太門１）、伊藤 永喜１）、海崎 泰治１）
山脇
優１）、三崎 明孝１）、山道
昇１）、村北 和広１）
１）
１）
中川 公三 、武田 孝之 、谷川
裕１）、森田 信人１）
１）
１）
渡辺 国重 、木谷 栄一 、津田 昇志１）、小西二三男２）
坂井 寿範３）

１０ 広範な病巣を有した表在型食道癌の１例
浅ノ川総合病院 内科１）、石川県立中央病院 消化器内科２）
同 放射線科３）
荒木 一郎１）、中積 智子１）、岡田 俊英１）、武田
康１）
熊走 一郎１）、上野 敏男１）、立村 森男１）、森永 健市１）
島崎 英樹２）、力丸 茂穂３）

０３ メチルエチルケトンパーオキサイドによる腐蝕性食道炎の
１例
黒部市民病院 内科１）
石浦 嘉久１）、牧野
博１）、藤井 保治１）、谷村 慶一１）
１）
森岡
健
０４ ルゴール染色を用いた胃・食道逆流現象の分析
城端厚生病院１）
根井 仁一１）、足立
巌１）、寺中 正昭１）
０５ 頚部食道の異所性胃腺の４例
富山県立中央病院 内科１）、同 臨床病理２）
小栗
光１）、広瀬昭一郎１）、早川 康浩１）、里村
中川 彦人１）、三輪 淳夫２）

吉威１）

０６ 予防的硬化療法を施行した孤立性胃静脈瘤の２症例
福井医科大学 第２内科１）
西川 邦寿１）、村北
肇１）、岩城
真１）、萩野 正樹１）
１）
１）
伊藤 重二 、阿部 芳道 、鈴木 邦夫１）、上田
敬１）
加藤 卓次１）、郡
大裕１）、藤木 典夫１）
０７ 噴門部出血を伴った食道静脈瘤合併肝硬変症の２例
福井医科大学 第２内科１）
西川 邦寿１）、村北
肇１）、萩野 正樹１）、岩城
真１）
１）
１）
１）
伊藤 重二 、阿部 芳道 、鈴木 邦夫 、上田
敬１）
１）
１）
１）
加藤 卓次 、郡
大裕 、藤木 典夫
０８ 経皮内視鏡的胃瘻造設患者における胃食道逆流－呼吸器感
染症の増悪した症例の検討－
石川県済生会金沢病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第２内科３）、万葉病院４）
志雄病院５）
小川 慈彦１）、森田 達志１）、小市 勝之１）、川上 和之２）
川浦 幸光２）、増永 高晴３）、竹田 康男３）、竹田 亮祐３）
川岸 一郎４）、松井
晃５）

１１ 切除不能再発食道癌に対する遊離空腸によるバイパス術
石川県済生会金沢病院 外科１）、同 内科２）
石川
昇１）、川浦 幸光１）、川上 和之１）、道伝 研司１）
大竹由美子１）、小川 慈彦２）、小市 勝之２）
１２ 肉眼的・組織学的な病巣の広がりに著しい差異の見られた
早期胃悪性リンパ腫の１例
福井医科大学 第１外科１）、同 検査部病理２）
敦賀市和久野病院３）
前田 浩幸１）、広瀬 和郎１）、恩地 英年１）、飯田
敦１）
１）
１）
１）
石田
誠 、新本 修一 、片山 寛次 、野手 雅幸１）
関
弘明１）、礒部 芳彰１）、中川原儀三１）、今村 好章２）
石川 忠雄３）
１３ 胃悪性リンパ腫の内視鏡学的検討
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）
広瀬 宏一１）、長尾
信１）、徳楽 正人１）、横山
八木 真悟１）、伴登 宏行１）、石田 一樹１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）
１４ 胃悪性リンパ腫例の検討
富山医科薬科大学 第１外科１）
大場 泰良１）、津田 基晴１）、山本
笠島
学１）、山本 恵一１）

雅美１）、池谷

浩一１）
哲司１）

朋彦１）

１５ 胃悪性リンパ腫との鑑別が困難であった RLHの１例
金沢大学 第１外科１）、同 第３内科２）、同 病理部３）
南ヶ丘病院４）
松
智彦１）、大村 健二１）、石田 文生１）、橋本 琢生１）
渡辺 洋宇１）、小林 和美２）、中村
忍２）、野々村昭孝３）
４）
４）
綱村 幸夫 、森
明弘
１６ St
ageⅢ A悪性リンパ腫に重複した進行胃癌の１例
恵寿総合病院 胃腸科１）、同 内視鏡部２）、金沢大学 第１病理３）
荒川
元１）、木村 寛伸１）、前田 基一１）、神野 正博１）
魚岸
誠１）、素谷
宏１）、神野 正一１）、角屋 威治２）
３）
川島 篤弘

１７ 内視鏡的に逆追跡できた胃 smal
lcancerⅡ Cm
（１０㎜×１０
㎜）の１例
金沢市医師会１）、NTT金沢病院 外科２）
浅野 繁尚１）、村
俊成２）
１８ 約５年の経過をとったスキルスの１例
大滝病院（福井市）１）
大滝 秀穂１）、児泉
肇１）、田中 美恵１）
１９ 十二指腸球部に脱出した早期胃癌の１症例
福井医科大学 第２外科１）
多保 孝典１）、打波
大１）、野口 英樹１）、下松谷
増田 靖彦１）、谷川 允彦１）、村岡 隆介１）

匠１）

２８ 食道静脈瘤硬化療法後に巨大粘膜下血腫（食道粘膜剥離）
を来した１例
金沢大学 第２内科１）、志雄病院 内科２）
増永 高晴１）、中野 一郎１）、西野 雅美１）、安田 俊一１）
善田 貴裕１）、鈴木 文子１）、岡田 俊英１）、竹田 康男１）
竹田 亮祐１）、松井
晃２）、
２９ Pr
ot
onpumpi
nhi
bi
t
or
（PPI
.Omepr
azol
e）抵抗性胃潰
瘍の臨床像
金沢大学 第１内科１）
住井 賢吾１）、鍛治 恭介１）、河合 博志１）、寺崎 修一１）
柳
昌幸１）、卜部
健１）、松下 栄紀１）、金子 周一１）
鵜浦 雅志１）、小林 健一１）

２０ 微小、小胃癌発見における色素内視鏡の有用性
金沢大学がん研究所 外科１）、国立療養所石川病院 内科２）
伊藤
透１）、溝口 雅之１）、黄
承東１）、野村 英弘１）
１）
１）
渡辺美智夫 、藤岡
央 、表
和彦１）、出口
康１）
１）
１）
１）
藤本 敏博 、高橋
豊 、磨伊 正義 、山口 順道２）
山田 志郎２）

３０ 当院における消化性潰瘍出血例の検討
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 外科４）
松下 利雄１）、平井 圭彦１）、山本 広幸１）、白方 祐子２）
英
尚良２）、日下 利広２）、野口 正人３）、青竹 利治４）
田中 文恵４）、広瀬 由紀４）、田中 猛男４）

２１ 急速な発育を示した残胃癌の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、映寿会病院 内科２）
山口 泰志１）、山川
治１）、河上 浩康１）、里村
太田 英樹１）、元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武
２）
２）
毛利 郁朗 、渡辺 弘之 、前田 敏男２）

３１ 内視鏡的胃瘻造設術の有用性
映寿会病院 内科１）、同 外科２）、金沢大学がん研究所 内科３）
毛利 郁朗１）、渡辺 弘之１）、瀧川 稔邦１）、北村 徳治２）
山川
治３）、岡井
高３）、澤武 紀雄３）

吉威１）
紀雄１）

２２ リンパ節転移を有する胃粘膜層癌の臨床病理学的検討
金沢大学がん研付属病院 外科１）、同 病理部２）
野村 英弘１）、藤岡
央１）、木田 百合１）、表
和彦１）
１）
１）
１）
出口
康 、藤本 敏博 、伊藤
透 、高橋
豊１）
磨伊 正義１）、渡辺 秀人２）
２３ リンパ節転移陽性早期胃癌症例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
八木 真悟１）、横山 浩一１）、徳楽 正人１）、長尾
広瀬 宏一１）、伴登 宏行１）、石田 一樹１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）

信１）
哲司１）

２４ 術前 5FU（UFT）／ CDDP療法にて st
ager
educt
i
onが
えられた胃癌の１例
金沢大学 第１外科１）
橋本 琢生１）、大村 健二１）、石田 文生１）、松
智彦１）
川上 和之１）、足立
巌１）、渡辺 洋宇１）
２５ 内視鏡下生検材料を用いた f
l
ow cyt
omet
r
yによる胃癌細
胞核 DNA量の測定
恵寿総合病院 胃腸科１）
同 内視鏡部２）
木村 寛伸１）、荒川
元１）、前田 基一１）、神野 正博１）
１）
魚岸
誠 、素谷
宏１）、神野 正一１）、角屋 威治２）
２６ 内 視 鏡 下 生 検 材 料 を 用 い た 残 胃 粘 膜 の DNApl
oi
dy
pat
t
er
nの検討
恵寿総合病院 胃腸科１）
同 内視鏡部２）
木村 寛伸１）、荒川
元１）、前田 基一１）、神野 正博１）
１）
魚岸
誠 、素谷
宏１）、神野 正一１）、角屋 威治２）
２７ 硬化療法（EI
S）後に Mal
l
or
yWei
ss症候群を認めた巨木
型食道静脈瘤の１例
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）、中屋昭次郎１）
柳
碩也１）、笠原 善郎２）、三井
毅２）、浅田 康行２）
２）
２）
三浦 将司 、藤沢 正清

３２ 胃腫瘍性病変に対する内視鏡的治療の検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
笠原 善郎１）、浅田 康行１）、三浦 将司１）、斉藤
斉藤 英夫１）、宗本 義則１）、三井
毅１）、飯田
１）
２）
藤沢 正清 、登谷 大修 、福岡 賢一２）、田中
３３ 内視鏡的胃粘膜下腫瘍摘出術
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、平松
貴志 洋一２）、前川 直美２）、東
江守 裕子２）

貢１）
善郎１）
延善２）

義規１）、山本
誠２）
徹２）、斉藤八千代２）

３４ 超音波内視鏡にて経過観察し得た黄色肉芽腫性胆嚢炎の１
例
金沢大学 第１内科１）
同 第１外科２）
加藤 充朗１）、寺崎 修一１）、卜部
健１）、鵜浦 雅志１）
小林 健一１）、大村 健二２）、橋本 琢生２）、宇野 雄祐２）
３５ 小児の門脈圧亢進症にみられた静脈瘤以外の病変
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）
３６ 内視鏡的胃瘻造設を用いて PTCDを十二指腸に内瘻化し
た閉塞性黄疸の１例
礪波総合病院 内科１）
同 胃腸科２）
金井 正信１）、北野 善郎１）、杉本 立甫１）、伴登 宏行２）
酒徳 光明２）
３７ 肝内結石症手術症例の検討
福井県立病院 外科１）
金沢大学 第２病理２）
金沢医科大学 病理３）
伊藤 永喜１）、谷川
裕１）、宮永
１）
山脇
優 、山道
昇１）、三崎
１）
細川
治 、中川 公三１）、武田
渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田
小西二三男３）

太門１）、海崎
明孝１）、村北
孝之１）、森田
昇志１）、斉藤

泰治１）
和広１）
信人１）
克彦２）

３８ 当院におけるストリップバイオプシーの現況
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 外科４）
平井 圭彦１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）、白方 祐子２）
日下 利広２）、英
尚良２）、林
正則２）、向野
榮２）
３）
４）
４）
野口 正人 、広瀬 由紀 、田中 猛男
３９ ルーチン内視鏡検査で発見、経内視鏡的にポリペクトミー
しえた十二指腸下水平脚脂肪腫の１治験例
医療法人疋島病院１）
田中 松平１）、疋島
寛１）、疋島
巌１）
４０ 内視鏡的に多発隆起性病変としてみられた十二指腸カルチ
ノイドの１例
富山労災病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
金沢大学 第２病理４）
竹内 安紀１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）、島
弘三２）
２）
３）
４）
松木 伸夫 、太田 五六 、中沼 安二
４１ 内視鏡にて確診し得た空腸癌の２例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
小浦 隆義１）、高橋 洋一１）、樋上 義伸１）、小西 一朗２）
広野 禎介２）、高柳 尹立３）
４２ ERCP症例の検討、とくに合併症を中心に
舞鶴共済病院 外科・胃腸科１）
小林 弘信１）、竹下八洲男１）、矢ヶ崎 亮１）、月岡
中川 長雄１）

雄治１）

４３ 胆道狭窄に対する PTCS
（経皮経肝胆道鏡）下 expandabl
e
met
al
l
i
cst
ent
（St
r
eckerst
ent
）挿入の経験
町立富来病院 外科１）、金沢大学 第１外科２）、同 放射線科３）
高畠 一郎１）、大村 健二２）、渡辺 洋宇２）、小林
健３）
４４ 経皮経肝胆道鏡にて確認した胆管内発育肝細胞癌の１例
福井医科大学 第２内科１）
村北
肇１）、西川 邦寿１）、岩城
真１）、萩野 正樹１）
１）
１）
伊藤 重二 、阿部 芳道 、鈴木 邦夫１）、上田
敬１）
１）
１）
１）
加藤 卓次 、郡
大裕 、藤木 典夫
４５ 経皮経肝的内視鏡検査が組織診断に有用であった胆嚢低分
化型扁平上皮癌の１例
金沢市立病院 内科１）、同 外科２）、金沢大学 第１内科３）
米島 博嗣１）、坂本
徹１）、竹内 正勇１）、米島
学１）
橋爪 泰夫２）、飯田 茂穂２）、佐伯理恵子３）
４６ 肝疾患合併患者に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術
福井厚生病院 外科１）
同 内科２）
浜中 英樹１）、稲田 章夫１）、平松 義規１）、山本
誠２）
２）
２）
２）
貴志 洋一 、前川 直美 、東
徹 、斉藤八千代２）
江守 裕子２）
４７ 腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応と限界
福井厚生病院 外科１）
同 内科２）
稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、平松 義規１）、山本
誠２）
２）
２）
２）
貴志 洋一 、前川 直美 、東
徹 、斉藤八千代２）
２）
江守 裕子
４８ 当院における早期大腸癌症例の検討
福井赤十字病院 外科１）
同 消化器科２）
田中 文恵１）、佐藤 史顕１）、青竹 利治１）、田中
山本 広幸１）、広瀬 由紀１）、城崎彦一郎１）、田中
平井 圭彦２）、英
尚良２）、松下 利雄２）

尚１）
猛夫１）

４９ 当院における早期大腸癌の経験
市立砺波総合病院 胃腸科１）、同 外科２）、同 病理３）
伴登 宏行１）、酒徳 光明１）、荒川 龍夫１）、原田
猛２）
森田 克哉２）、向
歩２）、山下 良平２）、清原
薫２）
中島 久幸２）、小杉 光世２）、小林
長２）、安念 有声３）
５０ 当科における経内視鏡的大腸 pol
ypect
omy後の合併症の
検討
福井県立病院 外科１）
山脇
優１）、宮永 太門１）、伊藤 永喜１）、海崎 泰治１）
山道
昇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）、谷川
裕１）、森田 信人１）
渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）
５１ 空腸へ mal
i
gnantf
i
st
ul
a形成をみた大腸癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）
表
和彦１）、野村 英弘１）、渡辺美智夫１）、藤岡
央１）
１）
１）
１）
源
利成 、浅井
透 、太田 孝仁 、高橋
豊１）
１）
磨伊 正義
５２ 当科における大腸ストリップバイオプシー施行例の検討
富山医科薬科大学 第３内科１）、不二越病院 外科２）
舟木
淳１）、若林 泰文１）、安藤 隆夫１）、羽岡芽久美１）
宮元
歩１）、寺崎 禎一１）、坂東
毅１）、島田 一彦１）
清水 幸裕１）、南部 修二１）、宮林 千春１）、高原 照美１）
樋口 清博１）、斉藤 清二１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
佐伯 俊雄２）
５３ 大腸結節集族様病変の４症例５病変
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
大野 健次１）、宮岸 清司１）、塩谷 昌彦１）、山本
清光 義則１）、横山
隆２）、古田 和雄２）、原
袖本 幸男３）

和利１）
和人２）

５４ 大腸 Cr
eepi
ngt
umor３例についての検討
福井赤十字病院 内科１）、同 消化器科２）、同 放射線科３）
同 外科４）
白方 祐子１）、日下 利広１）、長浜 康弘１）、英
尚良１）
１）
１）
１）
清水 元茂 、川瀬 満雄 、向野
榮 、平井 圭彦２）
山本 広幸２）、松下 利雄２）、野口 正人３）、広瀬 由紀４）
田中 猛男４）
５５ 多発性直腸潰瘍の１例
国立金沢病院 内科１）、同 病理２）
森本日出雄１）、四位例 靖１）、大野
鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）、木田
２）
渡辺騏七郎

秀彰１）、若林
寛１）、杉岡

５６ 腸管ベーチェット病の１例
福井赤十字病院 内科１）、同 消化器科２）
同 放射線科３）
日下 利広１）、白方 祐子１）、長浜 康弘１）、英
清水 元茂１）、川瀬 満雄１）、向野
榮１）、平井
２）
２）
山本 広幸 、松下 利雄 、野口 正人３）

時夫１）
五郎１）

尚良１）
圭彦２）

５７ Ski
pl
esi
onを呈した虚血性大腸炎の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
岡田 俊英１）、中積 智子１）、武田
康１）、熊走
１）
１）
荒木 一郎 、上野 敏男 、立村 森男１）、森永

一郎１）
健市１）

５８ 抗生物質起因性大腸炎偽膜型の１症例
福井医科大学 第２内科１）
大滝病院（福井市）２）
鈴木 邦夫１）、萩野 正樹１）、田中 美恵１）、村北
西川 邦寿１）、阿部 芳道１）、上田
敬１）、加藤
１）
１）
郡
大裕 、藤木 典夫 、児泉
肇２）、大滝

肇１）
卓次１）
秀穂２）

５９ 体重減少、下血を主訴とした全結腸型 Cr
ohn病の１例
有松中央病院 外科１）、国立金沢病院 病理２）
金子 芳夫１）、岩上
栄１）、家接 健一１）、吉田 千尋１）
渡辺騏七郎２）
６０ Amebi
ccol
i
t
i
sの１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）、国立金沢病院 病理３）
金沢大学 寄生虫学４）
村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東 平一１）、魚谷 知佳２）
渡辺騏七郎３）、赤尾 信明４）、近藤力王至４）
６１ 大腸びらんの生検で診断された日本住血吸虫症の１例
不二越病院 内科１）、富山医科薬科大学 第３内科２）
同 寄生虫学３）
羽岡芽久美１）、大橋 信也１）、三川 正人１）、舟木
淳２）
若林 泰文２）、樋口 清博２）、斎藤 清二２）、田中三千雄２）
渡辺 明治２）、上村
清３）
６２ 胃迷入膵の１例
福井医科大学 第２内科１）、同 第２外科２）、光陽生協病院３）
富岡 秀夫１）、守安 秀行１）、小野 博美１）、村北
肇１）
１）
１）
１）
岩城
真 、萩野 正樹 、西川 邦寿 、伊藤 重二１）
阿部 芳道１）、鈴木 邦夫１）、加藤 卓次１）、郡
大裕１）
藤木 典生１）、松村光誉司２）、下松谷 匠２）、平野 治和３）

６３ 微小胃カルチノイドの１例
金沢大学 第２内科１）、同 第２外科２）、同 病理部３）
森
保人１）、岡本 理花１）、春藤俊一郎１）、中川 靖夫１）
川田 直幹１）、森田 達志１）、嶋崎 正晃１）、小市 勝之１）
増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、安田
保２）
２）
２）
３）
橋本 琢生 、大村 健二 、野々村昭孝
６４ 胃に転移した悪性黒色腫の１例
嶋田病院１）、福井医科大学 第２内科２）
堀内 哲也１）、嶋田千恵子１）、山崎 幸直２）、郡

大裕２）

６５ 胃の電子内視鏡による診断と病理組織診断との対比について
北川内科クリニック１）
北川 鉄人１）
６６ 長期間観察可能であったⅠ型早期胃癌の１例－発育速度の
観点より－
金沢大学がん研究所 外科１）、浅井医院２）
浅井
透１）、高橋
豊１）、磨伊 正義１）、浅井 東弘２）

第６０回
日
会
会

北陸地方会

時：平成４年１１月２９日日
場：金沢医科大学 C
４１臨床講義室
長：金沢医科大学 消化器内科 高田

昭

◆一般演題
０１ 食道表在癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
伊藤
透１）、黄
承東１）、野村
土屋 百合１）、出口
康１）、藤本
磨伊 正義１）
０２ 食道乳頭腫の３例
城端厚生病院 内科１）、同 外科２）
武隈
清１）、根井 仁一１）、武田
寺中 正昭２）

英弘１）、藤岡
敏博１）、高橋

三昭１）、松

央１）
豊１）

智彦２）

０３ オーバーチューブ法による内視鏡的食道粘膜切除の経験
浅ノ川総合病院 内科１）
岡田 俊英１）、川田 直幹１）、中積 智子１）、熊走 一郎１）
武田
康１）、荒木 一郎１）、上野 敏男１）、森永 健市１）
０４ 当科 EST症例の検討
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
岡田 章一１）、三崎 明孝１）、宮永 太門１）、大竹
海崎 泰治１）、山脇
優１）、山道
昇１）、村北
細川
治１）、中川 公三１）、武田 孝之１）、谷川
森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田
小西二三男２）
０５ 食道静脈瘤硬化療法後の胃静脈瘤増悪例の検討
金沢大学 第一内科１）
金沢市立病院 消化器科２）
種井 政信１）、卜部
健１）、小浦 隆義１）、池田
寺崎 修一１）、柳
昌幸１）、松下 栄紀１）、金子
鵜浦 雅志１）、米島
学２）

裕志１）
和広１）
裕１）
昇志１）

直樹１）
周一１）

０６ 内視鏡的完全切除後再発を認めたⅡ a早期胃癌の一例
石川県済生会金沢病院 外科１）、同 内科２）
春原 哲之１）、川浦 幸光１）、川上 和之１）、小川 滋彦２）
小市 勝之２）
０７ 早期胃癌に対する内視鏡的切除の成績
富山県立中央病院 内科１）
小栗
光１）、早川 康浩１）、里村 吉威１）、中川
広瀬昭一郎１）

彦人１）

０８ 制癌剤動注後３年間経過し、癌細胞が消失したと思われる
早期胃癌の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）、岡田 章一１）、宮永 太門１）、大竹 裕志１）
海崎 泰治１）、山脇
優１）、三崎 明孝１）、山道
昇１）
１）
１）
１）
村北 和広 、細川
治 、武田 孝之 、谷川
裕１）
森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）
小西二三男２）
０９ 術前内視鏡にて進行胃癌とされた早期胃癌症例の検討
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
樋下 徹哉１）、細川
治１）、宮永 太門１）、岡田 章一１）
１）
大竹 裕志 、海崎 泰治１）、山脇
優１）、三崎 明孝１）
１）
１）
山道
昇 、村北 和広 、中川 公三１）、武田 孝之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）、小西二三男２）

１０ 胃腺腫、胃平滑筋腫を合併した早期胃癌の１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）
野村 泰三１）、村
俊成１）、坂東 平一１）、魚谷
１１ pm 胃癌の内視鏡診断
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
笠原 善郎１）、浅田 康行１）、矢崎
潮１）、斉藤
永里
敦１）、斉藤 英夫１）、宗本 義則１）、三井
飯田 善郎１）、三浦 将司１）、藤沢 正清１）、福岡
登谷 大修２）、田中 延善２）

知佳２）

貢１）
毅１）
賢一２）

１２ 超音波内視鏡による胃癌壁深達度診断の検討
福井医科大学 第二内科１）、同 第一外科２）、同 第二外科３）
同 第一病理４）
村北
肇１）、岩城
真１）、田中 美恵１）、平井 雅道１）
東
健１）、伊藤 重二１）、西川 邦寿１）、阿部 芳道１）
鈴木 邦夫１）、上田
敬１）、加藤 卓次１）、郡
大裕１）
１）
２）
２）
藤木 典生 、廣瀬 和郎 、関
弘明 、中川原儀三２）
３）
４）
谷川 允彦 、法木 左近
１３ 胃癌における超音波内視鏡の意義
金沢医科大学 一般消化器外科１）
竹川
茂１）、北林 一男１）、後藤田治公１）、秋山
桐山 正人１）、冨田冨士夫１）、斉藤 人志１）、小坂
喜多 一郎１）、小島 靖彦１）、高島 茂樹１）
１４ 胃粘膜下腫瘍として経過観察された胃癌例
富山赤十字病院 内科１）、同 外科２）
稲土 修嗣１）、羽岡芽久美１）、宮際
幹１）、市田
２）
佐々木正寿
１５ 急速に発育進展をきたした胃癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
高橋
豊１）、黄
承東１）、野村 英弘１）、藤岡
１）
土屋 百合 、出口
康１）、藤本 敏博１）、伊藤
磨伊 正義１）

高儀１）
健夫１）

文弘１）

央１）
透１）

１６ 化学療法が有効であったαf
et
opr
ot
ei
n産生胃癌の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
土島
睦１）、堤
幹宏１）、上島 康洋１）、高瀬修二郎１）
高田
昭１）
１７ 胃脂肪腫の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理科２）
村上
望１）、平野
誠１）、斉藤
裕１）、加藤 明之１）
１）
１）
渡辺 俊一 、常塚 宣男 、橘川 弘勝１）、増田 信二２）
１８ 胃粘膜下腫瘍像を呈した胃壁内筋性動脈の一例
金沢市立病院 消化器科１）、同 外科２）
坂本
徹１）、河合 博志１）、米島
学１）、川尻
２）
２）
橋爪 泰夫 、飯田 茂穂

文雄２）

１９ 胃悪性顆粒細胞腫の１例
国立金沢病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理４）
大野 秀彰１）、森本日出雄１）、若林 時夫１）、鈴木 邦彦１）
田辺
釧１）、木田
寛１）、杉岡 五郎１）、小林 昭彦２）
３）
木下 睦之 、渡辺騏七郎４）

２０ 副甲状腺腺腫を伴った胃カルチノイドの一例
加登病院１）、金沢大学 第一内科２）
金沢大学がん研究所 内科３）
足立 浩司１）、加登 康洋１）、卜部
健２）、大沢
岡井
高３）

謙三２）

２１ 内視鏡的に高周波切除した直径１８㎜の胃平滑筋肉腫の一例
あさひ総合病院 内科１）
青山 圭一１）、中村
暁１）、芳尾 幸松１）、土田 敏博１）
２２ 多彩な内視鏡像を呈した表層拡大型悪性リンパ腫の一例
金沢大学 第二内科１）、同 第二外科２）
同 付属病院 病理部３）
安田 俊一１）、吉田
功１）、中野 一郎１）、真田 治人１）
１）
西野 雅美 、大森 俊明１）、川田 直幹１）、森田 達志１）
嶋崎 正晃１）、増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）
藤村
隆２）、米村
豊２）、宮崎 逸夫２）、野々村昭孝３）
２３ 長期に逆追跡した胃悪性リンパ腫の一切除例
黒部市民病院 内科１）、同 外科２）
北
俊之１）、牧野
博１）、森岡
健１）、高嶋
２）
竹山
茂
２４ 胃潰瘍患者にみられた RLHの１例
金沢医科大学 消化器内科１）
佐藤 育子１）、川原
弘１）、上島 康洋１）、中瀬
１）
松田 芳郎 、高田
昭１）
２５ 長期間経過を観察しえた胃 RLHの１例
金沢医科大学 消化器内科１）
川原
弘１）、堤
幹宏１）、沢田
信１）、中瀬
松田 芳郎１）、高田
昭１）

達２）

勝則１）

３３ AMT社製 Per
cut
aneousr
epl
acementgast
r
ost
omy
（PRG）
キットの使用経験
石川県済生会金沢病院 内科１）、同 外科２）
小川 滋彦１）、小市 勝之１）、川上 和之２）、川浦 幸光２）
３４ Doubl
ePyl
or
usの１例
富山医科薬科大学 第三内科１）
寺崎 禎一１）、黒田 昌弘１）、宮元
安藤 隆夫１）、舟木
淳１）、坂東
清水 幸裕１）、南部 修二１）、宮林
高原 照美１）、樋口 清博１）、斎藤
渡辺 明治１）

歩１）、圓谷 朗雄１）
毅１）、島田 一彦１）
千春１）、若林 泰文１）
清二１）、田中三千雄１）

３５ 亜イレウスを呈した十二指腸回虫症の１例
NTT金沢病院 内科１）、同 外科２）
魚谷 知佳１）、村
俊成２）、野村 泰三２）、坂東

平一２）

３６ 内視鏡にて検索し得たリンパ濾胞増殖症による小児腸重積
症の一例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 小児科３）
同 放射線科４）
松村
賢１）、平井 圭彦１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）
日下 利広２）、白方 祐子２）、英
尚良２）、吉田 博之２）
２）
２）
川瀬 満雄 、向野
栄 、田中 靖彦３）、野口 正人４）

勝則１）

２６ 治癒過程期に粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃潰瘍の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、同 外科２）
石川県立中央病院 内科３）
岡井
高１）、山口 泰志１）、毛利 郁朗１）、河上 浩康１）
山川
治１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）、澤武 紀雄１）
太田 孝仁２）、磨伊 正義２）、島崎 英樹３）
２７ 胃腺腫に対する内視鏡的レーザー治療成績
金沢大学 第一内科１）、金沢市立病院 消化器科２）
竹内 安紀１）、卜部
健１）、小浦 隆義１）、池田
寺崎 修一１）、柳
昌幸１）、松下 栄紀１）、金子
鵜浦 雅志１）、米島
学２）

３２ 内視鏡的胃瘻造設術の経験
東医王温泉病院 外科１）、金沢医科大学 一般消化器外科２）
指宿 昌彦１）、竹川
茂２）、北林 一男２）、後藤田治公２）
秋山 高儀２）、桐山 正人２）、冨田冨士夫２）、斎藤 人志２）
小坂 健夫２）、喜多 一郎２）、小島 靖彦２）、高島 茂樹２）

直樹１）
周一１）

２８ 胃腺腫の経過観察について－癌発見例と腺腫切除例－
医療法人社団和楽仁辰口芳珠記念病院１）
上田
博１）、中
文彦１）、佐久間 寛１）、磯部 次正１）
１）
中野 泰治
２９ 萎縮性胃炎と Hel
i
cobact
erpyl
or
i感染について
富山労災病院 内科１）、同 病理２）
大野 秀棋１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）、太田 五六２）

３７ １０㎜以下の大腸 sm 癌の臨床病理学的特徴
金沢大学がん研究所 外科１）
黄
承東１）、野村 英弘１）、藤岡
央１）、土屋
１）
１）
出口
康 、藤本 敏博 、伊藤
透１）、高橋
磨伊 正義１）
３８ 表面型早期大腸癌１０例の検討
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
大野 健次１）、平沢 好武１）、山本 和利１）、塩谷
宮岸 清司１）、清光 良則１）、斎藤 典才２）、渡辺
横山
隆２）、古田 和雄２）、原
和人２）、袖本
３９ 腸重積で発症した大腸癌の一例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 外科２）
松下 利雄１）、松村
賢１）、平井 圭彦１）、山本
２）
青竹 利治 、田中 文恵２）、田中
尚２）、広瀬
田中 猛夫２）

百合１）
豊１）

昌彦１）
博之２）
幸男３）

広幸１）
由紀２）

４０ 肛門管原発 amel
anot
i
cmel
anomaの１例
金沢医科大学 一般消化器外科１）、同 総合医学研究所２）
同 第一病理３）
平野 晃一１）、北林 一男１）、後藤田治公１）、桐山 正人１）
冨田冨士夫１）、斎藤 人志１）、小坂 健夫１）、喜多 一郎１）
小島 靖彦１）、高島 茂樹１）、木南 義男２）、小西二三男３）

３０ 鉄欠乏性貧血を初発症状として発症した若年 Menet
r
i
er病
の一例
金沢大学 第二内科１）、同 付属病院 病理部２）
岡本 理花１）、橋本 憲三１）、春藤俊一郎１）、森
保人１）
中川 靖夫１）、善田 貴裕１）、鈴木 文子１）、岡田 俊英１）
増永 高晴１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、野々村昭孝２）

４１ 胃癌を合併した Cr
onkhi
t
eCanada症候群の一例
浅ノ川総合病院 内科１）、同 外科２）
武田
康１）、川田 直幹１）、岡田 俊英１）、中積 智子１）
熊走 一郎１）、荒木 一郎１）、上野 敏男１）、森永 健市１）
伏田 幸夫２）、菅
敏彦２）、高田 道明２）、秋本 龍一２）

３１ Por
t
alHyper
t
ensi
veCast
r
opat
hyの２症例
福井県立病院 内科１）
伊部 直之１）、鈴木 文子１）、河合 邦夫１）、岡本
辰巳
靖１）

４２ Kr
as変異、p53蛋白異常発現、PCNA標識率から検討し
た大腸腫瘍における発育形態と臨床病理学的解析
金沢大学 第一外科１）
田中 松平１）、大村 健二１）、渡辺 洋宇１）

理花１）

４３ 当院におけるストリップバイオプシー症例について
あさひ総合病院 内科１）
中村
暁１）、青山 圭一１）、芳尾 幸松１）、土田 敏博１）
４４ 大腸ストリップバイオプシー症例の検討
市立礪波総合病院 胃腸科１）、同 病理２）
山村 浩然１）、酒徳 光明１）、荒川 龍夫１）、安念

有声２）

４５ 内視鏡的治療を施行した直腸カルチノイドの１例
大滝病院１）、福井医科大学 第二内科２）
萩野 正樹１）、児泉
肇１）、大滝 秀穂１）、鈴木 邦夫２）
村北
肇２）
４６ 限局性大腸病変を呈した ALLの１例
富山赤十字病院 内科１）、同 外科２）
羽岡芽久美１）、宮際
幹１）、稲土 修嗣１）、三宅
市田 文弘１）、長谷川 洋２）

５２ ラキソベロンＲとマグコロール PＲ併用による大腸内視鏡検
査前処置の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
伴登 宏行１）、栃本 真一１）、徳楽 正人１）、長尾
信１）
田中 松平１）、八木 真吾１）、広瀬 宏一１）、石田 一樹１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）

靖１）

４７ 大腸粘膜下腫瘍と鑑別困難であった異物肉芽腫の一例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
金沢医科大学 病理４）
竹内 正勇１）、奥村 義治１）、中村 勇一１）、松本
勲２）
２）
３）
３）
中泉 治雄 、木船 孝一 、伊藤
廣 、石川 義磨４）
４８ イレウスにて死亡したアミロイドーシスの一例
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
同 病理３）
島崎 英樹１）、大森 俊明１）、嶋崎 正晃１）、松田 博人１）
北川
晋２）、車谷
宏３）
４９ ステロイド動注療法が有効であった重症潰瘍性大腸炎の１例
富山県立中央病院 内科１）
里村 吉威１）、小栗
光１）、早川 康浩１）、中川 彦人１）
１）
広瀬昭一郎
５０ 当院における潰瘍性大腸炎の検討
福井赤十字病院 内科１）、同 消化器科２）、同 外科３）
同 放射線科４）
白方 祐子１）、日下 利広１）、英
尚良１）、清水 元茂１）
豊岡 重剛１）、川瀬 満雄１）、向野
栄１）、平井 圭彦２）
松村
賢２）、山本 広幸２）、松下 利雄２）、城崎彦一郎３）
野口 正人４）
５１ ステロイドとスクラルファートの注腸療法にて寛解した潰
瘍性大腸炎の１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）、浅野内科医院３）
村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東 平一１）、魚谷 知佳２）
浅野 繁尚３）

５３ 当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術５６例の検討
富山赤十字病院 外科１）
渡辺
透１）、池谷 朋彦１）、佐々木正寿１）、魚津
長谷川 洋１）、関川
博１）

幸蔵１）

５４ 内視鏡下胆嚢摘出術の適応の検討－特に胆嚢造影陰性例に
関して－
福井医科大学 第一外科１）
藤田
隆１）、関
弘明１）、五井 孝憲１）、太田 信次１）
古村 能章１）、前原 正典１）、新本 修一１）、野手 雅幸１）
広瀬 和郎１）、礒部 芳彰１）、山口 明夫１）、中川原儀三１）
５５ 腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）、同 放射線部３）
稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、平松 義規１）、山本
誠２）
２）
２）
２）
貴志 洋一 、前川 直美 、東
徹 、斉藤八千代２）
江守 裕子２）、北村
学２）、朝倉 哲夫３）
５６ 腹腔鏡下外科手術の経験－胆摘を除く－
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）、同 放射線部３）
浜中 英樹１）、稲田 章夫１）、平松 義規１）、山本
誠２）
貴志 洋一２）、前川 直美２）、東
徹２）、斉藤八千代２）
江守 裕子２）、北村
学２）、朝倉 哲夫３）
５７ 肝内胆道狭窄に対し expandabl
emet
al
l
i
cst
entを留置し
た原発性肝細胞癌の１例
富山医科薬科大学 第三内科１）
篠川 宣子１）、宮林 千春１）、斉藤 清二１）、安藤 隆夫１）
西森
弘１）、寺崎 禎一１）、峯村 正実１）、伊藤 博行１）
愛場 信康１）、岡田 和彦１）、土田 敏博１）、月城 孝志１）
舟木
淳１）、清水 幸裕１）、南部 修二１）、若林 泰文１）
高原 照美１）、樋口 清博１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
５８ 腹腔鏡下肝嚢胞開窓術の経験
医療法人社団和楽仁辰口芳珠記念病院１）
磯部 次正１）、中野 泰治１）、佐久間 寛１）、中
上田
博１）

文彦１）

５９ C型肝炎の感染経路－特に家庭内集積について－
光陽生協病院 内科１）、同 小児科２）、福井医大 第一内科３）
定
清直１）、大門
和１）、平野 治和１）、多田 栄作１）
木村 牧子２）、中村
徹３）、中山
俊３）

第６１回
日
会
会

北陸地方会

時：平成５年６月５日土～６日日
場：南砺農業会館
長：城端厚生病院 内科 根井 仁一

◆シンポジウム
「早期癌に対する内視鏡治療の展望」
司
会：福井医科大学 第２内科
郡
大裕
福井大滝病院
大滝 秀穂
１．オーバーチューブを使用した内視鏡的食道結膜切除術の経験
浅ノ川総合病院 内科１）
○荒木 一郎１）、岡田 俊英１）、川田 直幹１）、熊走 一郎１）、武田
康１）、春藤俊一郎１）
１）
１）
１）
中積 智子 、上野 敏男 、森永 健市
２．胃ストリップバイオプシー症例の検討
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 外科３）、同 放射線科４）
○平井 圭彦１）、松村
賢１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）、向野
榮２）、豊岡 重剛２）
英
尚良２）、白方 祐子２）、日下 利広２）、青竹 利治３）、佐藤 史顕３）、田中 文恵３）
野口 正人４）
３．当院における胃内視鏡切除の現状
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
○大野 健次１）、塩谷 昌彦１）、平沢 好武１）、粟津 修一１）、宮岸 清司１）、山本 和利１）
清光 義則１）、古田 和雄２）、原
和人２）、袖本 幸男３）
４．早期胃癌に対する内視鏡的マイクロ波凝固療法の位置づけ
高岡市民病院 胃腸科１）、富山医科薬科大学 第３内科２）
○七澤
洋１）、田中三千雄２）
５．St
r
i
pbi
opsyを中心とした内視鏡的治療を施行された早期胃癌症例の経過と再発例の検討
金沢大学 第２内科１）
○竹田 康男１）、増永 高晴１）、橋本 憲三１）、真田 治人１）、中野 一郎１）、森
保人１）
１）
１）
１）
１）
安田 俊一 、善田 貴裕 、岡田 俊英 、竹田 亮祐
６．早期胃癌の内視鏡的治療：超音波内視鏡の意義と長期予後の検討
金沢大学がん研究所 内科１）
○元雄 良治１）、渡辺 弘之１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）
７．早期胃癌に対する手術的治療と非手術的治療の Cont
r
aver
sy
金沢大学がん研究所 外科１）
○出口
康１）、伊藤
透１）、磨伊 正義１）、黄
承東１）、野村 英弘１）、藤岡
央１）
１）
１）
１）
表
和彦 、藤本 敏博 、高橋
豊
追加発言
１．早期胃癌に対する内視鏡的治療
金沢大学 第１内科１）
○卜部
健１）、小林 健一１）
２．当科における早期胃癌に対する内視鏡的胃粘膜切除の適応
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○八木 真悟１）、川上 卓久１）、横山 浩一１）、田中 松平１）、龍沢 泰彦１）、伴登 宏行１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
３．当院における早期胃癌のストリップバイオプシー治療成績
黒部市民病院 内科１）
○牧野
博１）、森岡
健１）
４．確実な完全切除を目的とした内視鏡的広範囲粘膜切除－そしてクリップによる粘膜欠損部の縫合閉鎖
の有効性
医療法人南ヶ丘病院 外科１）、同 内科２）
○疋島 一徳１）、森
明弘１）、中村 寿彦１）、綱村 幸夫１）、宮崎 誠示１）、向坂 喜湖２）

５．当科における St
r
i
pbi
opsy
富山赤十字病院 消化器内科１）、富山医科薬科大学 第３内科２）
○稲土 修嗣１）、若林 泰文２）
８．内視鏡的に切除された大腸腫瘍性病変の検討
福井医科大学 第２内科１）
○西川 邦寿１）、岩城
真１）
９．大腸早期癌に対する内視鏡治療の展望
砺波総合病院 胃腸科１）、同 病理２）
○酒徳 光明１）、山村 浩然１）、荒川 龍夫１）、安念 有声２）
１０．早期大腸癌に対する内視鏡的治療－ St
r
i
pbi
opsyによる治療法－
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
○宗本 義則１）、飯田 善郎１）、浅田 康行１）、斉藤
貢１）、矢崎
潮１）、永里
１）
１）
１）
１）
斉藤 秀夫 、笠原 善郎 、三井
毅 、三浦 将司 、藤沢 正清１）、福岡
登谷 大修２）、田中 延善２）
１１．早期胆嚢癌の内視鏡的治療
富山医科薬科大学 第１外科１）、福井厚生病院 内科２）、金沢医科大学 病理３）
○稲田 章夫１）、津田 基春１）、山本 恵一１）、山本
誠２）、小西二三男３）
追加発言
１．胆嚢癌に対する腹腔鏡下手術の適応
国家公務員等共済組合連合会北陸病院 外科１）、同 内科２）
○服部 和伸１）、羽柴
厚２）、牧野
勉２）、篠崎 公秀２）

敦１）
賢一２）

特別発言
金沢医科大学 第２病理１）
小西二三男１）
◆挨

拶
日本消化器内視鏡学会

理事長

﨑田

隆夫

◆会長講演
「残胃胃炎と胆汁酸および Hel
i
cobact
erpyl
or
i」
城端厚生病院 内科
根井 仁一
◆特別講演
「食道の病気の内視鏡診断」
関東逓信病院

多賀須幸男

◆教育講演
「十二指腸を考える」
富山医科薬科大学

田中三千雄

第３内科

◆一般演題
０１ モチ嚥下による熱傷が誘因となったと思われる、SCC高値
を呈した食道炎の１例
映寿会病院 内科１）、金沢大学がん研究所 内科２）
毛利 郁朗１）、山川
治１）、岡井
高２）、澤武 紀雄２）

０５ 胃噴門部潰瘍と鑑別を要した Bar
r
et
t潰瘍の１例
NTT金沢病院 内科１）
同 外科２）
魚谷 知佳１）、村
俊成２）、野村 泰三２）、坂東 平一２）

０２ 食道顆粒細胞腫の１例
厚生連高岡病院 第一内科１）、同 病理科２）
木谷
恒１）、西村 浩一１）、西出啓二郎１）、増田

０６ EI
Sにて治療した大型弧在性静脈瘤の１例
金沢大学 第２内科１）
北陸病 内科２）
中野 一郎１）、田口 達哉１）、岡本 理花１）、真田
西野 雅美１）、安田 俊一１）、川田 直幹１）、岡田
竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、増永 高晴２）

０３ 食道顆粒細胞腫の１例
富山労災病院 内科１）、同 病理科２）
渕崎宇一郎１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）、太田
０４ 特異的な所見を呈した食道真菌症の１例
八尾総合病院 消化器外科１）
木村 寛伸１）、倉知
圓１）、月岡 雄治１）、南
１）
伊藤 雅之 、藤井 久丈１）

信二２）

治人１）
俊英１）

五六２）

昌秀１）

０７ エタノールアミンオレイトとヒストアクリル併用が有効で
あった巨大胃静脈瘤の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
浦島左千夫１）、堤
幹宏１）、上島 康洋１）、川原
弘１）
１）
１）
土島
睦 、高瀬修二郎

０８ 嚥下性肺炎の予防に MI
C社製 Gast
r
oent
er
i
ct
ubeが有用
であった１症例－胃食道逆流および胃内細菌における検討－
石川県済生会金沢病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第２内科３）
小川 滋彦１）、小市 勝之１）、横井 健二２）、川上 和之２）
川浦 幸光２）、竹田 康男３）、竹田 亮祐３）
０９ 経 頸 静 脈 的 肝 内 門 脈 大 循 環 シ ャ ン ト 術（Tr
ansj
ugul
ar
i
nt
r
ahepat
i
cpor
t
osyst
emi
cshunt
:TI
PS）による胃粘膜病
変の変化
金沢大学 第１内科１）、同 放射線科２）
小浦 隆義１）、北野 善朗１）、米島 博嗣１）、寺崎 修一１）
柳
昌幸１）、卜部
健１）、松下 栄紀１）、金子 周一１）
１）
鵜浦 雅志 、松井
修２）
１０ 内視鏡的に見た非萎縮胃の年度別頻度
富山県立中央病院 内科１）
太田
肇１）、佐藤 幸治１）、早川 康浩１）、里村
中川 彦人１）、広瀬昭一郎１）

吉威１）

１１ 当院における内視鏡的止血術の検討
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
松村
賢１）、平井 圭彦１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）
日下 利広２）、英
尚良２）、豊岡 重剛２）、川瀬
満２）
向野
栄２）、野口 正人３）
１２ 胃巨大皺襞症の診断における超音波内視鏡検査の意義
金沢大学がん研究所 内科１）、小松市民病院 内科２）
黒部市民病院 胃腸科３）
ソンギュル ユーディラン１）、岡井
高１）、藤井 保治１）
１）
１）
山口 泰志 、毛利 郁朗 、河上 浩康１）、山川
治１）
渡辺 弘之１）、里村 吉威１）、元雄 良治１）、澤武 紀雄１）
亀田 正二２）、牧野
博３）
１３ 摘出に難渋した食道魚骨を契機に発見したⅡ a胃癌の１例
公立能登総合病院 胃腸科・外科１）
奥村 義治１）、中泉 治雄１）、牛島
聡１）、古川 幸夫１）
１）
１）
太田 安彦 、森
善裕 、竹中 正勇１）、中村 勇一１）
１４ 噴門部のⅡ b早期癌の１例
石川県済生会金沢病院 外科１）、同 内科２）
横井 健二１）、川浦 幸光１）、川上 和之１）、春原
小川 滋彦２）、小市 勝之２）
１５ ６多発性の早期胃癌の１例
金沢西病院 外科１）、同 内科２）
牧野 哲也１）、原田
猛１）、奥田
菊地
誠１）、川崎
英２）

肇１）、林

哲之１）

１６ 若年者胃癌の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
黄
承東１）、出口
康１）、高木サユリ１）、山下
溝口 雅之１）、野村 英弘１）、渡辺美智夫１）、安本
藤岡
央１）、藤本 敏博１）、大井 章史１）、伊藤
高橋
豊１）、磨伊 正義１）

外史英１）

１７ MCLI胃癌の３例
金沢大学がん研究所 外科１）
渡辺美智夫１）、伊藤
透１）、出口
大井 章史１）、高橋
豊１）、磨伊

康１）、藤本
正義１）

要１）
和生１）
透１）

敏博１）

１８ CDDP腹腔内投与が奏功した胃原発 T細胞性悪性リンパ腫
の１例
市立敦賀病院 内科１）、金沢大学 第２病理２）
野ツ俣和夫１）、両林 英之１）、湊
宏２）、寺田 忠史２）

１９ 抗癌剤投与により１０年生存を得た非切除肝転移陽性胃癌の
１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
福井市３）
富田 重之１）、細川
治１）、海崎 泰治１）、大竹 裕志１）
１）
林
裕之 、山脇
優１）、山道
昇１）、村北 和広１）
１）
１）
中川 公三 、武田 孝之 、谷川
裕１）、森田 信人１）
渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）、小西二三男２）
村井 一郎３）
２０ 原発性十二指腸癌の１例
福井医科大学 第２内科１）、同 第１外科２）
岩城
真１）、西川 邦寿１）、村北
肇１）、田中 美恵１）
１）
１）
伊藤 重二 、鈴木 邦夫 、阿部 芳道１）、上田
敬１）
１）
１）
２）
加藤 卓次 、郡
大裕 、新本 修一 、中川原儀三２）
２１ 便潜血陽性で発見された Vat
er乳頭部癌の１例
富山医科薬科大学 第２外科１）
津澤 豊一１）、山田
明１）、榊原 年宏１）、野村 直樹１）
山岸 文範１）、清水 哲朗１）、霜田 光義１）、坂本
隆１）
藤巻 雅夫１）
２２ 早期十二指腸癌の２例
黒部市民病院 外科１）
八木 治雄１）、森
和弘１）、谷屋
１）
広沢 久史 、竹山
茂１）

隆雄１）、渡辺

俊雄１）

２３ ズビニ鈎虫症による十二指腸炎の１例
富山赤十字病院 消化器内科１）
富山医科薬科大学 寄生虫学教室２）
五十嵐雅秀１）、稲土 修嗣１）、宮際
幹１）、荒川

良２）

２４ 直腸 i
nf
l
ammat
or
ymyogl
andul
arpol
ypの１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
伴登 宏行１）、芝原 一繁１）、川上 卓久１）、横山 浩一１）
田中 松平１）、龍澤 泰彦１）、八木 真悟１）、山田 哲司１）
北川
晋１）、中川 正昭１）
２５ 若年層に認められた原因不明の多発性 S状結腸潰瘍の１例
NTT金沢病院 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）、魚谷 知佳２）
３）
渡辺騏七郎
２６ 大腸内視鏡検査にて発見された大腸動静脈奇形の１例
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 病理４）
加治 正英１）、小西 孝司１）、横山 義信１）、仲井 培雄１）
角谷 直孝１）、谷屋 隆雄１）、薮下 和久１）、黒田 吉隆１）
辻
政彦１）、小栗
光２）、中川 彦人２）、出町
洋３）
４）
三輪 淳夫
２７ 小児の大腸隆起病変における内視鏡の有用性
金沢医科大学 小児外科１）
河野 美幸１）、北谷 秀樹１）、梅本 照穂１）
２８ 消化管広範囲切除術後長期の在宅中心静脈栄養法（HPN）
を施行した難治性クローン病症例
福井医科大学 救急部１）
平泉 泰自１）、中川 隆雄１）、竹内 元浩１）、新井 良和１）
西尾 宏之１）、中川原儀三１）
２９ 大腸癌検診における大腸内視鏡検査の検討
NTT金沢病院 外科１）
同 内科２）
村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東 平一１）、魚谷

知佳２）

３０ 早期大腸癌 EUS施行症例の検討
金沢医科大学 一般消化器外科１）
松下 昌弘１）、谷
卓１）、北林 一男１）、秋山
桐山 正人１）、冨田冨士夫１）、斉藤 人志１）、小坂
喜多 一郎１）、高島 茂樹１）
３１ 内視鏡的切除を施行した vi
l
l
oust
umorの１例
福井医科大学 第２内科１）
田中 美恵１）、加藤 卓次１）、西川 邦寿１）、鈴木
伊藤 重二１）、上田
敬１）、阿部 芳道１）、村北
１）
岩城
真 、大滝 哲朗１）、小西 淳一１）、郡
３２ 平坦型早期大腸癌症例の検討
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）
横山 浩一１）、芝原 一繁１）、川上 卓久１）、田中
龍沢 泰彦１）、八木 真悟１）、伴登 宏行１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）
３３ 術前に進行癌と診断し得た小型大腸癌の１例
北陸中央病院 外科１）
富山医科薬科大学 第１病理２）
西浦 和男１）、高橋 英雄１）、宇野 雄祐１）、岩瀬
前田 宜延２）、岡田 英吉２）

高儀１）
健雄１）

邦夫１）
肇１）
大裕１）

１）

松平
哲司１）

３７ 腹腔鏡下胃空腸吻合術の手技
金沢大学 第１外科１）
渡辺 俊一１）、金平 永二１）、大村
小泉 博志１）、持木
大１）、渡辺
渡辺 洋宇１）

健二１）、石田
透１）、吉野

文生１）
裕司１）

３８ 腹部手術既往例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
高畠 一郎１）、高橋
敦１）、金子 芳夫１）、吉田 千尋１）
２）
清川 裕明 、前川 正知２）
３９ 腹腔鏡下手術にて治療したイレウス症例の２例
福井医科大学 第１外科１）、同 救急部２）
長谷川保弘１）、関
弘明１）、五井 孝憲１）、竹中
１）
藤田
隆 、新本 修一１）、広瀬 和郎１）、磯部
山口 明夫１）、中川原儀三１）、平泉 泰自２）、中川

一雄１）
芳彰１）
隆雄２）

４０ 腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア嵌頓手術
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
浜中 英樹１）、稲田 章夫１）、平松 義規１）、岡村誠太郎２）
江守 裕子２）、前川 直美２）、加藤 浩司２）、山本
誠２）
孝明１）

３４ Bor
r
mann1型様の隆起を呈した急性化膿性虫垂炎の２例
富山県立中央病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理科４）
横井
忍１）、松田 一郎１）、太田
肇１）、小栗
光１）
早川 康浩１）、里村 吉威１）、中川 彦人１）、広瀬昭一郎１）
出町
洋２）、小西 孝司３）、辻
政彦３）、三輪 淳夫４）
３５ 経肛門的内視鏡下マイクロサージェリーによる直腸腫瘍切
除術の２例の経験
金沢市立病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 第１外科３）
同 第１病理４）
橋爪 泰夫１）、川尻 文雄１）、飯田 茂穂１）、河合 博志２）
中本 安成２）、米島
学２）、金平 永二３）、小田 恵夫４）
３６ Fl
exi
bl
e電子腹腔鏡を用いた腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討－
その利点と欠点を中心に－
厚生連高岡病院 外科１）
加藤 明之１）、平野
誠１）、村上
望１）、常塚 宣男１）
１）
１）
持木
大 、橘川 弘勝

４１ 全麻下EVLを試みたcommonvar
i
abl
ei
mmunodef
i
ci
ency
の１例
金沢大学 第２内科１）、済生会石川総合病院 内科２）
善田 貴裕１）、津川 周三１）、坂下 俊樹１）、橋本 憲三１）
春藤俊一郎１）、森
保人１）、中川 靖夫１）、大森 俊明１）
岡田 俊英１）、竹田 康男１）、竹田 亮祐１）、小川 滋彦２）
４２ 当院における胆管拡張型膵胆管合流異常症例の検討
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
大野 秀彰１）、若林 時夫１）、森本日出雄１）、鈴木 邦彦１）
田辺
釧１）、杉岡 五郎１）、小島 靖彦２）、渡辺騏七郎３）
４３ 腹腔鏡にて診断し得た、結核性腹膜炎の１例
福井赤十字病院 内科１）
清水 元茂１）、武村 晴行１）、吉田 博之１）、英
豊岡 重剛１）、川瀬 満雄１）、向野
栄１）
４４ 義歯誤嚥による腸管穿孔の１例
大滝病院１）、福井県立病院２）
萩野 正樹１）、大滝 秀穂１）、山崎

信２）、森田

尚良１）

信人２）

第６２回

北陸地方会

日 時：平成５年１１月１３日土～１４日日
会 場：七尾サンライフプラザ 第１会場：中ホール
第２会場：視聴覚教室
会 長：公立能登総合病院 外科 中泉 治雄
◆シンポジウム
「北陸地区における腹腔鏡下手術の現況と問題点」
座
長：福井医科大学 第２内科
郡
大裕
金沢大学医学部 第２外科
上野 桂一
１．腹腔鏡下胆摘術の現況と問題点
福井医科大学 第１外科１）
○関
弘明１）、新本 修一１）、広瀬 和郎１）、磯部 芳彰１）、山口 明夫１）、中川原儀三１）
２．腹腔鏡下胆嚢摘除術の適応の拡大についての検討
金沢市立病院 外科１）、同 消化器科２）
○橋爪 泰夫１）、川尻 文雄１）、飯田 茂穂１）、中本 安成２）、河合 博志２）、米島
学２）
３．Fl
exi
bl
e電子腹腔鏡を用いた腹腔鏡下胆摘術の現況と問題点
厚生連高岡病院 外科１）
○平野
誠１）、加藤 明之１）、村上
望１）、持木
大１）、常塚 宣男１）、橋川 弘勝１）
４．当院における腹腔鏡下胆嚢摘除術の検討
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）
○藪下 和久１）、小西 孝司１）、角谷 直孝１）、高田
理１）、長田 拓哉１）、山本 精一１）
１）
１）
１）
二上 文夫 、津川浩一郎 、前田 基一 、黒田 吉隆１）、辻
政彦１）、中川 彦人２）
広瀬昭一郎２）
５．腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）、富山医科薬科大学 第１外科３）
○稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、北沢 慎次１）、池谷 明彦１）、山本
誠２）、前川 直美２）
２）
２）
２）
３）
加藤 浩司 、江守 裕子 、岡村誠太郎 、津田 基晴 、山本 恵一３）
６．DI
CFCRを使用した術中胆道造影の経験
社会保険高浜病院 外科１）
○高嶋 吉浩１）、舛田 誠二１）、三浦 正博１）
７．腹腔鏡下胆嚢摘出術（Lapar
oscopi
cchol
ecyst
ect
omy）２９例の検討
藤井脳神経外科病院 消化器外科１）、金沢大学 第２外科２）
○長谷川 啓１）、五十嵐 厚１）、藤井 博之１）、上野 桂一２）、宮崎 逸夫２）
８．当科における腹腔鏡下胆嚢摘出術の現況と問題点
市立砺波総合病院 外科１）
○清原
薫１）、小杉 光世１）、田畑
敏１）、山村 浩然１）、片田 正一１）、山下 良平１）
１）
１）
中島 久幸 、小林
長
９．腹腔鏡下胆嚢摘出術２００例の経験とその問題点
福井県立病院 外科１）
○白崎 信二１）
１０．腹腔鏡下経胆嚢管的総胆管結石砕石術－方法とその問題点－
国家公務員等共済組合連合会北陸病院 外科１）、同 内科２）
○服部 和伸１）、羽柴
厚１）、牧野
勉１）、増永 高晴２）、篠崎 公秀２）
１１．総胆管結石症に対する内視鏡的、腹腔鏡的アプローチによる治療
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
○高畠 一郎１）、金子 芳夫１）、川瀬 裕志１）、吉田 千尋１）、清川 裕明２）、前川 正知２）
１２．当院における腹腔鏡下手術の現状
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○田中 松平１）、八木 真悟１）、永峯
洋１）、川上 卓久１）、横山 浩一１）、龍沢 泰彦１）
１）
１）
伴登 宏行 、山田 哲司 、北川
晋１）、中川 正昭１）

１３．腹腔鏡下胃手術の問題点とその対策
金沢大学 第１外科１）、南ヶ丘病院 外科２）
○金平 永二１）、大村 健二１）、石田 文生１）、渡邊
透１）、石川
平野 勝康１）、渡辺 洋宇１）、森
明弘２）
１４．イレウスに対する腹腔鏡下癒着剥離術の現況と問題点
福井医科大学 救急部１）、同 第１外科２）
○平泉 泰自１）、中川 隆雄１）、畑
郁江１）、新井 良和１）、藤原
２）
２）
磯部 芳彰 、関
弘明 、中川原儀三２）
１５．特発性血小板減少性紫斑病に対する腹腔鏡下脾臓摘出術の経験
福井医科大学 第２外科１）
○下松谷 匠１）、木村 成里１）、野口 英樹１）、平松 義規１）、青竹
藤井 秀則１）、増田 靖彦１）、谷川 允彦１）、村岡 隆介１）
１６．腹腔鏡下手術の検討－胆摘を除く－
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
○浜中 英樹１）、稲田 章夫１）、北沢 慎次１）、池谷 明彦１）、山本
加藤 浩司２）、江守 裕子２）、岡村誠太郎２）
１７．当院における胆摘以外の腹腔鏡下手術
氷見市見病院 胃腸科外科１）
○若狭林一郎１）、木元 文彦１）、中坪 直樹１）、呉
哲彦１）、石黒
清崎 克美１）
◆会長講演
「我が師大腸疾患」
公立能登総合病院

外科

◆特別講演
「大腸集検の現状と展望」
弘前大学 第１内科

中泉

治雄

吉田

豊

紀彦１）、渡辺

俊一１）

隆一１）、村岡

隆介１）

利治１）、北岡

昭宏１）

誠２）、前川

直美２）

栄紀１）、村田

修一１）

◆教育講演
「大腸癌の診断と治療－最近のトピックス－」
東京大学 第１外科
武藤徹一郎
◆一般演題
０１ 肝内コレステロール結石の手術経験
国立金沢病院 外科１）、同 研究検査科２）
松本
尚１）、小島 靖彦１）、竹川
茂１）、木下 睦之１）
１）
１）
道場昭太郎 、浅井 伴衛 、津田 宏信１）、渡辺騏七郎２）
０２ 肝細胞癌および胆管細胞癌の重複を認めた１例
根上総合病院 内科１）、金沢大学 第１内科２）
同 放射線科３）、同 第１病理４）、前田医院５）
太田
肇１）、村田 高志１）、朝本 輝夫１）、卜部
角谷 真澄３）、木村 顕子４）、前田 志郎５）
０３ 膵粘液産生性腫瘍の１例
福井医科大学 第２内科１）
京都第２赤十字病院 消化器科２）、同 外科３）
道上
学１）、村北
肇１）、上田モオセ１）、西川
１）
鈴木 邦夫 、加藤 卓次１）、郡
大裕１）、向井
中島 正継２）、徳田
一３）

健２）

邦寿１）
秀一２）

０４ 胆嚢摘出術により、胆石、腺癌、悪性リンパ腫が認められた
１例
横田病院 内科１）、同 外科２）
富山医科薬科大学 第３内科３）
富山市民病院 病理４）
杉山 和子１）、西森
弘１）、清水 裕英１）、横田
力１）
塚田 邦夫２）、清水 哲郎２）、村島
誠３）、樋口 清博３）
高柳 尹立４）

０５ ペースメーカー装着者に対する内視鏡的乳頭括約筋切開術
の経験
有松中央病院 外科１）
同 内科２）
坂東病院３）
荒能 義彦１）、金子 芳夫１）、高畠 一郎１）、吉田 千尋１）
前川 正知２）、清川 裕明２）、坂東
健３）
０６ 内視鏡的切除を施行した十二指腸下曲ポリープの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
圓谷 朗雄１）、舟木
淳１）、安藤 隆夫１）、澤田 勝江１）
１）
宮元
歩 、寺崎 禎一１）、若林 泰文１）、斎藤 清二１）
田中三千雄１）、渡辺 明治１）
０７ 診断に苦慮した十二指腸乳頭部 canceri
nadenomaの１例
富山赤十字病院 外科１）
富山医科薬科大学 第１病理２）
東出 慎治１）、和田 真也１）、高橋 英雄１）、魚津 幸蔵１）
長谷川 洋１）、関川
博１）、前田 宜延２）
０８ 腸重積で発症した回腸悪性リンパ腫の１例
あさひ総合病院 外科１）、同 内科２）
富山医科薬科大学 第２外科３）、同 病理４）
岸本 浩史１）、麓
耕平１）、芳尾 幸松２）、青山
唐木 芳昭３）、藤巻 雅夫３）、川口
誠４）

圭一２）

０９ Nonspeci
f
i
cul
ceri
ncecum
金沢市医師会１）
浅野 繁尚１）
１０ 大腸内視鏡検査で診断された蟯虫症の３例
北陸中央病院 外科１）、富山医科薬科大学 寄生虫学教室２）
宇野 雄祐１）、岩瀬 孝明１）、西浦 和男１）、上村
清２）
荒川
良２）

２０ 大腸多発癌－診断および術後サーベイランス上の問題点
金沢大学がん研究所 外科１）
安田病院２）
山下
要１）、出口
康１）、溝口 雅之１）、高木サユリ１）
黄
承東１）、野村 英弘１）、渡辺美智夫１）、安本 和生１）
藤岡
央１）、表
和彦１）、藤本 敏博１）、伊藤
透１）
１）
１）
１）
大井 章史 、高橋
豊 、磨伊 正義 、神川
繁２）

１１ Lapar
oscopi
cassi
st
edbowelsur
ger
yを施行したⅡ c＋
Ⅱ a型大腸癌の１例
国家公務員共済組合連合会北陸病院 外科１）
同 内科２）
服部 和伸１）、羽柴
厚１）、牧野
勉１）、増永 高晴２）
２）
篠崎 公秀

２１ Tr
ansanalEndoscopi
cMi
cr
osur
ger
y（TEM）に よ り 切
除した絨毛腺管腺腫の１例
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）、同 病理科２）
金沢大学 第１外科３）
横山 浩一１）、森下
実１）、川上 卓久１）、田中 松平１）
１）
土田
敬 、八木 真悟１）、伴登 宏行１）、山田 哲司１）
北川
晋１）、中川 正昭１）、車谷
宏２）、金平 永二３）

１２ リンパ管造影にて著明なリンパ管拡張症が認められた蛋白
漏出性腸症の１例
金沢大学 第１内科１）
斎藤 伸介１）、米島 博嗣１）、北野 善郎１）、寺崎 修一１）
柳
昌幸１）、卜部
健１）、松下 栄紀１）、稲垣
豊１）
１）
１）
金子 周一 、鵜浦 雅志

２２ 経肛門下マイクロサージャリー手技により直腸全層切除を
追加した、ポリペクトミー断端陽性直腸早期癌の１例
金沢西病院 外科１）
金沢大学 第１外科２）
広瀬 宏一１）、菊地
誠１）、林 外史英１）、牧野 哲也１）
１）
奥田
肇 、原田
猛１）、金平 永二２）

１３ S状結腸にみられた原因不明の mucosalbr
i
dgeの１例
国立金沢病院 内科１）、同 病理２）
森本日出雄１）、若林 時夫１）、岡部外志彦１）、鈴木 邦彦１）
田辺
釧１）、杉岡 五郎１）、渡辺騏七郎２）

２３ 経肛門的内視鏡下マイクロサージェリーによる直腸癌の姑
息的治療
町立富来病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 第１外科３）
橋本 琢生１）、老子 善康２）、宮谷 信行２）、金平 永二３）

１４ 興味ある内視鏡像および超音波内視鏡像を呈した S状結腸
腸管嚢胞性気腫の１例
金沢市立病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第１内科３）
佐々木 都１）、酒井 明人１）、中本 安成１）、米島
学１）
２）
３）
飯田 茂穂 、河合 博志

２４ 墳門部潰瘍と鑑別を要した Bar
r
et
t潰瘍の１例
NTT金沢病院 内科１）、同 外科２）
魚谷 知佳１）、村
俊成２）、野村 泰三２）、坂東

１５ 病初期より観察しえた潰瘍性大腸炎の１例
富山県立中央病院 内科１）
同 病理２）
早川 康浩１）、太田
肇１）、里村 吉威１）、中川
広瀬昭一郎１）、三輪 淳夫２）

彦人１）

１６ 大腸の i
nf
l
amat
or
ymyogl
andul
arpol
ypの１例
黒部市民病院 内科１）、金沢大学 第２病理２）
金沢大学付属病院 病理部３）
牧野
博１）、北
俊之１）、森岡
健１）、細
政博２）
２）
３）
片柳 和義 、野々村昭孝
１７ 大腸顆粒細胞腫の１例
市立敦賀病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第２病理３）
野ッ俣和夫１）、両林 英之１）、松田

一夫２）、湊

宏３）

１８ 内視鏡的に切除しえた上行結腸リンパ管腫の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 病理２）
菊地
勤１）、宗本 義則１）、関 健一郎１）、関戸 伸明１）
永里
敦１）、笠原 善郎１）、斎藤 英夫１）、三井
毅１）
浅田 康行１）、飯田 善郎１）、三浦 将司１）、藤沢 正清１）
木村 顕子２）
１９ 当院における直腸カルチノイド１３例の検討
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
金沢医科大学 病理３）
宮下 裕文１）、武田 孝之１）、山脇
優１）、白崎
渡辺 国重１）、津田 昇志１）、伊部 直之２）、辰己
小西二三男３）

信二１）
靖２）

平一２）

２５ 偽肉腫像を呈した胃食道接合部隆起性病変の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 病理２）
金沢医科大学 病理３）
笠原 善郎１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）、菊地
勤１）
関 健一郎１）、関戸 伸明１）、永里
敦１）、宗本 義則１）
斎藤 英夫１）、三井
毅１）、三浦 将司１）、藤沢 正清１）
２）
木村 顕子 、松能 久雄３）、小西二三男３）
２６ 食道血管腫の１例
高岡市民病院 外科１）、同 胃腸科２）
富山医科薬科大学 第１病理３）
伊与部尊和１）、道輪 良男１）、野手 雅幸１）、澤崎
巴陵 宣彦１）、藤田 秀春１）、七澤
洋２）、岡田

邦廣１）
英吉３）

２７ EUSにて局在が明らかとなり、安全にストリップバイオプ
シーを施行し得た食道平滑筋腫の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、同 病理２）
おぎの胃腸科クリニック３）
ソンギュル ユーディラン１）、藤井 保治１）、山口 泰志１）
毛利 郁朗１）、山川
治１）、河上 浩康１）、渡辺 弘之１）
里村 吉威１）、元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）
２）
３）
大井 章史 、荻野 知己
２８ 当院における上部消化管異物症例の検討
NTT金沢病院 外科１）
同 内科２）
野村 泰三１）、村
俊成１）、坂東 平一１）、魚谷
２９ 当科における食道静脈瘤結紮術（EVL）の検討
金沢大学 第２内科１）
北陸病院 内科２）
真田 治人１）、善田 貴裕１）、橋本 憲三１）、森
安田 俊一１）、岡田 俊英１）、竹田 康男１）、竹田
増永 高晴２）

知佳２）

保人１）
亮祐１）

３０ 食道狭窄に Expandabl
emet
al
i
cst
entが有効であった食
道癌の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
浦島左千夫１）、上島 康洋１）、土島
睦１）、川原
弘１）
堤
幹宏１）、松田 芳郎１）、高瀬修二郎１）
３１ 進行食道癌患者に対する bal
oondi
l
at
orを併用した人工食
道挿入術
富山医科薬科大学 第１外科１）、坂本病院２）
大場 泰良１）、森田 弘之１）、津田 基晴１）、山本 恵一１）
坂本 孝雄２）
３２ 上部内視鏡検査データのマイコン入力の経験
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
樋下 徹哉１）、細川
治１）、富田 重之１）、武田
渡辺 国重１）、津田 昇志１）、岡本 理花２）、西野
伊部 直之２）、辰己
靖２）

孝之１）
雅美２）

３３ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
I
gG抗体と上部消化管疾患
福井医科大学 第２内科１）
宮地 英生１）、加藤 卓次１）、斎藤 隆也１）、木ノ本景子１）
平井 雅道１）、上田
敬１）、郡
大裕１）
３４ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
（HP）除菌の試み
富山労災病院 内科１）、同 病理２）
野田 八嗣１）、竹村 康弘１）、太田 五六２）
３５ 内視鏡検査が診断に有用であった空腸癌の１例
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
富田 重之１）、細川
治１）、服部 昌和１）、林
１）
山脇
優 、山道
昇１）、白崎 信二１）、村北
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺
木谷 栄一１）、津田 昇志１）、小西二三男２）

裕之１）
和広１）
国重１）

３６ ヒートプローブ法による胃 angi
odyspl
asi
aの治療の検討
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
橘
良哉１）、登谷 大修１）、福岡 賢一１）、田中 延善１）
永里
敦２）、三浦 将司２）、藤沢 正清２）
３７ Di
eul
af
oy潰瘍の臨床的検討
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）
福井医科大学 第２内科３）
西川 邦寿１）、平井 圭彦１）、松村
賢１）、山本
松下 利雄１）、日下 利広２）、清水 元茂２）、豊岡
川瀬 満雄２）、向野
栄２）、村北
肇３）、岩城
３）
郡
大裕

広幸１）
重剛２）
真３）

３８ 当科における内視鏡的緊急止血例の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
大森 俊明１）、松田 博人１）、島崎 英樹１）
３９ 経過観察中に出血をきたした胃平滑筋肉腫の一切除例
市立砺波総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
川西
勝１）、酒徳 光明１）、荒川 龍夫１）、山村 浩然２）
中島 久幸２）、田畑
敏２）、片田 正一２）、山下 良平２）
清原
薫２）、小杉 光世２）、小林
長２）
４０ 特異な経過をとったⅡ a様病変の１例
城端厚生病院 内科１）、同 外科２）
武隈
清１）、根井 仁一１）、武田 三昭１）、松
寺中 正昭２）

智彦２）

４１ 胃底腺域の早期胃癌の内視鏡所見について
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 臨床病理３）
横井
忍１）、広瀬昭一郎１）、太田
肇１）、早川 康浩１）
１）
１）
里村 吉威 、中川 彦人 、辻
政彦２）、三輪 淳夫３）
４２ 切除標本で発見された同時性多発胃癌－その Pi
t
f
al
lとその
対策
金沢大学がん研究所 外科１）、安田病院２）
溝口 雅之１）、伊藤
透１）、山下
要１）、高木サユリ１）
黄
承東１）、野村 英弘１）、渡辺美智夫１）、安本 和生１）
藤岡
央１）、表
和彦１）、藤本 敏博１）、大井 章史１）
１）
高橋
豊 、磨伊 正義１）、神川
繁２）
４３ 残胃早期胃癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
黄
承東１）、磨伊 正義１）、山下
要１）、溝口
高木サユリ１）、野村 英弘１）、渡辺美智夫１）、藤岡
安本 和生１）、表
和彦１）、藤本 敏博１）、伊藤
１）
大井 章史 、高橋
豊１）

雅之１）
央１）
透１）

４４ 早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃内手術
医療法人社団南ヶ丘病院 外科１）、金沢大学 第１外科２）
森
明弘１）、疋島 一徳１）、綱村 幸夫１）、小田
誠１）
１）
１）
２）
中村 寿彦 、宮崎 誠示 、金平 永二
４５ 経皮内視鏡的胃壁固定具の使用経験
石川県済生会金沢病院 内科１）、同 外科２）
小川 滋彦１）、小市 勝之１）、横井 健二２）、川上
川浦 幸光２）

和之２）

第６３回
日
会
会

北陸地方会

時：平成６年６月５日日
場：福井県済生会病院 第１会場：研修講堂
第２会場：医師会交見室
長：福井県済生会病院 内科 田中 延善

◆ビデオシンポジウム
「消化管腫瘍に対する内視鏡的治療の現況」
座
長：福井医科大学 第２内科
加藤 卓次
福井県済生会病院 外科
浅田 康行
Ⅰ．レーザー治療：
１）胃癌に対するレーザー治療
金沢大学 第１内科１）
○卜部
健１）
２）胃癌に対する内視鏡的 YAGl
aser治療の経験
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○小坂 健夫１）、高野
靖１）、中野 泰治１）、高島 茂樹１）
Ⅱ．内視鏡的切除：
３）当科における早期胃癌に対する st
r
i
pbi
opsyの適応と治療手技
金沢大学 第２内科１）
○竹田 康男１）、岡田 俊英１）、馬渕
宏１）
４）４点固定法による内視鏡的粘膜切除術
富山赤十字病院 消化器内科１）
○稲土 修嗣１）、矢田
豊１）、五十嵐康英１）、宮際
幹１）
５）確実な完全切除を目的とした内視鏡的広範囲胃粘膜切除－そしてクリップによる粘膜欠損部の縫
合閉鎖の有効性
医療法人南ヶ丘病院 外科１）、チュービンゲン大学２）
○疋島 一徳１）、森
明弘１）、綱村 幸夫１）、宮崎 誠示１）、Ge
r
h
a
r
dBu
eβ２）
６）大腸腫瘍性病変に対する内視鏡的切除－早期大腸癌を中心に－
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
○宗本 義則１）、飯田 善郎１）、浅田 康行１）、登谷 大修２）、福岡 賢一２）
◆教育講演
「早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術の適応と問題点」
勤医協中央病院
平尾 雅紀
◆特別講演
「食道静脈瘤に対する各種治療法の位置と将来」
多摩南部地域病院 外科
高瀬 靖広
◆一般演題
０１ 食道乳頭腫および顆粒細胞腫の５例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
福井医科大学 第２病理３）
中西 正教１）、山本
誠１）、渡辺あゆみ１）、岡村誠太郎１）
１）
江守 裕子 、前川 直美１）、大西 定司１）、加藤 浩司１）
濱中 英樹２）、稲田 章夫２）、内木 宏延３）、中久木和也３）
０２ 塩酸による腐蝕性食道炎の１例
富山赤十字病院 外科１）、富山医科薬科大学 第１病理２）
東出 慎治１）、横井 健二１）、高橋 英雄１）、魚津 幸蔵１）
長谷川 洋１）、関川
博１）、前田 宜延２）
０３ 食道アニサキス症の２例
恵寿総合病院 外科・胃腸科１）
安居 利晃１）、伊井
徹１）、森
１）
魚岸
誠 、秋本 龍一１）、神野

和広１）、鎌田
正博１）

徹１）

０４ 食道類基底細胞癌の１例
八尾総合病院 外科１）
佐藤 貴弘１）、木村 寛伸１）、高橋
０５ 食道粘膜下腫瘍の１例
根上総合病院 外科１）
同 内科２）
加藤 明之１）、前沢 欣充１）、奈良
朝本 輝夫２）

信樹１）、藤井

久丈１）

高明１）、村田

高志２）

０６ 吻合部狭窄の内視鏡治療
富山医科薬科大学 第２外科１）
井原 祐治１）、坂本
隆１）、黒木 嘉人１）、東山
清水 哲朗１）、田内 克典１）、沢田石 勝１）、唐木
田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）

考一１）
芳昭１）

０７ PTAにて著明な食道静脈瘤の改善を認めた BuddChi
ar
i
症候群の１例
金沢大学 第二内科１）、同 放射線科２）、小松市民病院３）
真田 治人１）、八木 邦公１）、岡田 俊英１）、竹田 康男１）
馬淵
宏１）、松井
修２）、安田 俊一３）、亀田 正二３）
０８ 食道静脈瘤に対する EVL法の有用性の検討
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
橘
良哉１）、登谷 大修１）、福岡 賢一１）、田中
柳
碩也１）、三井
毅２）、浅田 康行２）、三浦
２）
藤沢 正清

延善１）
将司２）

１９ ６年間の経過で sm浸潤にとどまったⅡ c型早期胃癌の１例
福井県立病院 内科１）、同 外科２）、同 内科３）
金沢医科大学 病理４）
岡本 理花１）、細川
治２）、海崎 泰治２）、森田 信人２）
渡辺 国重２）、津田 昇志２）、伊部 直之３）、辰巳
靖３）
４）
小西二三男
２０ 超音波内視鏡が石灰化の診断に有用であった進行胃癌の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、同 外科２）
ソンギュル ユーディラン１）、藤井 保治１）、渡辺 弘之１）
元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）、出口
康２）

０９ 胃内視鏡後に発症したと思われる急性胃粘膜病変の１例
上市厚生病院 内科１）
城端厚生病院 内科２）
守田万寿夫１）、中村
浩１）、根井 仁一２）

２１ 胃内４重複癌の１例
石川県済生会金沢病院 外科１）、同 消化器内科２）
川上 卓久１）、川浦 幸光１）、川上 和之１）、若林
小川 滋彦２）、小市 勝之２）、池田 直樹２）

１０ 小児の門脈圧亢進症にみられたタコイボびらん
金沢医科大学 小児外科１）
北谷 秀樹１）、河野 美幸１）、野崎外茂次１）、梶本

２２ 特発性血小板減少性紫斑病（I
TP）の急性増悪時に大量出血
をきたした進行胃癌の１例
国家公務員等共済組合連合会北陸病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学医学部付属病院 病理部３）
増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、竹田 亮祐１）、服部 和伸２）
田中 松平２）、羽柴
厚２）、牧野
勉２）、野々村昭孝３）

照穂１）

１１ 高度の幽門狭窄をきたした広範胃潰瘍の１例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査課３）
上山本伸治１）、青山
庄１）、樋上 義伸１）、高橋 洋一１）
角谷 直孝２）、小西 一郎２）、広野 禎介２）、高柳 尹立３）

時夫２）

１２ 消化性潰瘍に対するプロスタグランジン製剤投与例の検討
金沢医科大学 消化器内科１）
上島 康洋１）、浦島左千夫１）、土島
睦１）、川原
弘１）
１）
１）
１）
堤
幹宏 、松田 芳郎 、高瀬修二郎

２３ 化学療法に著効し脳転移治療後白質脳症を呈した進行胃癌
の１症例
金沢大学医学部 第一内科１）、金沢赤十字病院 内科２）
根本 朋幸１）、北村
康１）、水腰英四郎１）、大場
栄１）
北野 善郎１）、河合 博志１）、寺崎 修一１）、柳
昌幸１）
卜部
健１）、稲垣
豊１）、鵜浦 雅志１）、岩田
章２）

１３ 血清 I
gG Hel
i
cobact
erPyl
or
i
（HP）抗体の検討－ HPの
それぞれ異なる抗原を用いた PC社製と B社製測定キットの
比較－
富山労災病院 内科１）、同 病理２）
斉藤 伸介１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）、太田 五六２）

２４ 癌性腹膜炎を呈した進行胃癌患者に対する腹腔静脈 shunt
と内視鏡下 OK432局注との併用
富山医科薬科大学 第１外科１）、坂本病院２）
大場 泰良１）、高野
徹１）、山口 敏彦１）、津田 基晴１）
坂本 孝雄２）

１４ ウレアーゼプローブの内視鏡的 Hel
i
cobact
erPyl
or
i診断
への応用（第１報）
福井医科大学 第２内科１）、株クラレ中央研究所２）
宮地 英生１）、伊藤 重二１）、木ノ本景子１）、栗原
進１）
１）
１）
１）
村北
肇 、平井 雅道 、東
健 、加藤 卓次１）
１）
２）
郡
大裕 、松井 聡美 、中村 通宏２）

２５ 早期胃癌の内視鏡的治療と外科的治療の接点
金沢大学がん研究所 外科１）
出口
康１）、高木サユリ１）、黄
承東１）、山下
野村 英弘１）、渡辺美智夫１）、藤岡
央１）、安本
１）
１）
源
利成 、藤本 敏博 、太田 孝仁１）、磨伊

１５ Hel
i
cobact
erPyl
or
i除菌の意義
福井医科大学 第２内科１）
道上
学１）、加藤 卓次１）、上田モオセ１）、木村
斎藤 隆也１）、大滝 哲郎１）、田中 美恵１）、阿部
鈴木 邦夫１）、上田
敬１）、郡
大裕１）

益美１）
芳道１）

１６ 胃底腺ポリポージスの１例
金沢市医師会１）
浅野 繁尚１）
１７ 胃腺腫、早期胃癌の st
r
i
pbi
opsy後、他部位に発生した早
期胃癌の検討
富山県立中央病院 内科１）、同 臨床病理科２）
太田
肇１）、早川 康浩１）、里村 吉威１）、中川 彦人１）
広瀬昭一郎１）、三輪 淳夫２）
１８ 胃底腺領域早期胃癌の診断に関する問題点
金沢大学がん研究所 外科１）
高木サユリ１）、藤本 敏博１）、黄
承東１）、山下
野村 英弘１）、渡辺美智夫１）、藤岡
央１）、安本
源
利成１）、太田 孝仁１）、磨伊 正義１）

要１）
和生１）

要１）
和生１）
正義１）

２６ 特異な内視鏡所見を呈した胃悪性リンパ腫の１例
高岡市民病院 胃腸科１）、富山医科薬科大学 第３内科２）
伊藤 博行１）、七澤
洋１）、中谷 敦子１）、巴陵 宣彦１）
２）
北 啓一朗 、田中三千雄２）、渡辺 明治２）
２７ 内視鏡にて遡及的に経過観察し得た胃悪性リンパ腫症例の
検討
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
樋下 徹哉１）、細川
治１）、吉羽 秀磨１）、林
裕之１）
服部 昌和１）、山脇
優１）、白崎 信二１）、村北 和広１）
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺 国重１）
１）
木谷 栄一 、津田 昇志１）、小西二三男２）
２８ 当院胃悪性リンパ腫症例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
土田
敬１）、川口 雅彦１）、長利あゆみ１）、宇野
龍沢 泰彦１）、伴登 宏行１）、八木 真悟１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）

雄祐１）
哲司１）

２９ Li
gat
i
ngdevi
ceを用いた内視鏡的胃粘膜切除術の試み
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
若林 時夫１）、小川 滋彦１）、小市 勝之１）、池田 直樹１）
川浦 幸光１）

３０ EVLキットを用いた胃粘膜切除の経験
石川県立中央病院 消化器内科１）
大森 俊明１）、橋本 憲三１）、松田 博人１）、島崎
３１ 当院における胃内視鏡切除の現状
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
大野 健次１）、塩谷 昌彦１）、平沢 好武１）、宮岸
山本 和利１）、清光 義則１）、古田 和雄２）、原
袖本 幸男３）

英樹１）

清司１）
和人２）

３２ 当院における胃内視鏡的粘膜切除術における標本の取り扱
いについて
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）
平井 圭彦１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、山本 広幸１）
１）
２）
松下 利雄 、根本 禎久 、日下 利広２）、平井 素子２）
豊岡 重剛２）、川瀬 満雄２）、向野
榮２）
３３ 瘻孔よりの腫瘍内観察及び生検にて診断しえた巨大十二指
腸平滑筋肉腫の１例
金沢市立病院 消化器科１）、同 外科２）、金沢大学 第一病理３）
酒井 明人１）、渕崎宇一郎１）、米島
学１）、橋爪 泰夫２）
２）
２）
林
義信 、飯田 茂穂 、小田 恵夫３）
３４ 最近経験した上部消化管平滑筋肉腫の２例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
松村
賢１）、山本 広幸１）、西川 邦寿１）、平井 圭彦１）
松下 利雄１）、竹村 晴行２）、日下 利広２）、清水 元茂２）
平井 素子２）、豊岡 重剛２）、川瀬 満雄２）、向野
栄２）
野口 正人３）
３５ 十二指腸癌の１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
森本日出雄１）、米島 博嗣１）、足立 浩司１）、岡部外志彦１）
鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）、杉岡 五郎１）、松本
尚２）
２）
２）
３）
竹川
茂 、小島 靖彦 、渡辺騏七郎
３６ 内視鏡的に切除した早期十二指腸癌の１例
健生病院 内科１）
城北病院 内科２）
同 外科３）
同 病理科４）
大野 健次１）、白崎 良明１）、塩谷 昌彦２）、平沢
宮岸 清司２）、山本 和利２）、清光 義則２）、古田
原
和人３）、袖本 幸男４）
３７ 直腸生検で診断し得た赤痢アメーバ症の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
恵寿総合病院 外科・胃腸科３）
金沢大学 寄生虫学教室４）
奥村 義治１）、竹内 正勇１）、中村 勇一１）、中泉
神野 正博３）、鎌田
徹３）、伊井
徹３）、赤尾
近藤力王至４）

好武２）
和雄３）

４０ 大腸多発性血管腫の１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）
村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東

平一１）、魚谷

知佳２）

４１ 緊 急 大 腸 内 視 鏡 検 査 で 診 断 し 止 血 し た 上 行 結 腸
angi
odyspl
asi
aの１例
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学 放射線科３）
高畠 一郎１）、金子 芳夫１）、平野 勝康１）、吉田 千尋１）、
前川 正知２）、織田 裕之２）、鈴木 正行３）
４２ 慢性関節リウマチに伴った続発性消化管アミロイドーシス
症例の検討
城北病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
金沢リハビリテーション病院 リウマチ・膠原病科４）
原
和人１）、斎藤 典才１）、横山
隆１）、古田 和雄１）
塩谷 昌彦２）、平沢 好武２）、大野 健次２）、清光 義則２）
袖本 幸男３）、中崎
聡４）、村山 隆司４）
４３ TI
PSに よ っ て 改 善 が 認 め ら れ た por
t
alhyper
t
ensi
ve
col
onopat
hyと考えられた１例
金沢大学 第一内科１）、同 放射線科２）
水腰英四郎１）、北村
康１）、根本 朋幸１）、大場
栄１）
坂本
徹１）、北野 善郎１）、河合 博志１）、寺崎 修一１）
柳
昌幸１）、卜部
健１）、稲垣
豊１）、鵜浦 雅志１）
２）
松井
修
４４ 総胆管結石を合併した Peut
zJ
egher
s症候群の１例
厚生連滑川病院 外科１）、同 内科２）
岩佐 和典１）、田中 茂弘１）、佐々木 正１）、小栗
光２）
４５ S状結腸癌に直腸カルチノイドが合併した１例
富山医科薬科大学 第１外科１）
国立富山病院 外科２）
津田 基晴１）、大場 泰良２）
４６ 大腸カルチノイドの検討
福井赤十字病院 内科１）、同 消化器科２）、同 放射線科３）
同 外科４）
日下 利広１）、平井 素子１）、清水 元茂１）、武村 晴行１）
豊岡 重剛１）、川瀬 満雄１）、向野
榮１）、西川 邦寿２）
２）
２）
平井 圭彦 、松村
賢 、山本 広幸２）、松下 利雄２）
３）
野口 正人 、田中 文恵４）、広瀬 由紀４）、田中 猛夫４）
４７ 内視鏡的粘膜切除法にて完全切除しえた直腸カルチノイド
症例の検討－ EUS像を中心に－
富山赤十字病院 消化器内科１）
矢田
豊１）、五十嵐雅秀１）、稲土 修嗣１）、宮際
幹１）

治雄２）
信明４）

３８ RenduOsl
er
Weber氏病様の血管奇形を伴った難治性潰
瘍性大腸炎の１例
市立敦賀病院 内科１）
金沢大学 放射線科２）
金沢大学 第２病理３）
野ッ俣和夫１）、両林 英之１）、宮山 士朗２）、片柳 和義３）
寺田 忠史３）
３９ 経過中、多彩な消化管粘膜病変を認めた Schönl
ei
nHenöch
紫斑病の１例
金沢市立病院 消化器科１）、同 内科２）
渕崎宇一郎１）、酒井 明人１）、米島
学１）、安部 俊男２）
２）
沢田 大成

４８ 胃管チューブを使った簡易２チャンネルスコープを用いて
切除し得た直腸カルチノイドの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
中村
曉１）、宮元
歩１）、澤田 勝江１）、圓谷 朗雄１）
１）
寺崎 禎一 、舟木
淳１）、坂東
毅１）、若林 泰文１）
１）
１）
田中三千雄 、渡辺 明治
４９ 直腸原発悪性リンパ腫の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理科２）、同 １内科３）
荒能 義彦１）、村上
望１）、石川 紀彦１）、田畑
敏１）
小泉 博志１）、斉藤
裕１）、平野
誠１）、橘川 弘勝１）
増田 信二２）、木谷
恒３）
５０ SFを主体とした当院人間ドックの大腸検診の成績
黒部市民病院 内科１）、同 健康管理科２）、同 外科３）
牧野
博１）、森岡
健１）、北
俊之２）、辻
博２）
３）
竹山
茂

５１ ゼルフォームを用いた大腸ストリップバイオプシーの経験
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
伴登 宏行１）、川口 雅彦１）、長利あゆみ１）、宇野 雄祐１）
土田
敬１）、龍澤 泰彦１）、八木 真悟１）、山田 哲司１）
北川
晋１）、中川 正昭１）

５６ 表面型大腸上皮性腫瘍の検討
砺波総合病院 胃腸科１）、同 外科２）、同 病理３）
家接 健一１）、荒川 龍夫１）、酒徳 光明２）、小杉
川西
勝２）、中島 久幸２）、清原
薫２）、山下
片田 正一２）、藤森 英希２）、小林
長２）、安念

５２ 内視鏡的に治療された大腸結節集簇病変の検討
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
西川 邦寿１）、平井 圭彦１）、松村
賢１）、山本 広幸１）
１）
２）
松下 利雄 、日下 利広 、清水 元茂２）、平井 素子２）
豊岡 重剛２）、川瀬 満雄２）、向野
栄２）、野口 正人３）

５７ マイクロ波凝固により止血し得たファーター乳頭切開術後
出血の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第１内科２）
芳尾 幸松１）、若林 泰文１）、圓谷 朗雄１）、宮元
歩１）
１）
１）
２）
田中三千雄 、渡辺 明治 、鷹田美智代 、堀
亨２）
朝日 寿実２）、小林
正２）

５３ 広茎性有茎性ポリープに対する内視鏡的ポリペクトミーの
工夫
富山医科薬科大学 第３内科１）
徳舛 康良１）、若林 泰文１）、宮元
歩１）、圓谷 朗雄１）
寺崎 禎一１）、舟木
淳１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
５４ 下部直腸にみられた結節集簇様病変－ sm 癌２例と pm 癌
１例－
町立富来病院 外科１）、同 内科２）
橋本 琢生１）、山口 泰志２）
５５ ５㎜以下の大腸 sm 癌の２例
福井県立病院 外科１）
金沢医科大学 病理２）
吉羽 秀麿１）、白崎 信二１）、樋下 徹哉１）、林
服部 昌和１）、山脇
優１）、村北 和広１）、細川
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺
１）
木谷 栄一 、津田 昇志１）、小西二三男２）

裕之１）
治１）
国重１）

光世２）
良平２）
有声３）

５８ 膵管ステントが有用であった重症急性膵炎の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
山本 広幸１）、西川 邦寿１）、平井 圭彦１）、松村
賢１）
松下 利雄１）、土居 幸司２）、小柴 貴明２）、佐藤 史顕２）
田中 文恵２）、広瀬 由紀２）、城崎彦一郎２）、田中 猛夫２）
野口 正人３）
５９ 総胆管結石に対する腹腔鏡下手術の検討
氷見市民病院 胃腸科外科１）
若狭林一郎１）、中坪 直樹１）、木元 文彦１）、森下
和田 真也１）、牧野 哲也１）、村田 修一１）、清崎

実１）
克美１）

６０ 内視鏡検査時のジアゼバム静注時における血管痛緩和の為
の工夫
国家公務員等共済組合連合会北陸病院 内科１）、同 外科２）
増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、竹田 亮祐１）、田中 松平２）
羽柴
厚２）

第６４回
日
会
会

北陸地方会

時：平成６年１１月２０日日
場：金沢大学医学部 第１会場：基礎講義室Ⅰ
第２会場：基礎講義室Ⅱ
長：石川県済生会金沢病院 外科 川浦 幸光

◆シンポジウム
「逆流性食道炎の発生と治療」
座
長：城端厚生病院 内科
根井 仁一
富山医科薬科大学 第２外科
坂本
隆
１）いわゆる「寝たきり老人」における食道炎の検討
富山医科薬科大学 第３内科１）
○寺崎 禎一１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
２）逆流性食道炎の頻度と病態、経過について
おぎの胃腸科クリニック１）
○荻野 知己１）
３）核医学的方法による胃食道逆流および胃排出機能の評価－エリスロマイシンの効果を含めて
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）、同 外科２）
○小川 滋彦１）、池田 直樹１）、小市 勝之１）、若林 時夫１）、川上 卓久２）、川上 和之２）
川浦 幸光２）
４）胃・食道逆流現象と食道炎
城端厚生病院 内科１）、同 外科２）
○根井 仁一１）、北
俊之１）、松
智彦２）
５）食道裂孔ヘルニアに対する外科的治療
高岡市民病院 外科１）
○野手 雅幸１）、土原 一哉１）、桝谷 博孝１）、伊与部尊和１）、沢崎 邦広１）、巴陵 宣彦１）
藤田 秀春１）
６）症候性逆流性食道炎の内視鏡像と治療
南ヶ丘病院 外科１）、同 内科２）
○疋島 一徳１）、森
明弘１）、川尻 文雄１）、綱村 幸夫１）、宮崎 誠示１）、向坂 喜湖２）
７）胃切除術後における逆流性食道炎と食道癌の検討
金沢大学 第２外科１）
○谷
卓１）、吉本 勝博１）、高村 博之１）、山本 精一１）、村岡 恵一１）、井上 哲也１）
橋本 哲夫１）、清水 康一１）、八木 雅夫１）、米村
豊１）、三輪 晃一１）、宮崎 逸夫１）
◆教育講演
「C型肝炎ならびに自己免疫性肝疾患の腹腔鏡と臨床」
岡山大学 第１内科
浮田
実
◆特別講演
「早期食道癌の診断と内視鏡的治療」
都立駒込病院 外科
吉田
操
◆一般演題
０１ 内視鏡的食道静脈瘤結紮術の有効性の検討
金沢医科大学 消化器内科１）
上嶋 康洋１）、浦島左千夫１）、土島
睦１）、佐藤
陳
文筆１）、伊藤
透１）、川原
弘１）、堤
松田 芳郎１）、高瀬修二郎１）
０２ 当院における食道静脈瘤治療の現況
石川県立中央病院 消化器内科１）
大森 俊明１）、橋本 憲三１）、松田 博人１）、島崎
０３ EVL
４１例の経験
玄クリニック１）、西尾市民病院
杉浦
玄１）、桑原 由孝２）

内科２）

育子１）
幹宏１）

英樹１）

０４ 胃静脈瘤に対するスネアチューブを用いた内視鏡的胃静脈
瘤結紮術の試み
富山労災病院 内科１）
中浜
亨１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
０５ 症候性逆流性食道炎の内視鏡像と治療
南ヶ丘病院 外科１）
同 内科２）
疋島 一徳１）、森
明弘１）、川尻 文雄１）、綱村
１）
宮崎 誠示 、向坂 喜湖２）

幸夫１）

０６ 薬剤性腐蝕性食道胃潰瘍の一例
厚生連高岡病院 外科１）
石川 紀彦１）、平野
誠１）、斉藤
小泉 博志１）、荒能 義彦１）、田畑

裕１）、村上
敏１）、橘川

望１）
弘勝１）

０７ 食道扁平上皮癌と類基底細胞癌の合併した１例
国立金沢病院 外科１）、同 研究検査科２）
同 放射線科３）
松本
尚１）、小島 靖彦１）、竹川
茂１）、道場昭太郎１）
１）
２）
津田 宏信 、渡辺騏七郎 、小林 昭彦３）

１６ 消 化 性 潰 瘍 に お け る Hel
i
cobact
erpyl
or
iの 検 出 と
Lansopr
azol
eの効果
浅ノ川総合病院 内科１）
荒木 一郎１）、川田 直幹１）、中積 智子１）、山崎 宏人１）
倉島 一喜１）、上野 敏男１）、森永 健市１）
１７ 消化性潰瘍の季節変動についての検討
福井県立病院 内科１）、同 外科２）
小林 友美１）、岡本 理花１）、森
保人１）、伊部
１）
２）
辰巳
靖 、樋下 徹哉 、細川
治２）、山脇
２）
２）
武田 孝之 、渡辺 国重

直之１）
優２）

０８ CDDP、5FUが有効であった食道小細胞癌の一例
金沢大学 第２外科１）
中川原寿俊１）、橋本 哲夫１）、経田
淳１）、高村 博之１）
１）
１）
山本 精一 、井上 哲也 、村岡 恵一１）、谷
卓１）
清水 康一１）、八木 雅夫１）、三輪 晃一１）、宮崎 逸夫１）

１８ 十二指腸球部に脱出した胃類上皮型平滑筋腫の１例
社会保険高浜病院 外科１）
高嶋 吉浩１）、三浦 正博１）、舛田 誠二１）

０９ 表在型食道小細胞癌の２例
富山医科薬科大学 第２外科１）
伊原、祐治１）、坂本
隆１）、野村
黒木 嘉八１）、斎藤 光和１）、清水
唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）、藤巻

１９ 超音波内視鏡が診断に有用であった壁外発育型胃平滑筋腫
の１例
国立金沢病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理４）
酒井美智子１）、米島 博嗣１）、足立 浩司１）、森本日出雄１）
鈴木 邦彦１）、田辺
釧１）、杉岡 五郎１）、小林 昭彦２）
３）
松本
尚 、竹川
茂３）、小島 靖彦３）、渡辺騏七郎４）

直樹１）、東山 孝一１）
哲郎１）、沢田石 勝１）
雅夫１）

１０ 当院における上部消化管異物の検討
福井赤十字病院 内科１）、同 消化器科２）
日下 利広１）、藤井 茂彦１）、川瀬 満雄１）、豊岡
向野
榮１）、松村
賢２）、西川 邦寿２）、平井
山本 広幸２）、松下 利雄２）
１１ コンドームを用いる胃からの内視鏡的回収法
礪波総合病院 内科１）、同 内視鏡室２）
黒龍江省省立医院 消化器内科３）
金井 正信１）、北村 康志１）、竹内 安紀１）、杉本
酒徳 光明２）、家接 健一２）、陶
鋳３）

重剛１）
圭彦２）

立甫１）

２０ 出血を繰り返した胃広範囲 Angi
odi
spl
asi
aの１例
公立井波総合病院 外科１）
坂本 浩也１）、八尾 直志１）、倉知
圓１）
２１ Osl
er病の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 皮膚科４）、同 病理５）
西川 邦寿１）、平井 圭彦１）、松村
賢１）、山本 広幸１）
松下 利雄１）、日下 利広２）、藤井 茂彦２）、豊岡 重剛２）
野口 正人３）、米沢 郁雄４）、小西二三男５）

１２ 新しい経皮内視鏡的胃瘻造設術（Onest
epbut
t
on）の経験
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
同 外科２）
中野由美子１）、小川 滋彦１）、池田 直樹１）、小市 勝之１）
若林 時夫１）、川上 卓久２）、川上 和之２）、川浦 幸光２）

２２ 内視鏡的に摘除し得た大きな胃ポリープの２例
黒龍江省医院 消化器内科１）、砺波総合病院 胃腸科２）
同 内科３）
同 外科４）
陶
鋳１）、家接 健一２）、荒川 龍夫２）、金井 正信３）
杉本 立甫３）、酒徳 光明４）、小杉 光世４）

１３ 上部消化管検診における内視鏡検査の有用性に関する検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）、同 健診センター３）
齊藤 英夫１）、飯田 善郎１）、森田 克哉１）、芝原 一繁１）
堀田幸次郎１）、関戸 信明１）、宗本 義則１）、笠原 善郎１）
三井
毅１）、浅田 康行１）、三浦 将司１）、藤沢 正清１）
福岡 賢一２）、登谷 大修２）、田中 延善２）、高山
茂３）

２３ EVL法を利用した粘膜切除法（EMRL）の経験
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
登谷 大修１）、橘
良哉１）、福岡 賢一１）、田中 延善１）
１）
柳
碩也 、三井
毅２）、浅田 康行２）、三浦 将司２）
２）
藤沢 正清

１４ 消化管の内視鏡的止血－第３回富山内視鏡治療研究会のア
ンケート集計報告より－
黒部市民病院 胃腸科１）、富山市民病院 内科２）
富山医科薬科大学 第３内科３）、富山赤十字病院 内科４）
富山県立中央病院 内科５）、厚生連高岡病院 内科６）
高岡市民病院 胃腸科７）、砺波総合病院 内科８）
城端厚生病院 内科９）
牧野
博１）、高橋 洋一２）、若林 泰文３）、田中三千雄３）
稲土 修嗣４）、中川 彦人５）、木谷
恒６）、七澤
洋７）
８）
９）
金井 正信 、根井 仁一
１５ 止血剤アルト、アルトシューターの使用経験
富山医科薬科大学 第３内科１）
福田加奈子１）、五十嵐雅秀１）、若林 泰文１）、古井
圓谷 朗雄１）、宮元
歩１）、安藤 隆夫１）、清水
田中三千雄１）、渡辺 明治１）

啓１）
幸裕１）

２４ ラージクリップによるクリッピングポリペクトミーの有用
性の検討
富山医科薬科大学 第３内科１）
五十嵐雅秀１）、若林 泰文１）、宮元
歩１）、徳舛 康良１）
中村
暁１）、寺崎 禎一１）、舟木
淳１）、坂東
毅１）
１）
１）
田中三千雄 、渡辺 明治
２５ 早期胃癌、胃腺腫の内視鏡的切除後、瘢痕部に生じた隆起
性病変の検討
富山県立中央病院 内科１）、同 病理２）
広瀬昭一郎１）、米島 博嗣１）、太田
肇１）、早川 康浩１）
里村 吉威１）、中川 彦人１）、三輪 淳夫２）
２６ 胃癌と腺腫の鑑別に苦慮した２症例
有松中央病院 外科１）、みずた胃腸科クリニック２）
国立金沢病院 病理３）
金子 芳夫１）、高畠 一郎１）、徳楽 正人１）、吉田
水田 正雄２）、渡辺騏七郎３）

千尋１）

２７ AFP産生早期胃癌の１例
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、平松
前川 直美２）、加藤 浩司２）、大西
中西 正教２）

義規１）、山本
誠２）
定司２）、渡辺あゆみ２）

２８ レーザー治療を施行した早期胃癌８症例の検討
加登病院１）、金沢大学 第１内科２）
小浦 隆義１）、加登 康洋１）、卜部
健２）

３０ コンゴ－レッド色素散布により酸分泌を証明し得た十二指
腸球部の異所性胃底腺粘膜の１例
北陸病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学医学部付属病院 病理部３）
増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、西野 知一１）、竹田 亮祐１）
羽柴
厚２）、牧野
勉２）、野々村昭孝３）
３１ St
r
i
pbi
opsyにて切除した十二指腸異所性胃粘膜の１例－
EUSによる評価の意義を中心にー
金沢大学がん研究所 内科１）
大坪公士郎１）、坂井 潤太１）、中谷智恵美マルシア１）
藤井 保治１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）、岡井
高１）
１）
澤武 紀雄

和利１）、大野

健次１）

３３ 内視鏡的ポリペクトミーにより切除し得た十二指腸の巨大
脂肪腫の１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）
丸医院３）
村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東 平一１）、魚谷 千佳２）
丸
理夫３）
３４ 急性多発性十二指腸潰瘍の検討
金沢医科大学 消化器内科１）
北川 真澄１）、土島
陸１）、佐藤
１）
上嶋 康洋 、伊藤
透１）、川原
松田 芳郎１）、高瀬修二郎１）

栄１）
昌幸１）
一樹２）

３９ 十二指腸乳頭部癌との鑑別が困難だった乳頭部腺腫の１例
黒部市民病院 内科１）、同 外科２）
武隅
清１）、森岡
健１）、牧野
博１）、小林 弘信２）
２）
竹山
茂

２９ スキルス胃癌診断上の問題点－早期胃癌からスキルス胃癌
への隘路－
金沢大学がん研究所 外科１）、船木内科医院２）
高木サユリ１）、太田 孝仁１）、山下
要１）、平野 晃一１）
１）
１）
渡辺美智夫 、安本 和生 、源
利成１）、藤本 敏博１）
磨伊 正義１）、船木 直茂２）

３２ Doubl
epyl
or
usの１例
城北病院 内科１）
平沢 好武１）、山本
悟１）、山本
１）
宮岸 清司 、佐藤
清１）

３８ 胆嚢癌様の所見を呈した Mi
r
r
i
zi症候群の１例
金沢大学 第１内科１）、石田病院２）
蓑内 慶次１）、根本 朋幸１）、水腰英四郎１）、大場
北野 善郎１）、河合 博志１）、寺崎 修一１）、柳
卜部
健１）、稲垣
豊１）、鵜浦 雅志１）、石田

育子１）、浦島左千夫１）
弘１）、堤
幹宏１）

４０ 経過観察中に総胆管狭窄を認めた成人輪状膵の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
橋本 憲三１）、大森 俊明１）、松田 博人１）、島崎 英樹１）
４１ 膵癌による閉塞性黄疸に対し Expandabl
emet
al
i
cst
ent
（WALLSTENT）を挿入した１例
国立金沢病院 内科１）、同 放射線科２）、同 研究検査科３）
米島 博嗣１）、足立 浩司１）、森本日出雄１）、鈴木 邦彦１）
田辺
釧１）、杉岡 五郎１）、小林 昭彦２）、渡辺騏七郎３）
４２ ブラッシング細胞診にて診断し得た微小膵癌の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理４）
里村 吉威１）、太田
肇１）、早川 康浩１）、中川 彦人１）
１）
広瀬昭一郎 、出町
洋２）、小西 孝司３）、三輪 淳夫４）
４３ 背側膵管に異常像のみられた膵管癒合不全症例の臨床的検討
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
国立金沢病院 内科２）
若林 時夫１）、小川 滋彦１）、池田 直樹１）、小市 勝之１）
川浦 幸光１）、森本日出雄２）、杉岡 五郎２）
４４ 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術６例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
土田
敬１）、亀水
忠１）、川口 雅彦１）、長利あゆみ１）
宇野 雄祐１）、龍沢 泰彦１）、伴登 宏行１）、八木 慎悟１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
４５ 腹腔鏡補助虫垂切除の３例
福井医科大学 救急部１）
伊藤 敏孝１）、中川 隆雄１）、平泉
土田
哲１）、田中 宏和１）、村岡

泰自１）、藤原
隆介１）

隆一１）

４６ 経肛門的内威鏡下マイクロサージェリーにより直腸切除を
追加したポリペクトミー断端陽性直腸カルチノイドの１例
富山県済生会高岡病院 外科１）、金沢大学 第１外科２）
亀水
忠１）、佐々木正寿１）、金平 永二２）

３５ 腹腔鏡下胆嚢切除術を施行した胆嚢捻転症の１例
金沢大学 第１外科１）
小杉 郁子１）、大村 健二１）、金平 永二１）、俵矢 香苗１）
宮永 太門１）、平野 勝康１）、渡辺 俊一１）、中村 寿彦１）
田中 松平１）、永里
敦１）、渡辺 洋宇１）

４７ 大腸平坦・陥凹型早期癌に対する内視鏡摘除の経験
砺波総合病院 外科１）、同 胃腸科２）
酒徳 光明１）、小杉 光世１）、中島 久幸１）、清原
薫１）
片田 正一１）、山下 良平１）、川西
勝１）、藤森 英希１）
小林
長１）、家接 健一２）、荒川 龍夫２）

３６ 胆嚢腺筋症または胆石胆嚢炎として腹腔鏡下胆嚢摘出術を
行った胆道癌の３症例
砺波総合病院 外科１）
清原
薫１）、小杉 光世１）、川西
勝１）、藤森 英希１）
片田 正一１）、山下 良平１）、中島 久幸１）、酒徳 光明１）
小林
長１）

４８ 貧血、便潜血陽性にて発見された結腸血管腫の１例
富山赤十字病院 外科１）
横井 健二１）、東出 慎治１）、高橋 英雄１）、魚津 幸蔵１）
長谷川 洋１）、関川
博１）

３７ 総胆管結石症に対する腹腔鏡下手術症例の検討
社会保険鳴和総合病院 外科１）
滝田 佳夫１）、橋本 之方１）、新田 直樹１）、矢ヶ崎

亮１）

４９ 内視鏡的ポリペクトミーし得た横行結腸神経鞘腫の１例
福井医科大学 第２内科１）
道上
学１）、守安 秀行１）、富岡 秀夫１）、伊藤 義幸１）
宮地 英生１）、田中 美恵１）、平井 雅道１）、伊藤 重二１）
東
健１）、阿部 芳道１）、上田
敬１）、鈴木 邦夫１）
１）
１）
加藤 卓次 、郡
大裕

５０ 当院における S字状結腸捻転症例の検討
福井県立病院 外科１）
山脇
優１）、吉羽 秀磨１）、北島 竜美１）、林
白崎 信二１）、村北 和弘１）、山道
昇１）、細川
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺
木谷 栄一１）、津田 昇志１）

裕之１）
治１）
国重１）

５１ 消化器多発癌における Mi
cr
osat
el
i
t
ei
nst
abi
l
i
t
yの解析
石川県済生会金沢病院 外科１）、同 消化器内科２）
岩上
栄１）、川上 和之１）、川浦 幸光１）、川上 卓久１）
池田 直樹２）、小市 勝之２）、小川 滋彦２）、若林 時夫２）
中野由美子２）
５２ 拡張腸管の切除により症状の改善を得た特発性慢性大腸偽
性腸閉塞症の１例
富山医科薬科大学 第１外科１）、国立療養所富山病院 外科２）
大場 泰良１）、杉木
稔１）、津田 基晴１）、塩谷 謙次２）
５３ 短期間に著明な狭窄を来した限局性 S状結腸潰瘍の１例
市立敦賀病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第２病理３）
両林 英之１）、野ツ俣和夫１）、石田 文生２）、寺田 忠史３）
５４ 重症偽膜性大腸炎の２例
金沢大学 第２内科１）
土山 寿志１）、真田 治人１）、岡田
馬渕
宏１）

１）

俊英 、竹田

１）

康男

５７ 血清 CA199高値を示した直腸腺腫内癌の１例
石川県立中央病院 一般消化器内科１）、同 病理科２）
亀水
忠１）、川口 雅彦１）、長利あゆみ１）、宇野 雄祐１）
土田
敬１）、龍澤 康彦１）、伴登 広行１）、八木 真悟１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、車谷
宏２）
２）
湊
宏
５８ 直腸全周性のⅡ a集蔟型 m 癌の１例
八尾総合病院 外科１）
佐藤 貴弘１）、木村 寛伸１）、高橋 信樹１）、藤井

久丈１）

５９ ３年１０月逆追跡した小型大腸 pm 癌の１例
北陸中央病院 外科１）
野澤
寛１）、岩瀬 孝明１）、西浦 和男１）
６０ びまん浸潤型大腸癌切除症例４例の検討
福井県立病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
吉羽 秀麿１）、白崎 信二１）、武田 孝之１）、津田
木谷 栄一１）、渡辺 国重１）、森田 信人１）、谷川
山道
昇１）、細川
治１）、村北 和広１）、山脇
林
裕之１）、北島 竜美１）、小西二三男２）
６１ 当院における大腸結節集蔟様病変切除例の検討
砺波総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
家接 健一１）、荒川 龍夫１）、酒徳 光明２）、小杉
中島 幸久２）、清原
薫２）、山下 良平２）、片田
２）
春原 哲之 、藤森 英希２）、小林
長２）

昇志１）
裕１）
優１）

光世２）
正一２）

５５ 活動性病変を呈した、原発性回盲部腸結核の２症例
福井総合病院 外科１）、同 内科２）
藤田
隆１）、伊藤 雅之１）、北村 秀夫１）、小坂星太郎２）
奥谷
剛２）、岡田 映子２）、黒田ひとみ２）

６２ 大腸 sm 癌再発症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、富山逓信病院 外科２）
山下
要１）、源
利成１）、表
和彦１）、藤本 敏博１）
太田 孝仁１）、磨伊 正義１）、沢口
潔２）

５６ 化学療法が奏効した同時性肝転移を伴う同時性結腸・胃重
複癌の１治験例
町立富来病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 第１外科３）
橋本 琢生１）、山口 泰志２）、大村 健二３）

６３ 腸重積で発症したと考えられた下行結腸進行大腸癌の１例
金沢市立病院 消化器科１）、同 外科２）、健生病院 内科３）
渕崎宇一郎１）、酒井 明人１）、米島
学１）、飯田 茂穂２）
橋爪 泰夫２）、白崎 良明３）

第６５回
日
会
会

北陸地方会

時：平成７年６月３日土～４日日
場：富山県医師会館
第１会場：１階
第２会場：４階
長：富山赤十字病院 消化器内科 稲土

大ホール
会議室
修嗣

◆ラウンドテーブルディスカッション
「消化性潰瘍の維持療法は机上の空論か？」
司
会：富山医科薬科大学 第３内科
田中三千雄
金沢大学 第１内科
卜部
健
ディスカッサー１
富山医科薬科大学 第３内科１）
○安藤 隆夫１）、田中三千雄１）、渡辺 明治１）
ディスカッサー２
金沢大学 第１内科１）
○卜部
健１）、小林 健一１）
ディスカッサー３
金沢医科大学 消化器内科１）
○堤
幹宏１）、島中 公志１）、上嶋 康洋１）、伊藤
透１）、高瀬修二郎１）
ディスカッサー４
富山県立中央病院 内科１）、富山逓信病院 内科２）
○中川 彦人１）、米島 博嗣１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）、鵜浦 雅志１）、広瀬昭一郎２）
ディスカッサー５
高岡市民病院 胃腸科１）
○七澤
洋１）、伊藤 博行１）、國谷
等１）、巴陵 宣彦１）
ディスカッサー６
富山労災病院 内科１）
○野田 八嗣１）、竹森 康弘１）
ディスカッサー７
城端厚生病院 内科１）
○根井 仁一１）、北
俊之１）、吉羽 秀麿１）
ディスカッサー８
金沢市立病院 消化器科１）、同 内科２）
○米島
学１）、竹内 正勇１）、酒井 明人１）、安部 俊男２）、澤田
ディスカッサー９
福井県立病院 内科１）
○伊部 直之１）、西野 雅美１）、真田 治人１）、辰巳
靖１）
ディスカッサー１０
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
○平井 圭彦１）、松村
賢１）、西川 邦寿１）、野ツ俣和夫１）、山本
２）
藤井 茂彦 、山田 多希２）、野口 正人３）
ディスカッサー１１
大滝病院１）
○萩野 正樹１）、大滝 秀穂１）
ディスカッサー１２
竹越内科クリニック１）
○竹越 國夫１）
◆特別講演
「大腸内視鏡診断における拡大観察（ピットパターン）」
秋田赤十字病院 胃腸センター 外科
工藤 進英

大成２）

広幸１）、松下

利雄１）

◆会長講演
「EMRの進歩－４点固定法のその後の展開－」
富山赤十字病院 消化器内科
稲土

修嗣

◆特別講演
「内視鏡下超音波診断－上部消化管における現状と展望－」
山口労災病院 消化器内科
相部
剛
◆一般演題
０１ 滑脱型食道裂孔ヘルニアを合併した食道アカラジアの１例
富山医科薬科大学 第１外科１）、国立療養所富山病院 外科２）
同 小児科３）
大場 泰良１）、山下 昭雄１）、津田 基晴１）、塩谷 謙二２）
沼田 直子３）
０２ 内視鏡的に切除し得た食道顆粒細胞腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
槙本 伸哉１）、芳尾 幸松１）、福田加奈子１）、五十嵐雅秀１）
若林 泰文１）、坂東
毅１）、徳舛 康良１）、中谷 敦子１）
１）
田中三千雄 、渡辺 明治１）
０３ 食道胃静脈瘤症例における RI経脾門脈造影法の検討
富山医科薬科大学 第２外科１）
霜田 光義１）、長田 拓哉１）、坂東
正１）、山岸 文範１）
１）
１）
白崎
功 、田沢 賢次 、藤巻 雅夫１）
０４ バルーン下逆行性経静脈的塞栓術（BRTO）によって治療
した胃静脈瘤の２例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 放射線科２）、同 内科３）
西川 邦寿１）、村北
肇１）、松村
賢１）、平井 圭彦１）
１）
１）
野ツ俣和夫 、山本 広幸 、松下 利雄１）、左合
直２）
２）
３）
３）
野口 正人 、豊岡 重剛 、川瀬 満雄 、向野
栄３）
０５ 当科における食道表在癌症例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
宇野 雄祐１）、吉野 裕司１）、持木
大１）、土田
１）
１）
龍沢 泰彦 、八木 真悟 、藤岡 重一１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）

敬１）
哲司１）

０６ 上部内視鏡検査における透明フードの有用性の検討
福井県済生会病院 内科１）、村井内科病院２）
橘
良哉１）、青島 敬二１）、福岡 賢一１）、岡藤 和博１）、
登谷 大修１）、田中 延善１）、柳
碩也１）、村井 一郎２）
０７ 小児の上部消化管異物症例における検討
友仁山崎病院 内科１）、福井医科大学 第３内科２）
東田
元１）、鈴木 智恵１）、高橋 利彰１）、矩
山崎 時雄１）、石崎 武志２）、中井 継彦２）

照幸１）

０８ 超音波内視鏡により経過観察しえた上部消化管腐蝕性病変
の１例
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
小市 勝之１）、小川 滋彦１）、中野由美子１）、池田 直樹１）
若林 時夫１）、川上 和之２）、岩上
栄２）、川浦 幸光２）
０９ Hel
i
cobact
erPyl
or
i
（HP）の関与が示唆された内視鏡後
AGMLの２例
富山市民病院 内科１）
青山
庄１）、樋上 義伸１）、高橋 洋一１）
１０ 腺性肥厚性胃炎と鳥肌胃粘膜を合併した１例
金沢大学 第２内科１）、同 病理部２）
小林 友美１）、岡本 理花１）、岡田 俊英１）、竹田
馬渕
宏１）、野々村昭孝２）

康男１）

１１ 多発性急性十二指腸潰瘍を繰り返し認めた C型肝硬変の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
北川 真澄１）、土島
睦１）、浦島左千夫１）、上嶋 康洋１）
１）
伊藤
透 、川原
弘１）、堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）
１２ シドニー分類における胃炎と H.pyl
or
iの検討－胃・十二
指腸潰瘍との関連に基づいて－
友仁山崎病院 内科１）、福井医科大学 第３内科２）
鈴木 智恵１）、東田
元１）、高橋 利彰１）、矩
照幸１）
１）
２）
２）
山崎 時雄 、石崎 武志 、中井 継彦
１３ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
（HP）感染診断における培養法と迅速
ウレアーゼテスト不一致例の検討
富山労災病院 内科１）
野田 八嗣１）、竹森 康弘１）
１４ 低用量の１３C尿素を用いた１３C尿素呼気試験の検討
友仁山崎病院 内科１）、福井医科大学 第３内科２）
鈴木 智恵１）、東田
元１）、高橋 利彰１）、矩
照幸１）
１）
２）
２）
山崎 時雄 、石崎 武志 、中井 継彦
１５ アンモニアイオンセンサーの内視鏡的 H.pyl
or
i
診断への応用
福井医科大学 第２内科１）、福井県立大学 第１看護学科２）
日本光電株 R&Dセンター３）
伊藤 重二１）、道上
学１）、守安 秀行１）、宮地 英生１）
１）
伊藤 義幸 、大滝 美恵１）、佐藤富貴子１）、中永 昌夫１）
東
健１）、鈴木 邦夫１）、郡
大裕１）、栗山
勝１）
２）
３）
加藤 卓次 、中村 通宏
１６ 早期胃癌再発症例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
吉野 裕司１）、持木
大１）、宇野 雄祐１）、土田
龍澤 泰彦１）、八木 真悟１）、藤岡 重一１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）

敬１）
哲司１）

１７ Gast
r
i
t
i
scyst
i
capol
yposaを伴った、残胃の多発胃癌の
１例
金沢医科大学 一般消化器外科１）、同 病院病理部２）
吉田
茂１）、菅谷 純一１）、高野
靖１）、中野 泰治１）
１）
１）
秋山 高儀 、冨田冨士夫 、斎藤 人志１）、小坂 健夫１）
喜多 一郎１）、高島 茂樹１）、松能 久雄２）
１８ 残胃早期癌、とくに断端癌 st
umpcar
ci
nomaの病理組織
学的特徴と早期診断へのアプローチ
金沢大学がん研究所 外科１）
高木サユリ１）、野村 英弘１）、黄
承東１）、平野 晃一１）
１）
１）
山下
要 、藤岡
央 、渡辺美智夫１）、安本 和生１）
１）
表
和彦 、源
利成１）、太田 孝仁１）、磨伊 正義１）
１９ 胃の r
eact
i
vel
ymphor
et
i
cul
arhyper
pl
asi
a（RLH）の経
過中に悪性リンパ腫に移行した１例
金沢大学がん研究所 外科１）、見谷内科医院２）
藤岡
央１）、表
和彦１）、黄
承東１）、平野 晃一１）
１）
１）
溝口 雅之 、山下
要 、野村 英弘１）、源
利成１）
１）
１）
２）
太田 孝仁 、磨伊 正義 、見谷
巌

２０ 放射線療法、化学療法が奏功した胃扁平上皮癌の１例（内視
鏡像を中心に）
富山医科薬科大学 第２外科１）
野村 直樹１）、坂本
隆１）、吉野 友康１）、長田 拓哉１）
大上 英夫１）、野本 一博１）、井原 祐治１）、黒木 嘉人１）
東山 考一１）、清水 哲朗１）、斎藤 光和１）、沢田石 勝１）
山下 芳朗１）、唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）

３０ 検診での肝機能異常を契機に診断された早期 Vat
r
er乳頭部
癌の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、同 外科２）
藤井 保治１）、大坪公志郎１）、坂井 潤太１）、阿依 古麗１）
中谷マルシア智恵美１）、山口 泰志１）、毛利 郁朗１）
渡辺 弘之１）、元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）
２）
太田 孝仁

２１ 内視鏡的に１年３ヵ月間の追跡を行い得た胃平滑筋肉腫の
１例
福井県立病院 外科１）
福井赤十字病院 病理２）
山村
修１）、細川
治１）、森田 信人１）、津田 昇志１）
１）
木谷 栄一 、渡辺 国重１）、谷川
裕１）、武田 孝之１）
１）
１）
村北 和広 、白崎 信二 、山道
昇１）、道傳 研司１）
北島 竜美１）、原
拓央１）、小西二三男２）

３１ 内視鏡的超音波検査が有用であった非露出腫瘤型乳頭部癌
の１例
高岡市民病院 胃腸科１）、富山医科薬科大学 第３内科２）
伊藤 博行１）、七澤
洋１）、國谷
等１）、巴陵 宣彦１）
圓谷 朗雄２）、坂東
毅２）、中谷 敦子２）、五十嵐雅秀２）
中村
暁２）、田中三千雄２）、渡辺 明治２）

２２ A型胃炎に合併した胃カルチノイド腫瘍が疑われた１例
金沢大学 第１内科１）
上山本伸治１）、中浜
亨１）、蓑内 慶次１）、北野 善郎１）
寺崎 修一１）、河合 博志１）、下田
敦１）、卜部
健１）
１）
１）
松下 栄紀 、金子 周一
２３ 特異な十二指腸病変を呈した HenochSchonl
ei
n紫斑病
の１例
金沢大学 第２内科１）、同 病理部２）
南ヶ丘病院３）
岡本 理花１）、小林 友美１）、津川 周三１）、岡田 俊英１）
竹田 康男１）、馬渕
宏１）、野々村昭孝２）、森
明弘３）
２４ Br
unner腺過形成に伴った十二指腸腺腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
芳尾 幸松１）、槙本 伸哉１）、若林 泰文１）、中谷
圓谷 朗雄１）、宮元
歩１）、田中三千雄１）、渡辺

敦子１）
明治１）

２５ 高カロリー輸液、サルチルアゾサルファピリジンの投与に
て改善した腸型ベーチェット病の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
川田 直幹１）、中積 智子１）、荒木 一郎１）、上野 敏男１）
森永 健市１）
２６ 腸管ベーチェットの１例
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 血液内科２）
同 病理３）
吉田
功１）、大森 俊明１）、松田 博人１）、島崎
仁木 健雄２）、車谷
宏３）

英樹１）

２７ 富山市における胃癌検診の異所部位チェックの実態
富山市医師会１）
吉田
誠１）、山脇 武敏１）、西邨 啓吾１）、島田 一彦１）
古屋 正人１）、篁
靖男１）、土田
豊１）、山本
巌１）
２８ 大腸癌検診にて発見された早期大腸癌症例の検討
富山市医師会１）
島田 一彦１）、西邨 啓吾１）、山脇 武敏１）、吉田
古屋 正人１）、山本
巌１）

誠１）

２９ 腹腔鏡で著明なリンパ小水泡が観察された肝内門脈閉塞を
伴う PBCst
ageⅡの１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）
同 病理部３）
野ツ俣和夫１）、村北
肇１）、松村
賢１）、平井 圭彦１）
１）
１）
西川 邦寿 、山本 広幸 、松下 利雄１）、清水 元茂２）
豊岡 重剛２）、川瀬 満雄２）、向野
栄２）、小西二三男３）

３２ 悪性胆道狭窄に対する内瘻化－ Cover
edAccuf
l
exの挿入
経験－
友仁山崎病院 内科１）、福井医科大学 第３内科２）
東田
元１）、鈴木 智恵１）、高橋 利彰１）、矩
照幸１）
山崎 時雄１）、石崎 武志２）、中井 継彦２）
３３ PTCCS.ESTにて截石した高齢者胆嚢、総胆管結石の２例
西尾市民病院 内科（現玄クリニック）１）
杉浦
玄１）
３４ 腹腔鏡下胆嚢摘出術開腹移行例の検討
富山赤十字病院 外科１）
高橋 英雄１）、大和 太郎１）、東出 慎治１）、魚津
長谷川 洋１）、関川
博１）

幸蔵１）

３５ 粘液産生性進行膵癌の検討
済生会金沢病院 消化器内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理４）
国立金沢病院 内科５）、同 病理６）
若林 時夫１）、池田 直樹１）、早川 康浩１）、小川 滋彦１）
高橋 志郎２）、川浦 幸光３）、川島 篤弘４）、森本日出雄５）
渡辺騏七郎６）
３６ 当院における偽膜性大腸炎症例の検討
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 病理４）
村北
肇１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、野ツ俣和夫１）
１）
１）
平井 圭彦 、山本 広幸 、松下 利雄１）、向野
榮２）
川瀬 満雄２）、豊岡 重剛２）、藤井 茂彦２）、野口 正人３）
小西二三男４）
３７ 原発性アミロイドーシスの１例
福井赤十字病院 消化器科１）
同 病理部２）
同 放射線科３）
同 内科４）
松村
賢１）、西川 邦寿１）、村北
平井 圭彦１）、山本 広幸１）、松下
野口 正人３）、下條 途夫４）、豊岡
向野
榮４）

肇１）、野ツ俣和夫１）
利雄１）、小西二三男２）
重剛４）、川瀬 満雄４）

３８ マイクロ波凝固止血が有効であった放射線腸炎の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
福田加奈子１）、五十嵐雅秀１）、若林 泰文１）、中村
曉１）
宮元
歩１）、圓谷 朗雄１）、清水 幸裕１）、田中三千雄１）
渡辺 明治１）
３９ 限局性に mucosalbr
i
dgeの形成をみた col
i
t
i
sの１例
国立金沢病院 外科１）、同 研究検査科２）
木村 俊久１）、小島 靖彦１）、竹川
茂１）、桐山 正人１）
１）
２）
津田 宏信 、渡辺騏七郎

４０ 内視鏡切除を行った大腸顆粒細胞腫の２例
石川勤労者医療協会城北病院 内科１）、同 病理２）
大野 健次１）、平沢 好武１）、清光 義則１）、白崎
袖本 幸男２）
４１ 内視鏡切除を行った大腸リンパ管腫の１例
石川勤労者医療協会健生病院 内科１）、同 城北病院
大野 健次１）、白崎 良明１）、袖本 幸男２）

良明１）

病理２）

４２ 内視鏡的粘膜切除を施行した大腸血管腫の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
船崎
勉１）、伊藤
透１）、島中 公志１）、澤田
信１）
川原
弘１）、堤
幹宏１）、松田 芳郎１）、高瀬修二郎１）
４３ 高齢者に発症した回腸癌の１例
金沢大学がん研究所 外科１）、松任中央病院 内科２）
溝口 雅之１）、表
和彦１）、黄
承東１）、平野 晃一１）
１）
１）
山下
要 、野村 英弘 、藤岡
央１）、源
利成１）
１）
１）
２）
太田 孝仁 、磨伊 正義 、古沢 明彦
４４ 横行結腸のⅡ c＋Ⅱ a型早期癌の１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）、城端厚生病院 内科３）
国立金沢病院 研究検査科４）
野村 泰三１）、村
俊成１）、坂東 平一１）、魚谷 知佳２）
根井 仁一３）、渡辺騏七郎４）
４５ 大腸 sm 癌の病理的、形態学的検討
辰口芳珠記念病院 外科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 病理４）、寺井病院 内科５）
今堀
努１）、上田
博１）、中
文彦１）、田島 秀浩１）
２）
３）
太田 秀樹 、井田 正博 、松原 藤継４）、清光 義則５）
４６ ヘリカル CTによる深達度診断下に経肛門下 mi
cr
osur
ger
y
を施行した直腸 sm 癌の１例
北陸中央病院 外科１）、金沢大学 第１外科２）
富山医薬大 第１病理３）
藤森 英希１）、岩瀬 孝明１）、野沢
寛１）、西浦 和男１）
２）
３）
金平 永二 、山下 弘子
４７ 内視鏡的に切除した大腸平滑筋腫の５例
富山赤十字病院 消化器内科１）、光ケ丘病院 消化器内科２）
五十嵐雅秀１）、稲土 修嗣１）、沖田 英明１）、宮際
幹１）
２）
２）
新敷 吉成 、笠島
真

４８ 内視鏡下切除を施行した大腸粘膜下腫瘍の検討
医療法人有松中央病院 外科胃腸科１）、同 内科２）
国立金沢病院 研究検査科３）
田中 松平１）、高畠 一郎１）、平野 勝康１）、吉田
織田 裕之２）、前川 正知２）、渡辺騏七郎３）

千尋１）

４９ 直腸平滑筋肉腫の１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
足立 浩司１）、大場
栄１）、稲垣
豊１）、森本日出雄１）
１）
２）
杉岡 五郎 、竹川
茂 、小島 靖彦２）、渡辺騏七郎３）
５０ 直腸に２病巣を認め、短時間に色調変化を繰り返した直腸
カルチノイドの１例
北陸病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学医学部付属病院 病理部３）
増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、竹田 亮祐１）、加藤 明之２）
羽柴
厚２）、牧野
勉２）、野々村昭孝３）
５１ 胃生検後に胃粘膜に円形陥凹を形成した１例
城端厚生病院 外科１）、同 内科２）
吉羽 秀麿１）、松
智彦１）、北
俊之２）、根井

仁一２）

５２ 消化管内視鏡検査に伴う消化管穿孔の３例
金沢大学 第２外科１）
大西 一朗１）、高村 博之１）、山本 精一１）、伊与部尊和１）
谷
卓１）、西村 元一１）、橋本 哲夫１）、藤村
隆１）
１）
１）
１）
清水 康一 、八木 雅夫 、三輪 晃一 、宮崎 逸夫１）
５３ 内視鏡的ポリペクトミー後翌日、咳嗽発作にて穿孔をきた
した盲腸平滑筋腫の１例
NTT金沢病院 外科１）、同 内科２）、浅野内科医院３）
国立金沢病院 研究検査科４）
村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東 平一１）、魚谷 知佳２）
浅野 繁尚３）、渡辺騏七郎４）
５４ 留置スネアを用いた大型大腸ポリープの切除
富山県立中央病院 内科１）、同 病理２）
里村 吉威１）、早川 康浩１）、米島 博嗣１）、荻野
中川 彦人１）、鵜浦 雅志１）、三輪 淳夫２）

英朗１）

第６６回
日
会
会

北陸地方会

時：平成７年１１月２６日日
場：金沢大学医学部
第１会場：基礎講義室Ⅰ
第２会場：基礎講義室Ⅱ
長：金沢市立病院 消化器科 米島
學

◆ビデオシンポジウム
「内視鏡的外科手術の適応と限界」
司
会：浅ノ川総合病院 外科
上野 桂一
済生会金沢病院 内科
若林 時夫
１．腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応と限界
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○秋山 高儀１）、佐原 博之１）、瀬戸啓太郎１）、冨田富士夫１）、斉藤 人志１）、小坂 健夫１）
喜多 一郎１）、高島 茂樹１）
２．腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応と限界－上腹部手術既往例、肝硬変合併例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術－
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）
○薮下 和久１）、小西 孝司１）、経田
淳１）、田沢 賢一１）、井上 哲也１）、江嵐 充治１）
木村 寛伸１）、前田 基一１）、黒田 吉隆１）、辻
政彦１）、里村 吉威２）、中川 彦人２）
２）
鵜浦 雅志
３．腹腔鏡下総胆管切石術施行例の検討
福井県立病院 外科１）
○林
裕之１）、道傳 研司１）、白崎 信二１）、森田 信人１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）
４．早期胃癌に対する腹腔鏡下手術の適応と限界
金沢大学 第１外科１）、南ヶ丘病院 外科２）、氷見市民病院 胃腸科３）、金沢市立病院 外科４）
城端厚生病院 外科５）
○金平 永二１）、渡邊
透１）、川西
勝１）、梶田 剛司１）、宮永 太門１）、大村 健二１）
１）
２）
渡辺 洋宇 、森
明弘 、若狭林一郎３）、橋爪 泰夫４）、松
智彦５）、吉羽 秀麿５）
５．胃、十二指腸潰瘍に対する選択的迷走神経切離術の適応と限界
南ヶ丘病院 外科１）、金沢大学 第１外科２）
○森
明弘１）、金平 永二２）
６．大腸疾患に対する腹腔鏡下手術の適応
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
○稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、加藤 泰史１）、池谷 朋彦１）、山本 正己１）、山本
誠２）
７．腸管穿孔、癒着に対する適応と限界
氷見市民病院 胃腸科１）、同 外科２）
○若狭林一郎１）、和田 真也２）、野澤
寛２）、高田
理２）、木元 文彦２）、牧野 哲也２）
２）
２）
村田 修一 、清崎 克美
８．副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘出術
福井県済生会病院 外科１）、同 泌尿器科２）
○笠原 善郎１）、宗本 義則１）、徳楽 正人１）、森田 克也１）、三井
毅１）、浅田 康行１）
１）
１）
１）
１）
小林 弘明 、飯田 善郎 、三浦 将司 、藤沢 正晴 、山本 秀和２）、高橋 雅彦２）
菅田 敏明２）
９．脾摘術における適応と限界
福井医科大学 第２外科１）
○下松谷 匠１）、堀内 哲也１）、平松 義規１）、天谷 博一１）、吉田
誠１）、宮永 克也１）
１）
１）
１）
横町
順 、谷川 允彦 、村岡 隆介
１０．腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の適応と問題点
金沢市立病院 外科１）
○橋爪 泰夫１）、大竹由美子１）、飯田 茂穂１）

◆特別講演
「食道・胃静脈瘤に対する内視鏡治療」
福島県立医科大学 第２内科
小原
「苦痛なき内視鏡検査」
クマガイサテライトクリニック
熊谷

勝敏
義也

◆一般演題
０１ 診断が困難であった胃内異物の１例
加賀八幡温泉病院１）、金沢大学医学部 第１外科２）
加藤 明之１）、山口 昌夫１）、川西
勝１）、宮永
長利あゆみ１）、小泉 博志１）、春原 哲之２）、金平
大村 健二２）、渡辺 洋宇２）

太門１）
永二２）

０２ 胃前庭部毛細血管拡張症と思われる１男性例
北陸病院 内科１）
金沢大学医学部付属病院 病理部２）
増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、竹田 亮祐１）、野々村昭孝２）
０３ 胃 mucosalbr
i
dgeの一例
上市厚生病院 内科１）、金沢大学医学部 第一内科２）
佐藤 幸浩１）、中村
浩１）、久保
正１）、北野 善郎２）
２）
河合 博志

１１ 人間ドックで発見された胃神経原性腫瘍の一例
福井県立成人病センター 若狭分院１）、福井県立病院 外科２）
福井赤十字病院 病理３）
樋下 徹哉１）、細川
治２）、林
寛之２）、原
拓央２）
２）
２）
２）
高嶋 吉浩 、林
裕之 、山道
昇 、村北 和広２）
２）
２）
武田 孝之 、谷川
裕 、森田 信人２）、渡部 国重２）
２）
木谷 栄一 、津田 昇志２）、小西二三男３）
１２ 胃粘膜下腫瘍の診断における超音波内視鏡検査の意義
金沢大学がん研究所 内科１）、同 外科２）
公立松任中央病院 内科３）、黒部市民病院 内科４）
○大坪公士郎１）、毛利 久継１）、坂井 潤太１）、多賀 浩美１）
山口 泰志１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）、岡井
高１）
１）
２）
３）
澤武 紀雄 、磨伊 正義 、古沢 明彦 、牧野
博４）

０４ 胃の出血性病変に対する内視鏡的結紮法（EVL）の応用
恵寿総合病院 外科・胃腸科１）
森
和弘１）、松村 昭宏１）、安居 利晃１）、竹田 利弥１）
鎌田
徹１）、秋本 龍一１）、神野 正博１）

１３ 胃粘膜下腫瘍の検討
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理科２）
黒川
勝１）、村上
望１）、菊地
勤１）、荒能
１）
１）
長尾
信 、斎藤
裕 、平野
誠１）、橘川
増田 信二２）

０５ 内視鏡的胃瘻造設により再発防止を行った反復性胃軸捻転
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）、小沼 邦男１）、梶本 照穂１）

１４ 内視鏡的に切除し得た巨大胃ポリープの１例
市立敦賀病院 内科１）、金沢大学 第二病理２）
太田
肇１）、両林 英之１）、若山 友彦２）、佐々木素子２）
細
正博２）

０６ OneSt
epBut
t
onによる減圧胃瘻が QOLの改善に有用で
あった癌性腹膜炎（イレウス）の１症例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
○小川 滋彦１）、中野由美子１）、池田 直樹１）、早川 康浩１）、
若林 時夫１）、岩上
栄１）、川上 和之１）、川浦 幸光１）

１５ 腺腫様の異型上皮層によって被われた胃過形成性ポリープ
の内視鏡的切除の一例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
雫石 祥子１）、大野 健次１）、平沢 好武１）、山本 和利１）
清光 義則１）、古田 和雄２）、原
和人２）、袖本 幸男３）

０７ ヘリコバクター・ピロリ診断における PYROLITEKTEST
KI
Tの有用性について
福井医科大学 第二内科１）、福井県立大学２）
○金田 大太１）、伊藤 義幸１）、桑原麻由子１）、李
相植１）
１）
１）
１）
守安 秀行 、宮地 英生 、山崎 幸直 、大滝 美恵１）
佐藤富貴子１）、中永 昌夫１）、伊藤 重二１）、東
健１）
１）
２）
栗山
勝 、加藤 卓次

１６ 胃小細胞癌の一例
黒部市民病院 内科１）、同 外科２）
森岡
健１）、牧野
博１）、竹山

０８ 内視鏡後 AGMLと H.pyl
or
i感染
富山労災病院 内科１）
酒井 佳夫１）、野口
晃１）、竹森 康弘１）、野田

八嗣１）

０９ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
（HP）の除菌療法（第２報）－漢方に
よる除菌治療の検討－
友仁山崎病院 内科１）、福井医科大学 第３内科２）
○東田
元１）、小坂星太郎１）、高橋 利彰１）、矩
照幸１）
１）
１）
２）
奥野 資夫 、山崎 時雄 、鈴木 智恵 、石崎 武志２）
中井 継彦２）
１０ 性状を逆追跡し得た胃平滑筋腫の１例
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）、同 外科２）
同 病理部３）
池田 直樹１）、早川 康浩１）、小川 滋彦１）、若林
岩上
栄２）、川上 和之２）、川浦 幸光２）、川島

時夫１）
篤弘３）

１７ 胃扁平上皮癌の１切除
北陸病院 外科１）、同 内科２）
矢崎
潮１）、羽柴
厚１）、牧野
増永 高晴２）、篠崎 公秀２）

義彦１）
弘勝１）

茂２）

勉１）、高山

嘉宏２）

１８ 胃悪性リンパ腫と鑑別を要した胃癌の一例
NTT金沢病院 内科１）
同 外科２）
魚谷 知佳１）、村
俊成２）、野村 泰三２）、坂東

平一２）

１９ 表層拡大型胃癌（Ⅱ c＋Ⅱ b：m：１１.
５×１４.
２㎝：si
g）の
１例
城北病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
古田 和雄１）、斎藤 典才１）、横山
隆１）、原
和人１）
２）
２）
３）
大野 健次 、清光 義則 、袖本 幸男
２０ 超音波内視鏡が有用であった粘膜下腫瘍様小進行胃癌の１
例
金沢医科大学 消化器内科１）、同 病理２）
○北川 真澄１）、船崎
勉１）、伊藤
透１）、高瀬修二郎１）
２）
２）
堀
裕子 、松能 久雄 、野島 孝之２）

２１ O-Ⅱ c＋Ⅱ bの所見を呈した高度進行胃癌の一例
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
同 病理３）
津沢 豊一１）、坂本
隆１）、島多 勝夫１）、斎藤 文良１）
野村 直樹１）、山下
巌１）、清水 哲朗１）、斎藤 光和１）
１）
山下 芳朗 、唐木 芳昭１）、田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）
新敷 吉成２）、愛場 信康２）、若林 泰文２）、田中三千雄２）
酒井
剛３）
２２ 膜性腎症で発症した胃癌症例
金沢大学 第一内科１）
月岡 幹雄１）、伊藤 和代１）、中浜
河合 博志１）、寺崎 修一１）、下田
松下 栄紀１）、金子 周一１）

亨１）、蓑内
敦１）、卜部

２３ 微小および小胃癌の臨床病理学的検討
福井医科大学 第一外科１）
太田 信次１）、広瀬 和郎１）、前原 正典１）、土山
小林 泰三１）、新本 修一１）、片山 寛次１）、山口
中川原儀三１）
２４ 腺境界別にみた小胃癌の病理学的特徴
金沢大学がん研究所 外科１）
高木サユリ１）、平野 晃一１）、溝口 雅之１）、山下
野村 英弘１）、藤岡
央１）、表
和彦１）、源
１）
１）
太田 孝仁 、磨伊 正義
２５ 残胃吻合部早期癌症例の検討
福井県立病院 外科１）、福井日赤病院 病理２）
原
拓央１）、細川
治１）、渡辺 国重１）、高嶋
１）
林
裕之 、道傳 研司１）、白崎 信二１）、山道
村北 和広１）、武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田
木谷 栄一１）、津田 昇志１）、小西二三男２）

慶次１）
健１）

智邦１）
明夫１）

要１）
利成１）

３２ 微小胆嚢癌を合併した膵管胆道合流異常症の一例－合流異
常症における胆嚢粘膜の細胞増殖活性の検討－
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）、同 病理科３）
江嵐 充治１）、小西 孝司１）、井上 哲也１）、木村 寛伸１）
前田 基一１）、藪下 和久１）、里村 吉威２）、中川 彦人２）
三輪 淳夫３）
３３ 胆管ドレナージ術を施行した症例の術後経過（特に合併症）
についての検討
富山県立中央病院 内科１）
○米島 博嗣１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）、中川 彦人１）
鵜浦 雅志１）
３４ Endobi
l
i
ar
yst
ent
i
ngにより治療した術後右肝管胆汁瘻の
一例
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）
井上 哲也１）、小西 孝司１）、川村 泰一１）、江嵐 充治１）
藪下 和久１）、里村 吉威２）、中川 彦人２）
３５ 興味ある進展様式を呈した傍十二指腸乳頭部癌の１例
友仁山崎病院 内科１）、福井医科大学 第３内科２）
○小坂星太郎１）、東田
元１）、高橋 利彰１）、矩
照幸１）
１）
１）
２）
奥野 資夫 、山崎 時雄 、鈴木 智恵 、石崎 武志２）
中井 継彦２）
３６ 高カルシウム血症による膵炎の２例
富山県立中央病院 内科１）、同 病理２）
室林
治１）、里村 吉威１）、米島 博嗣１）、荻野
臼田 里佳１）、中川 彦人１）、鵜浦 雅志１）、三輪

吉浩１）
昇１）
信人１）

２６ 胃 粘 膜 下 腫 瘍 に 対 す る 腹 腔 鏡 下 胃 部 分 切 除 術（l
esi
on
l
i
f
t
i
ng法）の経験
済生会高岡病院 外科１）、金沢大学 第一外科２）
森下
実１）、渡辺
透１）、佐々木正寿１）、金平 永二２）
２７ 早期胃癌に対する腹腔鏡下外科手術の経験
友仁山崎病院 内科１）、福井医科大学 第３内科２）
○東田
元１）、矩
照幸１）、中井 継彦２）
２８ 当科における腹腔鏡下胆嚢摘除術５７０症例の検討
福井県立病院 外科１）
永井 勝也１）、森田 信人１）、津田 昇志１）、木谷 栄一１）
渡辺 国重１）、谷川
裕１）、武田 孝之１）、細川
治１）
村北 和広１）、山道
昇１）、白崎 信二１）、道傳 研司１）
林
裕之１）、高嶋 吉浩１）、原
拓央１）
２９ 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に、臍下トロカール孔より生じた腹
壁瘢痕ヘルニアの１例
富山赤十字病院 外科１）
宮本 直樹１）、大和 太郎１）、高橋 英雄１）、魚津 幸蔵１）
長谷川 洋１）、関川
博１）
３０ PSC類似の胆道造影所見を呈した急性胆管炎と考えられた
１例
厚生連滑川病院 内科１）
小栗
光１）、小川 忠邦１）
３１ 人間ドックを契機に発見された胆道非拡張型膵胆管合流異
常に伴う胆嚢癌の１例
金沢市立病院 内科１）、同 外科２）
津田真希子１）、米島
學１）、酒井 明人１）、竹内 正勇１）
２）
橋爪 泰夫 、大竹由美子２）、飯田 茂穂２）

３７ ESWLにて治療した膵石症の１例
金沢市立病院 消化器科１）
竹内 正勇１）、酒井 明人１）、米島

英朗１）
淳夫２）

學１）

３８ 超細径ファイバーを用いた膵管内視鏡にて観察しえた粘液
産生膵腫瘍の１例
国立金沢病院 内科１）
石川県済生会金沢病院 消化器内科２）
金沢大学 第一内科３）
○足立 浩司１）、酒井美智子１）、大場
栄１）、稲垣
豊１）
森本日出雄１）、杉岡 五郎１）、若林 時夫２）、卜部
健３）
３９ オーバーチューブを使用した内視鏡的食道粘膜切除術の経
験（第２報）
浅ノ川総合病院 内科１）
○荒木 一郎１）、北村
勝１）、中積 智子１）、倉島 一喜１）
１）
川田 直幹 、橘
彩路１）、上野 敏男１）、森永 健市１）
４０ 高度食道狭窄に対して Ul
t
r
af
l
exMet
al
l
i
cSt
entを用いて
拡張術を行った１例
国立金沢病院 内科１）、同 研究検査科２）
○酒井美智子１）、足立 浩司１）、大場
栄１）、稲垣
豊１）
森本日出雄１）、杉岡 五郎１）、渡辺騏七郎２）
４１ 食道癌術後再建胃管による圧排性無気肺を呈した一例
氷見市民病院 外科１）、同 胃腸科２）
○野澤
寛１）、木元 文彦１）、高田
理１）、牧野 哲也１）
１）
１）
村田 修一 、清崎 克美 、和田 真也２）、若狭林一郎２）
４２ 食道結核の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 病理２）、同 放射線科３）
同 内科４）
西川 邦寿１）、村北
肇１）、松村
賢１）、野ツ俣和夫１）
平井 圭彦１）、山本 広幸１）、松下 利雄１）、小西二三男２）
左合
直３）、野口 正人３）、藤井 茂彦４）、豊岡 重剛４）
川瀬 満雄４）、向野
栄４）

４３ Cobbl
est
one様所見を呈した腸管気腫性嚢胞症の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○赤尾 浩慶１）、島中 公志１）、上嶋 康洋１）、伊藤
透１）
川原
弘１）、堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）

５２ 当科における大腸腫瘍表面ピットパターンの検討
富山医科薬科大学 第２外科１）
沢田 成朗１）、魚谷 英之１）、岡本 政広１）、増山 喜一１）
山本 克弥１）、竹森
繁１）、新井 英樹１）、坂本
隆１）
田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）

４４ 内視鏡にて診断した大腸潰瘍性病変について
金沢赤十字病院 内科１）
大野 秀棋１）、小松 義和１）、岩田
章１）
４５ 大腸内視鏡検査を契機に顕在化したと思われる虚血性大腸
炎の一例
金沢大学がん研究所 内科１）
○多賀 浩美１）、坂井 潤太１）、大坪公士郎１）、蘇
式兵１）
１）
１）
１）
阿依 古麗 、山口 泰志 、渡辺 弘之 、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）
４６ 大腸粘膜剥脱が著明ですだれ状穿孔を起こした急性電撃型
潰瘍性大腸炎の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）
同 外科２）
○奥村 義治１）、中村 勇一１）、種井 政信１）、中泉 治雄２）
牛島
聡２）、森
善裕２）、古川 幸夫２）、関戸 伸明２）
４７ 出産後、臨床症状の増悪によりクローン病の診断がなされ
た１例
金沢大学 第２内科１）
西田 泰之１）、小林 友美１）、岡田 俊英１）、竹田 康男１）
馬渕
宏１）
４８ 消化器症状を初発として短期間に完全型ベーチェット病に
移行した１例
金沢大学 第２内科１）、公立加賀中央病院２）
小林 友美１）、清水 美保１）、岡田 俊英１）、竹田 康男１）
馬渕
宏１）、山田 隆千２）、小林 武嗣２）
４９ I
p型ポリープの形態をとった大腸静脈性血管腫の２例
市立砺波総合病院 内科１）、同 内視鏡室２）
同 病理３）
根本 朋幸１）、金井 正信１）、杉本 立甫１）、伴登 宏行２）、
酒徳 光明２）、荒川 龍夫２）、安念 有声３）
５０ 出血を契機に発見された小児のポリープ３例
福井医科大学 第二内科１）、同 小児科２）
同 第二外科３）
李
相植１）、伊藤 重二１）、道上
学１）、金田
１）
１）
桑原麻由子 、守安 秀行 、伊藤 義幸１）、宮地
山崎 幸直１）、中永 昌夫１）、佐藤富貴子１）、東
栗山
勝１）、原
慶和２）、清原 郁子２）、谷澤
平岡 政弘２）、斎藤 正一２）、重松 陽介２）、谷川

５１ 糸付きクリップを用いた複数の大腸ポリープの回収法
市立砺波総合病院 胃腸科１）
伴登 宏行、荒川 龍夫１）

大太１）
英生１）
健１）
昭彦２）
允彦３）

５３ ２㎝未満の大腸早期癌類似進行癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）、澤口胃腸科クリニック２）
溝口 雅之１）、源
利成１）、平野 晃一１）、高木サユリ１）
１）
山下
要 、野村 英弘１）、藤岡
央１）、表
和彦１）
１）
１）
２）
太田 孝仁 、磨伊 正義 、澤口
潔
５４ 大腸 sm 癌の転移・再発に関する検討
金沢大学がん研究所 外科１）
平野 晃一１）、源
利成１）、溝口 雅之１）、山下
表
和彦１）、太田 孝仁１）、磨伊 正義１）
５５ 胃、大腸重複癌症例の検討
金沢大学がん研究所 外科１）
藤岡
央１）、平野 晃一１）、高木サユリ１）、溝口
山下
要１）、野村 英弘１）、表
和彦１）、源
１）
１）
太田 孝仁 、磨伊 正義
５６ 若年者（１９歳）大腸癌の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
亀水
忠１）、折戸 秀光１）、俵矢 香苗１）、宇野
龍沢 泰彦１）、八木 真悟１）、藤岡 重一１）、山田
北川
晋１）、中川 正昭１）
５７ 急速に発育・進展したと思われる大腸癌の４例
福井県立病院 外科１）
白崎 信二１）、武田 孝之１）、津田 昇志１）、木谷
渡辺 国重１）、森田 信人１）、谷川
裕１）、細川
１）
１）
村北 和広 、山道
昇 、道傳 研司１）、林
１）
高嶋 吉浩 、原
拓央１）

要１）

雅之１）
利成１）

雄祐１）
哲司１）

栄一１）
治１）
裕之１）

５８ ダグラス窩転移による直腸狭窄に対するステント留置の有
効性
医療法人有松中央病院 外科胃腸科１）、同 内科２）
田中 松平１）、高畠 一郎１）、平野 勝康１）、吉田 千尋１）
織田 裕之２）、前川 正知２）
５９ 直腸原発 MALTリンパ腫の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理２）
荒能 義彦１）、平野
誠１）、村上
望１）、長尾
１）
１）
菊地
勤 、黒川
勝 、橘川 弘勝１）、増田

信１）
信二２）

第６７回
日
会
会

北陸地方会

時：平成８年６月２日日
場：福井県医師会館
第１会場：５階
第２会場：４階
長：福井県立病院 外科 渡辺 国重

ホール
会議室

◆特別講演
「胃の悪性リンパ腫」
福岡大学筑紫病院 病理
「膵癌診断の進歩」
愛知がんセンター内視鏡部・放射線診断部

岩下

明徳

大橋

計彦

◆一般演題
０１ Pneumoact
i
vat
eEVLdevi
ceの使用経験
福井県済生会病院 内科１）
橘
良哉１）、登谷 大修１）、福岡 賢一１）、田中

延善１）

０２ 内視鏡的食道静脈瘤結紮術と内視鏡的食道静脈瘤硬化療法
の併用療法の有用性
南ケ丘病院 外科１）
疋島 一徳１）、森
明弘１）、綱村 幸夫１）、川尻 文雄１）
１）
宮崎 誠示
０３ EVLと血管外硬化療法の併用にて緩解が得られた胃静脈瘤
出血の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
大森 俊明１）、多治見守泰１）、吉田
功１）、松田 博人１）
島崎 英樹１）
０４ 内視鏡的硬化療法により止血しえた十二指腸水平脚巨大静
脈瘤の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
島中 公志１）、上嶋 康洋１）、浦島左千夫１）、伊藤
透１）
１）
１）
１）
土島
睦 、川原
弘 、堤
幹宏 、高瀬修二郎１）
０５ 脾臓シンチグラフィーにて側副血行路を確認し得た胃静脈
瘤合併門脈血栓症の１例
富山医科薬科大学 第２外科１）
富山赤十字病院 内科２）
山岸 文範１）、坂東
正１）、長田 拓哉１）、新井 英樹１）
１）
田内 克典 、霜田 光義１）、坂本
隆１）、藤巻 雅夫１）
２）
平岩 善雄
０６ 癌を疑わせた良性食道潰瘍の１例
福井医科大学 第１外科１）
土山 智邦１）、戸川
保１）、飯田
敦１）、藤田
１）
１）
太田 信次 、前原 正典 、新本 修一１）、片山
広瀬 和郎１）、中川原儀三１）
０７ 食道平滑筋腫に対する内視鏡切除の有用性
有松中央病院 外科胃腸科１）
同 内科２）
国立金沢病院 研究検査科３）
長尾
信１）、高畠 一郎１）、平野 勝康１）、吉田
山形 章夫２）、前川 正知２）、渡辺騏七郎３）

隆１）
寛次１）

千尋１）

０８ 高度食道狭窄の ULTRAFLEXEsophagealPr
ost
hesi
sに
よる治療経験
富山労災病院 外科１）
同 呼吸器外科２）
堀地
肇１）、林
智彦１）、高嶋
達１）、松木 伸夫１）
１）
２）
島
弘三 、熊木 健雄

０９ 化学放射線療法が著効し QOLの改善がえられた胸部食道
癌の１例
町立富来病院 外科１）
金沢大学 第１外科２）
橋本 琢生１）、大村 健二２）
１０ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
（H.Pyl
or
i
）診 断 に お け る Ur
ea
br
eat
ht
est
（UBT）の検討－培養法との比較検討－
富山労災病院 内科１）
加賀谷尚史１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
１１ H.Pyl
or
iの除菌療法（第３報）－ AMPCおよび CAM の
併用療法について－
友仁山崎病院 内科１）
福井医科大学 第３内科２）
小坂星太郎１）、鈴木 智恵１）、東田
元１）、高橋 利彰１）
１）
１）
矩
照幸 、奥野 資夫 、山崎 時雄１）、宮永
健２）
２）
２）
石崎 武志 、中井 継彦
１２ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
（H.pyl
or
i
）の分布から見た除菌率に
ついて
福井医科大学 第２内科１）
佐藤富貴子１）、伊藤 重二１）、東
健１）、守安 秀行１）
１）
１）
須藤 弘之 、伊藤 義幸 、宮地 英生１）、山崎 幸直１）
大滝 美恵１）、中永 昌夫１）、藪
剛爾１）、栗山
勝１）
１３ 粘膜下腫瘍の形態を示した胃潰瘍の１症例
富山医科薬科大学 第２外科１）
同 第１病理２）
湯口
卓１）、坂本
隆１）、野村 直樹１）、霜田
山下
巌１）、斉藤 文良１）、津沢 豊一１）、田内
斉藤 光和１）、清水 哲朗１）、藤巻 雅夫１）、前田

光義１）
克典１）
宣延２）

１４ ４ 年 間 の 胃 潰 瘍 経 過 観 察 中 に 形 成、消 失 を 繰 り 返 し た
Doubl
ePyl
or
usの１例
富山市立富山市民病院 内科１）
青山
庄１）、佐伯理恵子１）、樋上 義伸１）、高橋 洋一１）
１５ 内科的溶解療法を試みた植物胃石の２例
金沢大学がん研究所 外科１）
北村クリニック２）
野村 英弘１）、磨伊 正義１）、高橋
豊１）、太田 孝仁１）
表
和彦１）、藤岡
央１）、溝口 雅之１）、高木サユリ１）
北村 徳治２）
１６ 心不全症状を契機に発見された Gast
r
i
cAnt
r
alVascul
ar
Ect
asi
a（GAVE）の１例
金沢大学 第２内科１）
坂下 俊樹１）、小林 友美１）、安田 俊一１）、橋本 憲三１）
岡田 俊英１）、竹田 康男１）、馬渕
宏１）

１７ 一期的胃瘻ボタン造設２週間後に皮下に自然脱落・埋没し
た１症例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
加藤 充朗１）、奥村 義治１）、中村 勇一１）、中泉 治雄２）

２７ 当科における胃平滑筋肉腫７例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理科２）
俵矢 香苗１）、黒川
勝１）、大沢
武１）、永島 清和１）
龍沢 泰彦１）、八木 真悟１）、藤岡 重一１）、山田 哲司１）
北川
晋１）、中川 正昭１）、湊
宏２）、車谷
宏２）

１８ 内視鏡的胃瘻造設術を応用して長期栄養管理を試みた高齢
者上腸間膜動脈性十二指腸閉塞の１例
公立松任石川中央病院 内科１）
山川
治１）、古澤 明彦１）、中源 雅俊１）

２８ 超音波内視鏡を用いた胃粘膜下腫瘍の診断
富山医科薬科大学 第２外科１）
同 第３内科２）
斉藤 光和１）、坂本
隆１）、野村 直樹１）、山下
巌１）
１）
１）
１）
山田
明 、斉藤 文良 、魚谷 英之 、井原 祐治１）
坂東
正１）、黒木 嘉人１）、榊原 年宏１）、田内 克典１）
清水 哲朗１）、田沢 賢次１）、藤巻 雅夫１）、田中三千雄２）

１９ 内視鏡的に切除した多発性胃腺腫症の１例
福井温泉病院 内科１）
福井医科大学 第３内科２）
東田
元１）、松山須賀子１）、小坂星太郎２）、鈴木
宮永
健２）、石崎 武志２）、中井 継彦２）

智恵２）

２０ 早期胃癌および胃粘膜病変に対する内視鏡的粘膜切除術の
臨床的検討
友仁山崎病院 内科１）
福井医科大学 第３内科２）
東田
元１）、小坂星太郎１）、高橋 利彰１）、矩
照幸１）
１）
１）
２）
奥野 資夫 、山崎 時雄 、鈴木 智恵 、宮永
健２）
石崎 武志２）、中井 継彦２）
２１ 過形成ポリープとして経過観察されていた隆起型胃癌の２
例
恵寿総合病院 外科１）
金沢医科大学 第２病理学２）
広野 靖夫１）、瀬島 照弘１）、松本
尚１）、竹田 利弥１）
１）
１）
鎌田
徹 、秋本 龍一 、神野 正博１）、上田 善道２）
２２ 十二指腸球部に嵌頓したポリープ状胃癌の１例
金沢医科大学 一般・消化器外科１）
土屋
健１）、菅谷 純一１）、吉田
茂１）、中野
秋山 高儀１）、富田富士夫１）、斉藤 人志１）、小坂
喜多 一郎１）、高島 茂樹１）

泰治１）
健夫１）

２９ 血管炎症候群を背景に消化管アミロイドーシスを発症した
１例
金沢大学 第１内科１）、同 血液浄化療法部２）
平松 活志１）、代田 幸博１）、松田
充１）、鍛冶 恭介１）
１）
１）
北野 善郎 、池田 直樹 、寺崎 修一１）、河合 博志１）
下田
敦１）、松下 栄紀１）、卜部
健１）、金子 周一１）
横山
仁２）
３０ 術前診断が可能であった腸重積を呈した回腸悪性リンパ腫
の１例
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学医学部 看護科２）、同 第３内科３）
同 病理４）
伊藤 博行１）、七澤
洋１）、國谷
等１）、長沼甲太郎１）
巴陵 宣彦１）、田中三千雄２）、渡辺 明治３）、岡田 英吉４）
３１ 拡大ならびに色素法を併用した画像解析による各種消化管
病変の検討
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学医学部 看護科２）、同 第３内科３）
同 病理４）
伊藤 博行１）、七澤
洋１）、國谷
等１）、長沼甲太郎１）
巴陵 宣彦１）、田中三千雄２）、渡辺 明治３）、岡田 英吉４）

２３ 術前化学療法を施行した進行胃癌の１例－内視鏡所見・X
線所見・腫瘍マーカによる効果判定を中心に－
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第１病理２）
魚谷 英之１）、坂本
隆１）、山下
巌１）、沢田 成朗１）
１）
１）
斉藤 文良 、津沢 豊一 、野村 直樹１）、山本 克弥１）
斉藤 光和１）、田内 克典１）、清水 哲朗１）、藤巻 雅夫１）
前田 宣延２）

３２ 術前に内視鏡的に出血部位を診断し得た十二指腸穿破腹部
嚢状大動脈瘤の１例
友仁山崎病院 内科１）
福井医科大学 第３内科２）
小坂星太郎１）、高橋 利彰１）、矩
照幸１）、奥野 資夫１）
山崎 時雄１）、東田
元２）、鈴木 智恵２）、宮永
健２）
石崎 武志２）、中井 継彦２）

２４ 食道胃接合部癌の内視鏡的所見の検討
福井県立病院 外科１）
福井赤十字病院 病理２）
舘
有紀１）、細川
治１）、木村 圭一１）、高嶋 吉浩１）
１）
林
裕之 、道伝 研司１）、白崎 信二１）、山道
昇１）
村北 和広１）、武田 孝之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）、小西二三男２）

３３ ６年間発育経過を観察した十二指腸カルチノイドの１例
富山逓信病院 内科１）
富山県立中央病院 外科２）
老子 善康１）、広瀬昭一郎１）、平井 信行１）、小西 孝司２）

２５ 胃体部に著明な漏斗状狭窄をきたした胃悪性リンパ腫の１
切除例
城北病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
吉田 和雄１）、斉藤 典才１）、渡辺 博之１）、大野 健次２）
袖本 幸男３）
２６ 胃壁外性発育を呈した有茎性胃平滑筋肉腫の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、同 外科２）
金沢大学 放射線科３）
毛利 久継１）、大坪公士郎１）、阿依 古麗１）、蘇
式兵１）
多賀 浩美１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）、岡井
高１）
１）
２）
２）
澤武 紀雄 、藤岡
央 、川島 篤弘 、吉川
淳３）

３４ 特異な形態を呈した十二指腸 Br
unner腺過形成の１例
城端厚生病院 内科１）、同 外科２）
富山市民病院 消化器内科３）
北
俊之１）、根井 仁一１）、吉羽 秀麿２）、森田 克哉２）
高橋 洋一３）
３５ 手術標本にて高分化型腺癌と高度異型を伴う腺腫との鑑別
が困難な大きな十二指腸腫瘍の１例
金沢大学がん研究所 内科１）
同 外科２）
同 病理３）
多賀 浩美１）、渡辺 弘之１）、大坪公士郎１）、山口 泰志１）
阿依 古麗１）、蘇
式兵１）、元雄 良治１）、岡井
高１）
澤武 紀雄１）、溝口 雅之２）、磨伊 正義２）、川島 篤弘３）

３６ 胆道出血を契機に発見された肝細胞癌の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理科４）
荻野 英朗１）、里村 吉威１）、中川 彦人１）、鵜浦 雅志１）
赤倉由佳理２）、出町
洋２）、藪下 和久３）、小西 孝司３）
４）
三輪 淳夫
３７ 胆嚢癌との鑑別が問題となった黄色肉芽腫性胆嚢炎の１例
福井県立病院 内科１）、同 外科２）
福井赤十字病院 病理３）
真田 治人１）、宮西 秀二１）、伊部 直之１）、辰巳
靖１）
林
裕之２）、森田 信人２）、木谷 栄一２）、津田 昇志２）
小西二三男３）
３８ 経乳頭的に Wal
l
st
entを留置した膵胆管合流異常に合併し
た胆嚢癌の１例
辰口芳珠記念病院 消化器科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
太田 英樹１）、坂井 潤太１）、浜野 直通１）、井田 正博２）
田島 秀浩３）、今堀
努３）、中
文彦３）、上田
博３）
３９ 当院における膵胆管合流異常３０例の臨床的検討
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
里村 吉威１）、月岡 幹雄１）、荻野 英朗１）、中川 彦人１）
鵜浦 雅志１）、江嵐 充治２）、小西 孝司２）、三輪 淳夫３）
４０ 経皮経肝胆道鏡（PTCS）にて術前診断を得た非露出型乳頭
部癌の１例
国立敦賀病院 外科１）、金沢大学 第１病理２）
伊井
徹１）、藤田 邦博１）、木下 一夫１）、澤
敏治１）
１）
２）
吉光 外宏 、笠島 里美
４１ 亜硝酸製剤投与による内視鏡的乳頭括約筋切開術の試み
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
林
裕之１）、細川
治１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
１）
１）
木谷 栄一 、津田 昇志 、真田 治人２）、伊部 直之２）
辰巳
靖２）
４２ 反復性急性膵炎様症状にて発症した十二指腸乳頭絨毛腺腫
の１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 研究検査科３）
水腰英四郎１）、稲垣
豊１）、酒井美智子１）、足立 浩司１）
１）
森本日出雄 、杉岡 五郎１）、小島 靖彦２）、渡辺騏七郎３）

４７ 小児の特発性血小板減少性紫斑病に対し腹腔鏡下脾摘出術
を施行した２症例
金沢大学 第１外科１）
宇野 雄祐１）、金平 永二１）、大村 健二１）、中田 浩一１）
森下
実１）、吉羽 秀麿１）、春原 哲之１）、渡辺 洋宇１）
４８ 潰瘍性大腸炎の臨床診断のもと経過観察中、５年後にク
ローン病と確診された１例
金沢大学 第２内科１）
橋本 憲三１）、西田 泰之１）、坂下 俊樹１）、岡田 俊英１）
竹田 康男１）、馬渕
宏１）
４９ C型慢性肝炎の経過中に診断された潰瘍性大腸炎の１例
玄クリニック１）
杉浦
玄１）
５０ 大腸アニサキス症の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
吉田
功１）、多治見守泰１）、大森
島崎 英樹１）

俊明１）、松田

５１ バリウム性直腸粘膜下腫瘍の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
月岡医院３）
横山 浩一１）、飯田 善郎１）、宗本 義則１）、加藤
林
泰生１）、呉
哲彦１）、斉藤 英夫１）、藤沢
１）
笠原 善郎 、三井
毅１）、浅田 康行１）、三浦
藤沢 正清１）、橘
良哉２）、福岡 賢一２）、登谷
田中 延善２）、月岡 照晴３）
５２ 大腸内視鏡検査にて発見された虫垂癌の１例
NTT金沢病院 外科１）
国立金沢病院 臨床検査科２）
村
俊成１）、野村 泰三１）、坂東 平一１）、魚谷
渡辺騏七郎２）

博人１）

秀明１）
克憲１）
将司１）
大修２）

知佳１）

５３ ２型直腸癌を合併した Cr
onkhei
t
Canada症候群の１例
福井医科大学 第１外科１）
福井総合病院 外科２）
藤田
隆１）、佐藤 裕英１）、関 健一郎１）、土山 智邦１）
中川原儀三１）、斉藤
貢２）、岩佐 和典２）、北村 秀夫２）

４３ 重症急性膵炎をきたした Pancr
easdi
vi
sum の２例
金沢市立病院 消化器科１）、同 外科２）
野口
晃１）、米島
学１）、竹内 正勇１）、橋爪 康男２）
２）
大竹由美子 、飯田 茂穂２）

５４ 内視鏡的切除を施行した回盲弁限局性カルチノイドの１例
金沢医科大学 消化器内科１）
陳
文筆１）、伊藤
透１）、船崎
勉１）、土島
睦１）
１）
１）
１）
島中 公志 、浦島左千夫 、澤田
信 、上嶋 康洋１）
１）
１）
川原
洋 、堤
幹宏 、高瀬修二郎１）

４４ 比較的短期間で ERCP像の変化が認められた腫瘤形成性慢
性膵炎の２例
黒部市民病院 内科１）、同 外科２）、坂東病院３）
代田 幸博１）、森岡
健１）、武隅
清１）、牧野
博１）
小林 弘信２）、竹山
茂２）、坂東
徹３）

５５ 盲腸平滑筋肉腫の１治験例
済生会高岡病院 外科１）、同 放射線科２）
金沢大学 第２病理３）
森下
実１）、渡辺
透１）、佐々木正寿１）、亀井
小泉 博志３）

４５ 比較的大きな嚢胞からなる漿液性膵嚢胞腺腫の１例－分枝
型粘液産生膵嚢胞性腫瘍との比較検討－
済生会金沢病院 消化器内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理４）
若林 時夫１）、池田 直樹１）、早川 康治１）、小川 滋彦１）
高橋 志郎２）、岩上
栄３）、川浦 幸光３）、川島 篤志４）

５６ 巨大結腸癌イレウス症例に対する内視鏡下イレウス管挿入
による術前処置の試み
国立金沢病院 外科１）
村上
真１）、小島 靖彦１）、竹川
茂１）、桐山 正人１）
１）
津田 宏信

４６ 粘液産生膵癌の１例（膵管象を中心にして）
福井総合病院 外科１）
金沢大学 第１病理２）
岩佐 和典１）、藤田
隆１）、斉藤
貢１）、北村
２）
河原
栄

秀夫１）

哲也２）

５７ 直腸癌術後吻合部狭窄に対するプレカッティングナイフを
用いた内視鏡的切開術の試み
石川勤労者医療協会城北病院 内科１）、同 外科２）
同 病理３）
大野 健次１）、清光 義則１）、古田 和雄２）、斉藤 典才２）
袖本 幸男３）

５８ 大腸における４点固定法変法（３点固定法）による内視鏡
的粘膜切除術
富山赤十字病院 消化器内科１）
五十嵐雅秀１）、稲土 修嗣１）、寺崎 禎一１）、初瀬 リマ１）
宮際
幹１）
５９ 当科における内視鏡的腫瘍切除後の出血例の検討
市立礪波総合病院 内視鏡室１）
伴登 宏行１）、酒徳 光明１）、家接 健一１）、根本 朋幸１）
６０ 大腸内視鏡検査の偶発症
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 消化器内科２）
持木
大１）、俵矢 香苗１）、亀水
忠１）、大沢
武１）
１）
１）
１）
宇野 雄祐 、龍沢 泰彦 、八木 真悟 、藤岡 重一１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、島崎 英樹２）
松田 博人２）、大森 俊明２）、吉田
功２）

６１ 大腸 Pol
ypect
omy後の遅発性出血の防止および止血に対
する Hi
st
oacr
yl
（Nbut
yl
2Cyanoacr
yl
at
e）の有用性
医療法人南ケ丘病院 外科１）
森
明弘１）、川尻 文雄１）、疋島 一徳１）、綱村 幸夫１）
宮崎 誠示１）

第６８回

北陸地方会

日
会

時：平成８年１１月１７日日
場：金沢医科大学病院

会

長：金沢医科大学

第１会場：４階 臨床講義室 C
４１
第２会場：４階 臨床講義室 C
４２
消化器内科 高瀬修二郎

◆シンポジウム
「消化管疾患に対する内視鏡治療の現況」
司
会：富山赤十字病院 消化器内科
稲土 修嗣
福井県立病院 外科
細川
治
S－１．食道表在癌内視鏡的切除例の検討
金沢大学 第２外科１）
○橋本 哲夫１）、長谷部 健１）、八木 雅夫１）、宮崎 逸夫１）
S－２．当院における上部消化管内視鏡下粘膜切除術（EMR）の現況
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
○橘
良哉１）、登谷 大修１）、田中 延善１）、三浦 将司２）
S－３．４点固定法による胃粘膜切除術－その後の展開－
富山赤十字病院 消化器内科１）
○寺崎 禎一１）、稲土 修嗣１）
S－４．当科での大腸腫瘍に対する内視鏡治療の現況
市立砺波総合病院 内視鏡室１）
○伴登 宏行１）、家接 健一１）、太田 英樹１）、酒徳 光明１）
S－５．胆道系疾患に対する経乳頭的治療の現況と工夫
福井県立病院 外科１）
○林
裕之１）、細川
治１）、谷川
裕１）、津田 昇志１）
追加発言
S追－１．胃粘膜病変に対する内視鏡的粘膜切除術（EMR）の適応に関する検討
福井医科大学 第３内科１）
○東田
元１）、宮永
健１）、小坂星太郎１）、中井 継彦１）
S追－２．早期胃癌内視鏡的粘膜切除術の適応外症例の検討
城北病院 内科１）、同 外科２）
○大野 健次１）、宮岸 清司１）、吉田 和雄２）、原
和人２）
S追－３．早期胃癌の内視鏡的治療：超音波内視鏡の意義と長期予後の検討
金沢大学がん研究所 内科１）
○藤井 保治１）、元雄 良治１）、渡辺 弘之１）、岡井
高１）
S追－４．大腸 sm 癌の転移、再発危険因子の検討－特に p
５３蛋白異常発現との関連について
１）
金沢大学がん研究所 外科
○太田 孝仁１）、表
和彦１）、高橋
豊１）、磨伊 正義１）
S追－５．大腸隆起性病変および表面型腫瘍の内視鏡的治療後における出血予防クリップ法の検討
金沢医科大学 消化器内科１）
○伊藤
透１）、堤
幹宏１）、川原
弘１）、高瀬修二郎１）
S追－６．内視鏡的乳頭括約筋切開術による総胆管結石治療の現況
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
○高畠 一郎１）、平野 勝康１）、長尾
信１）、吉田 千尋２）
S追－７．当院における総胆管結石症の経乳頭的な内視鏡治療の現状
福井赤十字病院 消化器科１）
○西川 邦寿１）、平井 圭彦１）、松村
賢１）、松下 利雄１）

◆教育講演
「表面型早期大腸癌の診断と治療」
久留米大学 第２病理

鶴田

修

◆特別講演
「腹腔鏡下手術時代における胆道内視鏡の役割」
帝京大学医学部溝口病院 外科
山川 達郎
◆一般演題
０１ 食道癌術後再建胃管に発生した巨大接吻潰瘍の１例
厚生連高岡病院 外科１）
天谷
奨１）、平野
誠１）、村上
望１）、小泉 博志１）
１）
１）
荒能 義彦 、石川 紀彦 、橘川 弘勝１）
０２ EVLにて止血し得た胃癌術後の食道粘膜剥離の１例
友仁山崎病院 内科１）
福井医科大学 第３内科２）
小坂星太郎１）、高橋 利彰１）、矩
照幸１）、奥野 資夫１）
１）
２）
山崎 時雄 、東田
元 、鈴木 智恵２）、宮永
健２）
２）
２）
石崎 武志 、中井 継彦
０３ 狭心症症状を呈した逆流性食道炎の３例（切迫狭心症症状
例、早期胃癌手術後例、食道亀裂発症例）
北川内科クリニック１）
北川 鉄人１）、平野 真澄１）
０４ BRTOにより著明な改善を認めた胃静脈瘤の１例
金沢大学 第２内科１）
同 放射線科２）
○松村 孝之１）、坂下 俊樹１）、橋本 憲三１）、安田 俊一１）
岡田 俊英１）、竹田 康男１）、馬渕
宏１）、松井
修２）
０５ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
（HP）除菌治療後の血清抗 HPI
gG抗
体価及びペプシノーゲン（PG）Ⅰ／Ⅱ比の推移について
富山労災病院 内科１）
安藤
仁１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
０６ 再発性消化性潰瘍患者における Hel
i
cobact
erPyl
or
i
（HP）
の除菌療法
黒部市民病院 内科１）
増富 健吉１）、牧野
博１）、森岡
健１）、高桜 英輔１）
０７ ショックと著明な代謝性アルカローシスを呈した幽門狭窄
による急性胃拡張の１治験例
福井医科大学 救急部１）
小久保安朗１）、中川 隆雄１）、横山 利光１）、須賀 弘泰１）
長谷川保弘１）、津田 武嗣１）、須長
寛１）
０８ 当院における胃癌の内視鏡的胃粘膜切除例の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
同 消化器内科２）
永島 清和１）、野崎 善成１）、黒川
勝１）、大澤
武１）
１）
１）
１）
龍澤 泰彦 、八木 真悟 、藤岡 重一 、山田 哲司１）
北川
晋１）、中川 正昭１）、吉田
功２）、大森 俊明２）
２）
２）
松田 博人 、島崎 英樹
０９ EMR後手術を施行した症例の検討
富山医科薬科大学 第２外科１）
同 第３内科２）
井原 祐治１）、坂本
隆１）、斎藤 光和１）、榊原 年宏１）
１）
岸本 浩史 、笹原孝太郎１）、日野 浩司１）、津沢 豊一１）
田内 克典１）、清水 哲朗１）、藤巻 雅夫１）、若林 泰文２）

１０ 内視鏡施行時、悪性所見を指摘できなかった胃癌症例の検討
福井県立病院 外科１）、同 内科２）、福井赤十字病院 病理３）
樋下 徹哉１）、細川
治１）、木村 圭一１）、中村 伸一１）
１）
林
裕之 、道傳 研司１）、白崎 信二１）、武田 孝之１）
谷川
裕１）、渡部 国重１）、津田 昇志１）、伊部 直之２）
辰巳
靖２）、小西二三男３）
１１ 内視鏡検査既往のある胃癌１２５例の検討
福井県立病院 外科１）
中屋 孝清１）、細川
治１）、樋下 徹哉１）、津田
１）
木谷 栄一 、渡辺 国重１）、森田 信人１）、谷川
武田 孝之１）、村北 和広１）、山道
昇１）、白崎
道傳 研司１）、林
裕之１）、中村 伸一１）、木村
１２ 隆起型未分化型早期胃癌の検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
横山 浩一１）、浅田 康行１）、加藤 秀明１）、林
平山 一久１）、呉
哲彦１）、齊藤 英夫１）、宗本
１）
藤沢 克憲 、笠原 善郎１）、三井
毅１）、小林
１）
１）
飯田 善郎 、三浦 将司 、藤沢 正清１）、橘
野ツ俣和夫２）、登谷 大修２）、田中 延善２）

昇志１）
裕１）
信二１）
圭一１）

泰生１）
義則１）
弘明１）
良哉２）

１３ 異なる肉眼形態を示した同時多発早期胃癌（３重癌）の１例
社会保険高岡病院 消化器科１）
村田 浩之１）、折原 正周１）、日置
将１）、康山 俊学１）
１４ AFP産生が疑われた早期胃癌の１例
富山赤十字病院 外科１）、同 病理２）
梶田 剛司１）、宮本 直樹１）、高橋 英雄１）、魚津
長谷川 洋１）、関川
博１）、前田 宜延２）

幸蔵１）

１５ １年後にⅡa型早期胃癌で発見された胃腺腫
（gr
oupⅢ）
の１例
北陸病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 病理部３）
矢崎
潮１）、羽柴
厚１）、増永 高晴２）、篠崎 公秀２）
２）
竹田 亮祐 、野々村昭孝３）
１６ 吐血を契機に発見され、短期間で形態の変化した早期胃癌の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○矢野 博一１）、伊藤
透１）、船崎
勉１）、陳
文筆１）
１）
１）
１）
島中 公志 、上嶋 康洋 、川原
弘 、堤
幹宏１）
高瀬修二郎１）
１７ 横 行 結 腸 癌 に 合 併 し た 胃 原 発 Mucosaassoci
at
ed
l
ymphoi
dt
i
ssuel
ymphomaの一例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理科２）
俵矢 香苗１）、黒川
勝１）、大澤
武１）、永島 清和１）
１）
１）
龍沢 泰彦 、八木 真悟 、藤岡 重一１）、山田 哲司１）
北川
晋１）、中川 正昭１）、車谷
宏２）、湊
宏２）
１８ Lei
omyomaと 鑑 別 が 困 難 で あ っ た い わ ゆ る 胃
adenomyomaの一例
金沢医科大学 一般・消化器外科１）、同 病院 病理部２）
菅谷 純一１）、土屋
健１）、長谷川泰介１）、中野 泰治１）
１）
斎藤 人志 、小坂 健夫１）、高島 茂樹１）、松能 久雄２）
野島 孝之２）

１９ 親子で発症した胃カルチノイド腫瘍合併 A型胃炎例
金沢大学 第１内科１）
平松 活志１）、上山本伸治１）、代田 幸博１）、松田
充１）
鍛冶 恭介１）、北野 善郎１）、池田 直樹１）、寺崎 修一１）
河合 博志１）、下田
敦１）、松下 栄紀１）、卜部
健１）
１）
金子 周一
２０ 急速な発育を呈した胃カルチノイドの一例
金沢大学 第二内科１）、同 第二外科２）、同 病理部３）
済生会金沢病院４）
○長沢 晋哉１）、坂下 俊樹１）、橋本 憲三１）、安田 俊一１）
岡田 俊英１）、竹田 康男１）、馬渕
宏１）、田島 秀浩２）
藤村
隆２）、三輪 晃一２）、野々村昭孝３）、若林 時夫４）
２１ 上部消化管内視鏡検査で診断された十二指腸転移性悪性黒
色腫の１例
富山医科薬科大学 第三内科１）
同 第二病理２）
○奥田 智子１）、中谷 敦子１）、折原 正周１）、五十嵐雅秀１）
芳尾 幸松１）、中村
暁１）、徳舛 康良１）、圓谷 朗雄１）
坂東
毅１）、若林 泰文１）、渡辺 明治１）、本間 正教２）
２２ 原発性十二指腸癌の１例
厚生連高岡病院 外科１）
同 病理２）
荒能 義彦１）、平野
誠１）、村上
１）
石川 紀彦 、天谷
奨１）、橘川

３０ 特発性成人腸重積症の１例
金沢市立病院 消化器科１）
同 外科２）
竹内 正勇１）、米島
學１）、橋爪

泰夫２）、飯田

清司１）

茂穂２）

３１ 人間ドックにて発見された直腸粘膜脱症候群の一例
NTT金沢病院 外科１）
桝谷 博孝１）、村
俊成１）、坂東 平一１）
３２ 宿便性潰瘍の内視鏡像－保存的に治癒し得た２症例より
福井医科大学 第一外科１）
飯田
敦１）、松本 祐治１）、前原 正典１）、藤田
隆１）
１）
１）
１）
土山 智邦 、小林 泰三 、新本 修一 、片山 寛次１）
廣瀬 和郎１）、山口 明夫１）、中川原儀三１）
３３ 副乳頭の生検にて急性膵炎を発症し仮性嚢胞の合併をきた
した１症例
富山逓信病院 内科１）
○老子 善康１）、平井 信行１）、広瀬昭一郎１）

望１）、小泉
弘勝１）、増田

２３ 十二指腸乳頭部腫瘤の２例
富山県立中央病院 内科１）
同 外科２）
月岡 幹雄１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）、中川
鵜浦 雅志１）、小西 孝司２）、辻
政彦２）

博志１）
信二２）

彦人１）

２４ 食道アカラシアに対して腹腔鏡下 l
ongmyot
omy、及び
f
undopexyを施行した１例
富山県済生会高岡病院 外科１）
池田 真浩１）、渡辺
透１）、佐々木正寿１）
２５ 腹腔鏡下大腸切除術の検討
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、加藤
前川 直美２）、加藤 浩司２）、村北
万見 利之２）

２９ 大腸翻転憩室の３例
石川勤労者医療協会城北病院 内科１）
寺井病院 内科２）
坂本 茂夫１）、井海江利子１）、大野 健次１）、宮岸
山本 和利１）、清光 義則２）

泰史１）、山本
肇２）、大西

誠２）
定司２）

２６ Tr
ansanalEndoscopi
cMi
cr
osur
ger
y（TEM）に よ り 切
除した直腸カルチノイドの１例
金沢市立病院 外科１）、同 消化器科２）
金沢大学 第１外科３）、同 第１病理４）
橋爪 泰夫１）、長利あゆみ１）、飯田 茂穂１）、竹内 正勇２）
野口
晃２）、米島
学２）、金平 永二３）、塚
正彦４）
２７ ミルクアレルギーを契機に発症した新生児急性出血性大腸
炎の一例
福井医科大学 第２内科１）
同 小児科２）
酒田 宗博１）、山崎 幸直１）、東
健１）、大谷 昌弘１）
１）
１）
林
浩嗣 、須藤 弘之 、伊藤 義幸１）、佐藤富貴子１）
中永 昌夫１）、伊藤 重二１）、薮
剛爾１）、栗山
勝１）
安富 素子２）、清原 彰子２）、平岡 政弘２）、木川 芳春２）
小西 行郎２）
２８ 当院における大腸内視鏡施行時の工夫（内視鏡的ニフレッ
ク注入法を中心に）
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
○早川 康浩１）、酒井 明人１）、若林 時夫１）

３４ 主膵管の著明な拡張をみた膵嚢胞性腺癌の１例
公立高島総合病院 内科１）
同 放射線科２）
○細谷 泰久１）、嶋田 義孝１）、片岡
謙１）、石坂
１）
１）
小泉
聡 、杉原 秀樹 、尾辻 りさ１）、安井
澤見 祐康１）、稲本 康彦１）、古市 健治２）、青木

泰三１）
達１）
悦雄２）

３５ 細径胆管内視鏡が診断に有用であった肛門部早期胆管癌の
１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）
同 研究検査科３）
水腰英四郎１）、酒井美智子１）、足立 浩司１）、稲垣
豊１）
１）
１）
２）
森本日出雄 、杉岡 五郎 、村上
真 、竹川
茂２）
桐山 正人２）、小島 靖彦２）、渡辺騏七郎３）
３６ 胃癌・直腸癌を同時性に併発した Cr
onkhi
t
eCanada症候
群の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）
同 病理３）
榎木 恵子１）、月岡 幹雄１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）
中川 彦人１）、鵜浦 雅志１）、薮下 和久２）、小西 孝司２）
三輪 淳夫３）
３７ Cr
onkhi
t
eCanada症候群の２例
石川県立中央病院 消化器内科１）
吉田
功１）、橋本 憲三１）、大森 俊明１）、松田
島崎 英樹１）

博人１）

３８ 当院における下部 EUSの使用状況および診断成績
市立砺波総合病院 放射線科１）、同 内科２）、同 外科３）
同 病理４）
滝
鈴佳１）、角田 清志１）、太田 英樹２）、酒徳 光明３）
伴登 宏行３）、中島 久幸３）、小杉 光世３）、安念 有声４）
３９ 超音波内視鏡（EUS）による大腸早期癌症例の検討
金沢医科大学 一般消化器外科１）
吉谷新一郎１）、岸本圭永子１）、今井 康樹１）、原田 英也１）
仁丹 利行１）、篠原 克浩１）、松下 昌弘１）、冨田冨士夫１）
高島 茂樹１）

４０ 大腸腺腫症の３例
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
林
泰生１）、飯田 善郎１）、宗本 義則１）、加藤
平山 一久１）、呉
哲彦１）、横山 浩一１）、斎藤
藤沢 克憲１）、笠原 善郎１）、三井
毅１）、浅田
１）
１）
小林 弘明 、三浦 将司 、藤沢 正清１）、橘
福岡 賢一２）、登谷 大修２）、田中 延善２）

秀明１）
英夫１）
康行１）
良哉２）

４１ 潰瘍性大腸炎に合併した原発性硬化性胆管炎の１例
福井医科大学 第３内科１）
東田
元１）、宮永
健１）、小坂星太郎１）、鈴木 智恵１）
石崎 武志１）、中井 継彦１）
４２ 多彩な合併症を呈した無症候性原発性硬化性胆管炎の１例
市立敦賀病院 消化器科１）、同 放射線科２）
金沢大学がん研究所 内科３）、金沢大学 第２病理４）
太田
肇１）、坂井 潤太１）、木船 孝一２）、岡井
高３）
４）
４）
原田 憲一 、中沼 安二

４３ 胆管ドレナージチューブをガイドに乳頭切開し砕石し得た
Bi
l
l
r
ot
hⅡ法胃切除後総胆管結石症の１例
市立砺波総合病院 内科１）
太田 英樹１）、酒井 佳夫１）、蓑谷 慶次１）、杉本 立甫１）
４４ 内視鏡的バルーン拡張術（EPBD）により結石除去が可能
であった Bi
l
l
r
ot
hⅡ法胃切除後総胆管結石症の１例
城北病院 内科１）、同 外科２）
井海江利子１）、大野 健次１）、宮岸 清司１）、坂本 茂夫１）
清光 義則１）、古田 和雄２）
４５ 総胆管結石症の超音波内視鏡像の検討
金沢大学がん研究所 内科１）
多賀 浩美１）、大坪公士郎１）、山口 泰志１）、渡辺
元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）

弘之１）

第６９回
日
会
会

北陸地方会

時：平成９年６月１日日
場：富山県医師会館
第１会場：１階
第２会場：４階
長：黒部市民病院 内科 牧野
博

大ホール
会議室

◆シンポジウム
「消化管出血の止血（食道静脈瘤出血を除く）」
司
会：富山医科薬科大学 第２外科
坂本
隆
黒部市民病院 内科
牧野
博
１．緊急内視鏡と止血手技
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）、加賀谷尚史１）、橘
良哉１）、平井 雅道１）、野ツ俣和夫１）
２）
２）
２）
浅田 康行 、三井
毅 、三浦 將司 、藤沢 正清２）
２．消化管出血に対する内視鏡的クリップ止血法の有用性－エタノール局注法との比較
富山赤十字病院 消化器内科１）、同 外科２）、富山医科薬科大学 第３内科３）
○稲土 修嗣１）、宮元
歩１）、大澤 幸治１）、宮際
幹１）、宮本 直樹２）、高橋 英雄２）
魚津 幸蔵２）、長谷川 洋２）、関川
博２）、矢田
豊３）
３．ヒータープローブ、レーザー、マイクロウエーブ止血法
高岡市民病院 胃腸科１）、富山医科薬科大学 看護学科２）
○七澤
洋１）、伊藤 博行１）、田中三千雄２）
４．上部消化管出血における止血－ Di
eul
af
oy潰瘍のエタノール止血を中心に－
福井医科大学 救急部１）
○横山 利光１）、中川 隆雄１）、須賀 弘泰１）、村岡 隆介１）
５．留置スネアを用いた大腸ポリープ切除の予防的止血
富山県立中央病院 内科１）
○里村 吉威１）、中川 彦人１）、松田
充１）、荻原 英朗１）、鵜浦 雅志１）
６．消化管出血の止血－放射線科の立場より
金沢大学 放射線科１）
○吉川
淳１）、松井
修１）、角谷 真澄１）、蒲田 敏文１）、川森 康博１）、高島
力１）
７．消化管出血に対する外科治療
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 看護学科２）
○新井 英樹１）、山崎 一磨１）、井原 祐治１）、大上 英夫１）、南村 哲司１）、増子
洋１）
１）
１）
１）
１）
１）
榊原 年宏 、田内 克典 、清水 哲朗 、斉藤 光和 、竹森
繁 、坂本
隆１）
２）
田沢 賢次
特別発言
富山医科薬科大学
田中三千雄１）

光学医療診療部１）

◆教育講演
「膵の腫瘍性疾患の内視鏡的診断－根治可能な早期膵癌の診断を中心に－」
大阪府立成人病センター研究所 第２部
中泉 明彦
◆特別講演
「上部消化管疾患の QOL改善のための内視鏡的治療－ステント留置および胃瘻造設－」
北里大学東病院 消化器外科
嶋尾
仁
◆一般演題
０１ 内視鏡的に狭窄を解除しえた食道 webの１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○日下 一也１）、伊藤
透１）、船崎
勉１）、矢野
１）
１）
土島
睦 、浦島左千夫 、島中 公志１）、上嶋
川原
弘１）、堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）

博一１）
康洋１）

０２ I
nf
l
ammat
or
yesophagogast
r
i
cpol
ypの１例
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
福井医科大学 第一病理３）、福井赤十字病院 病理４）
平山 一久１）、笠原 善郎１）、梶田 剛司１）、古屋
大１）
呉
哲彦１）、岩上
栄１）、斎藤 英夫１）、宗本 義則１）
藤沢 克憲１）、三井
毅１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）
１）
三浦 将司 、藤沢 正清１）、平井 雅道２）、登谷 大修２）
田中 延善２）、法木 左近３）、小西二三男４）

０３ 食事が原因と考えられた剥離性食道炎の１例
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）、福井医科大学 第一外科３）
古村 能章１）、桐山 正人１）、近藤美樹子１）、井上 哲也１）
竹川
茂１）、道場昭太郎１）、小島 靖彦１）、足立 浩司２）
森本日出雄２）、村上
真３）
０４ 当科での食道静脈瘤治療における EI
SLの有用性と問題点
福井医科大学 第二内科１）、福井赤十字病院 消化器科２）
○須藤 弘之１）、伊藤 重二１）、宮地 英生１）、山崎 幸直１）
伊藤 義幸１）、平野冨貴子１）、大滝 美恵１）、中永 昌夫１）
薮
剛爾１）、東
健１）、栗山
勝１）、西川 邦寿２）
０５ 当院における消化管異物症例の検討
富山赤十字病院 外科１）、同 内科２）
○高橋 英雄１）、野崎 善成１）、宮本 直樹１）、魚津
長谷川 洋１）、関川
博１）、稲土 修嗣２）

幸蔵１）

０６ 食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法施行後に発生した進
行食道癌の１例
金沢大学 第２内科１）、同 病理部２）
又野
豊１）、紺井 一郎１）、岩根 弘明１）、浜野 直道１）
岡田 俊英１）、竹田 康男１）、馬渕
宏１）、野々村昭孝２）
０７ 悪 性 食 道 狭 窄 に 対 す る 極 薄 ポ リ ウ レ タ ン 膜 に よ る
Cover
edUl
t
r
af
l
exの挿入経験
福井温泉病院 内科１）、友仁山崎病院 内科２）
福井医科大学 第３内科３）
○東田
元１）、矩
照幸２）、小坂星太郎２）、山本 智恵３）
宮永
健３）、笈田 耕治３）、石崎 武志３）、宮森
勇３）
０８ メタリックステント留置時に発生したトラブルの検討
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
林
裕之１）、樋下 徹哉１）、中村 伸一１）、道傳 研司１）
白崎 信二１）、細川
治１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
１）
２）
津田 昇志 、伊部 直之 、辰巳
靖２）
０９ Hel
i
cobact
erPyl
or
i
（HP）診断における MRウレマ Sの
検討
富山労災病院 内科１）
○土山 智也１）、島崎 猛夫１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
１０ Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌により改善した胃 MALTリンパ
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１病理３）、同 第２病理４）
小川 浩平１）、折原 正周１）、中谷 敦子１）、加藤
勤１）
１）
１）
１）
南部 修二 、若林 泰文 、斎藤 清二 、渡辺 明治１）
清水 哲朗２）、坂本
隆２）、松井 一裕３）、小泉富美朝４）
１１ Hel
i
cobact
erPyl
or
（H
i P）
除菌治療により内視鏡所見に改善
を認めた Por
t
alHyper
t
ensi
veGast
r
opat
hy
（PHG）
の２例
金沢大学 第一内科１）
山下 太郎１）、北野 善郎１）、岩田 充弘１）、増富 健吉１）
津田真希子１）、小浦 隆義１）、鍛治 恭介１）、中本 安成１）
本多 政夫１）、池田 直樹１）、寺崎 修一１）、松下 栄紀１）
卜部
健１）、金子 周一１）
１２ 長期経過を逆追跡しえた l
ymphocyt
i
cgast
r
i
t
i
sの１例
黒部市民病院 内科１）、同 病理２）
○森岡
健１）、牧野
博１）、原武 譲二２）
１３ 糖尿病患者における内視鏡検査前処置剤としてのグルカゴ
ンの安全性に関する検討－グルカゴン投与の血糖値と血中総
ケトン体に及ぼす影響－
北陸病院 内科１）
増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、高山 嘉宏１）、竹田 亮祐１）

１４ 透明キャップを用いた上部消化管止血術の有用性について
の検討
金沢市立病院 消化器科１）
竹内 正勇１）、辻
宏和１）、米島
學１）
１５ 鑑別診断が困難であった胃迷入膵の１例
浅ノ川病院 内科１）、同 外科２）
金沢医科大学 第２病理３）
○土山 寿志１）、小林 友美１）、橘
彩路１）、橘
１）
１）
中積 智子 、藤邑 宏克 、森永 信一１）、荒木
上野 敏男１）、森永 健市１）、加治 正英２）、上野
谷野 幹夫３）、石川 義麿３）

秀樹１）
一郎１）
桂一２）

１６ 経皮内視鏡的胃瘻造設術の稀なる合併症－胃瘻造設６カ月
後のカテーテル交換時に初めて気付かれた胃結腸瘻の１症例
桜井病院（黒部市） 内科１）、小川医院２）
○京井 優典１）、森岡 尚夫１）、大崎 緑男１）、川瀬千津子１）
小川 滋彦２）
１７ 開業医と経皮内視鏡的胃瘻造設術
小川医院１）
○小川 滋彦１）
１８ 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術の現状
北陸中央病院 内科１）、小川医院２）
○小市 勝之１）、森
保人１）、小川 滋彦２）
１９ 特異な内視鏡像を呈した胃癌の一例
富山医科薬科大学 第二外科１）、同 第一病理２）
濱名 俊泰１）、斎藤 光和１）、吉田
徹１）、五箇 猛一１）
１）
１）
野本 一博 、斉藤 素子 、笹原孝太郎１）、山崎 一麿１）
津沢 豊一１）、井原 祐治１）、新保 雅宏１）、榊原 年宏１）
田内 克典１）、清水 哲朗１）、坂本
隆１）、岡田 英吉２）
２０ 胃外発育型胃癌の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理２）
○木村 圭一１）、平野
誠１）、村上
望１）、花立
１）
１）
平野 勝康 、横井 健二 、橘川 弘勝１）、増田

史香１）
信二２）

２１ Bal
lval
vesymdr
omeを来した、
“car
ci
momai
nadenoma”
胃癌の２症例
福井医科大学 第一外科１）
○藤田
隆１）、松本 祐治１）、飯田
敦１）、土山 智邦１）
小林 泰三１）、新本 修一１）、片山 寛次１）、廣瀬 和郎１）
山口 明夫１）、中川原儀三１）
２２ 胃への直接浸潤をきたし特異な内視鏡像を呈した肝細胞癌
の一例
富山県立中央病院 内科１）、同 病理２）
松田
充１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）、中川 彦人１）
鵜浦 雅志１）、三輪 淳夫２）
２３ 早期胃癌の内視鏡的粘膜切除後に生じた過形成性ポリープ
の１例
福井県立病院 外科１）、福井赤十字病院 外科２）、辻医院３）
前田 重信１）、白崎 信二１）、林
裕之１）、道伝 研司１）
細川
治１）、山道
昇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）、小西二三男２）
辻
光昭３）
２４ 当科における早期胃癌に対する内視鏡的胃粘膜切除症例の
検討
福井県立病院 外科１）
○栗山とよ子１）、細川
治１）、樋下 徹哉１）、中村 伸一１）
林
裕之１）、道伝 研二１）、白崎 信二１）、武田 孝之１）
谷川
裕１）、渡辺 国重１）、津田 昇志１）

２５ Epst
ei
nBar
rウィルス（EBV）陽性胃癌の１例
黒部市民病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
○竹山
茂１）、小林 弘信１）、森
和弘１）、仲井 培雄１）
岩田 啓子１）、牧野
博２）、原武 譲二３）
２６ 食道癌術後再建胃管に発生した早期胃癌の１例
福井医科大学 第一外科１）
○飯田
敦１）、広瀬 和郎１）、粟田 浩史１）、佐藤
大滝 憲夫１）、恩地 英年１）、藤田
隆１）、土山
１）
１）
小林 泰三 、新本 修一 、片山 寛次１）、山口
中川原儀三１）

裕英１）
智邦１）
明夫１）

２７ 食道アカラシア様の症状を有し術前診断が困難であった胃
噴門部癌の一例
金沢大学 第１内科１）、同 第２外科２）
岩田 充弘１）、北野 善郎１）、増富 健吉１）、津田真希子１）
小浦 隆義１）、鍛治 恭介１）、中本 安成１）、池田 直樹１）
寺崎 修一１）、松下 栄紀１）、卜部
健１）、金子 周一１）
２）
２）
橋本 哲夫 、八木 雅夫
２８ 十二指腸カルチノイド腫瘍の１症例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理２）
持木
大１）、石田 善敬１）、田畑 茂喜１）、永嶋
川上 健吾１）、山村 浩然１）、八木 真悟１）、藤岡
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、車谷

清和１）
重一１）
宏２）

２９ 内視鏡的粘膜切除術（EMR）にて切除しえた十二指腸カル
チノイドの１例
厚生連高岡病院 第一内科１）、同 病理２）
○寺田 光宏１）、木谷
恒１）、増田 信二２）
３０ 十二指腸乳頭部内分泌細胞癌の１例
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
富山済生会病院 病理３）
三船内科循環器科４）
○加藤 泰史１）、稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、山本
村北
肇２）、前川 直美２）、加藤 浩司２）、大西
松能 久雄３）、三船順一郎４）

誠２）
定司２）

３１ 多発性嚢胞腎に合併した乳頭部腺管絨毛腺腫の１例
金沢大学 第２内科１）、同 第２外科２）
橋本 憲三１）、安田 俊一１）、岡田 俊英１）、竹田 康男１）
馬渕
宏１）、萱原 正都２）、永川 宅和２）
３２ 十二指腸下行脚にみられた過誤腫性ポリープの一例
大滝病院１）、福井医科大学 第二内科２）
○大滝 美恵１）、大滝 秀穂１）、伊藤 重二２）
３３ 術中内視鏡により小腸ポリープを完全摘出しえた Peut
zJ
egher
s症候群の１例
国立金沢病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
上山本伸治１）、足立 浩司１）、酒井美智子１）、稲垣
豊１）
森本日出雄１）、杉岡 五郎１）、桐山 正人２）、竹川
茂２）
２）
３）
小島 靖彦 、渡辺騏七郎
３４ 腹腔鏡下ソケイヘルニア根治術後に認めた虫垂嵌頓の１例
富山県済生会高岡病院 外科１）
中田 浩一１）、渡辺
透１）、佐々木正寿１）
３５ 過去１０年間における幼小児大腸内視鏡検査の経験
福井県立病院 外科１）、同 内科２）、同 小児科３）
○道伝 研司１）、白崎 信二１）、武田 孝之１）、大田 浩司１）
中村 伸一１）、樋下 徹哉１）、林
裕之１）、細川
治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）、伊部 直之２）、辰巳
靖２）、野坂 和彦３）

３６ 内視鏡的内痔核結紮術 EHLの経験
町立織田病院 外科１）、同 内科２）
高嶋 吉浩１）、島田 政則２）、上坂 敏弘２）
３７ バルーンブジーとステロネマが有効であった腹部大動脈瘤
破裂後狭窄型虚血性直腸炎の一例
城北病院 内科１）
○井海江利子１）、大野 健次１）、天津
亨１）、宮岸 清司１）
３８ 大腸腸間膜脂肪織炎の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
同 内科４）、同 病理５）
○松村
賢１）、西川 邦寿１）、平井 圭彦１）、畑
正典１）
１）
１）
２）
永井 勝也 、松下 利雄 、山本 広幸 、野口 正人３）
豊岡 重剛４）、向野
榮４）、堀
裕子５）、小西二三男５）
３９ 潰瘍性大腸炎様の内視鏡所見を呈したアメーバ性腸炎の１例
富山医科薬科大学 第三内科１）、真生会富山医院２）
高岡市民病院 胃腸科３）
宮嵜 孝子１）、折原 正周１）、中谷 敦子１）、南部 修二１）
若林 泰文１）、斎藤 清二１）、渡辺 明治１）、河相
覚２）
３）
３）
３）
長沼甲太郎 、伊藤 博行 、七澤
洋
４０ 大量下血をきたした大腸結核の１例
市立砺波総合病院 内視鏡室１）、同 外科２）、同 病理３）
○伴登 宏行１）、家接 健一１）、太田 英樹１）、酒徳 光明１）
片田 正一２）、小杉 光世２）、安念 有声３）
４１ 当院での無症候性大腸癌の発見頻度とその検討
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
○早川 康浩１）、大野 秀棋１）、酒井 明人１）、若林

時夫１）

４２ 肛門粘膜、皮膚にⅡ b様に広く進展した直腸粘膜内癌の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理２）
○藤岡 重一１）、石田 善敬１）、田畑 茂喜１）、持木
大１）
永島 清和１）、川上 健吾１）、山村 浩然１）、八木 真悟１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、車谷
宏２）
４３ 表面陥凹型早期大腸癌の検討
済生会富山病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○舟木
淳１）、西森
弘１）、金山 隆一１）、勝山
２）
田近 貞克 、松能 久雄３）

新弥２）

４４ 胃癌手術後９年目に特異な直腸内視鏡像を呈した癌性腹膜
炎の１症例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
奥村 義治１）、野口
晃１）、中村 勇一１）、徳楽 正人２）
牛島
聡２）、中泉 治雄２）
４５ 亜硝酸剤を併用した内視鏡的乳頭拡張術による総胆管結石
の治療経験
市立砺波総合病院 内科１）、同 胃腸科２）
太田 英樹１）、渕崎宇一郎１）、杉本 立甫１）、酒井 佳夫２）
蓑内 慶次２）
４６ 内視鏡的乳頭バルーン拡張術（EPBD）による総胆管結石
治療の経験
城北病院 内科１）、同 外科２）
大野 健次１）、宮岸 清次１）、井海江利子１）、清光 義則１）
古田 和雄２）、渡辺 博之２）
４７ 内視鏡的乳頭拡張術（EPBD）による総胆管結石採石の現況
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
中村 伸一１）、林
裕之１）、樋下 徹哉１）、道傳 研司１）
白崎 信二１）、細川
治１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
１）
２）
津田 昇志 、伊部 直之 、辰巳
靖２）

４８ MRCPと経口胆道鏡が有用であった表層拡大型早期胆管癌
の一切除例
有松中央病院 外科１）、同 内科２）、国立金沢病院 病理３）
上川医院４）
○横山 浩一１）、高畠 一郎１）、長尾
信１）、菊地
勤１）
１）
２）
２）
吉田 千尋 、山下
朗 、前川 正知 、渡辺騏七郎３）
４）
上川 吉彦
４９ 膵、胆管合流異常症を伴わない先天性胆道拡張症の１例
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）、同 臨床病理科３）
野島 直巳１）、藪下 和久１）、小西 孝司１）、小林 隆司１）、
澤田 成朗１）、佐藤 貴弘１）、木村 寛伸１）、前田 基一１）、
黒田 吉隆１）、辻
政彦１）、荻野 英朗２）、鵜浦 雅志２）、
３）
三輪 淳夫
５０ 膵仮性嚢胞が脾内へ穿破した慢性膵炎急性増悪の一例
友仁山崎病院 内科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
福井医科大学 第三内科４）
○小坂星太郎１）、矩
照幸１）、高橋 利彰１）、奥野 資夫１）
山崎 時雄１）、樫塚登美男２）、松村幸次郎２）、佐古田 勝３）
東田
元４）、宮森
勇４）

５１ 各種画像が所見の把握しにくかった膵頚部の粘液産生膵腫
瘍の一例
金沢大学がん研究所病院 内科１）、同 外科２）
毛利 久嗣１）、坂井 潤太１）、大坪公士郎１）、山口 泰志１）
藤井 保治１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）、岡井
高１）
１）
２）
澤武 紀雄 、太田 孝仁
５２ 過去７年６カ月の逆追跡が可能であったいわゆる粘液産生
膵腫瘍の１切除例
国立療養所敦賀病院 外科１）、金沢大学 第一病理２）
伊井
徹１）、本多
桂１）、木下 一夫１）、澤
敏治１）
吉光 外宏１）、笠島 里美２）

第７０回
日
会
会

北陸地方会

時：平成９年１２月７日日
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 内科 岡井
高

◆教育講演
「ERCP読影のコツ」
都立駒込病院 内科
◆特別講演
「超音波内視鏡の現況と将来」
藤田保健衛生大学第２病院

内科

神澤

輝実

芳野

純治

◆パネルディスカッション
「ヘリコバクターピロリと消化器内視鏡」
司
会：福井医科大学 第２内科
東
健
富山労災病院 内科
野田 八嗣
pyl
or
iI
gG抗体による免疫学的検討
１．血清抗 H.
今庄町国民健康保険今庄診療所１）
○宮地 英生１）、阿部 芳道１）、平野富貴子１）
２．Hel
i
cobact
erpyl
or
iの存在診断における endoscopi
c１３Cur
eabr
eat
ht
estの有用性
１）
２）
福井医科大学 第２内科 、福井県立大学 看護学科 、愛生会山科病院 内科３）
○須藤 弘之１）、東
健１）、伊藤 重二１）、伊藤 義幸１）、宮地 英生１）、山崎 幸直１）
１）
平野富貴子 、中永 昌夫１）、薮
剛爾１）、栗山
勝１）、加藤 卓次２）、郡
大裕３）
３．胃底腺域の微細血管パターンの内視鏡観察によるヘリコバクター・ピロリ菌感染判定の試み
富山逓信病院 内科１）
○広瀬昭一郎１）、老子 善康１）、平井 信行１）
追加発言
１．H.
pyl
or
i（HP）の関与しない上部消化管潰瘍性病変
金沢大学 第２内科１）
○安田 俊一１）、岡田 俊英１）、竹田 康男１）、馬渕
宏１）
４．消化性潰瘍患者に対する Hel
i
cobact
erpyl
or
i（HP）除菌療法の除菌率および潰瘍非再発率の検討
－除菌未施行例、不成功例と比較して－
金沢市立病院 消化器科１）、同 外科２）
○米島
學１）、辻
宏和１）、竹内 正勇１）、永里
敦２）、橋爪 泰夫２）
５．New t
r
i
pl
et
her
apyによる Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌治療の検討
富山労災病院 内科１）
○土山 智也１）、島崎 猛夫１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
６．当院における H.
pyl
or
i除菌療法の検討
福井県済生会病院 健診センター１）、同 内科２）、同 外科３）
○平井 雅道１）、登谷 大修２）、加賀谷尚史２）、野ツ俣和夫２）、田中 延善２）、三井
毅３）
３）
３）
３）
３）
浅田 康行 、飯田 善郎 、三浦 將司 、藤沢 正清
７．HP除菌による胃粘膜の病理組織および内視鏡像の変化と除菌後の長期合併症について
友仁山崎病院 内科１）、福井医科大学 第３内科２）
○小坂星太郎１）、矩
照幸１）、東
征樹２）、山本 智恵２）、東田
元２）、宮森
勇２）
追加発言
２．Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌療法の検討
玄クリニック１）
○杉浦
玄１）
３．ヘリコバクターピロリと消化器内視鏡：和漢薬との関連について
中新湊内科クリニック１）、笹谷内科クリニック２）、富山県医師会３）
○山崎 雅和１）、笹谷
守２）、富山県医師会学術部３）

８．早期胃癌と H.
pyl
or
i感染
福井県立病院 外科１）
○樋下 徹哉１）、細川
治１）、中村 伸一１）、林
裕之１）、道傳 研司１）、山道
昇１）
白崎 信二１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、津田 昇志１）
９．肝硬変における H.
pyl
or
i感染
金沢大学 第１内科１）
○北野 善郎１）、卜部
健１）、岩田 充弘１）、増富 健吉１）、津田真希子１）、小浦 隆義１）
１）
鍛冶 恭介 、中本 安成１）、本多 政夫１）、寺崎 修一１）、松下 栄紀１）、金子 周一１）
追加発言
４．Hel
i
cobact
erpyl
or
i（HP）除菌後再燃した胃 MALTリンパ腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）、同 第１病理３）
○折原 正周１）、小川 浩平１）、中谷 敦子１）、加藤
勤１）、若林 泰文１）、斎藤 清二１）
１）
２）
２）
渡辺 明治 、野本 一博 、岸本 浩史 、増子
洋２）、坂本
隆２）、林
伸一３）
松井 一裕３）
◆一般演題
０１ 食道病変を認めた Cr
ohn病の一例
金沢大学 第二内科１）
○岩根 弘明１）、浜野 直道１）、岡田 俊英１）、竹田
馬渕
宏１）

康男１）

０２ 乳頭腫様形態変化の出現・消退を繰り返した逆流性食道炎
の１例
城端厚生病院 内科１）、同 外科２）
○野畑 浩一１）、根井 仁一１）、安田 俊一１）、森田 克哉２）
小杉 郁子２）、木下 敬弘２）
０３ 内視鏡的食道粘膜切除術後の食道穿孔の３例
金沢大学 第二外科１）
根塚 秀昭１）、井口 雅史１）、林
智彦１）、西島
１）
１）
安居 利晃 、伊藤
博 、谷
卓１）、橋本
１）
１）
清水 康一 、八木 雅夫 、三輪 晃一１）

弘二１）
哲夫１）

０４ 放射線治療を施行した表層拡大型食道表在癌の２例
富山医科薬科大学 第２外科１）
同 放射線科２）
野本 一博１）、坂本
隆１）、土屋 康紀１）、五箇 猛一１）
津田 祐子１）、横山 義信１）、岸本 浩史１）、新保 雅宏１）
井原 祐治１）、坂東
正１）、増子
洋１）、榊原 年宏１）
１）
１）
田内 克典 、斎藤 光和 、清水 哲朗１）、野村 邦紀２）
０５ 食 道 気 管 支 瘻 を 伴 う 食 道 癌 に 対 す る Cover
edUl
t
r
af
l
ex
St
entの使用経験
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
大田 浩司１）、林
裕之１）、中村 伸一１）、道傳 研司１）
白崎 信二１）、細川
治１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
１）
２）
津田 昇志 、伊部 直之 、辰巳
靖２）
０６ Cover
edUl
t
r
af
l
ex留置後の st
entbar
e部に生じた食道粘
膜過形成変化による狭窄に対して Cover
edWal
l
st
entを挿入
した１例
福井医科大学 第３内科１）
同 臨床検査部２）
○藤田 匡邦１）、東田
元１）、小坂星太郎１）、東
征樹１）
１）
１）
１）
笈田 耕治 、石崎 武志 、宮森
勇 、山本 智恵２）
０７ 悪性食道狭窄に対する金属ステントによる治療
福井赤十字病院 消化器科１）
同 放射線科２）
西川 邦寿１）、畑
正典１）、松村
賢１）、永井
道上
学１）、松下 利雄１）、左合
直２）、野口

勝也１）
正人２）

０８ 食道金属ステント留置後 PEGより腸瘻を造設し在宅医療
が可能となった食道癌の１症例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
奥村 義治１）、野口
晃１）、中村 勇一１）、徳楽 正人２）
牛島
聡２）、中泉 治雄２）
０９ PEG後に発生したダンピング様症候群の２例
大滝病院 内科１）、福井医科大学 第二内科２）
○小野 博美１）、大滝 美恵１）、大滝 秀穂１）、宮地
伊藤 重二２）、東
健２）、栗山
勝２）

英生２）

１０ 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の経験
黒部市民病院 内科１）
○藤岡 照裕１）、牧野
博１）、森岡
健１）、高桜 英輔１）
１１ 胃癌による前庭部狭窄に対し内視鏡を用いた経胃瘻的空腸
栄養チューブ（TGJt
ube）留置が有用と考えられた１症例
２）
氷見市民病院 内科１）、小川医院（金沢市）
１）
１）
○澤田
武 、佐藤 広隆 、小林 友美１）、善田 貴裕１）
小川 滋彦２）
１２ オーバーチューブと内視鏡先端バルーンの併用が嚥下歯ブ
ラシの内視鏡的除去に有用であった１例
富山医科薬科大学 第三内科１）
○山田 一樹１）、長沼甲太郎１）、中谷 敦子１）、折原 正周１）
芳尾 幸松１）、中村
曉１）、寺崎 禎一１）、愛場 信康１）
１）
若林 泰文 、坂東
毅１）、斎藤 清二１）、渡辺 明治１）
１３ 抗胃壁抗体、HP陽性慢性萎縮性胃炎に発症した胃カンジ
ダ症の一例
国立金沢病院 内科１）、同 臨床検査科２）
○酒井美智子１）、足立 浩司１）、上山本伸治１）、水腰英四郎１）
稲垣
豊１）、森本日出雄１）、杉岡 五郎１）、渡辺騏七郎２）
１４ 超音波内視鏡にて局在を確認し、内視鏡的に切除した胃顆
粒細胞腫の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、映寿会病院 内科２）
金沢大学 第一病理３）
大坪公士郎１）、坂井 潤太１）、阿依 古麗１）、今井 美和３）
山口 泰志２）、毛利 郁朗２）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）、
１５ 内視鏡的胃粘膜切除を施行した胃カルチノイドの３症例４病変
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
○宮岸 清司１）、大野 健次１）、井海江利子１）、天津
亨１）
清光 義則１）、古田 和雄２）、袖本 幸男３）

１６ 同時性６重多発早期胃癌の一例
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
同 外科２）
金沢大学 第一病理３）、石川製作所健康保険組合診療所４）
○大野 秀棋１）、早川 康浩１）、若林 時夫１）、矢崎
潮２）
２）
２）
３）
清水 淳三 、川浦 幸光 、川島 篤弘 、上田
操４）

２６ 腹腔鏡補助下膵体尾部切除の経験
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
福井赤十字病院 病理３）
○浜中 英樹１）、稲田 章夫１）、加藤 泰史１）、山本
前川 直美２）、加藤 浩司２）、大西 定司２）、村北
田中 延宜２）、小西二三男３）、堀
裕子３）

１７ 短期間で形態変化をきたした早期胃癌の一例
富山医科薬科大学 第二外科１）
佐伯クリニック２）
吉野 友康１）、齋藤 光和１）、土屋 康紀１）、濱名
坂東
正１）、田内 克典１）、野本 一博１）、井原
新保 雅宏１）、榊原 年宏１）、清水 哲朗１）、坂本
佐伯 好信２）

俊泰１）
祐治１）
隆１）

２７ I
TPに対する腹腔鏡下脾臓摘出術の経験－新しい超音波凝
固切離装置の使用経験－
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学 第一外科３）
中田 浩一１）、渡辺
透１）、佐々木正寿１）、五十嵐雅秀２）
金平 永二３）

史香１）
弘勝１）

２８ 当院における内視鏡下採石術による総胆管結石症治療の現況
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
林
裕之１）、大田 浩司１）、中村 伸一１）、道傳 研司１）
白崎 信二１）、細川
治１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
１）
２）
津田 昇志 、伊部 直之 、辰巳
靖２）

１８ AFP産生胃癌の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理２）
横井 健二１）、平野
誠１）、村上
望１）、花立
１）
１）
平野 勝康 、木村 圭一 、稲木 紀幸１）、橘川
増田 信二２）

１９ 上部胃癌診断の検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
平山 一久１）、浅田 康行１）、梶田 剛志１）、古屋
大１）
呉
哲彦１）、岩上
栄１）、斉藤 英夫１）、宗本 義則１）
藤沢 克憲１）、笠原 善郎１）、三井
毅１）、飯田 善郎１）
１）
１）
三浦 将司 、藤沢 正清 、平井 雅道２）、野ッ俣和夫２）
登谷 大修２）、田中 延善２）
２０ 肉眼所見に乏しく、内視鏡診断に苦慮し、切除標本でも病
変範囲の特定ができなかった、８㎝× ８㎝の平坦型・深達度
m の残胃の癌の一例
公立井波総合病院 外科１）
富山医科薬科大学 第一病理２）
○木南 伸一１）、八尾 直志１）、倉知
圓１）、北川 正信２）
２１ 出血性ショックより心肺停止を来たし、その後蘇生に成功
した出血性胃潰瘍の一例
福井医科大学 救急部１）
林田 有市１）、吉田 尚弘１）、出口 善純１）、藤田 邦博１）
津田 武嗣１）、須賀 弘泰１）、横山 利光１）、中川 隆雄１）
２２ 各 種 消 化 管 出 血 に 対 す る Hi
st
oacr
yl
（Nbut
yl
2Cyanoacr
yl
at
e）の有用性
医療法人南ヶ丘病院 外科１）、同 内科２）
森
明弘１）、川尻 文雄１）、綱村 幸夫１）、宮崎 誠示１）
向坂 喜湖２）
２３ 新しい電子内視鏡システム EVI
S240の使用経験
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学医学部 看護学科２）
同 第３内科３）
村田 浩之１）、伊藤 博行１）、七澤
洋１）、巴陵 宣彦１）
２）
３）
田中三千雄 、渡辺 明治
２４ 肝外門脈閉塞および食道胃静脈瘤を伴った先天性アンチト
ロンビンⅢ欠乏症の１例
国立療養所敦賀病院 内科１）、同 外科２）
○林
信太１）、竹内美紀子１）、東
博司１）、黒田 岳雄１）
木下 一夫２）、伊井
徹２）、澤
敏治２）、吉光 外宏２）
２５ 一過性にびまん性硬化狭細型膵管像を呈した膵炎の一例
富山県立中央病院 内科１）、同 病理２）
稲邑 克久１）、松田
充１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）
中川 彦人１）、鵜浦 雅志１）、三輪 淳夫２）

誠２）、
肇２）、

２９ Bi
l
l
r
ot
h-Ⅱ法胃切除後総胆管結石症に対し透明フードを用
い EPBDにて結石切除し得た１例
福井県立病院 内科１）、同 外科２）
松村 孝之１）、笠井 綾子１）、佐藤 広隆１）、伊部 直之１）
辰巳
靖１）、林
裕之２）、太田 浩司２）
３０ 亜硝酸剤併用下バルーン乳頭拡張術にて結石除去した高齢
者 Bi
l
l
r
ot
hⅡ法胃切後総胆管結石症の１例
北陸病院 内科１）
○増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、竹田 亮祐１）
３１ 十二指腸球部の Bor
r
mann2型様腫瘤を呈した十二指腸球
部異所性胃粘膜の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 病理２）
前川 晃範１）、稲邑 克久１）、松田
充１）、荻野 英朗１）
里村 吉威１）、中川 彦人１）、鵜浦 雅志１）、三輪 淳夫２）
３２ 十二指腸筋原性腫瘍の２例
富山赤十字病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
野崎 善成１）、宮本 直樹１）、高橋 英雄１）、魚津
長谷川 洋１）、関川
博１）、大澤 幸治２）、宮元
２）
稲土 修嗣 、前田 宜延３）

幸蔵１）
歩２）

３３ 十二指腸、空腸 i
mmunobl
ast
i
cl
ymphomaの一例
福井医科大学 第二外科１）
打波
大１）、堀内 哲也１）、下松谷 匠１）、村岡 隆介１）
３４ 感染性腸炎の大腸内視鏡像の検討
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
高畠 一郎１）、横山 浩一１）、宮永 太門１）、吉田
前川 正知２）、山下
朗２）

千尋１）

３５ 長期間、潰瘍性大腸炎として治療されていたアメーバ性大
腸炎の１例
富山市民病院 内科１）、同 研究検査科２）
高橋 洋一１）、青山
庄１）、樋上 義伸１）、斎藤 勝彦２）
３６ 下血症状にて発症した好酸球性大腸炎の１例
福井医科大学 第３内科１）、同 第１病理２）
○東田
元１）、宮永
健１）、小坂星太郎１）、東
笈田 耕治１）、石崎 武志１）、宮森
勇１）、法木

征樹１）
左近２）

３７ 回盲部癌に好酸球性胃腸炎様の病態を呈した一例
富山赤十字病院 内科１）
宮元
歩１）、大澤 幸治１）、宮際
幹１）、魚津 幸蔵１）
１）
稲土 修嗣

３８ ガストログラフィンにより完全駆虫しえた広節裂頭条虫症
の一例
市立砺波総合病院 内科・胃腸科１）、同 外科２）
同 放射線科３）、同 病理４）
渕崎宇一郎１）、太田 英樹１）、杉本 立甫１）、伴登 宏行２）
酒徳 光明２）、角田 清志３）、安念 有声４）
３９ 著明な腸間膜脂肪織炎の変化を伴った大腸憩室穿孔の１切
除例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
○天津
亨１）、大野 健次１）、井海江利子１）、宮岸 清司１）
清光 義則１）、古田 和雄２）、袖本 幸男３）
４０ 大腸 l
ymphat
i
ccystの１例
恵寿総合病院 外科・胃腸科１）
芳炭 哲也１）、中川原寿俊１）、広野
竹田 利弥１）、鎌田
徹１）、神野

靖夫１）、津川浩一郎１）、
正博１）

４１ 大腸内視鏡検査が契機と考えられた上腸間膜静脈血栓症の
１例
福井県立病院 外科１）、同 放射線科２）、冨澤クリニック３）
中屋 孝清１）、細川
治１）、中村 伸一１）、津田 昇志１）
１）
渡辺 国重 、谷川
裕１）、武田 孝之１）、白崎 信二１）
道傳 研司１）、林
裕之１）、大田 浩司１）、中川 哲也２）
西川 高弘２）、冨澤 貞夫３）
４２ EUSにより粘膜下層部の剥離を確認しつつ EMRを施行し
得た直腸カルチノイド腫瘍の１例
金沢市立病院 消化器科１）、同 外科２）
○辻
宏和１）、竹内 正勇１）、米島
學１）、永里
敦２）
２）
橋爪 泰夫
４３ 回腸神経線維腫による腸重積の１例
浅ノ川総合病院 内科１）、同 外科２）
金沢医科大学 第２病理３）
○土山 寿志１）、橘
彩路１）、橘
秀樹１）、中積
藤邑 宏克１）、森永 信一１）、荒木 一郎１）、上野
森永 健市１）、中野 達夫２）、上野 桂一２）、谷野
石川 義麿３）

智子１）
敏男１）
幹夫３）

４４ 大腸多発 MALTリンパ腫の１例
厚生連高岡病院 第一内科１）、同 病理２）
○寺田 光宏１）、木谷
恒１）、増田 信二２）
４５ 虚血性大腸炎を契機に診断された S状結腸癌の１例
金沢医科大学 消化器内科１）、同 一般消化器外科２）
○尾崎 一晶１）、伊藤
透１）、船崎
勉１）、川原
弘１）
堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）、松下 昌弘２）、冨田冨士夫２）
高島 茂樹２）
４６ denovo発生と思われた盲腸低分化腺癌の１例
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）、同 臨床検査科３）
○近藤美樹子１）、井上 哲也１）、古村 能章１）、竹川
茂１）
１）
１）
１）
桐山 正人 、道場昭太郎 、小島 靖彦 、森本日出雄２）
渡辺騏七郎３）
４７ 陳旧性腸結核に合併したと思われる上行結腸癌の１例
福井県立病院 外科１）、同 内科２）、福井日赤病院 病理３）
自治医科大学 病理学教室４）
道傅 研司１）、白崎 信二１）、武田 孝之１）、大田 浩司１）
中村 伸一１）、林
裕之１）、細川
治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）
伊部 直之２）、辰巳
靖２）、小西二三男３）、海崎 泰治４）
４８ 内視鏡的に遡及的経過観察ができた大腸癌７例の検討
福井県立病院 外科１）
○白崎 信二１）、武田 孝之１）、大田 浩司１）、中村 伸一１）
林
裕之１）、道傅 研司１）、山道
昇１）、細川
治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）
４９ びまん浸潤型直腸癌様変化を来した膀胱癌直腸転移の１例
福井県済生会病院 外科１）
富山県済生会富山病院 病理検査科２）
古屋
大１）、笠原 善郎１）、梶田 剛司１）、平山 一久１）
呉
哲彦１）、岩上
栄１）、斉藤 英夫１）、宗本 義則１）
藤沢 克憲１）、三井
毅１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）
１）
三浦 將司 、藤沢 正清１）、松能 久雄２）

第７１回
日
会
会

北陸地方会

時：平成１０年６月７日日
場：福井商工会議所 第一会場：コンベンションホール
第二会場：国際ホール
長：福井赤十字病院 消化器科 西川 邦寿

◆教育講演
「大腸腫瘍の内視鏡診断」
東邦大学大橋病院 消化器科診断部

酒井

義浩

◆特別講演
「肝胆道癌の診断と治療」
順天堂大学 消化器内科

有山

囊

◆一般演題
０１ 特発性食道破裂の一例
城端厚生病院 外科１）、同 内科２）
大田 浩司１）、平野 勝康１）、根井
０２ 食道脂肪腫の１例
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学 光学医療診療部２）
○村田 浩之１）、伊藤 博行１）、七沢
田中三千雄２）

０９ 胃窮窿部に基部を有し十二指腸球部に嵌頓した山田Ⅳ型ポ
リープの１例
市立砺波総合病院 外科１）、同 病理２）
○吉羽 秀麿１）、中島 久幸１）、酒徳 光明１）、春原 哲之１）
田畑
敏１）、家接 健一１）、伴登 宏行１）、片田 正一１）
山下 良平１）、清原
薫１）、小杉 光世１）、寺畑信太郎２）

仁一２）

洋１）、巴陵

宣彦１）

０３ 吐血により発症した単純ヘルペスによる原発性食道炎の１例
恵寿総合病院 外科胃腸科１）
金沢医科大学 第二病理２）
津山
博１）、芳炭 哲也１）、中川原寿俊１）、広野 靖夫１）
竹田 利弥１）、鎌田
徹１）、神野 正博１）、上田 善道２）
０４ 良性食道狭窄に対し Wal
lSt
ent
（Bar
e）挿入後、再狭窄を
きたし Cover
edUl
t
r
af
l
exSt
entにて軽快した一例
城北病院 内科１）、同 外科２）
石川県済生会金沢病院 外科３）
大野 健次１）、清光 義則１）、古田 和雄２）、川浦 幸光３）
０５ 膵小葉上皮化生を示した A型胃炎の内視鏡像と胃生検像
福井赤十字病院 病理部１）、同 消化器科２）
堀
裕子１）、小西二三男１）、道上
学２）、永井 勝也２）
２）
２）
畑
正典 、松村
賢 、西川 邦寿２）
０６ 胃にガリウムの集積を認めたサイトメガロウイルス感染症
の１例
富山医科薬科大学 和漢診療部１）、同 放射線科２）、同 病理３）
同 光学医療診療部４）
○藤永
洋１）、森
昭憲１）、笠原 裕司１）、嶋田
豊１）
１）
１）
２）
伊藤
隆 、寺澤 捷年 、清水 正司 、大森 義明３）
田中三千雄４）
０７ ヘリコバクターピロリ除菌によって治癒した胃大彎に発生
した多発潰瘍の１例
金沢市医師会１）
○浅野 繁尚１）
０８ 高齢者における出血性胃潰瘍の検討－基礎疾患、服薬状況、
生活背景および H.pyl
or
i
（HP）陽性率からみた特徴－
福井温泉病院 内科１）
友仁山崎病院 内科２）
福井医科大学 第３内科３）
○東田
元１）、小坂星太郎２）、東
征樹３）、山本 智恵３）
笈田 耕治３）、宮森
勇３）

１０ 胃 Car
ci
nomai
nhyper
pl
ast
i
cpol
ypの１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理２）
和田 真也１）、山田 哲治１）、石川 暢己１）、小島
中村 寿彦１）、森田 克哉１）、山村 浩然１）、八木
北川
晋１）、中川 正昭１）、車谷
宏２）

一人１）
真悟１）

１１ 外来治療を試みた巨大胃腺腫内癌の１例
玄クリニック１）
○杉浦
玄１）
１２ 膵石を合併した胃迷入膵の１例
国立療養所敦賀病院 外科１）
岡田 章一１）、井上 哲也１）、木下
吉光 外宏１）

一夫１）、澤

敏治１）

１３ 高 gast
r
i
n血症を伴う多発性胃カルチノイドの１例
金沢医科大学 一般消化器外科１）
同 病院病理部２）
○中川 秀人１）、上繁 宣雄１）、菅谷 純一１）、中野 泰治１）
小坂 健夫１）、高島 茂樹１）、佐々木恵子２）
１４ CD３４陽性の胃粘膜下腫瘍（GI
ST）の１例
厚生連高岡病院 外科１）
同 病理科２）
横井 健二１）、平野
誠１）、村上
望１）、宇野
１）
１）
川口 雅彦 、野澤
寛 、伊藤 祥隆１）、橘川
２）
増田 信二

祐雄１）、
弘勝１）、

１５ H.pyl
or
i
（HP）除菌が有効であった l
ow gr
ade胃 MALT
リンパ腫の１例
福井県済生会病院 内科１）
○野ツ俣和夫１）、平井 雅道１）、土山 智也１）、登谷 大修１）、
田中 延善１）
１６ 除菌療法を行った胃十二指腸 MALTリンパ腫の１例
福井医科大学 第２内科１）
土川医院２）
山村
修１）、東
健１）、伊藤 重二１）、山崎 幸直１）、
１）
宮地 英生 、伊藤 義幸１）、片山 裕視１）、須藤 弘之１）、
栗山
勝１）、土川恵二郎２）

１７ Hel
i
cobact
erpyl
or
iの 除 菌 治 療 後 に 改 善 の み ら れ た 胃
MALTリンパ腫の１例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
福井医科大学 第二内科３）
福井赤十字病院 病理４）
○村北
肇１）、山本
誠１）、前川 直美１）、加藤 浩司１）
１）
大西 定司 、吉田 正博１）、田中 延宜１）、稲田 章夫２）
浜中 英樹２）、加藤 泰史２）、木村 成里２）、山崎 幸直３）
小西二三男４）、堀
裕子４）
１８ H.pyl
or
i除菌療法を試みた胃 MALTomaの５例
富山労災病院 内科１）、金沢大学医学部 保健学科２）
真田
拓１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）、細
正博２）
１９ 十二指腸球部絨毛腺腫内癌の１例
国立金沢病院 外科１）、同 臨床検査科２）
藤田 秀人１）、古村 能章１）、近藤美樹子１）、木南
伊井
徹１）、竹川
茂１）、道場昭太郎１）、桐山
１）
小島 靖彦 、渡辺騏七郎２）

伸一１）
正人１）

２７ 大腸内視鏡検査による脾損傷の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
同 消化器内科２）
持木
大１）、石川 暢己１）、小島 一人１）、和田 真也１）
中村 寿彦１）、森田 克哉１）、山村 浩然１）、八木 真悟１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、本田ゆかり２）
２）
大森 俊明 、松田 博人２）、島崎 英樹２）
２８ ヒータープローブ凝固療法が著効した放射線腸炎による多
発性血管異形成の１例
市立砺波総合病院 内科・胃腸科１）、同 放射線科２）
○渕崎宇一郎１）、太田 英樹１）、杉本 立甫１）、 角田 清志２）
２９ 赤痢アメーバ性大腸炎の２例
国立金沢病院 内科１）、同 病理２）
金沢市立病院 内科３）
○月岡 幹雄１）、河内 祐介１）、荒井
稲垣
豊１）、森本日出雄１）、杉岡
竹内 正勇３）

邦明１）、足立 浩司１）
五郎１）、渡辺騏七郎２）

２０ 十二指腸潰瘍に併発した原発性十二指腸癌の１例
国立鯖江病院 内科１）、同 外科２）
福井県立大学 看護学部３）
○藤原
淳１）、岩城
真１）、福島 龍貴１）、泉
俊昌２）
本多
桂２）、斎藤
貢２）、加藤 卓次３）

３０ Chr
oni
cmucocutaneouscandi
di
asi
sに合併した難治性
直腸炎の１例
金沢大学 第２内科１）
○松村 孝之１）、竹田 泰史１）、澤田
武１）、佐藤 広隆１）
西田 泰之１）、岡田 俊英１）、竹田 康男１）、馬渕
宏１）

２１ 十二指腸憩室内潰瘍からの出血が考えられた大量下血症例
金沢大学 第二内科１）
○西田 泰之１）、澤田
武１）、佐藤 広隆１）、松村 孝之１）
１）
岡田 俊英 、竹田 康男１）、馬渕
宏１）

３１ 難治性腸管型ベーチェット病の一例
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
松田耕一郎１）、早川 康浩１）、池田 直樹１）、若林

２２ 内視鏡的結紮術が有用であった腎細胞癌の十二指腸転移巣
からの出血の１例
福井県済生会病院 内科１）、同 泌尿器科２）、同 放射線科３）
○土山 智也１）、登谷 大修１）、平井 雅道１）、野ツ俣和夫１）
田中 延善１）、山本 秀和２）、山元 龍也３）、宮山 士郎３）
２３ 大腸検診におけるスクリーニング法としてのシグモイドス
コピー（SF）の有用性に関する検討－日帰りコースと１泊２
日ドックの癌発見率の比較－
福井県済生会病院 外科１）、同 放射線科２）
同 健診センター３）、同 内科４）
○斎藤 英夫１）、飯田 善郎１）、宗本 義則１）、平山 一久１）
藤澤 克憲１）、笠原 善郎１）、三井
毅１）、浅田 康行１）
三浦 將司１）、藤澤 正清１）、宮山 士朗２）、平井 雅道３）
登谷 大修４）、田中 延善４）
２４ 大腸内視鏡検査数の増加によると思われる大腸癌の時代的
推移
福井県立病院 外科１）
道伝 研司１）、白崎 信二１）、武田 孝之１）、高山 英之１）
林
裕之１）、細川
治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）
２５ 側方発育型大腸腫瘍（LST）の内視鏡診断と治療法の選択
市立敦賀病院 外科１）、同 消化器科２）
○石田 文生１）、服部 昌和１）、関 健一郎１）、飯田 茂穂１）、
肇２）、毛利 久継２）、
市橋
匠１）、中川原儀三１）、太田
２）
大坪公士郎
２６ 盲腸のポリペクトミー後に虫垂の全周性離断による穿孔を
来した１例
富山県立中央病院 外科１）、同 病理２）
○野島 直巳１）、小西 孝司１）、小林 隆司１）、澤田 茂朗１）
佐藤 貴弘１）、木村 寛伸１）、前田 基一１）、薮下 和久１）
黒田 吉隆１）、辻
政彦１）、三輪 淳夫２）

３２ 腸型ベーチェット病の３例
福井県立病院 外科１）
本馬 徳人１）、白崎 信二１）、道傳
中村 伸一１）、武田 孝之１）、細川
津田 昇志１）

研司１）、林
治１）、渡辺

時夫１）

裕之１）
国重１）

３３ 消化管病変の経過を観察しえた Schoenl
ei
nHenoch紫斑
病の２例
黒部市民病院 内科１）、同 小児科２）
坂井 宣彦１）、森岡
健１）、牧野
博１）、竹谷 徳雄２）
３４ Chur
gSt
r
auss症候群の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 放射線科２）、同 病理部３）
畑
正典１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、道上
学１）
永井 勝也１）、野口 正人２）、小西二三男３）、堀
裕子３）
３５ 早期胆嚢癌の併存した黄色肉芽腫性胆嚢炎の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、同 病理２）、同 外科３）
同 医学部 放射線科４）
○渡辺 弘之１）、坂井 潤太１）、大坪公士郎１）、山口 泰志１）
多賀 浩美１）、元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）
今井 美和２）、渡辺美智夫３）、吉川
淳４）
３６ CA199の異常高値を呈した黄色肉芽腫性胆嚢炎の２症例
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
福井赤十字病院 病理３）
稲田 章夫１）、浜中 英樹１）、加藤 泰史１）、木村 成里１）
山本
誠２）、加藤 浩司２）、前川 直美２）、村北
肇２）
２）
２）
２）
大西 定司 、吉田 正博 、田中 延宜 、小西二三男３）
３７ 急性胆嚢炎・膵炎で発症した chol
edochocel
eの１例
福井医科大学 第一外科１）
同 第二内科２）
藤田
隆１）、飯田
敦１）、土山 智邦１）、小林 泰三１）
新本 修一１）、山口 明夫１）、伊藤 重二２）、東
健２）

３８ 膵管ステントが有用であった膵性胸水の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 放射線科２）、同
永井 勝也１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、畑
道上
学１）、野口 正人２）、小西二三男３）、堀

病理部３）
正典１）
裕子３）

３９ 長期臥床・絶食中に見られた bi
l
esl
udgeによる閉塞性胆
管炎に対し、NBD（内視鏡的経鼻胆管ドレナージ）が有効で
あった２症例
富山医科薬科大学 第三内科１）
○北 啓一朗１）、大澤 孝治１）、森岡シンチア洋子１）
斎藤 清二１）、渡辺 明治１）
４０ 当 科 に お け る 悪 性 胆 道 狭 窄 に 対 す る Sel
f
expandabl
e
met
al
l
i
cst
ent
（EMS）挿入例の検討
福井赤十字病院 消化器科１）
道上
学１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、畑
正典１）
永井 勝也１）
４１ 悪性胆道狭窄に対する内瘻化－ Cover
edDI
AMONDの挿
入経験－
福井医科大学 第３内科１）、福井温泉病院 内科２）
友仁山崎病院 内科３）
○小坂星太郎１）、東
征樹１）、山本 智恵１）、笈田 耕治１）
宮森
勇１）、東田
元２）、矩
照幸３）
４２ ステロイドが著効したアフタ様大腸炎合併再発性膵炎の１例
金沢大学 第一内科１）、小松市民病院２）
○斎藤 孝仁１）、卜部
健１）、平野 正明１）、小浦 隆義１）
酒井
明１）、大野 秀棋１）、鍛冶 恭介１）、中本 安成１）
北野 善郎１）、本多 政夫１）、寺崎 修一１）、松下 栄紀１）
金子 周一１）、亀田 正二２）
４３ 腫瘤形成性膵炎の治療
有松中央病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 第１外科３）
同 放射線科４）、みずた胃腸科クリニック５）
○横山 浩一１）、高畠 一郎１）、宮永 太門１）、吉田 千尋１）
森下 大樹２）、前川 正知２）、大村 健二３）、小林
健４）
４）
５）
鈴木 正行 、水田 正雄
４４ 膵管内超音波検査及び経内視鏡的膵管生検が診断に有用で
あったムチン産生性膵腫瘍の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
橘
良哉１）、米島 博嗣１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）
鵜浦 雅志１）、前田 基一２）、薮下 和久２）、小西 孝司２）
三輪 淳夫３）
４５ 透明キャップ法にて内視鏡的に切除した十二指腸カルチノ
イドの１例
富山医科薬科大学 第三内科１）、同 光学医療診療部２）
福田加奈子１）、長沼甲太郎１）、中谷 敦子１）、折原 正周１）
寺崎 禎一１）、坂東
毅１）、若林 泰文１）、斎藤 清二１）
渡辺 明治１）、野城 和彦２）、田中三千雄２）
４６ ３年４ヶ月間の追跡により増大したため内視鏡的切除した
十二指腸腺腫の１例
福井県立病院 外科１）、同 病理２）
福井赤十字病院 病理３）
高山 英之１）、細川
治１）、道伝 研二１）、林
裕之１）
１）
１）
１）
白崎 信二 、武田 孝之 、谷川
裕 、渡辺 国重１）
津田 昇志１）、海崎 泰治２）、小西二三男３）
４７ 内視鏡的粘膜切除術（EMR）にて切除しえた十二指腸副乳
頭腺腫の１例
金沢市立病院 消化器科１）
○辻
宏和１）、竹内 正勇１）、米島
學１）

４８ 内視鏡的粘膜切除術により診断し得た径７ ㎜ の直腸悪性リ
ンパ腫の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
尾崎 一晶１）、島中 公志１）、上嶋 康洋１）、伊藤
透１）
川原
弘１）、堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）
４９ 内視鏡的ポリペクトミーにて治療し得た出血性十二指腸脂
肪腫の１例
金沢大学 第二外科１）、同 付属病院 病理部２）
加藤胃腸科外科病院３）
○湊屋
剛１）、宮下 知治１）、谷
卓１）、西村 元一１）
藤村
隆１）、橋本 哲夫１）、萱原 正都１）、清水 康一１）
太田 哲生１）、三輪 晃一１）、湊
宏２）、野々村昭孝２）
３）
加藤 寛幸
５０ 幽門輪近傍の病変に対する内視鏡下手術
金沢大学 第１外科１）、南ヶ丘病院 外科２）
木下 敬弘１）、金平 永二１）、大村 健二１）、川上
梶田
剛１）、中田 浩一１）、森
明弘２）、渡邊

和之１）
洋宇２）

５１ Lapar
oscopi
cf
undopl
i
cat
i
onを施行した逆流性食道炎の
１例
福井医科大学 第一外科１）、同 第三内科２）
土山 智邦１）、前田 浩幸１）、飯田
敦１）、藤田
隆１）
新本 修一１）、片山 寛次１）、広瀬 和郎１）、山口 明夫１）
東田
元２）
５２ 腹腔鏡下副腎嚢胞摘出術の一例
福井医科大学 第二外科１）
打波
大１）、下松谷 匠１）、堀内

哲也１）、村岡

５３ 腹腔鏡下に切除し得た成人大網嚢腫の１例
福井医科大学 第２外科１）、嶋田病院 外科２）
○堀内 哲也１）、下松谷 匠１）、打波
大１）、村岡
２）
宮永 克也

隆介１）

隆介１）

５４ 当科における腹腔鏡下胆嚢摘出術開腹移行例の検討
富山赤十字病院 外科１）
高橋 英雄１）、魚津 幸蔵１）、今井 哲也１）、森田 弘之１）
長谷川 洋１）、関川
博１）
５５ 胃運動を考慮した経腸栄養剤投与方法を試みた経皮内視鏡
的胃瘻造設術施行の１症例
小川医院１）、石川県済生会金沢病院 消化器科２）
北陸中央病院 内科３）
○小川 滋彦１）、若林 時夫２）、早川 康浩２）、小市 勝之３）
５６ 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）が奏効し、PEGを離脱で
きた３症例
福井医科大学 第二内科１）、大滝病院 内科２）
桑原麻由子１）、伊藤 重二１）、村松
篤１）、李
相植１）
山村
修１）、片山 裕視１）、須藤 弘之１）、宮地 英生１）
伊藤 義幸１）、会田 隆志１）、濱野 忠則１）、山崎 幸直１）
得田
彰１）、東
健１）、栗山
勝１）、小野 博美２）
２）
２）
大滝 美恵 、大滝 秀穂
５７ 経皮内視鏡的胃瘻造設術における合併症の検討
大滝病院 内科１）、福井医科大学 第二内科２）
○小野 博美１）、大滝 秀穂１）、宮地 英生２）、伊藤
東
健２）、栗山
勝２）

重二２）

第７２回

北陸地方会

日
会

時：平成１０年１２月６日日
場：金沢大学医学部附属病院臨床研究棟

会

長：金沢大学医学部附属病院

第一会場：第一臨床講義室
第二会場：第二臨床講義室
光学医療診療部 卜部
健

◆特別講演
「大腸腫瘍の発育進展：表面構造と遺伝子変化」
獨協医科大学 第２病理
「Hel
i
cobact
erpyl
or
i感染と胃内環境」
信州大学医学部 臨床検査医学

藤盛

孝博

勝山

努

◆一般演題
０１ 内視鏡上、短期間に腫瘍局在部位の同定が困難となった食
道表在癌の一例
国立療養所敦賀病院 外科１）
井上 哲也１）、岡田 章一１）、木下 一夫１）、澤
敏治１）
１）
吉光 外宏

０９ 内視鏡止血併用療法により止血しえた多臓器不全合併出血
性胃潰瘍の一例
福井医科大学 救急部１）
横山 利光１）、中川 隆雄１）、太田 信次１）、須賀 弘泰１）
出口 善純１）、村岡 隆介１）

０２ 食道表在癌における内視鏡的粘膜切除例の検討
城北病院 内科１）、同 外科２）
同 病理科３）
坂本 茂夫１）、大野 健次１）、宮岸 清司１）、清光
斉藤 典才２）、渡辺 博之２）、袖本 幸男３）

１０ 逆流性食道炎における H.pyl
or
i感染の検討
福井医科大学 第３内科１）
友仁山崎病院 内科２）
○東田
元１）、小坂星太郎１）、笈田 耕治１）、宮森
東
征樹２）

義則１）

０３ 放射線療法により著明な内視鏡的改善を認めた食道癌の一例
金沢大学 第二内科１）
○佐藤 広隆１）、澤田
武１）、加藤 文彦１）、永田
満１）
１）
１）
１）
松村 孝之 、岡田 俊英 、梶波 康二 、竹田 康男１）
馬渕
宏１）
０４ 食道原発悪性黒色腫の１切除例
富山県立中央病院 外科１）
同 臨床病理科２）
土地外科胃腸科クリニック３）
八尾総合病院 外科４）
舩木健一郎１）、薮下 和久１）、温井
荒川
元１）、大西 一朗１）、加治
前田 基一１）、小西 孝司１）、辻
土地 邦和３）、宮田 龍和４）

勇１）

１１ 高齢者における H.pyl
or
i感染状況
加登病院１）
金沢大学 第一内科２）
○加賀谷尚史１）、加登 康洋１）、卜部
健２）
１２ 蛋白漏出性胃症を合併し Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌により
改善した Di
f
f
usevar
i
ol
i
f
or
m gast
r
i
t
i
sの一例
富山県立中央病院 内科１）、同 病理２）
橘
良哉１）、柿木嘉平太１）、米島 博嗣１）、荻野 英朗１）
里村 吉威１）、鵜浦 雅志１）、三輪 淳夫２）

剛史１）、五箇
正英１）、木村
政彦１）、三輪

猛一１）
寛伸１）
淳夫２）

０５ 食道癌術後の上部消化管重複癌の２例
金沢大学 第二外科１）
○経田
淳１）、橋本 哲夫１）、吉本 勝博１）、津山
根塚 秀昭１）、二宮
致１）、谷
卓１）、西村
１）
１）
萱原 正都 、清水 康一 、太田 哲生１）、三輪

博１）
元一１）
晃一１）

０６ 上部消化管内視鏡検査により食道穿孔を来たした３例
富山市民病院 内科１）
樋口 勝彦１）、高橋 洋一１）、青山
庄１）、樋上 義伸１）
０７ 裂創縫縮術を施行した胃噴門部輪状裂創の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
同 一般消化器外科２）
○岡村 英之１）、船崎
勉１）、尾崎 一晶１）、塩田
日下 一也１）、浦島左千夫１）、上嶋 康洋１）、伊藤
川原
弘１）、堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）、斉藤
２）
高島 茂樹

章人１）
透１）
人志２）

０８ Vani
shi
ngt
umor型を呈した胃アニサキス症の３例
黒部市民病院 内科１）
稲邑 克久１）、牧野
博１）、森岡
健１）

１３ H.pyl
or
i
（HP）陽性消化性潰瘍症例における除菌後潰瘍再
発の検討
富山労災病院 内科１）
○北村 和哉１）、飯田
宏１）、真田
拓１）、竹森 康弘１）
１）
野田 八嗣
１４ H.Pyl
or
i
除菌により縮小・消失した胃過形成性ポリープの
２症例
富山逓信病院 内科１）
○廣瀬昭一郎１）、老子 善康１）、平井 信行１）
１５ Hel
i
cobact
erpyl
or
i陰性の胃 l
ow gr
adeMALTomaの一
例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
岡山大学医学部 第２病理３）
○水谷 朋恵１）、平井 雅道１）、望月 康弘１）、彼谷 裕康１）
北野 善郎１）、野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）、田中 延善１）
海東 恵子２）、笠原 善郎２）、浅田 康行２）、吉野
正３）
１６ ２ 年 １ ヶ 月 間 の 内 視 鏡 的 追 跡 を 行 っ た 胃 弯 隆 部
Gast
r
oi
nt
est
i
nalst
r
omalt
umor
（GI
ST）の一例
福井県立病院 外科１）、同 病理部２）
武生市医師会３）
今庄診療所４）
高山 英之１）、細川
治１）、道伝 研二１）、林
裕之１）、
１）
１）
１）
裕 、渡辺 国重１）、
白崎 信二 、武田 孝之 、谷川
１）
２）
津田 昇志 、海崎 泰治 、月岡 照晴３）、大滝 美恵４）

１７ GA199産生胃癌の一例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理科２）
横井 健二１）、平野
誠１）、村上
望１）、宇野
野澤
寛１）、川口 雅彦１）、伊藤 祥隆１）、橘川
増田 信二２）

雄祐１）
弘勝１）

１８ 運動失調で発症し急激な経過をたどった胃癌の転移性軟膜
癌腫症の一剖検例
市立砺波総合病院 内科１）、同 病理２）
○渕崎宇一郎１）、太田 英樹１）、杉本 立甫１）、坂下 泰雄１）
寺畑信太郎３）
１９ 術中小腸ファイバーで診断し得た小腸出血の一例
福井県済生会病院 外科１）
海東 恵子１）、浅田 康行１）、宗本 義則１）、大滝 憲夫１）
柏原 秀史１）、呉
哲彦１）、土田
敬１）、斉藤 英夫１）
藤沢 克憲１）、笠原 善郎１）、三井
毅１）、小林 弘明１）
１）
１）
飯田 善郎 、三浦 将司 、藤沢 正清１）
２０ ショックを伴う十二指腸出血に対し内視鏡的止血術を施行
した成人の HenochSchonl
ei
npur
pur
aの１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 皮膚科２）、同 病理部３）
角 栄里子１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、畑
正典１）
永井 勝也１）、道上
学１）、立花 隆夫２）、小西二三男３）
２１ vonReckl
i
nghausen病に合併し、下血、腸重積を発症し
た小腸神経鞘腫の１例
国立金沢病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理４）
荒井 邦明１）、真田
拓１）、河内 祐介１）、月岡 幹雄１）
１）
足立 浩司 、稲垣
豊１）、森本日出雄１）、小林 昭彦２）
藤田 秀人３）、小島 靖彦３）、渡辺騏七郎４）
２２ 十二指腸 st
r
omalt
umorの一例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
同 病理部４）
○畑
正典１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、永井 勝也１）
１）
２）
道上
学 、田中 文恵 、田中 猛夫２）、野口 正人３）
小西二三男４）
２３ 特異な内視鏡像を呈した原発性低コレステロール血症の２例
金沢大学 第二内科１）
松村 孝之１）、浜野 直通１）、澤田
武１）、佐藤 広隆１）
岡田 俊英１）、梶波 康二１）、竹田 康男１）、馬渕
宏１）
２４ 回腸瘻造設が奏功した潰瘍性大腸炎に伴う中毒性巨大結腸
の一例
福井医科大学 第２内科１）、同 第２外科２）
鈴木消化器内科医院３）
山崎 幸直１）、林
浩嗣１）、伊藤 重二１）、八十川朋子１）
１）
金井 昌代 、大塚 克則１）、桑原麻由子１）、李
相植１）
守安 秀行１）、宮地 英生１）、伊藤 義幸１）、薮
剛爾１）
東
健１）、栗山
勝１）、打波
大２）、村岡 隆介２）
鈴木 邦夫３）
２５ 非特異性大腸潰瘍の一例
福井県済生会病院 外科１）、福井医科大学 第一病理２）
○大滝 憲夫１）、浅田 康行１）、海東 恵子１）、柏原 秀史１）
呉
哲彦１）、土田
敬１）、斎藤 英夫１）、藤沢 克憲１）
宗本 義則１）、笠原 善郎１）、三井
毅１）、小林 弘明１）
飯田 善郎１）、三浦 将司１）、藤沢 正清１）、今村 好章２）
２６ 出血性ショックを契機に診断されたクローン病の一例
富山赤十字病院 消化器科１）
○徳舛 康良１）、品川 和子１）、宮元
歩１）、宮際
幹１）
１）
稲土 修嗣

２７ 大動脈炎症候群の経過中にクローン病を発症した１例
福井医科大学 第３内科１）
○小坂星太郎１）、東田
元１）、東
征樹１）、笈田 耕治１）
宮森
勇１）
２８ 経過中に回盲部潰瘍を合併した MDSの一例
福井県立病院 消化器内科１）
竹田 泰史１）、土山 寿志１）、笠井 綾子１）、清水
伊部 直之１）、辰巳
靖１）、羽場 利博１）

信繁１）

２９ 大腸腫瘍との鑑別を要した大腸血管異形成（angi
odyspl
asi
a）
の１切除例
国立金沢病院 外科１）、同 放射線科２）
同 研究検査科３）
○伊井
徹１）、藤田 秀人１）、木南 伸一１）、竹川
茂１）
桐山 正人１）、道場昭太郎１）、津田 宏信１）、小島 靖彦１）
小林 昭彦２）、渡辺騏七郎３）
３０ 内視鏡的クリップ結紮治療が有効であった大腸 vascul
ar
ect
asi
aの一例
厚生連高岡病院 消化器内科１）
木谷
恒１）、寺田 光宏１）
３１ 粘膜下腫瘍の像を呈し、vani
shi
ngt
umorの経過をたどっ
た上行結腸寄生虫性肉芽腫の一切除例
富山赤十字病院 外科１）、同 内科２）
○森田 弘之１）、今井 哲也１）、高橋 英雄１）、魚津 幸蔵１）
長谷川 洋１）、関川
博１）、品川 和子２）、稲土 修嗣２）
３２ 当院における近年の胃癌と大腸癌の発見率に関する比較検討
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
○早川 康浩１）、松田耕一郎１）、池田 直樹１）、若林 時夫１）
３３ ドック便潜血検査が陰性であった進行大腸癌の２例
福井県立病院 外科１）
同 内科２）
○奥田 智行１）、道傳 研司１）、白崎 信二１）、高山 英之１）
北島 竜美１）、林
裕之１）、武田 孝之１）、細川
治１）
１）
１）
１）
谷川
裕 、渡辺 国重 、津田 昇志 、辰巳
靖２）
伊部 直之２）、土山 寿志２）、笠井 綾子２）、竹田 泰史２）
清水 信繁２）、本馬 徳人２）
３４ 回盲部癌が原因と思われた成人腸重積症の１例
公立松任石川中央病院 内科１）
同 外科２）
中浜
亨１）、山川
治１）、古沢 明彦１）、高村
２）
浦出 雅昭 、八木 雅夫２）

博之２）、

３５ 術前に経肛門的チューブドレナージを行った直腸癌イレウ
ス症例の経験
済生会富山病院 外科１）、同 内科２）
富山医科薬科大学 第二外科３）
魚谷 英之１）、増山 喜一１）、島多 勝夫１）、田近 貞克１）
西森
弘２）、舟木
淳２）、塚田 一博３）
３６ 当院における大腸内視鏡合併症の検討
福井赤十字病院 消化器科１）
○永井 勝也１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、畑
１）
道上
学

正典１）

３７ 後腹膜鏡を併用した腹腔鏡補助下大腸切除術の経験
金沢大学医学部 第１外科１）
南ヶ丘病院 外科２）
○田沢希久子１）、金平 永二１）、木下 敬弘１）、俵矢 香苗１）
富田 剛治１）、大村 健二１）、渡辺 洋宇１）、森
明弘２）
２）
２）
２）
川尻 文雄 、綱村 幸夫 、林
義信 、宮崎 誠示２）

３８ 腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中胆道損傷に対する ENBD
施行例の検討
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
林
裕之１）、高山 英之１）、北島 竜美１）、道傳 研司１）
白崎 信二１）、細川
治１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
１）
２）
津田 昇志 、笠井 綾子 、土山 寿志２）、伊部 直之２）
辰巳
靖２）

４３ 膵管鏡検査が有用であった慢性膵炎を伴う膵管内乳頭状病
変の１例
金沢大学がん研究所 内科１）、同 外科２）
金沢大学 放射線科３）
大坪公士郎１）、山口 泰志１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）、渡辺美智夫２）、源
利成２）
３）
松井
修

３９ 原発性硬化性胆管炎（PSC）２例における ERCPと MRCP
の比較検討
金沢大学 第一内科１）
○土山 智也１）、大野 秀棋１）、斎藤 孝仁１）、小浦 隆義１）
酒井 明人１）、鍛治 恭介１）、中本 安成１）、本多 政夫１）
寺崎 修一１）、松下 栄紀１）、卜部
健１）、金子 周一１）

４４ Endoscopi
cnasocyst
i
cdr
ai
nage（ENCD）が奏効した
膵仮性嚢胞の２例
市立敦賀病院 消化器科１）、同 外科２）
○毛利 久継１）、松田 尚登１）、太田
肇１）、服部 昌和２）
関 健一郎２）、石田 文生２）、中川原儀三２）

４０ MRCPと内視鏡下生検が有用であった早期胆管癌の２例
有松中央病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 放射線科３）
国立金沢病院 病理４）、武川病理研究所５）
高畠 一郎１）、横山 浩一１）、宮永 太門１）、吉田 千尋１）
前川 正知２）、森下 大樹２）、鈴木 正行３）、小林
健３）
渡辺騏七郎４）、武川 昭雄５）
４１ 胃切除例に生じた総胆管結石症に対する内視鏡的治療
町立富来病院 内科１）、同 外科２）、金沢大学 第１内科３）
野口
晃１）、足立
厳２）、卜部
健３）、岡
宏３）
３）
上山本伸治
４２ 十二指腸狭窄を呈した gr
oovepancr
eat
i
t
i
sの一例
福井医科大学 第一外科１）
藤田
隆１）、玉木 雅人１）、田口 誠一１）、村上
真１）
１）
１）
１）
木村 俊久 、石田
誠 、竹内 一雄 、土山 智邦１）
新本 修一１）、片山 寛次１）、廣瀬 和郎１）、山口 明夫１）

４５ 無床診療所における日帰り経皮内視鏡的胃瘻造設術の試み
２）
小川医院（金沢市）１）、竹越内科クリニック（高岡市）
○小川 滋彦１）、竹越 國夫２）
４６ 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）施行困難例の検討
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
奥村 義治１）、竹内 安紀１）、中村 勇一１）、徳楽 正人２）
牛島
聡２）、中泉 治雄２）
４７ 当院における内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の合併症
福井赤十字病院 消化器科１）
○道上
学１）、西川 邦寿１）、松村
賢１）、畑
正典１）
１）
永井 勝也
４８ 胃瘻前後における胃運動能力及び胃排出能に関する検討
大滝病院 内科１）、福井医科大学 第２内科２）
○小野 博美１）、大滝 秀穂１）、宮地 英生２）、大滝 美恵２）
伊藤 重二２）、東
健２）、栗山
勝２）

第７３回
日
会
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北陸地方会

時：平成１１年６月２０日日
場：富山県医師会館 第一会場：１階
第二会場：４階
長：富山市民病院 内科 高橋 洋一

ホール
会議室

◆特別講演
「炎症性腸疾患と内視鏡」
北里大学医学部 消化器内科
「内視鏡検査時の麻酔と呼吸循環動態」
藤田保健衛生大学第二病院 内科

勝又

伴栄

乾

和郎

◆一般演題
０１ 胃癌から転移した右側舌根部腫瘍の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理科２）
横井 健二１）、村上
望１）、平野
誠１）、宇野
１）
１）
野澤
寛 、川口 雅彦 、伊藤 祥隆１）、橘川
増田 信二２）

雄祐１）
弘勝１）

０２ 逆流性食道炎の臨床的特徴の検討（第２報）－特に治療効
果に影響を及ぼす因子について－
福井医科大学 第３内科１）
○東田
元１）、小坂星太郎１）、笈田 耕治１）、宮森
勇１）
０３ 遺伝性球状赤血球症に合併した C型肝硬変における食道静
脈瘤に対する EVLの経験例
金沢大学 第２内科１）、珠洲市総合病院２）
青柳 裕之１）、澤田
武１）、土山 寿志１）、津川 周三１）
１）
岡田 俊英 、馬渕
宏１）、本田ゆかり２）
０４ 内視鏡的追跡を行い得た食道小細胞癌の１例
福井県立病院 外科１）、同 病理２）、鯖江市谷川病院３）
裵
英洙１）、細川
治１）、津田 昇志１）、海崎 泰治２）
３）
渡辺 国重 、谷川
裕３）、武田 孝之３）、白崎 信二３）
３）
林
裕之 、道傳 研司３）、谷川 一夫３）
０５ 内視鏡切除を行った食道腺癌の一例（食道固有腺の導管由
来か？）
石川勤労者医療協会城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
大野 健次１）、坂本 茂夫１）、井海江利子１）、清光 義則１）
斉藤 典才２）、渡辺 博之２）、袖本 幸男３）
０６ 気管・気管支浸潤食道癌による食道気管支瘻に対し化学放
射線療法と内視鏡的食道ステント挿入術が有効であった１例
金沢大学 第二外科１）、金沢 NTT病院 外科２）
○二宮
致１）、谷
卓１）、清水 康一１）、津山
博１）
１）
１）
１）
経田
淳 、吉本 勝博 、三輪 晃一 、橋本 哲夫２）
０７ ペプシノゲン法による胃癌検診
NTT金沢病院１）、石川県予防医学協会２）
○森永 秀夫１）、橋本 哲夫１）、魚谷 知佳１）、坂東
村
俊成２）

平一１）、
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E.Sa
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t 、Y.Mo
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o 、K.Oh
t
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、Y.Ya
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u
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１）
H.Wa
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b
e１）、T.Ok
a
i
、N.Sa
wa
b
u１）、S.Na
g
a
o２）
１１ 胃 I
nf
l
ammat
or
yf
i
br
oi
dpol
ypの１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 病理部２）、同 放射線科３）
○道上
学１）、宮地 英生１）、永井 勝也１）、畑
正典１）
１）
２）
２）
西川 邦寿 、堀
裕子 、小西二三男 、野口 正人３）
１２ ４ 年 の 経 過 中 に 著 明 な 腫 瘍 の 増 大 を 認 め Hel
i
cobact
er
pyl
or
i
（HP）除菌療法が奏効した胃 MALTomaの１例
市立砺波総合病院 胃腸科１）、同 病理２）
樋口 勝彦１）、太田 英樹１）、松田 尚登１）、杉本 立甫１）
寺畑信太郎２）
１３ Ⅱ b進展を呈した表層拡大型早期胃癌の２切除例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
坂本 茂夫１）、大野 健次１）、井海江利子１）、清光 義則１）
斉藤 典才２）、渡辺 博之２）、原
和人２）、袖本 幸男３）
１４ 微小肝転移を伴った胃カルチノイドの１例
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
済生会富山病院 病理３）、福井医科大学 病理４）
○阿部 仁郎１）、浅田 康行１）、辰澤 敦司１）、小杉
亀水
忠１）、斉藤 英夫１）、宗本 義則１）、藤沢
笠原 善郎１）、三井
毅１）、飯田 善郎１）、三浦
藤沢 正清１）、野ツ俣和夫２）、登谷 大修２）、田中
松能 久雄３）、今村 好章４）、法木 左近４）

郁子１）
克憲１）
将司１）
延善２）

１５ 平滑筋肉腫と鑑別困難であった胃潰瘍の１例
済生会富山病院 外科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 病理４）
○島多 勝夫１）、魚谷 英之１）、増山 喜一１）、田近 貞克１）
西森
弘２）、舟木
淳２）、二谷 立介３）、松能 久雄４）

０８ 石川県の老人保健施設および特別養護老人ホームにおける
経皮内視鏡的胃瘻造設術施行患者受け入れの実態
石川県保険医協会小川医院１）
○小川 滋彦１）

１６ 内 視 鏡 的 に 経 過 を 追 跡 し え た Di
f
f
useAnt
r
alVascul
ar
Ect
asi
aの一例
富山県立中央病院 内科１）、同 臨床病理科２）
米島 博嗣１）、飯田
恵１）、中浜
亨１）、荻野 英朗１）
１）
１）
里村 吉威 、鵜浦 雅志 、三輪 淳夫２）

０９ 胃軸捻転症の一手術例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
中村 寿彦１）、吉田 貢一１）、森下
実１）、持木
１）
１）
和田 真也 、森田 克哉 、山村 浩然１）、八木
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）

１７ 胃前庭部血管拡張症および胃腫瘍性病変に対するアルゴン
プラズマ凝固法の使用経験
福井県済生会病院 内科１）
○北野 善郎１）、登谷 大修１）、飯田
宏１）、野ツ俣和夫１）
１）
１）
黒田 岳雄 、田中 延善

大１）
真悟１）

１８ 内視鏡的止血術後に正常粘膜に覆われた早期胃癌の一例
富山医科薬科大学 第２外科１）
斉藤 文良１）、齋藤 光和１）、岡本 政広１）、田沢 賢一１）
森田 誠市１）、井原 祐治１）、山下
巌１）、榊原 年宏１）
沢田石 勝１）、竹森
繁１）、坂本
隆１）、塚田 一博１）
１９ sm 胃癌のリンパ節転移例の検討－内視鏡的胃粘膜切除術
（EMR）の適応を含めて
富山県立中央病院 外科１）、同 臨床病理科２）
堀田 洋介１）、小西 孝司１）、加治 正英１）、舩木健一郎１）
温井 剛史１）、五箇 猛一１）、荒川
元１）、大西 一朗１）
木村 寛伸１）、前田 基一１）、薮下 和久１）、辻
政彦１）
山下 弘子２）、三輪 淳夫２）
２０ 早期胃癌内視鏡的胃粘膜切除術後に急速に生じた過形成性
隆起性病変の二例
厚生連高岡病院 消化器内科１）、同 病理２）
小林 友美１）、海崎 智恵１）、田中
功１）、寺田 光宏１）
１）
２）
木谷
恒 、増田 信二
２１ EMRにより診断が確定した胃粘膜下異所腺の１例
金沢医科大学 消化器内科１）、越野病院２）
谷下田敏夫１）、伊藤
透１）、船崎
勉１）、日下 一也１）
尾崎 一晶１）、矢野 博一１）、川原
弘１）、堤
幹宏１）
高瀬修二郎１）、秋山 高儀２）
２２ 二次性アミロイドーシス２例の消化管病変
金沢大学医学部 第一内科１）
倉知
慎１）、荒井 邦明１）、平松 活志１）、酒井
小浦 隆義１）、大野 秀棋１）、鍛治 恭介１）、中本
本多 政夫１）、河合 博志１）、寺崎 修一１）、松下
卜部
健１）、金子 周一１）

明人１）
安成１）
栄紀１）

２３ 内視鏡的静脈瘤結紮術と cyanoacr
yl
at直接注入法が有効
であった十二指腸下行脚静脈瘤破裂の１例
国立金沢病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理３）
川口 和紀１）、足立 浩司１）、月岡 幹雄１）、竹内 安紀１）
稲垣
豊１）、森本日出雄１）、杉岡 五郎１）、藤田 秀人２）
小島 靖彦２）、渡辺騏七郎３）
２４ 十二指腸悪性リンパ腫の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 病理部４）
永井 勝也１）、西川 邦寿１）、畑
正典１）、道上
学１）
宮地 英生１）、酒巻 一平２）、野口 正人３）、堀
裕子４）
小西二三男４）
２５ 術前診断に苦慮した早期乳頭部癌の１切除例
有松中央病院 外科１）、同 内科２）、金沢大学 放射線科３）
国立金沢病院 病理４）
○横山 浩一１）、高畠 一郎１）、宮永 太門１）、吉田 千尋１）
前川 正知２）、森下 大樹２）、松田
充２）、鈴木 正行３）
小林
健３）、渡辺騏七郎４）
２６ 蛋白漏出性胃腸症を合併した虚血性小腸狭窄の１例
国立鯖江病院 外科１）、同 内科２）、織田病院３）
齋藤
貢１）、泉
俊昌１）、岡田 章一１）、玉木 雅人１）、
２）
真２）、島田 政則３）
加藤 卓次 、岩城
２７ クローン病小腸狭窄例に対するバルーン拡張術
福井医科大学 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
○里見 聡子１）、岡島 達也１）、真崎 竜邦１）、筒井
守田万美子１）、伊藤
繭１）、松谷
譲１）、大谷
須藤 弘之１）、斉藤 隆也１）、伊藤 義幸１）、宮地
山崎 幸直１）、伊藤 重二１）、東
健２）、栗山

広美１）
昌弘１）
英生１）
勝２）

２８ 発症時に多発性肝膿瘍と肉芽腫性肝炎を合併したクローン
病の１例
金沢市立病院 消化器科１）
竹内 正勇１）、橘
良哉１）、米島
學１）
２９ 上行結腸動静脈奇形の１例
富山赤十字病院 外科１）、同 病理２）
高橋 英雄１）、魚津 幸蔵１）、今井 哲也１）、大和
長谷川 洋１）、関川
博１）、前田 宜延２）

太郎１）

３０ ステロイド及び抗プラスミン剤などの併用が奏効した
Cr
onkhi
t
eCanada症候群の一例
富山労災病院 内科１）
西野 隆平１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
３１ 回腸癌を併発した家族性大腸腺腫症の一例
富山県立中央病院 外科１）、同 臨床病理科２）
富山医科薬科大学 第２外科３）
五箇 猛一１）、前田 基一１）、舩木健一郎１）、温井
堀田 洋介１）、荒川
元１）、大西 一朗１）、加治
木村 寛伸１）、薮下 和久１）、小西 孝司１）、辻
三輪 淳夫２）、田内 克典３）、竹森
繁３）、新井
３）
３）
田沢 賢次 、塚田 一博

剛史１）
正英１）
政彦１）
英樹３）

３２ 大腸病変を伴う Mal
i
gnantLymphoma（ML）の３例
富山市民病院 内科１）、同 研究検査科２）
松田耕一郎１）、青山
庄１）、樋上 義伸１）、高橋 洋一１）
斉藤 勝彦２）
３３ 内視鏡的粘膜切除術が有効であった直腸原発早期悪性リン
パ腫の一例
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
金沢医科大学 第一病理３）
○竹内 安紀１）、奥村 義治１）、中村 勇一１）、中泉 治雄２）
田中 卓二３）
３４ 骨髄転移を認め術後急激な経過をたどった上行結腸・直腸
癌の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 放射線科２）、同 病理３）
福井市４）
○齋藤 英夫１）、飯田 善郎１）、宗本 義則１）、辰澤 敦司１）
小杉 郁子１）、亀水
忠１）、阿部 仁郎１）、藤澤 克憲１）
１）
笠原 善郎 、三井
毅１）、浅田 康行１）、三浦 將司１）
藤澤 正清１）、宮山 士朗２）、松能 久雄３）、辻
光昭４）
３５ 大腸 mp癌の臨床病理学的検討
国立金沢病院 外科１）、同 臨床検査科２）
藤田 秀人１）、桐山 正人１）、川村 泰一１）、伊井
徹１）
竹川
茂１）、道場昭太郎１）、小島 靖彦１）、渡辺騏七郎２）
３６ 当院における内視鏡的痔核結紮術（EHL）の試み
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
○早川 康浩１）、鷹取
元１）、池田 直樹１）、若林 時夫１）
３７ 痔疾患手術術前の大腸内視鏡検査について
不二越病院１）
富山医科薬科大学医学部 成人看護学科２）、同 第２外科３）
山本 克弥１）、井原 祐治１）、田澤 賢次２）、斉藤 智裕３）
野本 一博３）、大西 康晴３）
３８ si
dewi
ndow付 r
ect
alt
ubeを用いた経肛門的内視鏡下手
術の経験
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学 第一外科３）
尾山佳永子１）、芝原 一繁１）、荒能 義彦１）、佐々木正寿１）
寺崎 禎一２）、宮元芽久美２）、金平 永二３）

３９ 内視鏡的胆嚢・胆管ステント留置により軽快した脳血管障
害既往のある反復性無石胆嚢炎の１例
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
北島 竜美１）、林
裕之１）、細川
治１）、渡辺 国重１）
津田 昇治１）、伊部 直之２）
４０ st
ent
t
hr
oughst
entt
echni
queを用いて経乳頭的に２本
の expandabl
emet
al
i
cst
entを留置し得た胆管癌の１例
福井県立病院 内科１）
土山 寿志１）、伊部 直之１）、竹田 泰史１）、武藤 綾子１）
辰巳
靖１）
４１ 左右肝管への内視鏡的金属ステント同時留置により QOL
の改善をみた肝門部胆管癌の１例
富山医科薬科大学 第三内科１）、同 光学医療診療部２）
鏑木 優子１）、國谷
等１）、南部 修二１）、高原 照美１）
大澤 幸治１）、中田 裕二１）、斎藤 清二１）、渡辺 明治１）
田中三千雄２）
４２ 胆管経胃瘻的十二指腸シャントを施行した PMTC後胆管狭
窄の１例
氷見市民病院 外科胃腸科１）、同 放射線科２）
長尾
信１）、温井 剛史１）、紙谷 寛之１）、川口 雅彦１）
菊地
勤１）、藤岡 重一１）、若狭林一郎１）、村田 修一１）
堀地
悌２）
４３ 腹腔鏡下食道アカラシア手術の経験
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理部２）
○森下
実１）、八木 真悟１）、吉田
貢１）、持木
大１）
１）
１）
１）
和田 真也 、中村 寿彦 、森田 克哉 、山村 浩然１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、車谷
宏２）

４４ 腹 腔 鏡 下 に 切 除 し 得 た 胃 原 発 gast
r
oi
nt
est
i
nalst
r
omal
t
umorの１例
金沢大学がん研究所 腫瘍外科１）、同 腫瘍内科２）
○表
和彦１）、源
利成１）、北方 秀一１）、平野 晃一１）
溝口 雅之１）、山下
要１）、藤本 敏博１）、高橋
豊１）
１）
２）
磨伊 正義 、岡井
高
４５ 内視鏡的乳頭バルーン拡張術（EPBD）後に腹腔鏡下胆嚢
摘出術（LC）を行った総胆管結石症の経験
厚生連高岡病院 外科１）、同 消化器内科２）
太田 尚宏１）、平野
誠１）、村上
望１）、宇野 雄祐１）
野澤
寛１）、吉野 裕司１）、塚山 正市１）、橘川 弘勝１）
木谷
恒２）、寺田 光宏２）、小林 友美２）、田中
功２）
４６ 当科における緊急腹腔鏡下手術の経験
市立砺波総合病院 外科１）
○家接 健一１）、伴登 宏行１）、田畑
敏１）、春原
１）
１）
土田
敬 、片田 正一 、酒徳 光明１）、清原
中島 久幸１）、小杉 光世１）

哲之１）
薫１）

第７４回
日
会
会

北陸地方会

時：平成１１年１１月２８日日
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 腫瘍外科 高橋
豊

◆パネルディスカッション
（タイトルなし）
座
長：金沢大学がん研究所 腫瘍外科
高橋
豊
富山赤十字病院 消化器内科
稲土 修嗣
１．４点固定法と腹腔鏡手術の接点
富山赤十字病院 消化器内科１）
○圓谷 朗雄１）、稲土 修嗣１）、中山 康弘１）、日置
将１）、宮際
幹１）
２．早期胃癌内視鏡的粘膜切除術適応外症例の検討
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○大野 健次１）、坂本 茂夫１）、井海江利子１）、清光 義則１）、渡辺 博之２）、斉藤 典才２）
原
和人２）、袖本 幸男３）
３．EAMRとレーザー照射併用による早期胃癌内視鏡治療のストラテジー
金沢医科大学 消化器内科１）
○伊藤
透１）、船崎
勉１）、日下 一也１）、浦島左千夫１）、上嶋 康洋１）、川原
弘１）
１）
１）
堤
幹宏 、高瀬修二郎
４．早期胃癌の治療と EMR後再発例の検討
市立砺波総合病院 外科１）、同 病理２）
○酒徳 光明１）、家接 健一１）、中島 久幸１）、清原
薫１）、伴登 宏行１）、田畑
敏１）
２）
寺畑信太郎
５．早期胃癌の治療方針－内視鏡的粘膜切除術の適応を含めて－
富山県立中央病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○加治 正英１）、小西 孝司１）、木村 寛伸１）、堀田 洋介１）、安田 雅美１）、能登 正浩１）
谷口 桂三１）、宮下 知治１）、前田 基一１）、薮下 和久１）、辻
政彦１）、三輪 淳夫２）
６．北陸における早期胃癌腹腔鏡治療の現状〈第１９回北陸内視鏡外科研究会アンケート集計結果より〉
金沢大学がん研究所 腫瘍外科１）
○表
和彦１）
７．早期胃癌に対する縮小手術とその適応
福井医科大学 第１外科１）
○広瀬 和郎１）、玉木 雅人１）、藤田 邦博１）、飯田
敦１）、太田 信次１）、竹内 一雄１）
片山 寛次１）、山口 明夫１）
８．早期胃癌の治療方法－術中リンパ系マッピングと sent
i
nelnodesbi
opsyを指標とした縮小手術
金沢大学 第２外科１）
○木南 伸一１）、鯵坂 秀之１）、西島 弘二１）、林
智彦１）、湊屋
剛１）、経田
淳１）
１）
１）
１）
１）
中川原寿俊 、伏田 幸夫 、藤村
隆 、三輪 晃一
◆特別講演
「早期胃癌の治療、腹腔鏡手術と EMRの選択」
大分医科大学 第１外科
北野 正剛
◆一般演題
０１ 魚骨により食道穿孔をきたし縦隔炎、右膿胸を合併した１
例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
同 呼吸器外科２）
前田 一也１）、山村 浩然１）、吉田 貢一１）、森下
実１）
１）
１）
１）
和田 真也 、中村 寿彦 、森田 克哉 、八木 真悟１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）、佐藤日出夫２）

０２ 食道気管瘻に対し食道気管 Doubl
est
entを施行し症状の
改善をみた１例
富山県立中央病院 外科１）、同 胸部外科２）
谷口 桂三１）、前田 基一１）、能登 正浩１）、安田 雅美１）
宮下 知治１）、加治 正英１）、木村 寛伸１）、薮下 和久１）
小西 孝司１）、辻
政彦１）、宮澤 秀樹２）
０３ 内視鏡的バルーン拡張術が有効であった食道アカラシアの一例
富山市民病院 内科１）
松田耕一郎１）、青山
庄１）、樋上 義伸１）、高橋 洋一１）

０４ 胸腔鏡下手術により切除した食道の稀な粘膜下腫瘍の１例
金沢大学医学部付属病院 第一外科１）、同 病理部２）
大田 浩司１）、金平 永二１）、戸田 有宣１）、谷内
毅１）
大村 健二１）、小田
誠１）、呉
哲彦１）、渡邊 洋宇１）
野々村昭孝２）
０５ 内視鏡的に粘膜下腫瘍像を呈した食道の二重複腺癌の一内
視鏡的切除例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
坂本 茂夫１）、大野 健次１）、井海江利子１）、清光 義則１）
斉藤 典才２）、渡辺 博之２）、袖本 幸男３）
０６ 北陸 PEG・在宅栄養研究会設立に関する報告
北陸 PEG・在宅栄養研究会事務局１）、小川医院２）
○小川 滋彦１）２）
０７ 乳幼児の上部消化管異物除去の３例
福井医科大学 光学医療診療部１）、同 第二内科２）
同 小児科３）、同 第一外科４）
筒井 広美１）、伊藤 重二１）、東
健１）、大谷 昌弘２）
斉藤 隆也２）、須藤 弘之２）、守安 秀行２）、道上
学２）
２）
２）
３）
伊藤 義幸 、栗山
勝 、西田 公一 、坪倉ひふみ３）
４）
林
泰生

１５ 胃腺扁平上皮癌の１例
氷見市民病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第一外科３）、同 中検病理４）
○斉藤奈津子１）、竹田 泰史１）、西田 泰之１）、森
京井 優典１）、宮元
進１）、藤岡 重一２）、金平
３）
大村 健二 、野々村昭孝４）

保人１）
永二３）

１６ 粘膜下腫瘍の形態を呈し、発見が困難であった、胃腺扁平
上皮癌の１例
富山赤十字病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
今井 哲也１）、大和 太郎１）、原
拓央１）、高橋 英雄１）
魚津 幸蔵１）、長谷川 洋１）、関川
博１）、稲土 修嗣２）
前田 宜延３）
１７ 腺癌との共存が認められた胃小細胞癌の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理科２）、桜馬場内科医院３）
塚山 正市１）、平野
誠１）、村上
望１）、宇野 雄祐１）
１）
１）
野沢
寛 、吉野 裕司 、太田 尚宏１）、橘川 弘勝１）
増田 信二２）、寺田理恵子３）
１８ 隆起型を呈した胃印環細胞癌の一例
笠原病院（武生市）外科１）
○出口 正秋１）、恩地 英年１）、村上
真１）

０８ 内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）後に胃穿孔をきたした一例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
並木 麻子１）、北野 善郎１）、登谷 大修１）、清水 暁子１）
飯田
宏１）、野ツ俣和夫１）、田中 延善１）、亀水
忠２）
藤沢 克憲２）

１９ 当科における“pr
el
i
ni
t
i
spl
ast
i
ca”型胃癌症例の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理２）
裵
英洙１）、細川
治１）、前田 重信１）、林
裕之１）
道傳 研司１）、白崎 信二１）、武田 孝之１）、谷川
裕１）
渡辺 国重１）、津田 昇志１）、海崎 泰治２）

０９ 急速に進行した骨平滑筋肉腫の１例
社会保険高岡病院 消化器科１）
○湊谷
功１）、宮元
歩１）、康山 俊学１）

２０ Doubl
et
ubi
ngPEGが有用であった十二指腸狭窄を伴う
胆嚢癌の一例
富山医科薬科大学 第二外科１）
○松井 恒志１）、坂東
正１）、遠藤 暢人１）、五箇 猛一１）
１）
清水 哲朗 、坂本
隆１）、塚田 一博１）

１０ Hel
i
cobact
erpyl
or
i
除菌成功約４年後に広範Ⅱ b様早期胃
癌をみた一例
富山労災病院 内科１）、同 外科２）
○西野 隆平１）、柿木嘉平太１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
小林 弘信２）、松木 伸夫２）
１１ 約４年間の観察中様々な肉眼形態の変化を呈した早期胃癌
の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○福羅 匡普１）、伊藤
透１）、南
麻紀１）、尾崎 一昌１）
矢野 博一１）、日下 一也１）、船崎
勉１）、川原
弘１）
１）
１）
堤
幹宏 、高瀬修二郎
１２ 腹腔鏡補助下幽門側胃切除（LADG）を施行した幽門輪近
傍の早期胃癌の２例
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 内科２）
芝原 一繁１）、尾山佳永子１）、荒能 義彦１）、佐々木正寿１）
宮元芽久美２）、寺崎 禎一２）
１３ 組織学的に確信が得られず、長期間経過観察され進行癌へ
進展したⅡ cの２例
厚生連高岡病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 病理３）
海崎 智恵１）、小林 友美１）、田中
功１）、寺田 光宏１）
１）
２）
木谷
恒 、村上
望 、平野
誠２）、増田 信二３）
１４ 深達度診断が困難であった胃癌症例
黒龍江省医院 普通外科１）
市立砺波総合病院 外科２）、同 病理３）
○沈
英挙１）２）、小杉 光世２）、酒徳 光明３）、家接 健一３）
伴登 宏行３）、田畑
敏３）、春原 哲之３）、土田
敬３）
片田 正一３）、清原
薫３）、中島 久幸３）、寺畑信太郎３）

２１ 当科における十二指腸潰瘍穿孔に対する単純閉鎖術の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○森下
実１）、山田 哲司１）、吉田 貢一１）、持木
大１）
和田 真也１）、中村 寿彦１）、森田 克哉１）、山村 浩然１）
八木 真悟１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
２２ 内視鏡的に切除した十二指腸巨大腺腫の１例
福井県済生会病院 外科１）
キムクリニック２）
○阿部 仁郎１）、浅田 康行１）、辰澤 淳司１）、小杉
亀水
忠１）、齋藤 英夫１）、宗本 義則１）、藤沢
笠原 善郎１）、三井
毅１）、飯田 善郎１）、三浦
藤沢 正清１）、金
定基２）

郁子１）、
克憲１）、
将司１）、

２３ 内視鏡的に切除した十二指腸下行脚の扁平腺腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 光学医療診療部２）
○品川 和子１）、若林 泰文１）、岩本 真也１）、福田加奈子１）
槙本 伸哉１）、長沼甲太郎１）、中谷 敦子１）、折原 正周１）
齋藤 清二１）、渡辺 明治１）、田中三千雄２）
２４ 著しい高脂血症を伴った蛋白漏出性大腸症の１例
金沢大学 第二内科１）
三輪 一博１）、土山 寿志１）、青柳 裕之１）、津川 周三１）
岡田 俊英１）、馬渕
宏１）
２５ 内視鏡的止血が奏効した大腸憩室出血の１例
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
同 放射線科２）
池田 直樹１）、早川 泰浩１）、鷹取
元１）、若林
２）
高橋 志郎

時夫１）

２６ 特異な内視鏡所見を呈し偽膜性腸炎が疑われた１例
富山赤十字病院 内科１）
日置
将１）、中山 康弘１）、圓谷 朗雄１）、宮際
幹１）
稲土 修嗣１）

３８ 胆道内視鏡下電気水圧砕石術（EHL）の経験
福井医科大学 第３内科１）、友仁山崎病院 内科２）
○東田
元１）、小坂星太郎１）、笈田 耕治１）、宮森
東
征樹２）

２７ 大量下血をきたした腸管型 Bençet病の１手術例
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）、同 中央検査室３）
藤田 秀人１）、桐山 正人１）、川村 泰一１）、伊井
徹１）
竹川
茂１）、道場昭太郎１）、小島 靖彦１）、伊藤 敏治２）
足立 浩司２）、森本日出雄２）、渡辺騏七郎３）

３９ 主膵管ガイドワイヤー留置法による選択的深部胆管カニュ
レーションの試み
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
前田 重信１）、林
裕之１）、裵
英洙１）、道伝 研司１）
１）
１）
白崎 信二 、山道
昇 、村北 和広１）、細川
治１）
１）
１）
１）
武田 孝之 、谷川
裕 、森田 信人 、渡辺 国重１）
木谷 栄一１）、津田 昇志１）、向坂 憲悟２）、藤田 晋宏２）
本田ゆかり２）、伊部 直之２）、辰巳
靖２）

２８ 非定型的内視鏡所見を呈した大腸クローン病の一例
金沢大学 第二内科１）
井上
勝１）、青柳 裕之１）、土山 寿志１）、津川 周三１）
岡田 俊英１）、馬渕
宏１）
２９ １２歳男児に対する腹腔鏡下癒着剥離術の経験
氷見市民病院 外科胃腸科１）
川口 雅彦１）、長尾
信１）、紙谷 寛之１）、温井
菊地
勤１）、藤岡 重一１）、若狭林一郎１）、村田

剛史１）
修一１）

３０ 腹腔鏡下虫垂切除術の経験
氷見市民病院 外科・胃腸科１）
長尾
信１）、温井 剛史１）、紙谷 寛之１）、川口
菊地
勤１）、藤岡 重一１）、若狭林一郎１）、村田

雅彦１）
修一１）

３１ 内視鏡的大腸ポリープ切除術における留置スネアの使用経験
福井医科大学 第３内科１）
○若原 成行１）、東田
元１）、小坂星太郎１）、東
征樹１）
１）
１）
笈田 耕治 、宮森
勇
３２ 内視鏡的に切除した回腸脂肪腫の１例
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学 光学医療診療部２）、同 第１病理３）
○福地 将彦１）、伊藤 博行１）、七澤
洋１）、巴陵 宣彦１）
田中三千雄２）、岡田 英吉３）
３３ 拡大内視鏡観察が深達度診断に有用であった直腸 sm 癌の
１例
市立敦賀病院 外科１）
○石田 文生１）、服部 昌和１）、関 健一郎１）、市橋
匠１）
１）
１）
飯田 茂穂 、中川原儀三
３４ 超音波内視鏡による大腸癌深達度診断の検討
市立砺波総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
同 放射線科３）
同 病理部４）
松田 尚登１）、樋口 勝彦１）、太田 英樹１）、杉本
家接 健一２）、伴登 宏行２）、酒徳 光明２）、絹谷
寺畑信太郎４）

立甫１）
啓子３）

３５ MRCPが診断に有用で、内視鏡的に作成した総胆管十二指
腸瘻が奏功した Chol
edochocel
eの１例
恵寿総合病院 内科１）、金沢大学 第一内科２）
○大場
栄１）、渕崎宇一郎１）、宮森 弘年１）、卜部
健２）
３６ 内視鏡的に摘出しえた胆道内回虫迷入症の１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 放射線科２）
○宮地 英生１）、西川 邦寿１）、永井 勝也１）、山崎
畑
正典１）、野口 正人２）、左合
直２）

幸直１）

３７ 総胆管結石に対する経乳頭的管腔内超音波検査法の有用性
の検討
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
○横山 浩一１）、高畠 一郎１）、宮永 太門１）、吉田 千尋１）
松田
充２）、前川 正知２）、森下 大樹２）

４０ 新素材フレキシマ ENBDチューブの使用経験
福井県立病院 内科１）、同 外科２）
○藤田 晋宏１）、向坂 憲悟１）、本田ゆかり１）、伊部
辰巳
靖１）、裵
英洙２）、前田 重信２）、林
２）
道伝 研司 、白崎 信二２）、山道
昇２）、村北
細川
治２）、武田 孝之２）、谷川
裕２）、森田
渡辺 国重２）、木谷 栄一２）、津田 昇志２）

勇１）

直之１）
裕之２）
和広２）
信人２）

４１ 急性胆嚢炎に対する内視鏡的経乳頭的胆嚢ドレナージ術
（ETGBD）
福井県立病院 内科１）、同 外科２）
○本田ゆかり１）、向坂 憲悟１）、藤田 晋宏１）、伊部 直之１）
辰巳
靖１）、裵
英洙２）、前田 重信２）、林
裕之２）
道伝 研司２）、白崎 信二２）、山道
昇２）、村北 和広２）
細川
治２）、武田 孝之２）、谷川
裕２）、森田 信人２）
２）
２）
渡辺 国重 、木谷 栄一 、津田 昇志２）
４２ 腹腔鏡により活動期を観察し得た馬鈴薯様肝硬変の１例
金沢赤十字病院 内科１）
山下 竜也１）、土山 智也１）、下田
敦１）、岩田
章１）
４３ 自己免疫性膵炎と考えられる一例
町立富来病院 内科１）、金沢大学医学部
野口
晃１）、卜部
健２）

第一内科２）

４４ MRCPが診断に有用であった、Pancr
easdi
vi
sm による重
症型急性膵炎の１例
富山県立中央病院 内科１）
○米島 博嗣１）、中浜
亨１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）
鵜浦 雅志１）
４５ 膵液中に P53変異を検出した st
ageⅠ膵体部癌の１切除
例
金沢大学がん研 内科１）、同 外科２）、北村クリニック３）
坂井 潤太１）、山口 泰志１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）、山下
要２）、源
利成２）
３）
北村 徳治
４６ コンベックス型超音波内視鏡の使用経験
福井医科大学 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
岡島 達也１）、大谷 昌弘１）、須藤 弘之１）、道上
伊藤 重二１）２）、東
健１）２）、栗山
勝１）２）
４７ 拡大内視鏡 GI
FQ240Zの使用経験
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学 光学医療診療部２）
○伊藤 博行１）、七澤
洋１）、福地 将彦１）、巴陵
２）
田中三千雄

学１）

宣彦１）

第７５回

北陸地方会

日
会

時：平成１２年６月１８日㈰
場：福井医科大学 講義棟

会

長：福井医科大学

第１会場：合併講義室
第２会場：第一中講義室
第２内科 東
健

◆特別講演
「ヘリコバクターピロリの今昔」
愛生会山科病院

郡

大裕

◆パネルディスカッション
「内視鏡治療における私の工夫」
座
長：富山赤十字病院 消化器内科
稲土 修嗣
福井赤十字病院 消化器内科
西川 邦寿
P－１ 胃粘膜切除に関する我々の工夫（フックキングメス及び腰の強いスネアを用いた ERHSE）
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
○登谷 大修１）、月岡 幹雄１）、北野 義郎１）、野ッ俣和夫１）、田中 延善１）、三浦 将司２）
藤沢 正清２）
P－２ レーザー等とマーキング鋲併用による早期胃癌粘膜切除法の有用性
金沢医科大学 消化器内科１）
○伊藤
透１）、船崎
勉１）、日下 一也１）、浦島左千夫１）、島中 公志１）、上嶋 康洋１）
１）
川原
弘 、堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）
P－３ 各種透明キャップを用いた上部・下部消化管内視鏡治療
金沢市立病院 消化器科１）
○竹内 正勇１）、松下 栄紀１）、米島
學１）
P－４ 内視鏡的痔核結紮術（EHL）の手技と有用性
はやかわクリニック１）、石川県済生会金沢病院 消化器内科２）
○早川 康浩１）、池田 直樹２）、若林 時夫２）
P－５ 総胆管結石症に対する内視鏡治療の工夫－ I
DUSの有用性について－
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
○高畠 一郎１）、横山 浩一１）、吉野 裕司１）、吉田 千尋１）、稲邑 克久２）、森下 大樹２）
前川 正知２）
P－６ 膵胆管疾患に対する内視鏡治療完遂の KeyPoi
ntにおける私の工夫
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
○林
裕之１）、横田 克明１）、前田 重信１）、服部 昌和１）、道傅 研司１）、細川
治１）
１）
１）
２）
２）
谷川
裕 、渡辺 国重 、伊部 直之 、辰巳
靖
P－７ ガイドワイヤーを利用した経乳頭的な胆道、膵臓疾患の診断と治療
福井赤十字病院 消化器科１）
○畑
正典１）、西川 邦寿１）、山崎 幸直１）、宮地 英生１）、大滝 哲朗１）、林
重之１）
P－８ 内視鏡的乳頭バルーン拡張術による総胆管結石治療の検討
市立砺波総合病院 胃腸科１）
○太田 英樹１）、真田
拓１）、簑内 慶次１）、杉本 立甫１）
◆一般演題
０１ 当院における内視鏡的乳頭バルーン拡張術（EPBD）９
８例
の検討
福井県立病院 内科１）、同 外科２）
○向坂 憲悟１）、海崎 智恵１）、浜野 直通１）、伊部 直之１）
辰己
靖１）、横田 克明２）、前田 重信２）、林
裕之２）
２）
２）
２）
細川
治 、谷川
裕 、渡辺 国重

０３ 内視鏡的に切除した露出腫瘤型乳頭部癌の１例
城北病院 内科１）
同 外科２）
同 病理３）
坂本 茂夫１）、大野 健次１）、井海江利子１）、清光
斉藤 典才２）、渡辺 博之２）、袖本 幸男３）

０２ 十二指腸乳頭部腺腫に対する内視鏡的乳頭切除の経験
福井県立病院 外科１）
前田 重信１）、林
裕之１）、横田 克明１）、道伝 研司１）
１）
細川
治 、武田 孝之１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
１）
木谷 栄一

０４ 内視鏡的胆道内瘻化術の反復にて QOLの向上延長が得ら
れた悪性胆道狭窄の２例
国立山中病院 内科１）
水野 恭嗣１）、北村 和哉１）

義則１）

０５ 粘液産生遺残胆嚢管癌の１例
町立富来病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第一内科３）
石川県立中央病院 一般消化器外科４）
野口
晃１）、足立
巌２）、卜部

１７ 亜腸閉塞症状にて発症した大腸潰瘍の１例
城端厚生病院 外科１）、同 内科２）
石川 暢己１）、平野 勝康１）、根井 仁一２）
健３）、山田

哲司４）

０６ 閉塞性黄疸をきたした Cast
l
eman'
sdi
seaseの１例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 病理２）、同 外科３）
同 放射線科４）
○宮地 英生１）、西川 邦寿１）、林
重之１）、山崎 幸直１）
１）
１）
畑
正典 、大瀧 哲朗 、小西二三男２）、廣瀬 由紀３）
野口 正人４）
０７ 胆嚢十二指腸瘻の２切除例
厚生連高岡病院 外科１）
○菊地
勤１）、平野
誠１）、村上
野沢
寛１）、奥田 俊之１）、雄谷

望１）、宇野
純子１）、橘川

雄祐１）
弘勝１）

０８ 閉塞性黄疸にて再発した自己免疫性慢性膵炎の一例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 臨床病理科３）
○松田耕一郎１）、米島 博嗣１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）
鵜浦 雅志１）、小西 孝司２）、三輪 淳夫３）
０９ 慢性出血性多発性小腸潰瘍の１例
市立敦賀病院 外科１）
○石田 文生１）、太田 信次１）、村上
中川原儀三１）

真１）、飯田

茂穂１）

１０ 腸アニサキスの関与が強く疑われ興味ある形態変化を回腸
末端部に認めた一例
北陸中央病院 病院内科１）
富山医科薬科大学 第一病理部２）
岩根 弘明１）、中積 智子１）、小市 勝之１）、北川 正信２）
１１ 術中内視鏡が有効であった、胃癌術後小腸出血の１例
富山赤十字病院 外科１）、同 病理２）
平沼知加志１）、原
拓央１）、大和 太郎１）、平野 勝康１）
１）
高橋 英雄 、魚津 幸蔵１）、長谷川 洋１）、前田 宜延２）
１２ 十二指腸乳頭部カルチノイド腫瘍の１例
国立金沢病院 外科１）
川村 泰一１）、伊藤
博１）、伊井
徹１）、竹川
１）
１）
桐山 正人 、道場昭太郎 、小島 靖彦１）

茂１）

１３ 十二指腸球部のカルチノイドと十二指腸下行脚の腺腫が併
存した１例
済生会高岡病院 外科１）、金沢大学医学部 第二病理学教室２）
○富田 剛治１）、野崎 善成１）、荒能 義彦１）、尾山佳永子１）
芝原 一繁１）、アムラ＝サビット２）、常山 幸一２）
佐々木正寿１）
１４ 大腸集検で無症状にて発見された回腸末端悪性リンパ腫の
１例
福井社会保険病院 外科１）
菅原 浩之１）、石黒
要１）、広瀬 宏一１）、河北 公孝１）
１５ 粘膜下に日本住血吸虫卵がみとめられた横行結腸潰瘍の一例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 臨床検査科３）
松田耕一郎１）、青山
庄１）、樋上 義伸１）、高橋 洋一１）
泉
良平２）、広沢 久史２）、角谷 正孝２）、村岡 恵一２）
副島
亘２）、伊藤
博２）、斉藤 勝彦３）
１６ 急性胆嚢炎を契機に発見された S状結腸嚢腫様気腫症の１例
大滝病院 内科１）、福井医科大学 第二内科２）
○小野 博美１）、大滝 秀穂１）、大谷 昌弘２）、道上
学２）
２）
２）
東
健 、栗山
勝

１８ 急性出血性直腸潰瘍の４例の検討
厚生連高岡病院 消化器内科１）、同 病理２）
海崎 智恵１）、寺田 光宏１）、小林 友美１）、田中
木谷
恒１）、増田 信二２）

功１）

１９ 虫垂粘液癌の３例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理研究科２）、同 内科３）
○奥田 智行１）、道傳 研司１）、林
裕之１）、前田 重信１）
服部 昌和１）、武田 孝之１）、細川
治１）、谷川
裕１）
１）
１）
１）
森田 信人 、渡辺 国重 、木谷 栄一 、海崎 泰弘２）
伊部 直之３）、辰己
靖３）
２０ 急性虫垂炎様症状を契機に発見された虫垂腫瘍の１切除例
富山県済生会富山病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
同 放射線科４）
富山医科薬科大学 第２外科５）
野本 一博１）、５）、島多 勝夫１）、増山 喜一１）、
田近 貞克１）、 辻
政彦１）、舟木
淳２）、西森
弘２）
３）
４）
５）
松能 久雄 、 二谷 立介 、塚田 一博
２１ 初回注腸 X線検査にて診断困難であった早期大腸癌（Ⅱ c）
の１例
玄クリニック１）
○杉浦
玄１）
２２ 当院における大腸拡大内視鏡 Pi
tpat
t
er
n診断
不二越病院 外科１）
富山医科薬科大学医学部 看護科２）
同 第二外科３）
山本 克弥１）、田澤 賢次２）、山崎 一麿１）３）、塚田

一博３）

２３ 苦痛なく安全な TCSをめざして noanal
get
i
c,nosedat
i
on
－ CF・SVの使用経験－
大野内科消化器科医院１）
○大野
克１）
２４ 大腸内視鏡検査における酸素飽和度の変化
上市厚生病院 内科１）
○野畑 浩一１）、米沢 峰男１）、吉田 幸弘１）、中村
重田 浩一１）、久保
正１）
２５ Bl
uer
ubberbl
ebnevussyndr
omeの１例
福井医科大学 光学医療診療部１）、同 第二内科２）
道上
学１）、村松
篤２）、大谷 昌弘２）、斉藤
東
健１）、２）、栗山
勝１）、２）
２６ Bar
r
et
t食道に発生した食道腺癌の１例
公立丹南病院 内科１）
福井医科大学 光学医療診療部２）
○伊藤 重二１）、横山 雅大１）、福島
栄１）、岩城
１）
２）
島田 耕文 、道上
学 、東
健２）

浩１）

隆也２）

真１）

２７ 高度な食道壁内転移を認めた食道胃接合部癌の１例
福井医科大学 第一外科１）
玉木 雅人１）、木村 俊久１）、千田 勝紀１）、関 健一郎１）
廣野 靖夫１）、五井 孝憲１）、飯田
敦１）、石田
誠１）
竹内 一雄１）、片山 寛次１）、廣瀬 和郎１）、山口 明夫１）
２８ 食道内に嵌頓した薬剤包装用 PTPの内視鏡的摘出に糸切鉗
子が有効であった１例
北陸病院 内科１）
○増永 高晴、篠崎 公秀１）

２９ 内視鏡的クリッピングにより止血し得た Mal
l
or
yWei
ss症
候群の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○岡村 英之１）、伊藤
透１）、船崎
勉１）、日下 一也１）
川口 宗一１）、谷下田敏夫１）、福羅 匡普１）、土島
睦１）
１）
１）
１）
島中 公志 、浦島左千夫 、上嶋 康洋 、川原
弘１）
１）
１）
堤
幹宏 、高瀬修二郎
３０ 高齢者出血性潰瘍の検討（第２報）－ NSAI
Dおよび H.
pyl
or
i
（HP）除菌の再発への影響－
福井医科大学 第３内科１）、福井温泉病院 内科２）
○東田
元１）、２）、小坂星太郎１）、２）、東
征樹１）
岡田 映子１）、 高橋 貞夫１）、笈田 耕治１）、宮森
勇１）
３１ 内視鏡的バルーン拡張術が有効であった NSAI
Ds起因幽門
狭窄の一例
公立つるぎ病院 外科１）
○小山 文譽１）、荒川
元１）、素谷
宏１）
３２ 十二指腸潰瘍穿孔に対する腹腔鏡下手術の経験
氷見市民病院 外科・胃腸科１）
長尾
信１）、藤岡 重一１）、浅海 吉傑１）、温井
紙谷 寛之１）、川口 雅彦１）、菊地
勤１）、今井
若狭林一郎１）、村田 修一１）

剛史１）
哲也１）

３３ 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術の現状とその偶発症
福井社会保険病院 内科１）
同 脳神経外科２）
○大滝 美恵１）、藤田
学１）、清水 信繁１）、須藤 弘之１）
２）
兜
正則
３４ バルーン式カテーテルの対側胃粘膜に潰瘍を形成した経皮
内視鏡的胃瘻造設患者の１例
小川医院１）、石川県済生会金沢病院 消化器内科２）
○小川 滋彦１）、鷹取
元２）、池田 直樹２）、若林 時夫２）
３５ 著明な出血をきたした胃平滑筋腫の一例
福井総合病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学 第一病理３）
小西 淳一１）、黒田ひとみ１）、岩佐 和典２）、北村
河原 栄岩３）

秀夫２）

３６ 術前に診断しえた胃 gast
r
oi
nt
est
i
nalst
r
omalt
umorの１
例
国立山中病院 外科１）、同 内科２）
済生会富山病院 病理３）、福井赤十字病院 病理４）
二上 文夫１）、嶋
裕一１）、牧本 和生１）、藤田 邦博１）
高橋 一郎１）、牧野
勉１）、水野 恭嗣２）、松能 久雄３）
小西二三男４）
３７ 有茎性ポリープ様発育を示した異所性胃腺の１例
金沢医科大学 一般消化器外科１）
○田中 弓子１）、上繁 宣雄１）、中野 泰治１）、北林 一男１）
上野 桂一１）、斉藤 人志１）、喜多 一郎１）、高島 茂樹１）
３８ マイクロ波凝固療法が奏効した胃前庭部毛細血管拡張症の
３例
富山医科薬科大学 第三内科１）
工藤
浩１）、品川 和子１）、小川 浩平１）、宮嵜 孝子１）
岩本 真也１）、福田加奈子１）、槙本 伸哉１）、長沼甲太郎１）
折原 正周１）、若林 泰文１）、渡辺 明治１）
３９ 疣状胃炎より発生した早期胃癌の１切除例
城北病院 外科１）、同 内科２）
斎藤 典才１）、渡辺 博之１）、坂本 茂夫２）、井海江利子２）
大野 健次２）

４０ 胃過形成性ポリープ癌化例
富山赤十字病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○圓谷 朗雄１）、稲土 修嗣１）、山田 一樹１）、中山 康弘１）
日置
将１）、岡田 一彦１）、大和 太郎２）、長谷川 洋２）
前田 宜延３）
４１ 胃癌 EMR後胃切除術施行症例の検討（遺残再発を含めて）
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○原田
猛１）、住友 博輝１）、月岡 俊英１）、吉田 貢一１）
横井 健二１）、中村 寿彦１）、森田 克哉１）、八木 真悟１）
山田 哲司１）、北川
晋１）、中川 正昭１）
４２ 胃癌に対する光線力学療法の経験
金沢大学 第一内科１）
公立石川松任中央病院 内科２）
鷹取
元１）、加賀谷尚史１）、山下 竜也１）、鍛治
中本 安成１）、本多 政夫１）、河合 博志１）、寺崎
卜部
健２）、金子 周一１）

恭介１）
修一１）

４３ 光線力学治療法（PDT）が有効であった低肺機能の早期胃
癌の１例
金沢大学 第２外科１）
寺田 逸郎１）、二宮
致１）、井口 雅史１）、西島 弘二１）
林
智彦１）、木南 伸一１）、伏田 幸夫１）、藤村
隆１）
三輪 晃一１）
４４ 内視鏡治療をはじめとする集学的治療が奏功した食道・胃
重複癌の１例
金沢大学がん研究所 内科１）
国立金沢病院 放射線科２）
○毛利 久継１）、山口 泰志１）、大坪公士郎１）、渡辺 弘之１）
元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）、斉藤 泰雄２）
４５ 当院における Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌失敗例の検討
市立敦賀病院 消化器科１）
○加藤 充朗１）、太田
肇１）
４６ Hel
i
cobact
erPyl
or
i除菌療法後に発症した出血性球後部
潰瘍の１例
公立松任石川中央病院 外科１）、同 消化器科２）
高村 博之１）、永井
昇１）、長谷部 健１）、浦出 雅昭１）
１）
八木 雅夫 、山川
治２）、卜部
健２）
４７ H.pyl
or
i除菌療法を試みた濾胞性胃炎の６例
黒部市民病院 内科１）、同 病理２）
牧野胃腸科クリニック３）
○舘野
誠１）、大場
栄１）、森岡
健１）、原武
牧野
博３）

譲二２）

４８ 胃食道逆流症（CERD）の検討（第３報）－自覚症状の点
数化（QUEST）は H.pyl
or
i
（HP）除菌後にみられる GERD
の指標となりうるか？－
福井医科大学 第３内科１）
友仁山崎病院 内科２）
○東田
元１）、小坂星太郎１）、東
征樹２）、若原 成行２）
岡田 映子１）、高橋 貞夫１）、笈田 耕治１）、宮森
勇１）
４９ Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌により完全消失した巨大 Bor
r
mann2
型を呈した胃 MALTt
ypel
ymphomaの一例
河北中央病院 内科１）
柳
昌幸１）、松田
充１）、斉藤 孝仁１）、早川 浩之１）
５０ 環 状 隆 起 を 呈 し 組 織 学 的 に 形 質 細 胞 増 多 を 伴 っ た 胃
MALTomaの一例
富山労災病院 内科１）
○砂子阪 肇１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）

第７６回
日
会
会

北陸地方会

時：平成１２年１１月２６日㈰
場：金沢医科大学病院 第１会場：４階
第２会場：４階
長：金沢医科大学 消化器内科 伊藤

臨床講義室 C
４１
臨床講義室 C
４２
透

◆パネルディスカッション
（タイトルなし）
座
長：富山赤十字病院 消化器内科
稲土 修嗣
金沢医科大学 消化器内科
伊藤
透
PD－１．当科における早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術（Endoscopi
cMucosalResect
i
on）の
治療成績
福井赤十字病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理３）
○山崎 幸直１）、林
重之１）、宮地 英生１）、畑
正典１）、大瀧 哲郎１）、西川 邦寿１）
２）
２）
２）
広瀬 由紀 、山本 広幸 、松下 利雄 、小西二三男３）
PD－２．早期胃癌に対する一括および分割粘膜切除別治療成績の検討
金沢医科大学 消化器内科１）
○日下 一也１）、伊藤
透１）、船崎
勉１）、白枝 久和１）、南
麻紀１）、土島
睦１）
１）
１）
１）
１）
島中 公志 、川原
弘 、堤
幹宏 、高瀬修二郎
PD－３．早期胃癌 EMR後に再治療を行った症例の検討
福井県立病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
○佐藤万美子１）、細川
治１）、渡辺 国重１）、武田 孝之１）、谷川
裕１）、服部 昌和１）
１）
１）
２）
２）
道伝 研司 、林
裕之 、辰巳
靖 、伊部 直之 、海崎 泰治３）
PD－４．胃癌 EMR（４点固定法）後の遺残再発
富山赤十字病院 消化器内科１）
○稲土 修嗣１）、山田 一樹１）、圓谷 朗雄１）、日置
将１）、岡田 和彦１）
PD－５．内視鏡的粘膜切除術の適応－ SM 癌について－
富山県立中央病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○加治 正英１）、小西 孝司１）、堀
亮太１）、鯵坂 秀之１）、板東 悦郎１）、安居 利晃１）
１）
１）
藤田 秀人 、木村 寛伸 、前田 基一１）、藪下 和久１）、三輪 淳夫２）
PD－６．早期胃癌内視鏡的粘膜切除術適応外症例の検討
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○大野 健次１）、宮岸 清司１）、坂本 茂夫１）、井海江利子１）、清光 義則１）、渡辺 博之２）
斉藤 典才２）、袖本 幸男３）
◆ランチョンセミナー
「大腸腫瘍性病変における拡大内視鏡の有用性、切除・挿入手技とともに」
国立がんセンター中央病院 内視鏡部
藤井 隆広
◆特別講演
「Ⅱ c型大腸早期癌の診断と治療」
昭和大学医学部 横浜市北部病院 消化器センター
工藤
秋田赤十字病院 胃腸センター
山野
「早期胃癌内視鏡的粘膜切除－適応拡大をめぐる問題点」
社会保険中央総合病院 消化器科
浜田

進英
泰穂、為我井芳郎、今井

靖

勉

◆一般演題
０１ 気管支喘息治療中に発症したヘルペス食道炎の１例
国立金沢病院 内科１）
同 病理２）
○舘野
誠１）、中浜
亨１）、足立 浩司１）、稲垣
豊１）
１）
２）
森本日出雄 、渡辺騏七郎

０２ 大型透明キャップを用いた内視鏡的粘膜切除術（EMRC）
にて切除し得た食道上皮内癌の１例
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
同 内科２）
同 病理３）
松田
充１）、西原 昇吾１）、池田 直樹１）、若林 時夫１）
瀧本 弘明２）、今井 美和３）

０３ 広範囲 EMRとレーザー照射により治癒した０－Ⅱ c型食
道癌の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○澤田佳世子１）、伊藤
透１）、日下 一也１）、船崎
勉１）
島中 公志１）、土島
睦１）、高瀬修二郎１）
０４ 保存的治療にて治癒した特発性食道破裂の一例
氷見市民病院 外科１）
同 胃腸科２）
温井 剛史１）、長尾
信１）、浅海 吉傑１）、川口 雅彦１）
１）
今井 哲也 、藤岡 重一１）、村田 修一１）、若狭林一郎２）
０５ リンパ節転移陽性胃粘膜内癌症例の検討
国立金沢病院 外科１）
同 臨床検査科２）
○伊藤
博１）、竹川
茂１）、川村 泰一１）、伊井
徹１）
桐山 正人１）、道場昭太郎１）、小島 靖彦１）、渡辺騏七郎２）
０６ 超音波内視鏡（EUS）が診断に有用で内視鏡的粘膜摘除例
（EMR）が可能であった十二指腸球部嵌入幽門輪上Ⅰ型早期
胃癌の１例
黒部市民病院 内科１）
同 病理２）
金沢大学がん研究所附属病院 腫瘍内科３）
○島上 哲朗１）、大場
栄１）、森岡
健１）、高桜 英輔１）
２）
３）
原武 譲二 、岡井
高
０７ Bal
lval
vesyndr
omeをきたした早期胃癌の１例
市立輪島病院 外科１）、同 内科２）
芝原 一繁１）、稲木 紀幸１）、船木 芳則１）、又野

豊２）

１４ 十二指腸転移性悪性黒色腫の２例
富山医科薬科大学 第三内科１）
同 第二病理２）
○河合 健吾１）、小川 浩平１）、江幡 和美１）、新敷
品川 和子１）、岩本 真也１）、小野 智子１）、中谷
若林 泰文１）、渡辺 明治１）、石澤
伸２）

吉成１）
敦子１）

１５ 複数の臓器に転移を来した悪性黒色腫の一例－胃十二指腸
病変を中心として－
高岡市民病院 外科１）、同 皮膚科２）、同 胃腸科３）
富山医科薬科大学 第１病理学４）、同 光学医療診療部５）
大場
大１）、藤田 秀春１）、中川原寿俊１）、野手 雅幸１）
沢崎 邦広１）、服部 邦之２）、中村
暁３）、伊藤 博行３）
３）
４）
七澤
洋 、岡田 英吉 、田中三千雄５）
１６ 十二指腸原発 gangl
i
oneur
omaの１切除例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理科２）
野澤
寛１）、平野
誠１）、村上
望１）、宇野
１）
１）
菊地
勤 、奥田 俊之 、雄谷 純子１）、橘川
増田 信二２）

雄祐１）
弘勝１）

１７ 瘻孔からの栄養剤の漏れに対して粘度増強剤（REFP1）
が有効であった経皮内視鏡的胃瘻造設患者の１例
小川医院１）
石川県済生会金沢病院 消化器内科２）
○小川 滋彦１）、池田 直樹２）、若林 時夫２）
１８ 胃腫瘍性疾患合併例への PEG施行
公立能登総合病院 胃腸科１）、同 外科２）
岡村 利之１）、奥村 義治１）、中村 勇一１）、中泉

治雄２）

０８ アルゴンプラズマ凝固（APC）療法を施行した胃幽門部毛
細血管拡張症（GAVE）の１例
公立丹南病院 内科１）、同 外科２）
○伊藤 重二１）、岩城
真１）、横山 雅大１）、福島
栄１）
島田 耕文１）、樋下 徹哉２）、北島 竜美２）、白崎 信二２）

１９ 当科で行っている食道アカラジアに対する腹腔鏡下手術
石川県済生会金沢病院 外科１）
金沢大学 第１外科２）
木下 敬弘１）、金平 永二２）、龍澤 泰彦１）、竹原
朗１）
清水 淳三１）、川浦 幸光１）、大村 健二２）

０９ 髄腔内抗癌剤投与、全身化学療法が著効した悪性リンパ腫
の１例
富山医科薬科大学 第三内科１）
○宮嵜 孝子１）、品川 和子１）、若林 泰文１）、河合 健吾１）
江幡 和美１）、新敷 吉成１）、加藤
勤１）、小川 浩平１）
１）
１）
岩本 真也 、福田加奈子 、槙本 伸哉１）、長沼甲太郎１）
折原 正周１）、渡辺 明治１）

２０ 腹腔鏡下手術を施行した胆嚢十二指腸瘻の１例
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学医学部 放射線科３）、武川病理研究所４）
○横山 浩一１）、高畠 一郎１）、吉野 裕司１）、吉田
前川 正知２）、森下 大樹２）、藤本
学２）、稲邑
３）
３）
鈴木 正行 、小林
健 、武川 昭男４）

１０ Cowden病の一例
富山市民病院 内科１）、同 病理２）
西野 隆平１）、青山
庄１）、樋上
齋藤 勝彦２）

義伸１）、高橋

洋一１）

１１ 座薬用チューブ誤飲による十二指腸潰瘍の１例
北陸病院 内科１）、北野内科クリニック２）
○増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、北野 博嗣２）
１２ 胃癌による幽門部狭窄に対するステント留置の２例
福井医科大学 第２内科１）
同 光学医療診療部２）
○井川 正道１）、斉藤 隆也１）、奥田 智行１）、村松
篤１）
１）
２）
１）、２）
大谷 昌弘 、道上
学 、東
健
栗山
勝１）、２）
１３ 小腸悪性リンパ腫の一例
済生会富山病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○野々目和信１）、菓子井良郎１）、舟木
淳１）、野本
島多 勝男２）、増山 喜一２）、田近 貞克２）、辻
松能 久雄３）

一博２）
政彦２）

千尋１）
克久２）

２１ 腹腔鏡下リンパ節生検が有用であった悪性リンパ腫の２例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理２）
同 血液内科３）
○竹村 健一１）、住友 博輝１）、木下 静一１）、吉田 貢一１）
持木
大１）、横井 健二１）、中村 寿彦１）、原田
猛１）
１）
１）
１）
森田 克哉 、八木 真悟 、山田 哲司 、北川
晋１）
１）
２）
３）
中川 正昭 、車谷
宏 、上田 幹夫
２２ TEM を施行した進行直腸癌の１例
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 消化器科２）
金沢大学 第一外科３）、同 第二病理４）
野崎 善成１）、富田 剛治１）、荒能 義彦１）、佐々木正寿１）
宮元芽久美２）、寺崎 禎一２）、金平 永二３）、常山 幸一４）
中沼 安二４）
２３ TEM を施行した約１０㎝の大腸側方発育型腫瘍の１例
福井県済生会病院 外科１）
金沢大学医学部 第１外科２）
○小杉 郁子１）、宗本 義則１）、阿部 仁郎１）、小練 研司１）
亀水
忠１）、斎藤 英夫１）、藤澤 克憲１）、笠原 善郎１）
三井
毅１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）、三浦 将司１）
金平 永二２）

２４ 腹腔鏡下大量切除術での術前病変マーキングの工夫
市立砺波総合病院 外科１）
○伴登 宏行１）、加藤 秀明１）、田畑
敏１）、中島 久幸１）
小杉 光世１）
２５ 用手補助腹腔鏡下手術により切除した脾偽嚢胞の１例
加賀八幡温泉病院 外科１）、金沢大学 第一外科２）
○梶田 剛司１）、川西
勝１）、金平 永二２）
２６ 慢性皮膚粘膜カンジダ症に潰瘍性大腸炎を合併した親子の
症例
金沢大学 第二内科１）
武藤 綾子１）、斉藤奈津子１）、中田
滋１）、本田ゆかり１）
１）
１）
岡田 俊英 、馬渕
宏
２７ 活動期潰瘍性大腸炎に対する顆粒球吸着療法併用の試み
市立敦賀病院 消化器科１）、金沢大学 第２病理２）
太田
肇１）、加藤 充朗１）、原田 憲一２）、中沼 安二２）
２８ 著明な低タンパク血症を呈した粘膜脱症候群隆起型（Cap
pol
yposi
s）の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 臨床病理２）
新潟大学 第１病理３）
荻野 英朗１）、松田耕一郎１）、米島 博嗣１）、里村 吉威１）
鵜浦 雅志１）、内山 明央２）、三輪 淳夫２）、渡辺 英伸３）
２９ Phl
eboscl
er
ot
i
ccol
i
t
i
sの一例
金沢大学 第一内科１）
大幸 英喜１）、土山 智也１）、浅井
島崎 猛夫１）、増富 健吉１）、山下
山下 竜也１）、鍛治 恭介１）、河合
金子 周一１）

純１）、松田 尚登１）
太郎１）、加賀谷尚史１）
博志１）、寺崎 修一１）

３０ 腸閉塞で発症したアメーバ性大腸炎の一例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理研究科２）
角谷 慎一１）、道傳 研司１）、前田 重信１）、関戸
林
裕之１）、服部 昌和１）、山道
昇１）、村北
１）
１）
細川
治 、武田 孝之 、谷川
裕１）、森田
１）
１）
渡辺 国重 、木谷 榮一 、海崎 泰治２）

伸明１）
和広１）
信人１）

３１ 血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）の治療中にカンジダ腸
炎を併発した一例
恵寿総合病院 内科１）
渕崎宇一郎１）、尾崎 一晶１）、宮森 弘年１）
３２ 当院における大腸内視鏡検査結果
高岡駅南クリニック１）
○塚田 邦夫１）、東
一栄１）、三廼 利美１）、阿部美知代１）
金田かおる１）、池田 美穂１）
３３ 当院における大腸内視鏡前処置薬剤の検討
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
井尾 浩一１）、服部 昌和１）、前田 重信１）、林
道傳 研司１）、武田 孝之１）、細川
治１）、谷川
１）
１）
森田 信人 、渡辺 国重 、木谷 栄一１）、海崎
向坂 憲悟２）、浜野 直道２）、辰巳
靖２）、伊部

裕之１）
裕１）
智恵２）
直之２）

３４ 大腸内視鏡拡大観察による壁深達度診断と切除法の選択
（鏡視下手術の適応について）
市立敦賀病院 外科１）
○石田 文生１）、太田 信次１）、村上
真１）、市橋
匠１）
１）
１）
飯田 茂穂 、中川原儀三
３５ 腸管気腫性嚢胞症の一例
富山労災病院 内科１）
○大石 尚毅１）、橘
良哉１）、竹森

康弘１）、野田

八嗣１）

３６ 大腸腺腫性ポリープに刺入し発見された無症候性大腸アニ
サキス症の１例
真生会富山病院 内科１）
河相
覚１）、平谷 和幸１）、松村 孝之１）、豊田 茂郎１）
大淵
尚１）、太田 雅也１）、二村 明広１）、吉田 良昌１）
吉田
渉１）、刀塚 俊起１）、谷
明博
３７ 腸重積で発見された虫垂粘液嚢腫の一例
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）、同 臨床病理科３）
○堀
幹夫１）、藪下 和久１）、安居 利晃１）、堀
亮太１）
１）
１）
１）
坂東 悦郎 、藤田 秀人 、加治 正英 、木村 寛伸１）
前田 基一１）、小西 孝司１）、鵜浦 雅志２）、内山 明央３）
三輪 淳夫３）
３８ 回盲部弁に発生した大腸脂肪腫の一例
公立つるぎ病院 外科１）
荒川
元１）、小山 文譽１）、素谷
宏１）
３９ 大腸内視鏡検査にて虫垂入口部に隆起性病変を認めた虫垂
疾患の２例
氷見市民病院 外科・胃腸科１）
○浅海 吉傑１）、藤岡 重一１）、温井 剛史１）、川口 雅彦１）
今井 哲也１）、長尾
信１）、若狭林一郎１）、村田 修一１）
４０ 胆管細胞癌と鑑別困難であった慢性胆管炎の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理２）
市立輪島病院 内科３）
○木下 静一１）、竹村 健一１）、住友 博輝１）、吉田 貢一１）
横井 健二１）、中村 寿彦１）、原田
猛１）、森田 克哉１）
１）
１）
八木 真悟 、山田 哲治 、北川
晋１）、中川 正昭１）
２）
３）
車谷
宏 、又野
豊
４１ 体 位 性 低 酸 素 血 症 と 胆 石 症 を 伴 っ た 成 人 HenochSchönl
ei
n紫斑病の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
○毛利 久継１）、山口 泰志１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）
４２ 手術不能な非代償性肝硬変患者の胆石胆嚢炎に対して経乳
頭的胆嚢ドレナージ術を施行した１例
福井県立病院 内科１）
海崎 智恵１）、向坂 憲悟１）、浜野 直通１）、伊部 直之１）
辰巳
靖１）
４３ いわゆる chol
edochocel
eの１例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
藤井医院３）
窪田華奈子１）、稲田 章夫２）、山本
誠１）、加藤 浩司１）
前川 直美１）、村北
肇１）、大西 定司１）、栗山とよ子１）
濱中 英樹２）、加藤 泰史２）、木村 成里２）、藤井 康広３）
４４ ENBDが奏功した胆摘後胆汁漏の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 消化器科２）
奥田 俊之１）、平野
誠１）、村上
望１）、宇野
１）
１）
菊地
勤 、野澤
寛 、雄谷 純子１）、橘川
木谷
恒２）、寺田 光宏１）、小林 友美２）、筑田

雄祐１）
弘勝１）
正史２）

４５ Cat
sl
eman病と自己免疫性膵炎の一合併例
市立砺波総合病院 胃腸科１）、同 内科２）、同 病理３）
金井医院４）
金沢大学 血液浄化部５）
蓑内 慶次１）、太田 英樹１）、真田
拓１）、杉本 立甫１）
２）
３）
又野 貞也 、寺畑信太郎 、金井 正信４）、横山
仁５）

第７７回

北陸地方会

日
会

時：平成１３年６月１７日㈰
場：富山医科薬科大学附属病院

会

長：富山医科薬科大学

第１会場：臨床講義室⑴
第２会場：臨床講義室⑵
第３内科 斎藤 清二

◆シンポジウム
「膵・胆道系の内視鏡的診断・治療と QOL－患者の視点を重視して－」
司
会：石川県済生会金沢病院 消化器内科
若林 時夫
富山医科薬科大学 第３内科
斎藤 清二
基調講演
「膵・胆道系の内視鏡的診断と治療－歴史と展望－」
東京女子医科大学 消化器病センター
土岐 文武
S－１．胆嚢炎予防としての胆嚢内瘻化１０例の経験
福井県立病院 内科１）、同 外科２）
○伊部 直之１）、林
裕之２）
S－２．細径胆道ファイバースコープによる経口胆道内視鏡検査および経乳頭的胆管粘膜生検の意義
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
○高畠 一郎１）、横山 浩一１）、森下
実１）、吉田 千尋１）、土山 智也２）
S－３．悪性胆道狭窄に対するメタリックステント（EMS）を使用した内視鏡的内瘻術の成績
福井赤十字病院 消化器科１）
○西川 邦寿１）、畑
正典１）、宮地 英生１）、大瀧 哲朗１）、林
重之１）、永井 勝也１）
S－４．内視鏡的胆管ステント留置術に関する患者側からの評価－アンケート法による分析
富山医科薬科大学 第３内科１）
○北 啓一朗１）、中田 裕二１）、大澤 幸治１）、斎藤 清二１）、渡辺 明治１）
◆教育講演
「自己免疫（関連）性膵炎の概念と病態における最近の進歩」
京都大学 消化器内科・光学医療診療部
岡崎 和一
◆一般演題
０１ Bar
r
et
t食道癌２例の検討
高岡市民病院 胃腸科１）
富山赤十字病院 消化器内科２）
同 外科３）、同 病理４）
○山田 一樹１）、白井 大悟２）、圓谷 朗雄２）、日置
岡田 和彦２）、稲土 修嗣２）、長谷川 洋３）、前田
０２ 食道類基底細胞癌の１例
福井医科大学 第１外科１）
同 第１病理２）
○前田 浩幸１）、森川 充洋１）、村上
廣野 靖夫１）、五井 孝憲１）、飯田
石田
誠１）、片山 寛次１）、廣瀬
法木 左近２）

将２）
宜延４）

真１）、関 健一郎１）
敦１）、木村 俊久１）
和郎１）、山口 明夫１）

０３ 胃癌術後に残胃癌、さらに急速に進行した食道癌を認めた
１例
国立金沢病院 外科１）
同 臨床検査科２）
川村 泰一１）、坂東 悦郎１）、伊藤
博１）、伊井
徹１）
１）
１）
１）
竹川
茂 、桐山 正人 、小島 靖彦 、渡辺騏七郎２）
０４ ４型胃癌と鑑別が困難であった早期胃癌の一例
富山医科薬科大学 第２外科１）
濱名 俊泰１）、齋藤 光和１）、齋藤 文良１）、井原
塚田 一博１）

祐治１）

０５ 興味ある肉眼形態を呈した EBV関連性 sm 胃癌の１例
富山県済生会富山病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
富山医科薬科大学 第２外科４）
堀川 直樹１）、増山 喜一１）、野本 一博１）、４）、島多 勝夫１）
田近 貞克１）、辻
政彦１）、野々目和信２）、湊谷
功２）
２）
２）
３）
菓子井良郎 、舟木
淳 、松能 久雄 、塚田 一博４）
０６ １２年間に６回の EMRにて経過観察中、腺腫、高分化型早期
胃癌、中分化型早期胃癌を生じた１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
同 腫瘍外科２）
渡邊 弘之１）、大坪公士郎１）、毛利 久継１）、山口 泰志１）
元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）、平野 晃一２）
２）
源
利成
０７ 噴切後残胃の早期癌に対する EMRの経験
市立砺波総合病院 外科１）
同 病理２）
○酒徳 光明１）、家接 健一１）、中田 浩一１）、中島 久幸１）
清原
薫１）、伴登 宏行１）、田畑
敏１）、寺畑信太郎２）
０８ EMRで治療した残胃早期癌の４例
金沢大学がん研究所 腫瘍外科１）、同 腫瘍内科２）
同 遺伝子診断３）
おぎの胃腸科クリニック４）
○藤本 敏博１）、表
和彦１）、岡井
高２）、源
平野 晃一１）、山下
要１）、高橋
豊１）、磨伊
４）
荻野 知己

利成３）
正義１）

０９ 著明な石灰化を伴った胃壁外性平滑筋腫の一例
恵寿総合病院 外科１）、金沢医科大学 病理２）
○湊屋
剛１）、林
泰寛１）、林
泰生１）、道輪
大西 一朗１）、竹田 利弥１）、小矢崎直博１）、鎌田
神野 正博１）、上田 善道２）
１０ 除菌が奏功した胃 MOLTリンパ腫の一例
国立療養所敦賀病院 外科１）
津山
博１）、藤岡 雅子１）、田口 誠一１）、岡田
木下 一夫１）、澤
敏治１）、吉光 外宏１）

良男１）
徹１）
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１１ ペプシノゲン法による職域胃癌検診
金沢社会保険病院 外科１）、NTT西日本金沢病院２）
○橋本 哲夫１）、舩木康二郎１）、谷口 桂三１）、伊與部尊和１）
南
昌秀１）、竹下八洲男１）、森永 秀夫２）、松田 昌子２）
魚谷 知佳２）、小矢崎直博２）、月岡 雄治２）、坂東 平一２）
１２ 無床診療所における早期消化器癌の発見と治療に関する検
討（開業初年度１年間の検討）
はやかわクリニック１）
○早川 康浩１）
１３ 初回内視鏡検査から６年後に診断しえた続発性アミロイ
ドーシスの１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○川口 宗一１）、福村
敦１）、浦島左千夫１）、伊藤
透１）
１）
１）
１）
川原
弘 、堤
幹宏 、高瀬修二郎
１４ 吸湿剤（生石灰）による腐蝕性上部消化管障害の１例
恵寿総合病院 内科１）
渕崎宇一郎１）、尾崎 一晶１）、福羅 匡普１）、宮森 弘年１）
１５ Cl
ar
i
t
hr
omyci
n
（CAM）
耐性 H.pyl
or
iに対する f
ar
openem
sodi
um
（FRPM）
を用いた除菌療法の有用性
金沢大学 第２内科１）
石川県立中央病院 消化器内科２）
○佐藤 広隆１）、中田
滋１）、筑田 正史１）、青柳 裕之１）
１）
鈴木 文子 、岡田 俊英１）、馬渕
宏１）、土山 寿志２）
２）
島崎 英樹
１６ 腸重積にて診断した Peut
zJ
egher
s症候群の１例
富山赤十字病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 病理３）
高岡市民病院 胃腸科４）
○圓谷 朗雄１）、稲土 修嗣１）、白井 圭吾１）、日置
将１）
岡田 和彦１）、大和 太郎２）、長谷川 洋２）、前田 宜延３）
山田 一樹４）
１７ 最近経験した終末回腸原発悪性リンパ腫の２例
社会保険高岡病院 消化器科１）
富山医科薬科大学 第３内科２）
○時光 善温１）、三輪 重治１）、宮元
歩１）、康山
加藤
勤２）
１８ 検診を契機に発見された無症候性 PBCの１例
大滝病院 内科１）
福井医科大学 光学診療部２）、同 第二内科３）
○小野 博美１）、大滝 秀穂１）、道上
学２）、山崎
３）
３）
大谷 昌弘 、李
相植 、斎藤 隆也３）、東
３）
栗山
勝

２０ 術前 PTCS下生検が水平方向進展度診断に有用であった広
範囲胆管癌の１例
城北病院 外科１）、同 内科２）
癌研究会附属病院 外科３）
斉藤 典才１）、渡辺 博之１）、大野 健次２）、井海江利子２）
関
誠３）
２１ 診断が困難であった下部胆管癌の一例
済生会富山病院 内科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
同 病理４）
湊谷
功１）、菓子井良郎１）、野々目和信１）、舟木
淳１）
野本 一博２）、増山 喜一２）、田近 貞克２）、辻
政彦２）
二谷 立介３）、松能 久雄４）
２２ 腫瘤形成性自己免疫性膵炎の１例
国立療養所敦賀病院 外科１）
藤岡 雅子１）、田口 誠一１）、津山
博１）、岡田
１）
１）
木下 一夫 、澤
敏治 、吉光 外宏１）
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２３ 膵頭部に発生した漿液性嚢胞腺腫に対して腫瘍核出術を施
行した１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
同 消化器内科２）
同 病理科３）
吉野 裕司１）、戸田 有宣１）、加藤 秀明１）、横井 健二１）
原田
猛１）、森田 克哉１）、足立
巌１）、八木 真悟１）
１）
１）
山田 哲司 、北川
晋 、土山 寿志２）、車谷
宏３）
２４ 膵管癒合不全に伴う慢性膵炎急性増悪に、内視鏡的経副乳
頭膵管ステント留置が有効であった一例
富山医科薬科大学 第三内科１）
○中嶋 隆彦１）、江幡 和美１）、大澤 幸治１）、新敷 吉成１）
北 啓一朗１）、斎藤 清二１）、渡辺 明治１）
２５ 大腸内視鏡検査を契機に発症し、保存的に治癒し得た S状
結腸憩室穿孔性腹膜炎の１例
NTT西日本金沢病院 外科１）
○森永 秀夫１）、橋本 哲夫１）、坂東 平一１）
２６ 急性出血性直腸潰瘍１０例の検討
福井赤十字病院 消化器科１）
○林
重之１）、西川 邦寿１）、永井
畑
正典１）、大瀧 哲朗１）

勝也１）、宮地

英生１）

２７ 非定型抗酸菌（Mycobact
er
i
um For
t
ui
t
um）が陽性であっ
た特発性直腸・S状結腸潰瘍の１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 消化器科２）
○野澤
寛１）、平野
誠１）、村上
望１）、宇野 雄祐１）
菊地
勤１）、滝沢 昌也１）、浅海 吉傑１）、橘川 弘勝１）
寺田 光宏２）、木谷
恒２）、松岡 利彦２）、小林 友美２）

俊学１）
２８ 右腸腰筋膿瘍を合併したクローン病の１例
金沢市立病院 消化器科１）
竹内 正勇１）、松下 栄紀１）、米島
學１）

幸直２）
健３）

１９ 胆石胆管炎による門脈血栓症を契機に診断された抗リン脂
質抗体症候群の１例
福井県立病院 内科１）
海崎 智恵１）、三輪 一博１）、中田
滋１）、伊部 直之１）
辰巳
靖１）

２９ 当科での大腸癌二次スクリーニングの現状
市立敦賀病院 外科１）
太田 信次１）、石田 文生１）、本田
桂１）、飯田
１）
中川原儀三

茂穂１）

３０ 動脈塞栓術（TAE）により止血し得た出血性十二指腸潰瘍
の１例
福井医科大学 第二内科１）
同 光学医療診療部２）
○大谷 昌弘１）、金井 昌代１）、李
相植１）、斉藤 隆也１）
２）
１）
道上
学 、山崎 幸直 、東
健１）、栗山
勝１）

３１ 十二指腸 Di
eul
af
oy潰瘍の１例
富山県済生会高岡病院 消化器病センター１）
金沢大学 第２病理２）
野崎 善成１）、富田 剛治１）、川上 卓久１）、荒能
佐々木正寿１）、國谷
等１）、宮元芽久美１）、寺崎
２）
須藤 嘉子 、中沼 安二２）

義彦１）
禎一１）

３２ 原発性十二指腸球部癌の１例
金沢大学 第１内科１）、同 第２外科２）、同 病理部３）
○鷹取
元１）、稲邑 克久１）、加賀谷尚史１）、増富 健吉１）
山下 太郎１）、山下 竜也１）、辻
宏和１）、鍛治 恭介１）
寺崎 修一１）、河合 博志１）、金子 周一１）、伏田 幸夫２）
三輪 晃一２）、野々村昭孝３）
３３ 十二指腸潰瘍の治療経過中に発見された幽門部胃癌の２例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 臨床病理科３）
大幸 英喜１）、米島 博嗣１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）
鵜浦 雅志１）、前田 基一２）、三輪 淳夫３）
３４ 興味深い臨床経過をとった Vat
er乳頭部癌の１症例
斎藤胃腸病院 外科１）
富山医科薬科大学 第二外科２）
湯口
卓１）、五箇 猛一１）、野本 一博１）、安斎
裕１）
三浦二三夫１）、斎藤 寿一１）、塚田 一博２）
３５ 内視鏡ファイリングシステムの有用性と問題点
公立丹南病院 内科１）、同 外科２）
福井県立大学 看護学科３）
○奥田 智行１）、伊藤 重二１）、横山 雅大１）、山口
福島
栄１）、島田 耕文１）、樋下 徹哉２）、北島
白崎 信二２）、加藤 卓次３）

善央１）
竜美２）

３６ 消化器内視鏡検査治療中のリスクマネージメント－前投薬
が呼吸循環機能に及ぼす影響について－
富山医科薬科大学 光学医療診療部１）、同 三内２）、同 一内３）
同 二外４）、同 一外５）、同 和漢診療部６）
薄田 勝男１）、田中三千雄１）、野城 和彦１）、名倉 智美１）
村上 佳子１）、折原 正周２）、若林 泰文２）、山崎 勝也３）
菓子井達彦３）、斉藤 光和４）、南村 哲司４）、原
祐郁５）
萬谷 直樹６）、嶋田
豊６）
３７ 健常成人女性に発症したサイトメガロウイルス胃腸炎と考
えられた一例
富山労災病院 内科１）
○大辻
浩１）、松田
充１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
３８ 本態性血小板血症の治療中、サイトメガロウイルスによる
多彩な消化器病変を呈した一剖検例
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 内科２）
同 臨床病理科３）
○松田耕一郎１）、蓑内 慶次１）、太田 英樹１）、杉本 立甫１）
又野 禎也２）、寺畑信太郎３）

３９ 広範な消化管病変を呈したマントル細胞リンパ腫の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２病理学教室２）
○福地 将彦１）、澤崎 拓郎１）、中山 康弘１）、峯村 正実１）
村上
純１）、加藤
勤１）、宮嵜 孝子１）、岩本 真也１）
若林 泰文１）、斎藤 清二１）、渡邉 明治１）、石澤
伸２）
４０ 残胃に胃瘻を造設した３例
市立輪島病院 内科１）
山田 真也１）、又野
豊１）、石浦

嘉久１）

４１ 胃内視鏡下に摘出しえた胃十二指腸異物の一例
市立砺波総合病院 外科１）
加藤 秀明１）、伴登 宏行１）、田畑
敏１）、土田
１）
１）
家接 健一 、山下 良平 、清原
薫１）、酒徳
１）
１）
中島 久幸 、小杉 光世

敬１）
光明１）

４２ 内視鏡的マイクロ波凝固療法（MCT）が著効した胃前庭部
毛細血管拡張症の一例
福井総合病院 外科１）、同 内科２）
恩地 英年１）、泉
俊昌１）、佐藤 嘉紀１）、長谷川保弘１）
岩佐 和典１）、北村 秀夫１）、宮下 晃一２）、小西 淳一２）
４３ ア ル ゴ ン プ ラ ズ マ 凝 固 法（APC）に て 消 失 し 得 た 胃
angi
odyspl
asi
aの１例
高岡市民病院 胃腸科１）
○金山 雅美１）、中村
曉１）、伊藤 博行１）、七澤
洋１）
４４ 内視鏡的に切除しえた I
nt
r
al
umi
nalDuodenalDi
ver
t
i
cul
um
の一例
金沢大学 第二外科１）
能登 正浩１）、二宮
致１）、佐々木省三１）、西村 元一１）
萱原 正都１）、藤村
隆１）、清水 康一１）、太田 哲生１）
三輪 晃一１）
４５ 悪性十二指腸狭窄に対する減圧胃瘻の経験
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
○北野 善郎１）、登谷 大修１）、橘
良哉１）、野ツ俣和夫１）
１）
１）
黒田 岳雄 、田中 延善 、三井
毅２）
４６ 当院における胃・十二指腸狭窄に対するステント使用経験
富山県立中央病院 外科１）、同 内科２）
井口 雅史１）、吉岡 伊作１）、岩田 啓子１）、鯵坂 秀之１）
藤田 秀人１）、山本 精一１）、加治 正英１）、前田 基一１）
藪下 和久１）、小西 孝司１）、鵜浦 雅志２）、里村 吉威２）
荻野 英朗２）、米島 博嗣２）、大幸 英喜２）
４７ 悪性胃・十二指腸狭窄に対する自己拡張型金属ステント
（EMS）留置の経験
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
松田
充１）、西原 昇吾１）、池田 直樹１）、若林 時夫１）
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長：石川県済生会金沢病院

第１会場：臨床講義室質
梢
第２会場：臨床講義室実
梢
消化器科 若林 時夫

◆ランチョンセミナー
「膵胆道疾患に対する経乳頭的内視鏡治療の実際」
京都第２赤十字病院 消化器科

安田健治朗

◆教育講演
「膵疾患に対する新しい内視鏡診断と治療」
千葉大学大学院 腫瘍内科

山口

武人

◆特別講演
「消化器内視鏡におけるリスクマネージメント」
順天堂大学 総合診療部

林田

康男

◆一般演題
０１ クモ膜下出血術後に発生した食道 mucosalbr
i
dgeの１例
金沢西病院 外科１）
○岩上
榮１）、海東 恵子１）、黒川
勝１）、和田 真也１）
１）
１）
小泉 博志 、菊地
誠

０８ 上部消化管異物の２例
済生会高岡病院 外科１）
石黒
要１）、富田 剛治１）、川上
佐々木正寿１）

０２ 食道 pyogeni
cgr
anul
omaの１例
厚生連高岡病院 外科１）、同 病理科２）
滝沢 昌也１）、平野
誠１）、宇野 雄祐１）、菊地
１）
野澤
寛 、原
拓央１）、浅海 吉傑１）、橘川
増田 信二２）

０９ 無床診療所における出血性潰瘍の対応
はやかわクリニック１）
○早川 康浩１）

０３ 食道腺由来の食道腺癌の１例
市立砺波総合病院 外科１）、同 病理科２）
○中田 浩一１）、酒徳 光明１）、小杉 光世１）、田畑
家接 健一１）、土田
敬１）、伴登 宏行１）、清原
１）
中島 久幸 、寺畑信太郎２）
０４ 早期 Bar
r
et
t食道癌の一例
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 外科２）
同 臨床病理科３）
○松田耕一郎１）、蓑内 慶次１）、太田 英樹１）、杉本
酒徳 光明２）、中田 浩一２）、寺畑信太郎３）

勤１）
弘勝１）

卓久１）、荒能

義彦１）

１０ 除菌前後で経過観察しえた Hel
i
cobact
erpyl
or
i（Hp）陽
性悪性貧血の１例
富山労災病院 内科１）
○上田 晃之１）、松田
充１）、竹森 康弘１）、野田 八嗣１）
敏１）
薫１）

立甫１）

０５ 食 道 癌 に 対 す る 光 線 力 学 療 法（PDT;phot
odynami
c
t
her
apy）の経験
金沢大学 第一内科１）
○鷹取
元１）、加賀谷尚史１）、増富 健吉１）、山下 太郎１）
山下 竜也１）、辻
宏和１）、鍛治 恭介１）、河合 博志１）
１）
寺崎 修一 、金子 周一１）
０６ 逆流防止弁付き食道ステント留置が有用であった下部食道
癌の１例
公立丹南病院 内科１）
同 外科２）
福井県立大学 看護学科３）
○奥田 智行１）、伊藤 重二１）、横山 雅大１）、山口 善央１）
福島
栄１）、島田 耕文１）、樋下 徹哉２）、北島 竜美２）
白崎 信二２）、加藤 卓次３）
０７ 嚥下障害のため食道ステント留置の適応決定に苦慮した進
行食道癌の１例
公立穴水総合病院 外科１）
○吉田 貢一１）、中村 寿彦１）、横井 克己１）

１１ H.pyl
or
i感染による前庭部粘膜毛細血管像の変化
富山医科薬科大学 光学医療診療部１）、同 第２病理２）
高岡市民病院 胃腸科３）
薄田 勝男１）、田中三千雄１）、笹原 正清２）、七澤
洋３）
３）
３）
伊藤 博行 、中村
暁
１２ 胃内視鏡で発見された原発性 AA型アミロイドーシスの１例
福井県済生会病院 外科１）
済生会富山病院 病理２）
○阿部 仁郎１）、宗本 義則１）、田畑 信輔１）、天谷
奨１）
１）
１）
１）
俵矢 香苗 、斉藤 英夫 、藤沢 克憲 、笠原 善郎１）
三井
毅１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）、三浦 将司１）
松能 久雄２）
１３ 石灰化を伴った胃体部巨大異所性膵の１例
国療石川病院 内科１）、同 外科２）
金沢大がん研 腫瘍内科３）
大家 理恵１）、太田 孝仁２）、北方 秀一２）、岡井

高３）

１４ EUSおよび EMRが診断に有用であった多発性びまん性胃
粘膜下嚢腫症の１例
金沢市立病院 消化器科１）
竹内 正勇１）、稲邑 克久１）、米島
學１）
１５ 診断に難渋した胃 i
nf
l
ammat
or
yf
i
br
oi
dpol
yp
（I
FP）
の１例
厚生連高岡病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
○斉藤奈津子１）、中山 康弘１）、小林 友美１）、松岡 利彦１）
寺田 光宏１）、木谷
恒１）、野澤
寛２）、菊池
勤２）
２）
２）
２）
宇野 雄祐 、村上
望 、平野
誠 、橘川 弘勝２）
３）
増田 信二

１６ フックメスを用いた胃粘膜切除術の経験
金沢医科大学 消化器内科１）、同 総合診療科２）
○日下 一也１）、船崎
勉１）、岡村 英之１）、川原
堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）、伊藤
透２）
１７ 内視鏡生検で偽陰性であった胃悪性腫瘍の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理２）
○鶴野 千恵１）、細川
治２）、海崎 泰治２）、清水
前田 重信１）、林
裕之１）、道傳 研司１）、服部
武田 孝之１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）

弘１）

陽介１）
昌和１）

１８ 乳腺由来と考えられた転移性胃癌の１例
国立山中病院 外科１）
○木下 静一１）、木村 寛伸１）、高橋 一郎１）
１９ 放射線療法が有効であった MALTl
ymphomaの一例
福井医科大学 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
芳野医院３）
○大谷 昌弘１）、稲垣 智子１）、李
相植１）、斉藤 隆也１）
伊藤 義幸１）、伊藤 信之１）、東
健１）、栗山
勝１）
道上
学２）、山崎 幸直２）、平泉
泰３）
２０ 出血を繰り返した胃悪性リンパ腫の１例
金沢医科大学 消化器内科１）、同 総合診療科２）
同 一般消化器外科３）
橋本 昌子１）、日下 一也１）、船崎
勉１）、上嶋
１）
１）
堤
幹宏 、高瀬修二郎 、伊藤
透２）、小坂
高島 茂樹３）

２８ 特発性虫垂重積症の１例
富山県立中央病院 外科１）
岩田 啓子１）、藪下 和久１）、吉岡
鯵坂 秀之１）、藤田 秀人１）、山本
前田 基一１）、小西 孝司１）
２９ 大腸顆粒細胞腫の一例
黒部市民病院 内科１）、同 病理２）
堀
幹夫１）、岡村 利之１）、中浜
笠井 孝彦２）、原武 譲二２）
３０ S字結腸脂肪腫の１例
福井総合病院 外科１）
○岩佐 和典１）、佐藤 嘉紀１）、恩地
泉
俊昌１）、北村 秀夫１）

桂１）、市橋
淳司２）、山口

匠１）
明夫２）

伊作１）、井口
精一１）、加治

雅史１）
正英１）

亨１）、大場

栄１）

英年１）、長谷川保弘１）

３１ 腹腔内腫瘍を併発したエルシニア腸炎の１例
恵寿総合病院 内科１）
○渕崎宇一郎１）、宮森 弘年１）
康洋１）
健夫３）

２１ Mul
t
i
pl
eLymphomat
ousPol
yposi
s（MLP）の１例
公立松任石川中央病院 内科１）
○西野 隆平１）、山川
治１）、卜部
健１）
２２ 十二指腸輸入脚に生じた MALTリンパ腫の１例
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学医学部 看護学科２）
○中村
曉１）、山田 一樹１）、伊藤 博行１）、七沢
田中三千雄２）

２７ 非特異性回腸潰瘍の１例
市立敦賀病院 外科１）
福井医科大学 第一外科２）
太田 信次１）、石田 文生１）、本多
飯田 茂穂１）、中川原儀三１）、辰沢

洋１）

２３ 十二指腸下行脚に発生した多発性有茎性腺管絨毛腺腫の１例
石川県済生会金沢病院 外科１）、同 消化器内科２）
同 病理科３）
○寺田 卓郎１）、竹原
朗１）、石田 善敬１）、龍沢 泰彦１）
清水 淳三１）、川浦 幸光１）、若林 時夫２）、池田 直樹２）
松田 尚登２）、水野 秀城２）、今井 美和３）
２４ 内視鏡的に切除した早期十二指腸癌の１例
富山医科薬科大学 第三内科１）
不二越病院 内科２）
○岸
遂忠１）、折原 正周１）、安村
敏１）、品川 和子１）
１）
１）
岩本 真也 、福田加奈子 、槙本 伸哉１）、長沼甲太郎１）
若林 泰文１）、斎藤 清二１）、渡辺 明治１）、土田 敏博２）
２５ 内視鏡的クリップ止血術が有用であった十二指腸下行部の
憩室出血の一例
国立療養所敦賀病院 外科１）
津山
博１）、藤岡 雅子１）、田口 誠一１）、岡田 章一１）
木下 一夫１）、澤
敏治１）、吉光 外宏１）
２６ 術前に診断し得た回腸脂肪腫による成人腸重積症の１例
国立金沢病院 外科１）
同 放射線科２）
同 臨床検査科３）
伊藤
博１）、坂東 悦郎１）、川村 泰一１）、伊井
徹１）
竹川
茂１）、桐山 正人１）、道場昭太郎１）、小島 靖彦１）
小林 昭彦２）、渡辺騏七郎３）

３２ 進行横行結腸癌に対し自己拡張型金属ステント（EMS）を
留置した１例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
松田 尚登１）、水野 秀城１）、池田 直樹１）、若林 時夫１）
３３ expandabl
emet
al
l
i
cst
entt
r
oubl
eによる腸閉塞の１例
北陸病院 内科１）、同 外科２）
○増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、羽柴
厚２）、長利あゆみ２）
３４ 内視鏡的バルーン拡張術が有用であった直腸癌イレウスの
１例
石川勤労者医療協会城北病院 内科１）、同 外科２）
大野 健次１）、塩谷 昌彦１）、清光 義則１）、斉藤 典才２）
渡辺 博之２）
３５ 腹腔鏡所見が得られた結核性腹膜炎の２例
国立療養所北潟病院 外科１）、同 内科２）
杉森 順二１）、出口 正秋１）、橘
彩路２）、濱田
小澤 真二２）

明２）

３６ 総胆管結石と鑑別困難であった Vat
er乳頭過形成の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 病理２）
加藤 秀明１）、八木 真悟１）、飯野 賢治１）、吉野 裕司１）
原田
猛１）、森田 克哉１）、足立
巌１）、村上
望１）
１）
１）
２）
北川
晉 、山田 哲司 、車谷
宏
３７ 経皮経肝胆道鏡（PTCS）及び胆管内超音波検査（I
DUS）
が診断に有用であった粘液産生胆管腫瘍の１例
福井県済生会病院 内科１）
同 外科２）
同 放射線科３）
○杉盛 千春１）、橘
良哉１）、北野 善郎１）、野ツ俣和夫１）
１）
登谷 大修 、田中 延善１）、三井
毅２）、三浦 將司２）
宮山 士郎３）
３８ 内視鏡的に摘除しえた胆道迷入回虫症の１例
公立能登総合病院 胃腸科１）
同 外科２）
田中 文夫１）、奥村 義治１）、中村 勇一１）、中泉

治雄２）

３９ 腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中胆道損傷症例に対する
ENBDの有用性の検討
福井県立病院 外科１）
清水 陽介１）、林
裕之１）、大野 徳之１）、前田 重信１）
道傳 研司１）、服部 昌和１）、山道
昇１）、細川
治１）
１）
１）
１）
武田 孝之 、谷川
裕 、森田 信人 、渡辺 国重１）
１）
木谷 栄一
４０ 内視鏡的経鼻胆道ドレナージ施行後の副作用と経過について
市立敦賀病院 消化器科１）、同 外科２）
○加藤 充朗１）、太田
肇１）、本多
桂２）、太田 信次２）
石田 文夫２）、中川原儀三２）
４１ 内視鏡的胆道処置における Rapi
dExchangeSyst
em の有
用性について
富山赤十字病院 消化器科１）
○岡田 和彦１）、稲土 修嗣１）、日置
将１）、圓谷 朗雄１）
１）
白井 大悟
４２ 当院における悪性胆道狭窄に対する内視鏡的ステント療法
の検討
黒部市民病院 内科１）
○大場
栄１）、堀
幹夫１）、岡村 利之１）、中浜
亨１）
４３ 悪性肝門部胆管狭窄に対する st
entt
hr
oughst
ent法によ
る経乳頭的 EMS留置の試み
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 放射線科２）
松田 尚登１）、水野 秀城１）、池田 直樹１）、若林 時夫１）
高橋 志郎２）

４４ 胆石膵炎に対する緊急 EST施行例の検討
福井県立病院 外科１）
前田 重信１）、林
裕之１）、清水 陽介１）、道伝
服部 昌和１）、細川
治１）、武田 孝之１）、谷川
渡辺 国重１）

研司１）
裕１）

４５ 内視鏡的膵管口切開術が有効であった膵石を伴った慢性膵
炎の１例
福井県立病院 内科１）
海崎 智恵１）、三輪 一博１）、中田
滋１）、新谷 拓也１）
１）
１）
伊部 直之 、辰巳
靖
４６ 自己免疫性膵炎の２例
金沢大学 第２内科１）、同 第１外科２）
藤田 崇志１）、中田
滋１）、筑田 正史１）、青柳
武藤 綾子１）、佐藤 広隆１）、八木 邦公１）、岡田
馬渕
宏１）、川上 和之２）、大村 健二２）

裕之１）
俊英１）

４７ ERBD併用下ステロイド治療が奏効した頭部限局型膵管狭
細型慢性膵炎の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
国立療養所石川病院２）
渡邊 弘之１）、山口 泰志１）、大坪公士郎１）、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）、太田 孝仁２）

第７９回
日
会
会

北陸地方会

時：平成１４年６月２３日㈰
場：福井県立大学 第１会場：大講義室（L
１０８）
第２会場：大講義室（L
１０７）
長：福井県立大学 看護学科 加藤 卓次

◆ランチョンセミナー
「炎症性腸疾患の最近の話題」
滋賀医科大学 馬場 忠雄
◆特別講演
「安全な大腸内視鏡検査をめざして」
多田消化器クリニック
多田 正大
「消化器内視鏡とクリニカルパス－わが国の医療制度の特徴と今後の対応－」
東邦大学医学部 病院管理学研究室
鈴木荘太郎
◆パネルディスカッション
「内視鏡診療における内視鏡医、内視鏡技師、内視鏡看護師の連携の在り方」
司
会：金沢市立病院 消化器科
米島
学
福井赤十字病院 消化器科
西川 邦寿
ディスカッサー：金沢大学がん研究所 腫瘍内科
岡井
高
金沢医科大学 総合診療科
伊藤
透
富山赤十字病院 消化器内科
稲土 修嗣
公立丹南病院 内科
伊藤 重二
富山市民病院 内視鏡室
寺嶋 順子
富山赤十字病院 ８階西病棟
大橋 達子
大滝病院 内視鏡室
竹田 直美
平塚胃腸病院 検査部
田村 君英
富山医科薬科大学 光学医療診療部
田中三千雄
◆一般演題
０１ 食道粘膜剥離の１例
金沢医科大学 一般消化器外科１）
宇佐美和男１）、万江真一郎１）、長谷川泰介１）、原田
北林 一男１）、斎藤 人志１）、喜多 一郎１）、高島
０２ 0Isep型食道類基底細胞癌の１切除例
富山県立中央病院 外科１）
同 臨床病理科２）
○藤田 秀人１）、北条 荘三１）、井口 雅史１）、根塚
山本 精一１）、加治 正英１）、前田 基一１）、薮下
小西 孝司１）、内山 明央２）、三輪 淳夫２）

英也１）
茂樹１）

秀昭１）
和久１）

０３ 内視鏡的粘膜切除術を施行した Bar
r
et
t食道腺癌の１例
厚生連高岡病院 消化器科１）、同 病理２）
小林 友美１）、波佐谷兼慶１）、山田 一樹１）、加賀谷真希子１）
寺田 光宏１）、木谷
恒１）、増田 信二２）
０４ 粘膜下腫瘍として経過観察された食道癌の１例
富山赤十字病院 消化器内科１）
同 外科２）
同 病理３）
○稲土 修嗣１）、田尻 和人１）、白井 大悟１）、圓谷
岡田 和彦１）、芝原 一繁２）、前田 宜延３）

朗雄１）

０５ 早期食道癌 EMR後の再発、残存病変に対する内視鏡的マ
イクロ波凝固療法の有用性に関する検討
福井赤十字病院 消化器科１）、同 病理部２）
○金井 昌代１）、西川 邦寿１）、畑
正典１）、宮地 英生１）
１）
２）
永井 勝也 、小西二三男

０６ ゼラチンスポンジとシアノアクリレート併用による内視鏡
的治療が有効であった食道気管支瘻の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○福羅 匡普１）、上島 康洋１）、土島
睦１）、谷下田敏夫１）
１）
１）
橋本 昌子 、澤田佳世子 、川原
弘１）、堤
幹宏１）
高瀬修二郎１）
０７ 内視鏡所見からみた食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡手術
の有用性
福井医科大学 第一外科１）
飯田
敦１）、林田 有市１）、小練 研司１）、辰澤 敦司１）
村上
真１）、廣野 靖夫１）、前田 浩幸１）、五井 孝憲１）
石田
誠１）、木村 俊久１）、片山 寛次１）、廣瀬 和郎１）
山口 明夫１）
０８ 術 前 に 胃 静 脈 瘤 を 認 め な か っ た が、内 視 鏡 的 硬 化 療 法
（EI
S）後に胃静脈瘤出血を認めた１例
金沢大学 消化器内科１）
三輪 一博１）、筑田 正史１）、海崎 智恵１）、青柳 裕之１）
澤田
武１）、佐藤 広隆１）、岡田 俊英１）、馬渕
宏１）
０９ 当院における経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の現状と早
期死亡例についての検討
福井社会保険病院 内科１）
○大滝 美恵１）、須藤 弘之１）、稲垣 智子１）、門脇麻衣子１）
藤田
学１）

１０ 出血性胃潰瘍を伴った柿胃石の１例
公立丹南病院 外科１）、同 内科２）、福井県立大学 看護学科３）
○北島 竜美１）、樋下 徹哉１）、白崎 信二１）、奥田 智行２）
伊藤 重二２）、加藤 卓次３）
１１ 経過中に巨大露出血管が出現した胃潰瘍の２例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
橘
良哉１）、浅井
純１）、野ツ俣和夫１）、登谷
田中 延善１）、天谷
漿２）、藤澤 克憲２）、宗本
２）
三浦 将司

大修１）
義則２）

１２ 内視鏡的に形態変化を追跡できた炎症性胃腫瘍の１例
公立丹南病院 内科１）、同 外科２）
福井県立病院 臨床病理研究科３）
福井県立大学 看護学科４）
○奥田 智行１）、伊藤 重二１）、横山 雅大１）、山口 善央１）
福島
栄１）、島田 耕文１）、樋下 徹哉２）、北島 竜美２）
白崎 信二２）、海崎 泰治３）、加藤 卓次４）
１３ Bal
lval
vesyndr
omeを呈した胃過形成性ポリープの１例
国立山中病院 外科１）、同 内科２）
吉田
徹１）、木村 寛伸１）、高橋 一郎１）、島崎 猛夫２）
宮西 秀二２）
１４ 胃過形成性ポリープの癌化の３例
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理３）
松田 尚登１）、岡村 利之１）、太田 英樹１）、杉本 立甫１）
家接 健一２）、酒徳 光明２）、寺畑慎太郎３）
１５ 術前診断が困難であった幽門輪上の胃癌の一切除例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○松島
実１）、大野 健次１）、清光 義則１）、斉藤 典才２）
三上 和久２）、袖本 幸男３）
１６ 肝細胞癌・食道静脈瘤の経過観察中に発見し得た胃癌の一例
富山医科薬科大学 第２外科１）、同 第３内科２）
河合 健吾１）、齊藤 光和１）、高橋 博之１）、野本 一博１）
魚谷 英之１）、大上 英夫１）、塚田 一博１）、草場亜矢子２）
宮嵜 孝子２）、折原 正周２）
１７ 異 時 性 多 発 を 来 し た 胃 gast
r
oi
nt
est
i
nalst
r
omalt
umor
（GI
ST）の１例
富山医科薬科大学 第三内科１）、同 第二外科２）、同 病理３）
○安藤 孝将１）、品川 和子１）、河合 健吾１）、工藤
浩１）
宮嵜 孝子１）、小川 浩平１）、岩本 真也１）、福田加奈子１）
槙本 伸哉１）、折原 正周１）、樋口 清博１）、渡辺 明治１）
斉藤 光和２）、塚田 一博２）、高野 康雄３）
１８ 早期胃癌内視鏡的粘膜切除後の経過観察法の検討
金沢医科大学 総合診療科１）、同 消化器内科２）
川浦
健１）、伊藤
透１）、船崎
勉２）、日下 一也２）
高瀬修二郎２）
１９ 化学療法が著効した MALTリンパ腫の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
富山県済生会富山病院 病理３）
○田畑 信輔１）、浅田 康行１）、俵矢 香苗１）、天谷
齊藤 英夫１）、宗本 義則１）、藤沢 克憲１）、笠原
三井
毅１）、飯田 善郎１）、三浦 将司１）、経田
橘
良哉２）、野ツ俣和夫２）、登谷 大修２）、田中
松能 久雄３）

奨１）
善郎１）
克則２）
延善２）

２０ Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌無効例に対して放射線療法が奏
効した胃 MALTリンパ腫の１例
公立松任石川中央病院 消化器科１）
○卜部
健１）、河合 博志１）、山川
治１）

２１ 出血性ショックを伴う多発性潰瘍にて発見された胃サルコ
イドーシスの１例
市立敦賀病院 消化器科１）、同 外科２）
金沢大学 形態機能病理学３）
○加藤 充朗１）、太田
肇１）、太田 信次２）、本多
桂２）
２）
２）
３）
石田 文夫 、中川原儀三 、中沼 安二
２２ I
Tナイフを用いた胃の EMRの経験
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
大森 俊明１）、土山 寿志１）、木下 晶代１）、三林
竹村 健一１）、山田 真也１）、島崎 英樹１）、村上
山田 哲司２）

寛１）
望２）

２３ アルゴンプラズマ凝固法（APC）が有効であった gast
r
i
c
ant
r
alvascul
arect
asi
a（GAVE）の一例
福井医科大学 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
福井循環器病院 消化器科３）
○稲垣 智子１）、東
健１）、岡島 達也１）、村松
篤１）
１）
１）
１）
李
相植 、斉藤 隆也 、伊藤 義幸 、道上
学２）
山崎 幸直２）、伊藤 信之１）、栗山
勝１）、佐藤 裕英３）
２４ アルゴンプラズマ凝固法（APC）が貧血の改善に有効であっ
た出血性放射線胃炎の１例
石川県済生会金沢病院 消化器内科１）
○北村 和哉１）、方堂 祐治１）、池田 直樹１）、若林 時夫１）
２５ 腹部超音波検査にて発見された十二指腸憩室炎の１例
福井赤十字病院 消化器科１）
○宮地 英生１）、西川 邦寿１）、金井 昌代１）、永井 勝也１）
畑
正典１）
２６ VonReckl
i
nghausen病に合併した乳頭部衝突癌の１例
福井県立病院 外科１）
森川 充洋１）、林
裕之１）、今川 健久１）、前田 重信１）
１）
道傳 研司 、服部 昌和１）、山道
昇１）、細川
治１）
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）、渡辺 国重１）
木谷 栄一１）
２７ 十二指腸原発のガストリン産生腫瘍の一例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理３）
○畑
正典１）、西川 邦寿１）、宮地 英生１）、永井 勝也１）
金井 昌代１）、藤井 秀則２）、小西二三男３）
２８ 下血を主訴に診断された小腸 GI
STの１例
大滝病院 内科１）、福井医科大学 光学医療診療部２）
同 第２内科３）、同 第１外科４）、同 第１病理５）
小野 博美１）、大滝 哲朗１）、大滝 秀穂１）、道上
学２）
山崎 幸直２）、大谷 昌弘３）、李
相植３）、斉藤 隆也３）
須藤 弘之３）、伊藤 義幸３）、東
健３）、栗山
勝３）
４）
５）
廣野 靖夫 、今村 好章
２９ 大腸内視鏡検査で腫瘤状を呈した回腸末端部絞扼性イレウ
スの１例
富山市民病院 内科１）
冨田
学１）、簑内 慶次１）、青山
庄１）、樋上 義伸１）
高橋 洋一１）
３０ 当院において発見された胃癌と大腸癌の比較検討（近年の
大腸癌急増の実体）
はやかわクリニック１）
○早川 康浩１）
３１ 興味ある内視鏡所見を呈した高齢発症クローン病の一例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）、月岡医院３）
浅井
純１）、橘
良哉１）、野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）
１）
田中 延善 、宗本 義則２）、三浦 将司２）、月岡 照晴３）

３２ 非定型的な腸管の所見を示した Behçet病の一例
福井医科大学 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
○村松
篤１）、東
健１）、岡島 達也１）、大谷 昌弘１）
李
相植１）、斎藤 隆也１）、須藤 弘之１）、伊藤 義幸１）
道上
学２）、山崎 幸直２）、伊藤 信之１）、栗山
勝１）

４１ 内視鏡が診断と治療に有用であった食物残渣の胆管内嵌頓
による術後化膿性胆管炎の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
○元雄 良治１）、大坪公士郎１）、山口 泰志１）、渡邊 弘之１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）

３３ 肝 硬 変 患 者 に お け る 門 脈 圧 亢 進 症 性 大 腸 症（Por
t
al
hyper
t
ensi
vecol
opat
hy;PHC）の検討
金沢大学医学部付属病院 消化器内科Ⅰ１）
○丸川 洋平１）、真田
拓１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）
１）
山下 竜也 、水腰英四郎１）、辻
宏和１）、鍛冶 恭介１）
中本 安成１）、本多 政夫１）、金子 周一１）

４２ 経乳頭的胆嚢生検術により診断された壁肥厚型胆嚢癌、転
移性肝癌の一例
福井県立病院 消化器内科１）
○金子 佳史１）、伊部 直之１）、鳴海 兼太１）、中田
滋１）
１）
辰巳
靖

３４ 経肛門的に局所切除した直腸肛門部悪性黒色腫の一例
福井社会保険病院 外科１）、同 病理２）
住友 博輝１）、廣瀬 宏一１）、藤森 英希１）、河北 公孝１）
今村 好章２）
３５ 直腸奇形腫の１例
福井総合病院 外科１）
粟田 浩史１）、泉
俊昌１）、藤島
１）
岩佐 和典 、北村 秀夫１）

由佳１）、恩地

３６ ３歳児における大腸ポリペクトミーの経験
富山赤十字病院 消化器内科１）、同 病理２）
○稲土 修嗣１）、田尻 和人１）、白井 大悟１）、圓谷
岡田 和彦１）、前田 宜延２）

英年１）

朗雄１）

３７ 繰り返す下血に対して各種止血治療法を試みた結腸静脈瘤
破裂出血の一例
富山県立中央病院 内科１）
○上山本伸治１）、富田 俊二１）、平松 活志１）、荻野 英朗１）
里村 吉威１）、野田 八嗣１）
３８ 大腸憩室出血に対するクリッピング止血術の検討
高岡市民病院 胃腸科１）
富山医科薬科大学 光学診療部２）
○工藤
浩１）、金山 雅美１）、山田 一樹１）、中村
伊藤 博行１）、七澤
洋１）、田中三千雄２）

１）

暁

３９ 当科における腹腔鏡補助下大腸切除術２４例の検討
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）
加藤 秀明１）、越田 喜尚１）、石川 暢己１）、吉野 裕司１）
森田 克哉１）、足立
巌１）、村上
望１）、北川
晉１）
山田 哲司１）
４０ 腹腔鏡にて診断し得た C型慢性肝炎に伴う結核性腹膜炎の
１例
福井県済生会病院 内科１）
野ツ俣和夫１）、浅井
純１）、橘
良哉１）、登谷 大修１）
１）
田中 延善

４３ 胆道ステントと門脈ステントを留置し QOLの改善が得ら
れた切除不能胆嚢癌の一例
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 消化器科２）
○清水 陽介１）、佐々木正寿１）、川上 卓久１）、石黒
要１）
荒能 義彦１）、寺崎 禎一２）、南部 修二２）
４４ 胆管内経乳頭的管腔内超音波検査（I
DUS）における手技上
の工夫
有松中央病院 外科１）、同 内科２）
高畠 一郎１）、横山 浩一１）、森下
実１）、吉田 千尋１）
２）
柿木嘉平太
４５ 膵頭部膵管にループ形成が認められた一症例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
○黒川真奈美１）、山本
誠１）、前川 直美１）、栗山とよ子１）
加藤 浩司１）、大西 定司１）、村北
肇１）、高橋 秀宏１）
稲田 章夫２）、浜中 英樹２）、加藤 泰史２）、木村 成里２）
４６ 閉塞性黄疸をきたした膵仮性嚢胞の１例
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
木下 晶代１）、土山 寿志１）、大森 俊明１）、島崎
４７ 粘液産生膵癌との鑑別を要した膵癌の一例
国立療養所敦賀病院 外科１）
中川原寿俊１）、上藤 聖子１）、岡田 章一１）、吉光
上田 順彦１）、澤
敏治１）、吉光 外宏１）

英樹１）

裕１）

４８ 横行結腸に瘻孔を形成した膵管内乳頭腺癌に由来する浸潤
癌の１例
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）、同 放射線科３）
同 臨床検査科４）
○伊井
徹１）、西島 弘二１）、伊藤
博１）、黒阪 慶幸１）
竹川
茂１）、桐山 正人１）、道場昭太郎１）、小島 靖彦１）
足立 浩司２）、森本日出雄２）、小林 昭彦３）、渡辺騏七郎４）
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日
会
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時：平成１４年１２月１日㈰
場：金沢大学医学部附属病院

第１会場：臨床講義室質
梢
第２会場：臨床講義室実
梢
長：財団法人石川県予防医学協会 がん検診センター 村

◆ランチョンセミナー
「EMRの新しい技術」
佐久総合病院 胃腸科

小山

恒男

◆教育講演
「食道胃静脈瘤の診断と治療・現状と展望」
福島県立医科大学医学部 第２内科

小原

勝敏

俊成

◆特別講演
「潰瘍性大腸炎の Dyspl
asi
aと CancerSur
vei
l
l
ance」
癌研究会附属病院
武藤徹一郎
◆一般演題
０１ 食道原発神経内分泌癌３例の内視鏡的所見の検討
福井県立病院 外科１）
○今川 健久１）、細川
治１）、木谷 栄一１）、渡辺 国重１）
１）
森田 信人 、谷川
裕１）、武田 孝之１）、服部 昌和１）
１）
道伝 研司 、林
裕之１）、関戸 伸明１）、森川 充洋１）
大野 徳之１）、伊藤
誉１）
０２ 食道胃接合部から約１６㎝ 口側の食道壁まで浸潤した進行胃
癌の１例
高岡市民病院 外科１）
同 胃腸科２）
富山医科薬科大学 光学医療診療部３）
牧野
勇１）、北條 荘三１）、寺田 逸郎１）、野手 雅幸１）
澤崎 邦広１）、藤田 秀春１）、七澤
洋２）、伊藤 博行２）
２）
２）
金山 雅美 、工藤
浩 、田中三千雄３）
０３ 早期胃癌合併食道癌に対して食道切除後に十二指腸癌に対
して膵頭十二指腸切除術を行った一例
富山医科薬科大学 第一外科１）
○津田 基晴１）、三崎 拓郎１）
０４ 著明な周囲リンパ節腫大を伴ったアニサキスによる胃
vani
shi
ngt
umorの一例
富山県立中央病院 内科１）
平松 活志１）、上山本伸治１）、荻野 英朗１）、里村 吉威１）
野田 八嗣１）
０５ 活動性肺結核病変を認めなかった胃結核および腸結核の１例
福井医科大学 第２内科１）
同 光学医療診療部２）
大野
崇１）、岡島 達也１）、東
健１）、前田亜佐子１）
１）
１）
松田 秀岳 、山本 智子 、村松
篤１）、李
相植１）
１）
１）
１）
須藤 弘之 、伊藤 義幸 、栗山
勝 、道上
学２）
山崎 幸直２）
０６ 貧血、低蛋白血症を来し、薬剤が原因と考えられた多発性
胃・回腸ビランの１例
氷見市民病院 内科１）
國谷
等１）、湊谷
功１）、中村
暁１）
０７ 腹部症状にて発症したコレステロール塞栓症候群の一例
黒部市民病院 内科１）
○島谷 明義１）、堀
幹夫１）、松田耕一郎１）、中浜
亨１）

０８ 内視鏡的試験切除が診断および治療方針に有用であった胃
粘膜下腫瘍の一例
金沢医科大学 総合診療科１）
○川浦
健１）、日下 一也１）、伊藤
透１）
０９ 超音波内視鏡が術前診断に有用であり、内視鏡的に切除で
きた胃粘膜下脂肪腫の一例
富山逓信病院 内科１）
○平井 信行１）、老子 善康１）
１０ 腹痛を契機に発見された胃リンパ管腫と考えられた一例
金沢大学 消化器内科１）
三輪 一博１）、海崎 知恵１）、澤田
武１）、岡田 俊英１）
馬渕
宏１）
１１ 長期観察後に腹腔鏡補助下胃部分切除術を行った胃 GI
ST
の１例
富山赤十字病院 外科１）
同 内科２）
同 病理３）
八木 真悟１）、早稲田龍一１）、黒川
勝１）、芝原 一繁１）
平野 勝康１）、魚津 幸蔵１）、長谷川 洋１）、稲土 修嗣２）
前田 宜延３）
１２ 胃瘻造設術における感染防止キットの有用性の検討
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
○山田 真也１）、土山 寿志１）、三林
寛１）、大森 俊明１）
１）
島崎 英樹
１３ 当 院 に お け る Per
ct
aneousEndoscopi
cGast
r
ost
omy
（PEG）の合併症の検討
砺波総合病院 消化器科１）
岡村 利之１）、松田 尚登１）、太田 英樹１）、杉本 立甫１）
１４ 当施設の胃癌検診における内視鏡検査の現状
石川県予防医学協会 がん検診センター１）
魚谷 知佳１）、村
俊成１）
１５ H.pyl
or
i
除菌療法における PPI
先行投与の意義についての
検討
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
○三林
寛１）、土山 寿志１）、山田 真也１）、大森 俊明１）
島崎 英樹１）

１６ 当院における Hel
i
cobact
erpyl
or
iに対する除菌療法の保
険適用前後での治療成績の比較
市立敦賀病院 消化器科１）、同 外科２）
○加藤 充朗１）、太田
肇１）、本多
桂２）、太田 信次２）
藤岡 重一２）、中川原儀三２）

２５ アスピレーションムコゼクターを改変応用した４点固定法
の試み
富山赤十字病院 消化器内科１）、同 病理２）
○圓谷 朗雄１）、稲土 修嗣１）、田尻 和人１）、白井 大悟１）
岡田 和彦１）、前田 宜延２）

１７ アンケートによる H.pyl
or
i除菌療法の実態調査
福井医科大学 第２内科１）
公立丹南病院 内科２）
○奥田 智行１）、金井 昌代１）、稲垣 智子１）、村松
篤１）
１）
１）
１）
李
相植 、大谷 昌弘 、斎藤 隆也 、伊藤 義幸１）
伊藤 信之１）、道上
学１）、山崎 幸直１）、東
健１）
栗山
勝１）、伊藤 重二２）

２６ I
Tナイフを用いた胃内視鏡的粘膜切除術
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
○土山 寿志１）、大森 俊明１）、三林
寛１）、竹村
１）
１）
木下 晶代 、山田 真也 、島崎 英樹１）

１８ H.pyl
or
i除菌後に発見された胃癌症例の検討
福井赤十字病院 消化器科１）
○宮地 英生１）、西川 邦寿１）、金井 昌代１）、永井
畑
正典１）
１９ 粘膜下腫瘍の形態を呈した進行胃癌の１例
北陸病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学医学部付属病院 病理部３）
竹田内科クリニック４）
○増永 高晴１）、善田 貴裕１）、篠崎 公秀１）、太田
羽柴
厚２）、野々村昭孝３）、竹田 康男４）

２８ 消化管出血を来した Br
unner腺過形成の一例
黒部市民病院 内科１）、同 臨床検査科２）
○松田耕一郎１）、島谷 明義１）、堀
幹夫１）、中浜
笠井 孝彦２）、原武 譲二２）

尚宏２）

２１ 胃癌術後に異時性に膵尾部癌・喉頭癌・左腎癌を併発した
一例
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 消化器科２）
金沢大学医学部 第二病理３）
富山市医師会健康管理センター４）
○石黒
要１）、清水 陽介１）、荒能 義彦１）、佐々木正寿１）
南部 修二２）、寺崎 禎一２）、佐藤 保則３）、中沼 安二３）
高柳 尹立４）
２２ 胃 EUSと PETが原発巣診断に有用であった骨転移性胃癌
の１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
同 第１病理２）
坂東病院３）
富山県健康増進センター４）
○岩本 真也１）、矢田
豊１）、折原 正周１）、宮嵜 孝子１）
１）
小川 浩平 、品川 和子１）、福田加奈子１）、槙本 伸哉１）
坂東
毅３）、若林 泰文４）、川口
誠２）、樋口 清博１）
渡辺 明治１）
２３ 術後早期に骨転移を来した表層進展型早期胃癌の１例
福井医科大学 第１外科１）
村上
真１）、前田 浩幸１）、廣野 靖夫１）、五井 孝憲１）
石田
誠１）、木村 俊久１）、飯田
敦１）、片山 寛次１）
１）
１）
廣瀬 和郎 、山口 明夫

淳１）、津田
貞克２）、辻

２７ Hooki
ngkni
f
eを用いた胃腫瘍に対する EMRの経験
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
大野内科医院２）
○方堂 祐治１）、北村 和哉１）、池田 直樹１）、若林 時夫１）
大野 秀棋２）

勝也１）

２０ 大腸敷石像を呈した胃癌大腸浸潤の１例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
同 病理部３）
○上田 晃之１）、加賀谷尚史１）、山下 竜也１）、辻
宏和１）
１）
１）
１）
水腰英四郎 、鍛治 恭介 、本田 政夫 、中本 安成１）
金子 周一１）、伏田 幸夫２）、三輪 晃一２）、野々村昭孝３）

２４ 腸型低異型度早期胃癌の一例
富山県済生会富山病院 内科１）
同 外科２）
同 病理３）
○八木
満１）、菓子井良郎１）、舟木
島田 勝夫２）、増山 喜一２）、田近
松能 久雄３）

健一１）

祐子２）
政彦２）

亨１）

２９ 出血スキャン所見に基づき内視鏡にて確認し得た出血性小
腸潰瘍の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
○山口 泰志１）、大坪公士郎１）、渡辺 弘之１）、元雄 良治１）
岡井
高１）、澤武 紀雄１）
３０ 内視鏡的に観察可能であった小腸腫瘍の２例
富山市立富山市民病院 内科１）
冨田
学１）、青山
庄１）、河合 健吾１）、蓑内
樋上 義伸１）、高橋 洋一１）
３１ 術前診断し得た原発性空腸粘液癌の１切除例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
坂本 茂夫１）、大野 健次１）、清光 義則１）、三上
斉藤 典才２）、梶
幸子３）、袖本 幸男３）

慶次１）

和久２）

３２ 回腸脂肪腫による腸重積症例に対する腹腔鏡補助下回盲部
切除術の経験
国立金沢病院 外科１）、同 内科２）、同 臨床検査科３）
西島 弘二１）、伊藤
博１）、伊井
徹１）、黒阪 慶幸１）
１）
１）
竹川
茂 、桐山 正人 、道場昭太郎１）、小島 靖彦１）
森本日出雄２）、足立 浩司２）、渡辺騏七郎３）
３３ 内視鏡的に虫垂重積を確認し得た虫垂粘液嚢胞腺腫の１例
厚生連高岡病院 外科１）
○稲木 紀幸１）、平野
誠１）、宇野 雄祐１）、野澤
寛１）
原
拓央１）、金森 太郎１）、沖代 格次１）、橘川 弘勝１）
３４ 肝低分化型腺癌を伴う、粘膜下腫瘍様の形態を示した原発
性大腸癌の一切除例
城北病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
○三上 和久１）、渡辺 博之１）、斉藤 典才１）、坂本 茂夫２）
大野 健次２）、清光 義則２）、袖本 幸男３）
３５ 興味ある形態を呈した大腸脂肪腫の１例
福井県済生会病院 外科１）
天谷
奨１）、宗本 義則１）、井上 剛志１）、俵矢
大端
考１）、斉藤 英夫１）、藤沢 克憲１）、笠原
三井
毅１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）、三浦
３６ 内視鏡的に止血し得た大腸憩室出血の１例
織田町国民健康保険織田病院 外科１）
○前田 重信１）、高嶋 吉浩１）

香苗１）
善郎１）
将司１）

３７ 下血を主訴に診断された NSAI
D起因性腸炎の１例
大滝病院 内科１）
福井医科大学 光学医療診療部２）
同 第二内科３）
小野 博美１）、大滝 哲朗１）、大滝 秀穂１）、山崎 幸直２）
李
相植３）、伊藤 義幸３）、東
健３）、栗山
勝３）
３８ 診断困難であった赤痢アメーバー大腸炎の１例
富山赤十字病院 消化器内科１）、同 病理２）
○圓谷 朗雄１）、稲土 修嗣１）、田尻 和人１）、白井
岡田 和彦１）、前田 宜延２）

１）

大悟

３９ 健常成人に発症したサイトメガロウイルス腸炎の一例
かみいち総合病院 内科１）
堀田 洋介１）、中村
浩１）、重田 浩一１）、久保
正１）
４０ Leukocyt
osi
sを合併した偽膜性腸炎の一剖検例
福井医科大学 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
○伊藤 晶子１）、李
相植１）、道上
学２）、安藤 純也１）
熊本 倫子１）、佐藤慶史郎１）、岡嶋 達也１）、村松
篤１）
伊藤 義幸１）、山崎 幸直２）、伊藤 信之１）、東
健１）
１）
栗山
勝
４１ インフリキシマブが著効したクローン病の１例（特に大腸
内視鏡所見について）
不二越病院 外科１）、同 内科２）
富山医科薬科大学医学部 成人看護学科３）
同部 第２外科４）
野本 一博１）、４）、山本 克弥１）、長沼甲太郎２）、田澤 賢次３）
塚田 一博４）
４２ 無床診療所における炎症性腸疾患（I
BD）治療の現状と分
析（特に潰瘍性大腸炎を中心に）
はやかわクリニック１）
○早川 康浩１）
４３ 潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法の経験
金沢医科大学 消化器内科１）
○竹内 郁登１）、船崎
勉１）、島中 公志１）、岡村 英之１）
川口 宗一１）、川原
弘１）、堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）
４４ 非露出腫瘤型の乳頭部癌との鑑別が困難であった総胆管末
端部良性狭窄症の１例
公立松任石川中央病院 消化器科１）、同 放射線科２）
金沢大学大学院医学系研究科 分子細胞病理学３）
石川県立中央病院 一般消化器外科４）、同 病理５）
松本 俊彦１）、中源 雅俊１）、秋元
学２）、川島 篤弘３）
山田 哲司４）、車谷
宏５）
４５ 当院における胆管 Cover
edEMS（Expandabl
eMet
al
l
i
c
St
ent
）挿入例の検討
福井赤十字病院 消化器科１）
永井 勝也１）、畑
正典１）、宮地 英生１）、金井 昌代１）
１）
西川 邦寿

４６ 術後吻合部悪性狭窄に対する sel
f
expandabl
emet
al
l
i
c
st
ent
（SEMS）留置の使用経験
福井赤十字病院 消化器科１）、同 病理部２）
○金井 昌代１）、西川 邦寿１）、畑
正典１）、宮地 英生１）
永井 勝也１）、小西二三男２）
４７ 先天性膵体尾部欠損症の一例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
○高橋 秀宏１）、山本
誠１）、加藤 浩司１）、村北
１）
前川 直美 、大西 定司１）、栗山とよ子１）、銭丸
稲田 章夫２）、浜中 英樹２）、加藤 泰史２）、木村

肇１）
康夫１）
成里２）

４８ ７年の経過観察後に手術を施行した I
PMTの１例
福井県立病院 外科１）、同院 臨床病理２）
谷川病院３）
森川 充洋１）、林
裕之１）、伊藤
誉１）、大野 徳之１）
今川 健久１）、道傳 研司１）、服部 昌和１）、山道
昇１）
１）
１）
１）
細川
治 、武田 孝之 、谷川
裕 、森田 信人１）
１）
１）
渡辺 国重 、木谷 栄一 、海崎 泰治２）、谷川 一夫３）
４９ 副乳頭切開による切石術が奏効した膵石症の２例
福井県立病院 外科１）
公立丹南病院 外科２）
織田病院 外科３）
新田胃腸科病院４）
林
裕之１）、今川 健久１）、森川 充洋１）、服部 昌和１）
道傳 研司１）、細川
治１）、武田 孝之１）、谷川
裕１）
森田 信人１）、渡辺 国重１）、木谷 栄一１）、野田 将大２）
樋下 徹也２）、北島 竜美２）、白崎 信二２）、前田 重信３）
新田 康夫４）
５０ 早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を応用した LADG９
例の検討
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）、同 病理２）
金平内視鏡外科研究所３）
加藤 秀明１）、村上
望１）、西川 晋吾１）、加藤 洋介１）
飯野 賢治１）、石川 暢己１）、吉野 裕司１）、森田 克哉１）
足立
巌１）、山田 哲司１）、車谷
宏２）、金平 永二３）
５１ 石川県立病院において腹腔鏡下脾臓摘出術を施行した症例
の検討
石川県立中央病院 消化器外科１）
金平内視鏡外科研究所２）
○飯野 賢治１）、足立
巌１）、村上
望１）、森田 克哉１）
吉野 祐司１）、加藤 秀明１）、永瀬 剛志１）、石川 暢己１）
飯野 賢治１）、加藤 洋介１）、山田 哲司１）、金平 永二２）
５２ 進行大腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術の検討
市立砺波総合病院 外科１）
○伴登 宏行１）、家接 健一１）、中田 浩一１）、田畑
中島 久幸１）、小杉 光世１）

敏１）

第８１回

北陸地方会

日
会

時：平成１５年６月２２日㈰
場：富山医科薬科大学附属病院

会

長：富山医科薬科大学

第１会場：臨床講義室質
梢
第２会場：臨床講義室実
梢
第２外科 塚田 一博

◆特別講演
「食道静脈瘤に対する最近の治療」
九州大学大学院医学研究院 災害救急医学講座
九州大学附属病院先端医工学 診療部
◆ランチョンセミナー
「食道がんの進行度診断」
ムラタクリニック 東京女子医科大学
「大腸がんに対する内視鏡外科の現状と展望」
慶應義塾大学 外科
◆教育講演
「超音波内視鏡による胆道病変の良悪性診断」
札幌厚生病院 第２消化器科

橋爪

誠

村田

洋子

渡邊

昌彦

長川

達哉

◆一般演題
０１ 当院で最近５年間に時間外で行われた上部消化管内視鏡検
査・治療に関する検討
福井県立病院 救急部１）、同 外科２）
○又野 秀行１）、嶋田 善充１）、林
寛之１）、石田
浩１）
２）
２）
２）
又野
豊 、服部 昌和 、細川
治 、森田 信人２）
０２ I
Tナイフを用いた胃の EMR
１００例超の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○大森 俊明１）、土山 寿志１）、三林
寛１）、山田
１）
１）
齋藤奈津子 、島崎 英樹

０８ AFP産生早期胃癌の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
同 病理２）
○中田 浩一１）、村上
望１）、小竹 優範１）、俵矢
１）
藤森 英希 、吉野 裕司１）、小泉 博志１）、森田
伴登 宏行１）、山田 哲司１）、車谷
宏２）

香苗１）
克哉１）

０３ 切開剥離法による消化管内視鏡的粘膜切除術の経験
氷見市民病院 胃腸科１）、同 外科２）、同 内科３）
○若狭林一郎１）、稲木 紀幸２）、菅原 浩之２）、新保 雅宏２）
清水 哲朗２）、霜田 光義２）、中村
暁３）、国谷
等３）

０９ Bal
lval
vesyndr
omeにて発症し、内視鏡的切除が可能で
あった胃過形成ポリープの１例
福井県立病院 外科１）
同 病理２）
大田 浩司１）、細川
治１）、森山 秀樹１）、山崎 高宏１）
１）
前田 一也 、森下
実１）、林
裕之１）、道伝 研司１）
１）
１）
服部 和昌 、武田 孝之 、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
森田 信人１）、海崎 泰治２）

０４ PEGカテーテル抜去後瘻孔閉鎖に難渋した１例
大滝病院 内科１）
福井医科大学 光学医療診療部２）
同 第２内科３）
小野 博美１）、大滝 哲朗１）、大滝 秀穂１）、山崎 幸直２）
李
相埴３）、伊藤 義幸３）、東
健３）、栗山
勝３）

１０ 多発性骨髄腫に合併し多発性胃嚢胞症を伴った胃癌の１例
金沢大学医学部 消化器内科１）
○方堂 祐治１）、飯田 宗穂１）、冨田 俊二１）、島谷 明義１）
荒井 邦明１）、舘野
誠１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）
１）
山下 竜也 、水腰英四郎１）、辻
宏和１）、鍛治 恭介１）
１）
１）
中本 安成 、本多 政夫 、金子 周一１）

０５ 多彩な肉眼形態を呈した胸部食道癌の１切除例
富山赤十字病院 外科１）
同 病理科２）
芝原 一繁１）、遠藤 直樹１）、天谷
奨１）、黒川
１）
１）
八木 真悟 、魚津 幸蔵 、長谷川 洋１）、前田

１１ 門脈腫瘍塞栓を伴った AFP産生胃癌の一例
福井赤十字病院 消化器科１）
○金井 昌代１）、西川 邦寿１）、畑
正典１）、宮地
永井 勝也１）、岡島 達也１）

真也１）

勝１）
宣延２）

英生１）

０６ 食道未分化癌非小細胞型（nonsmal
lt
ype）の１例
済生会富山病院 内科１）、同 外科２）
福田加奈子１）、岸
遂忠１）、菓子井良郎１）、舟木
淳１）
２）
２）
２）
山崎 一麿 、島多 勝夫 、増山 喜一 、田近 貞克２）
辻
政彦２）

１２ 経胃瘻的空腸カテーテル留置（TGJ
）にて軽快した難治性
胃瘻周囲皮膚炎の１例
富山逓信病院 外科１）
富山医科薬科大学 第二外科２）
○大上 英夫１）、柄戸美智代１）、堀
亮太２）、堀川 直樹２）
２）
塚田 一博

０７ 胃検診にて発見され、術前に診断し得た胃 GI
STの１例
真生会富山病院 内科１）
同 外科２）
○河相
覚１）、松村 孝之１）、真野 鋭志１）、吉田
渉１）
２）
２）
本多 正治 、古谷 正晴

１３ Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌療法は、出血性胃・十二指腸潰瘍
を減らせるか
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
○山田 真也１）、土山 寿志１）、斉藤奈津子１）、大森 俊明１）
島崎 英樹１）

１４ 肝嚢胞腺癌２例の検討
国立金沢病院 消化器科１）
金沢大学 消化器外科２）
同 腫瘍内科３）
同 病理部４）
○平野 正明、丸川 洋平、鷹取
足立 浩司、森本日出雄、谷
山口 泰志、野々村昭孝

２５ TCFをルーチン化するための無床診療所の工夫
はやかわクリニック１）
○早川 康浩１）

元、飯田
卓、清水

宏、
康一、

１５ ランブル鞭毛虫感染が原因と考えられた閉塞性黄疸の一例
金沢赤十字病院 内科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
金沢医科大学 医動物科４）
○土山 智也１）、寺崎 修一１）、岩田
章１）、二上 文夫２）
２）
２）
浅野
健 、佐々木 誠 、木本 達哉３）、及川陽三郎４）
１６ 当 院 に お け る 下 部 胆 管 悪 性 狭 窄 に 対 す る cover
ed
expandabl
emet
al
l
i
cst
entの使用経験
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 放射線科２）
同 外科３）
代田 幸博１）、重山
勇１）、北村 和哉１）、若林 時夫１）
高橋 志郎２）、川浦 幸光３）
１７ 内視鏡的乳頭括約筋切開術で治療した総胆管結石合併
chol
edochocel
eの１例
金沢有松病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学 放射線科３）
高畠 一郎１）、横山 浩一１）、奥田 俊之１）、島上 哲朗２）
前川 正知２）、片桐亜矢子３）、鈴木 正行３）
１８ Mul
t
i
cent
r
i
cに発生した I
PMTの１例
国立療養所敦賀病院 外科１）
○上田 順彦１）、川崎 磨美１）、古屋
大１）、中川原寿俊１）
吉光
裕１）、澤
敏治１）、吉光 外宏１）
１９ 膵仮性嚢胞に対して超音波内視鏡（EUS）ガイド下内瘻術
が奏功したアルコール性慢性膵炎の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
石川県済生会金沢病院 消化器内科２）
○大坪公士郎１）、毛利 久継１）、山口 泰志１）、渡邊 弘之１）
元雄 良治１）、岡井
高１）、澤武 紀雄１）、若林 時夫２）
２０ 慢性膵炎の安定期に大腸狭窄をきたした一例
社会保険高岡病院 消化器科１）
○宮元
歩１）、中本 美郁１）、藤浪
斗１）、康山
２１ 特異な形態を示した直腸潰瘍の１例
公立羽咋病院 内科１）
○池田 直樹１）、原田ゆかり１）、米島 博嗣１）、鵜浦
２２ 出血性大腸炎を契機に顕性化した SLEの１例
金沢医科大学 消化器内科１）
大塚 俊美１）、永井佳世子１）、川口 宗一１）、福羅
船崎
勉１）、土島
睦１）、島中 公志１）、川原
１）
堤
幹宏 、高瀬修二郎１）

俊学１）

２６ 興味深い形態を呈した大腸子宮内膜症の一例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
松田耕一郎１）、橘
良哉１）、野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）
田中 延善１）、宗本 義則２）、全
陽３）
２７ 内視鏡的整復後に再発し、根治術を施行した盲腸捻転症の
１例
福井医科大学付属病院 第一外科１）
高村 敬晴１）、飯田
敦１）、中川 智和１）、川崎 磨美１）
１）
村上
真 、前田 浩幸１）、廣野 靖夫１）、五井 孝憲１）
石田
誠１）、木村 俊久１）、片山 寛次１）、山口 明夫１）
２８ 誤飲された歯科器具を大腸内視鏡にて摘出し得た１例
市立砺波総合病院 外科１）、同 消化器科２）
現石川県立中央病院 一般消化器外科３）
○家接 健一１）、太田 英樹２）、伴登 宏行３）、酒徳 光明１）
太田 尚宏１）、野崎 善成１）、大和 太郎１）、田畑
敏１）
１）
１）
１）
坪田
誠 、山下 良平 、清原
薫 、中島 久幸１）
１）
小杉 光世
２９ 内視鏡的な金属ステント留置術により QOLの改善が得ら
れた悪性直腸狭窄の２例
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 外科２）
冨田
学１）、松田 尚登１）、太田 英樹１）、杉本 立甫１）
田畑
敏２）、中島 久幸２）
３０ リンパ節転移を伴う主病巣が粘膜内に止まった早期大腸癌
の１例
国立療養所敦賀病院 外科１）
川崎 磨美１）、古屋
大１）、中川原寿俊１）、吉光
裕１）
１）
１）
１）
上田 順彦 、澤
敏治 、吉光 外宏
３１ ３年の経過後２型結腸癌に進行し腹膜播種を来した LSTの
一剖検例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
坂本 茂夫１）、大野 健次１）、清光 義則１）、三上 和久２）
斉藤 典才２）、袖本 幸男３）
３２ 多発肝転移で発見された横行結腸 SM 癌の１例
金沢医科大学 一般消化器外科１）
万江真一郎１）、横井 美樹１）、田中 弓子１）、原田
吉谷新一郎１）、斉藤 人志１）、小坂 健夫１）、喜多
高島 茂樹１）

英也１）
一郎１）

雅志１）

匡普１）
弘１）

２３ 大量の下血をきたし大腸のアニサキスが原因と考えられた
大腸潰瘍の１例
福井循環器病院 消化器科１）
同 循環器外科２）
澤井 利次１）、長谷川保弘１）、杉森 順二１）、堤
泰史２）
大中 正光２）
２４ 潰瘍性大腸炎と鑑別が難しかった Campyl
obact
erj
ej
uni
腸炎例
公立松任石川中央病院 消化器科１）
水野 秀城１）、河合 博志１）、山川
治１）、卜部
健１）

３３ 全消化管に多発性転移を認めた悪性黒色腫の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
飯田 文世１）、三輪 一博１）、金子 佳史１）、木下 晶代１）
岡田 俊英１）、馬渕
宏１）
３４ 経皮内視鏡的胃瘻造設術における手技の工夫
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
小川医院２）
○齊藤奈津子１）、土山 寿志１）、山田 真也１）、大森
島崎 英樹１）、小川 滋彦２）

俊明１）

３５ 食道癌根治手術時の空腸瘻造設部に生じた腸閉塞に対し腹
腔鏡補助下手術を施行した１症例
金沢大学医学部附属病院 心肺総合外科１）
住友 博輝１）、大村 健二１）、吉羽 秀麿１）、新田 佳苗１）
浅海 吉傑１）、角谷 慎一１）、寺田 卓郎１）、石川 暢己１）
吉田 貢一１）、渡邊
剛１）

３６ 重症心身障害者の胃食道逆流症に対する腹腔鏡下噴門形成
術３例の経験
国立療養所北潟病院 外科１）
町立三国病院 外科２）
○出口 正秋１）、斎藤
貢１）、田中 正樹２）、廣瀬 和郎２）
３７ 当院における腹腔鏡下肝嚢胞開窓術症例の検討
高岡済生会病院 外科１）
○永瀬 剛司１）、佐々木正寿１）、荒能 義彦１）、沖代

格次１）

３８ 脳・副腎転移をきたした十二指腸癌の１例
富山医科薬科大学 第１内科１）、同 看護学科２）
岸田 みか１）、浦風 雅春１）、常田美佐子１）、多喜 博文１）
山崎 勝也１）、佐藤
啓１）、小林
正１）、田中三千雄２）
３９ 腫瘍様形態を呈した炎症性十二指腸閉塞の一例
金沢医科大学 総合診療科１）
○川浦
健１）、日下 一也１）、伊藤
透１）
４０ 乳頭部浸潤による総胆管、主膵管拡張をきたした空腸癌の
１例
福井県立病院 内科１）、同 放射線科２）
同 臨床病理研究科３）
波佐谷兼慶１）、辻
重継１）、又野
豊１）、伊部 直之１）
辰巳
靖１）、吉川
淳２）、海崎 泰治３）

４１ 小腸内視鏡により術前に診断し得た悪性リンパ腫の一例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 第２外科２）
同 第１病理３）
○三原
弘１）、折原 正周１）、宮嵜 孝子１）、小川 浩平１）
岩本 真也１）、品川 和子１）、槙本 伸哉１）、加藤
勤１）
１）
２）
３）
渡邊 明治 、野澤 聡志 、高野 康雄
４２ 小腸膀胱瘻を合併したクローン病の一例
厚生連高岡病院 消化器科１）、同 泌尿器科２）
同 外科３）
○工藤
浩１）、鳴海 兼太１）、岡村 利之１）、小林
寺田 光宏１）、木谷
恒１）、平野 章治２）、野澤

友美１）
寛３）

４３ 興味深い胆管像を呈した小腸クローン病の一例
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）
同 臨床病理科３）
○北原 征明１）、平松 活志１）、松田
充１）、荻野
１）
１）
里村 吉威 、野田 八嗣 、小西 孝司２）、三輪

英朗１）
淳夫３）

４４ 内視鏡的に効果がみられたクローン病での抗ヒト TNFαモ
ノクローナル抗体使用経験
福井医科大学 第二内科１）
同 光学医療診療部２）
齋藤 隆也１）、東
健１）、伊藤
繭１）、奥田 智行１）
大谷 昌弘１）、李
相植１）、伊藤 義幸１）、道上
学２）
２）
１）
１）
山崎 幸直 、伊藤 信之 、栗山
勝
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◆教育講演
「H.pyl
or
i感染と慢性胃炎および胃癌」
国立国際医療センター 内視鏡部

上村

直実

◆特別講演
「歴史に刻まれた消化器内視鏡の先達の労苦」
日本消化器内視鏡学会

丹羽

寛文

◆ランチョンセミナー
「胃の EMR－４点固定法の新たな展開と I
Tナイフ法との接点」
富山赤十字病院 第１消化器科
稲土 修嗣
◆一般演題
０１ 剥離性食道炎の２例
城北病院 内科１）、同 病理２）
坂本 茂夫１）、大野 健次１）、清光

義則１）、袖本

幸男２）

０２ 食道扁平上皮癌と非小細胞型未分化癌の衝突癌の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍外科１）、中藤クリニック２）
北方 秀一１）、源
利成１）、高橋
豊１）、磨伊 正義１）
中藤 秀明２）
０３ Ⅱ c型 Bar
r
et
t食道腺癌の１例
黒部市民病院 内科１）、同 病理２）
○高田 佳子１）、堀
幹夫１）、浅井
笠井 孝彦２）、原武 譲二２）

純１）、中浜

０４ H.pyl
or
i除菌成功後に発見された胃癌の１例
市立敦賀病院 消化器科１）、同 外科２）
金沢大学 形態機能病理学３）
○加藤 充朗１）、太田
肇１）、木下 敬弘２）、藤岡
２）
中川原儀三 、原田 憲一３）、中沼 安二３）

亨１）

重一２）

０５ 著明な貧血を呈した胃 GI
STの１例
富山県済生会高岡病院 外科１）
沖代 格次１）、荒能 義彦１）、永瀬 剛史１）、佐々木正寿１）
０６ 当院における上部消化管内視鏡視診偽陰性症例の検討
福井県立病院 外科１）、同 病理部２）
森下
実１）、細川
治１）、森山 秀樹１）、山崎 高宏１）
前田 一也１）、大田 浩司１）、林
裕之１）、道伝 研司１）
服部 昌和１）、武田 孝之１）、谷川
裕１）、渡辺 国重１）
２）
海崎 泰治
０７ 腹壁３点固定法を併用した経皮内視鏡的胃瘻造設術の有用性
金沢医科大学 総合診療科１）
○川浦
健１）、日下 一也１）、伊藤
透１）
０８ Bal
lval
vesyndr
omeをきたしたバルーン式胃瘻チューブ
の３例
金沢西病院 外科１）
○菊地
勤１）、和田 真也１）、岩上
栄１）、菊地
誠１）
０９ 大腸走行異常により PEGに難渋した１例
公立丹南病院 内科１）、同 外科２）
○伊藤 重二１）、真崎 竜邦１）、奥田 智行１）、樋下
北島 竜美２）、白崎 信二２）

徹哉２）

１０ I
Tナイフを用いた早期胃癌に対する EMRの経験
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理部３）
○松田 尚登１）、大幸 英喜１）、太田 英樹１）、杉本 立甫１）
家接 健一２）、酒徳 光明２）、寺畑真太郎３）
１１ 切開・剥離法による胃内視鏡的粘膜切除術の検討
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
○土山 寿志１）、大森 俊明１）、山田 真也１）、齊藤奈津子１）
島崎 英樹１）
１２ 早期噴門癌に対する Hookkni
f
e法内視鏡的粘膜切除術
（EMR）の経験
金沢大学医学部 心肺総合外科１）
○吉田 貢一１）、吉羽 秀麿１）、住友 博輝１）、角谷 慎一１）
戸田 有宣１）、新田 佳苗１）、金子 真美１）、大村 健二１）
渡邊
剛１）
１３ EMRにて治療した十二指腸粘膜内癌の１例
富山赤十字病院 消化器内科１）、同 病理２）
○圓谷 朗雄１）、稲土 修嗣１）、芳尾 幸松１）、中嶋
前田 宜延２）

隆彦１）

１４ 興味深い超音波内視鏡所見を呈した i
nf
l
ammat
or
yf
i
br
oi
d
pol
ypの一例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
はやかわクリニック２）
○重山
勇１）、北村 和哉１）、代田 幸博１）、若林 時夫１）
早川 康浩２）
１５ 腹痛・嘔吐にて初発した HenochShönl
ei
n紫斑病の一例
福井大学医学部 第二内科１）
○伊藤
繭１）、山崎 幸直１）、大藤 和也１）、中地
亮１）
伊藤 亜弥１）、大谷 昌弘１）、李
相植１）、斉藤 隆也１）
伊藤 義幸１）、伊藤 信之１）、東
健１）
１６ ステロイド投与が奏効したヘノッホーシェーンライン紫斑
病に伴う十二指腸潰瘍の１例
富山医科薬科大学附属病院 第３内科１）、同 第１内科２）
○槙本 伸哉１）、廣瀬 雅代１）、矢田
豊１）、朴木 博幸２）
篠田晃一郎２）、折原 正周１）、渡辺 明治１）
１７ 内視鏡治療を行なった十二指腸憩室出血の２例
氷見市民病院 内科１）
○小野 知巳１）、平井
聡１）、国谷
等１）、中村

曉１）

１８ 拡大内視鏡にて絨毛形態のバリエーションを観察しえた十
二指腸腺腫の１例
富山医科薬科大学 光学医療診療部１）、同 第三内科２）
同 和漢診療部３）
サンパウロ州立大学附属病院 内視鏡科４）
薄田 勝男１）、田中三千雄１）、ガブリエラ智子宮崎４）
折原 正周２）、槙本 伸哉２）、岩本 真也２）、品川 和子２）
宮嵜 孝子２）、小川 浩平２）、金山 雅美２）、坂東
毅２）
小尾 龍右３）

２８ アルゴンプラズマ凝固法が奏効した急速増大直腸腫瘍の１例
織田町国民健康保険織田病院 外科１）
○前田 重信１）、高嶋 吉浩１）

１９ 腸重積を契機に発症した小腸 angi
omyol
i
pomaの１例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）
○小坂星太郎１）、松田耕一郎１）、真田
拓１）、橘
良哉１）
１）
１）
１）
黒田 岳雄 、野ッ俣和夫 、登谷 大修 、田中 延善１）
宗本 義則２）、三浦 将司２）

３０ 大腸腫瘍内視鏡治療後の遺残再発の検討
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
○山田 真也１）、土山 寿志１）、齊藤奈津子１）、大森
島崎 英樹１）

２０ 腸重積様の所見を呈したクローン病の１例
富山逓信病院 外科１）
富山医科薬科大学 第二外科２）
富山市医師会健康管理センター 病理３）
○大上 英夫１）、津田 祐子１）、堀
亮太２）、堀川
２）
３）
塚田 一博 、高柳 尹立
２１ 内科的治療に難渋した潰瘍性大腸炎の１例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
三輪 一博１）、金子 佳史１）、木下 晶代１）、岡田
馬渕
宏１）

直樹２）

１）

俊英

２２ 虫垂口病変が診断の契機となった直腸炎型潰瘍性大腸炎の
１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○大塚 俊美１）、島中 公志１）、永井佳世子１）、橋本 昌子１）
矢野 博一１）、川原
弘１）、堤
幹宏１）、高瀬修二郎１）

２９ 大腸 EMRにおける切開・剥離法の導入
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 消化器外科２）
○大森 俊明１）、土山 寿志１）、山田 真也１）、齋藤奈津子１）
島崎 英樹１）、伴登 宏行２）

３１ 内視鏡摘出時の所見が特徴的であった鞭虫の一例
城北病院 内科１）
光陽生協病院２）
城北病院 病理科３）
大野 健次１）、坂本 茂夫１）、清光 義則１）、天津
袖本 幸男３）
３２ Phl
eboscl
er
ot
i
cCol
i
t
i
sの一例
富山県立中央病院 内科１）、同 放射線科２）
平松 活志１）、北原 征明１）、松田
充１）、荻野
１）
１）
里村 吉威 、野田 八嗣 、草彅 実穂２）、阿保
日野 祐資２）、出町
洋２）

俊明１）

亨２）

英朗１）
斉２）

３３ 便潜血陽性を契機に発見された腸管気腫症の一例
福井県済生会病院 外科１）、同 病理２）
林田 有市１）、宗本 義則１）、竹原
朗１）、川口 雅彦１）
堀田幸次郎１）、大端
考１）、土田
敬１）、斉藤 英夫１）
藤澤 克憲１）、笠原 善郎１）、三井
毅１）、浅田 康行１）
１）
１）
飯田 善郎 、三浦 将司 、全
陽２）

２３ 内視鏡上 ski
pl
esi
onを呈し経過中虫垂炎を発症した潰瘍
性大腸炎の一例
金沢大学 消化器内科１）
○島谷 明義１）、加賀谷尚史１）、舘野
誠１）、飯田 宗穂１）
１）
１）
方堂 祐治 、冨田 俊二 、荒井 邦明１）、山下 太郎１）
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、辻
宏和１）、酒井 明人１）
中本 安成１）、本多 政夫１）、金子 周一１）

３４ 特異な内視鏡所見を認めた非典型的な虫垂炎の１例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
同 放射線科３）、同 病理４）
冨永
桂１）、金子 佳史１）、木下 晶代１）、三輪 一博１）
岡田 俊英１）、馬渕
宏１）、中村 慶史２）、三輪 晃一２）
小林
健３）、須藤 嘉子４）

２４ 大腸多発潰瘍を呈した腸管ベーチェット病の一例
福井県立病院 消化器内科１）
波佐谷兼慶１）、辻
重継１）、又野
豊１）、辰巳
１）
伊部 直之

３５ 無床診療所における日帰り内視鏡的痔核結紮術（EHL）の
試み
はやかわクリニック１）
○早川 康浩１）

靖１）

２５ 健 診 を 契 機 に 発 見 さ れ た col
oni
cmucosubmucosal
el
ongat
edpol
yp（CMSEP）の一例
福井厚生病院 内科１）
同 外科２）
森川 美羽１）、村北
肇１）、高橋 秀宏１）、栗山とよ子１）
平井 淳一１）、大西 定司１）、前川 直美１）、加藤 浩司１）
山本
誠１）、松村光誉司２）、加藤 泰史２）、木村 成里２）
濱中 英樹２）
２６ 興味深い形態を呈した多発性大腸腫瘍の１例
公立羽咋病院 内科１）
○池田 直樹１）、原田ゆかり１）、米島 博嗣１）、鵜浦

雅志１）

２７ アルゴンプラズマレーザー凝固法が有効であった大腸
vascul
arect
asi
aの一例
辰口芳珠記念病院 外科１）
同 消化器科２）
○森永 秀夫１）、今堀
努１）、仲井 培雄１）、中
文彦１）
１）
２）
上田
博 、藤井 保治

３６ 胃切除後総胆管結石に対する経乳頭的治療
福井県立病院 外科１）
前田 一也１）、林
裕之１）、森山 秀樹１）、山崎
１）
大田 浩司 、森下
実１）、関戸 伸明１）、道傳
服部 昌和１）、細川
治１）、武田 孝之１）、谷川
森田 信人１）

高宏１）
研司１）
裕１）

３７ 胃切除 Bi
l
l
r
ot
hⅡ法再建後の内視鏡的経乳頭的総胆管結石
摘出術症例の検討
金沢有松病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学 放射線科３）
高畠 一郎１）、横山 浩一１）、奥田 俊之１）、島上 哲朗２）
松本 吉典２）、鈴木 正行３）
３８ 金属ステントを用いた内視鏡的減黄術により顕性化した転
移性腫瘍による急性閉塞性水頭症の１例
KKR北陸病院 内科１）
金沢社会保険病院 脳神経外科２）
○善田 貴裕１）、増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、早瀬 秀男２）

３９ ESWLにて除去し得た総胆管十二指腸瘻合併総胆管結石の
１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
浅の川総合病院 内科２）
久藤病院 外科３）
○山口 泰志１）、毛利 久継１）、大坪公士郎１）、渡辺 弘之１）
元雄 良治１）、澤武 紀雄１）、荒木 一郎２）、北川 一雄３）

４２ 膵管癌と膵内分泌腫瘍が同時発生した一例
福井赤十字病院 消化器科１）
同 外科２）
同 病理部３）
○道上
学１）、西川 邦寿１）、畑
正典１）、金井
１）
２）
岡島 達也 、青竹 利治 、田中 文恵２）、山本
廣瀬 由紀２）、松下 利雄２）、小西二三男３）

４０ 慢性硬化性顎下腺炎を合併した限局性硬化性胆管炎の１例
国立金沢病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 臨床検査科３）
金沢大学 形態機能病理学４）
○丸川 洋平１）、鷹取
元１）、飯田
宏１）、平野 正明１）
足立 浩司１）、森本日出雄１）、竹川
茂２）、小島 靖彦２）
３）
４）
渡辺騏七郎 、中沼 安二

４３ 自己免疫性膵炎４例の臨床像
公立松任石川中央病院 消化器科１）
○卜部
健１）、水野 秀城１）、河合

４１ 一部癌化を来たした I
PMTの１症例
厚生連高岡病院 外科１）、同 消化器科２）、同 病理３）
石川 暢己１）、平野
誠１）、曽我 真伍１）、斎藤健一郎１）
１）
尾山佳永子 、原
拓央１）、野澤
寛１）、橘川 弘勝１）
小林 友美２）、寺田 光宏２）、木谷
恒２）、丹羽 秀樹３）

博志１）、山川

昌代１）
広幸２）

治１）

４４ 自己免疫性膵炎の経過中に肝門部胆管狭窄を来した１例
厚生連高岡病院 消化器科１）
○鳴海 兼太１）、三林
寛１）、工藤
浩１）、岡村 利之１）
松岡 利彦１）、小林 友美１）、寺田 光宏１）、木谷
恒１）

第８３回
日
会

会

北陸地方会

時：平成１６年６月２７日㈰
場：福井大学医学部 第１会場：合併講義室
第２会場：第２中講義室
第３会場：第３中講義室
長：公立丹南病院 内科 伊藤 重二

◆シンポジウム
「H.pyl
or
iは内視鏡診断学を変えたか？」
司
会：富山医科薬科大学 光学医療診療部
田中三千雄
公立丹南病院 内科
伊藤 重二
－胃炎の立場から－
S－１ H.pyl
or
iは内視鏡診断学を変えたか？
新潟県立吉田病院 内科１）
八木 一芳１）
S－２ 内視鏡的コンゴーレッド・メチレンブルー法による Hel
i
cobact
erpyl
or
i除菌前後での胃酸分泌
領域の変化に関する検討
大阪府立成人病センター 消化器内科１）
上堂 文也１）、飯石 浩康１）、竜田 正晴１）
－潰瘍の立場から－
S－３ H.pyl
or
iは内視鏡診断学を変えたか？
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 光学医療診療部２）
折原 正周１）、田中三千雄２）
S－４ H.pyl
or
iは内視鏡診断学を変えたか？
東京都立広尾病院 内科１）
榊
信廣１）
－ MALTomaの立場から－
S－５ 胃 MALTリンパ腫の検討
公立松任石川中央病院 消化器科１）
卜部
健１）
S－６ API
２MALT
１の有無と H.pyl
or
i除菌療法に対する反応性から見た胃 MALTリンパ腫の病態
１）
愛知県がんセンター 消化器内科部 、同 遺伝子病理診断部２）
中村 常哉１）、中村 栄男２）
－ポリープ・腺腫・胃癌の立場から－
S－７ H.pyl
or
iは内視鏡診断学を変えたか？
順天堂大学 消化器内科１）
大草 敏史１）
S－８ H.pyl
or
iは内視鏡診断学を変えたか？：胃癌の立場から
福井大学医学部 第２内科２）
東
健２）
◆教育講演
「ダブルバルーン内視鏡を用いた小腸疾患の診断と治療」
自治医科大学 内科学講座消化器内科学部門
山本

博徳

◆ランチョンセミナー
「GERDの診断と治療」
滋賀医科大学 消化器内科

小山

茂樹

◆特別講演（基調講演）
「ヘリコバクター・ピロリ感染症－現状と課題－」
大分大学医学部 総合診療部・内視鏡部

藤岡

利生

◆一般演題
０１ 無床診療所（医師一名）における年間５０００件の内視鏡検査
の検討
はやかわクリニック
○早川 康浩

１２ 約３年９ヶ月の間、内視鏡にて経過を追った胃 GI
STの一例
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）、むらきた内科３）
○木村 成里１）、濱中 英樹１）、松村光誉司１）、山本
誠２）
加藤 浩司２）、前川 直美２）、大西 定司２）、平井 淳一２）
道鎭 正規２）、高橋 秀宏２）、森川 美羽２）、村北
肇３）

０２ 小児内視鏡検査の留意点と問題点
石川県立中央病院 一般消化器内科１）、同 小児外科２）
○土山 寿志１）、大森 俊明１）、大貫 敬三１）、山田 真也１）
島崎 英樹１）、石川 暢己２）

１３ 興味深い形態を呈した胃 MALTリンパ腫の１例
公立羽咋病院 内科１）
○池田 直樹１）、米島 博嗣１）、鵜浦 雅志１）

０３ ヘルペス食道炎の３例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
坂本 茂夫１）、大野 健次１）、清光 義則１）、三上
斉藤 典才２）、袖本 幸男３）

１４ 突然の腹痛と下血にて発症した回盲部肉芽腫の１症例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理部３）
○岡島 達也１）、松永 心祐１）、金井 昌代１）、道上
学１）
１）
１）
２）
畑
正典 、西川 邦寿 、田中 文恵 、小西二三男３）

０４ Zenker憩室の１例
福井大学医学部 第一外科１）
○小畑 信介１）、飯田
敦１）、西尾
村上
真１）、廣野 靖夫１）、前田
石田
誠１）、木村 俊久１）、片山

慶子１）、加藤
浩幸１）、五井
寛次１）、山口

０５ 食道表在癌に対する内視鏡的粘膜切除術の検討
石川県立中央病院 消化器科１）
○竹村 健一１）、土山 寿志１）、大貫 敬三１）、山田
斉藤奈津子１）、大森 俊明１）、島崎 英樹１）

和久２）

成１）
孝憲１）
明夫１）

真也１）

０６ 胃 i
nf
l
ammat
or
yf
i
br
oi
dpol
ypの一例を経験して
あさひ総合病院 内科１）、同 外科２）
富山医科薬科大学 第三内科３）
○塚田健一郎１）、中谷 敦子１）、安村
敏１）、岡本 政広２）
東山 考一２）、折原 正周３）
０７ 興味ある形態を呈した胃 i
nf
l
ammat
or
yf
i
br
oi
dpol
ypの１例
福井県済生会病院 内科１）、同 病理２）
○小坂星太郎１）、飯田
宏１）、真田
拓１）、中山
俊１）
橘
良哉１）、野ッ俣和夫１）、登谷 大修１）、田中 延善１）
全
陽２）
０８ 経過観察中に増加・増大傾向を示した胃ポリポーシスの１例
富山医科薬科大学 第３内科１）、同 光学医療診療部２）
同 第１病理３）
○金山 雅美１）、折原 正周１）、西川
潤１）、三輪 重治１）
湊谷
功１）、山田 一樹１）、小川 浩平１）、岩本 真也１）
槙本 伸哉１）、高原 照美１）、田中三千雄２）、高橋 博之３）
常山 幸一３）
０９ 粘膜下腫瘍様の形態を示した胃癌の一例
福井赤十字病院 消化器科１）、同 病理部２）
○金井 昌代１）、西川 邦寿１）、畑
正典１）、道上
１）
１）
岡島 達也 、松永 心祐 、小西二三男２）

学１）

１０ 出血を契機に発見され、根治手術可能であった若年者未分
化型胃癌の１例
真生会富山病院 内科１）、同 外科２）
○河相
覚１）、松村 孝之１）、真野 鋭志１）、吉田
渉１）
本多 正治２）、古谷 正晴２）
１１ EUSが深達度診断に有用であった EBウィルス関連胃癌の
１例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）、大滝病院３）
○出村 嘉隆１）、森下
実１）、細川
治１）、酒巻 美保１）
１）
１）
奥田 俊之 、大田 浩司 、林
裕之１）、道傳 研司１）
服部 昌和１）、武田 孝之１）、海崎 泰治２）、小野 博美３）
大滝 秀穂３）

１５ S状結腸内視鏡にて確認された直腸癌に合併した閉塞性大
腸炎の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 病理２）
○川口 雅彦１）、宗本 義則１）、藤岡 雅子１）、竹原
朗１）
宇野 彰晋１）、堀田幸次郎１）、斎藤 英夫１）、藤澤 克憲１）
笠原 善郎１）、三井
毅１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）
１）
三浦 将司 、全
陽２）
１６ 診断に苦慮した粘膜逸脱症候群の一例
公立丹南病院 外科１）、同 内科２）
○樋下 徹哉１）、北島 竜美１）、白崎 信二１）、真崎
伊藤 重二２）、瀧波 慶和１）
１７ 直腸単純性潰瘍の１例
厚生連高岡病院 外科１）
尾山佳永子１）、野澤
寛１）、平野
中田 浩一１）、平能 康充１）、羽田
橘川 弘勝１）

誠１）、原
匡宏１）、高木

竜邦２）

拓央１）
剛１）

１８ 大腸内視鏡にて観察しえた胆嚢結腸瘻の一例
富山赤十字病院 外科１）、同 消化器内科２）、同 病理３）
○大島 正寛１）、芝原 一繁１）、天谷
奨１）、黒川
勝１）
１）
１）
１）
八木 真悟 、魚津 幸蔵 、長谷川 洋 、安藤 孝将２）
稲土 修嗣２）、前田 宣延３）
１９ サイトメガロウイルス感染を合併し、多量下血を来した潰
瘍性大腸炎の一例
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理３）
○大幸 英喜１）、太田 英樹１）、松田 尚登１）、館野
誠１）
２）
３）
１）
中島 久幸 、寺畑信太郎 、杉本 立甫
２０ 白血球除去療法が無効でシクロスポリン A持続静注が奏効
した重症型潰瘍性大腸炎の１例
金沢医科大学 消化器内科１）
○永井佳世子１）、岡村 英之１）、矢野 博一１）、福羅 匡普１）
土島
睦１）、島中 公志１）、川原
弘１）、堤
幹宏１）
高瀬修二郎１）
２１ Col
oni
cmucosubmucosalel
ongat
edpol
yp
（CMSEP）
の一例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
代田 幸博１）、石倉 和秀１）、藤永 晴夫１）、若林 時夫１）
２２ ８ ㎜ 大 I
sp型ポリープが、５年の経過にて広範な腹膜播種
を伴う２型進行大腸癌となった１切除例
城北病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
○三上 和久１）、斎藤 典才１）、坂本 茂夫２）、塩谷 昌彦２）
大野 健次２）、袖本 幸男３）

２３ FDGPETにより発見された早期大腸癌の一例
福井大学医学部 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
○里見 聡子１）、東
健１）、伊藤 亜弥１）、奥田 智行１）
村松
篤１）、大谷 昌弘２）、李
相植１）、伊藤 義幸１）
山崎 幸直２）、伊藤 信之１）、栗山
勝１）
２４ 微小な粘膜下腫瘍像を呈した S状結腸癌の１例
国家公務員共済組合連合会北陸病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学附属病院 消化器内科３）、同 病理部４）
○善田 貴裕１）、増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、金森 太郎２）
羽柴
厚２）、岡田 俊英３）、湊
宏４）
２５ 左頚部リンパ節腫脹を契機に発見された大腸原発の絨毛癌
の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 臨床病理科２）
○野手 洋雅１）、島谷 明義１）、平松 活志１）、松田
充１）
荻野 英朗１）、里村 吉威１）、野田 八嗣１）、内山 明央２）
三輪 淳夫２）
２６ 下行結腸を含む多臓器に転移を認めた術後肺癌の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）、同 呼吸器内科２）
同 消化器外科３）
○北原 征明１）、舘野
誠１）、北村 和哉１）、加賀谷尚史１）
金子 周一１）、新屋 智之２）、曽根
崇２）、笠原 寿郎２）
藤村 政樹２）、中尾 眞二２）、宮下 知治３）、三輪 晃一３）
２７ 下血を契機に発見され粘膜下腫瘍様の形態を呈した腎原発
転移性大腸癌の１例
福井県立病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
同 放射線科４）
○中田 智大１）、岡田 和弘１）、新谷 拓也１）、又野
豊１）
辰巳
靖１）、伊部 直之１）、鈴木 将智２）、大田 浩司２）
道傳 研司２）、細川
治２）、海崎 泰治３）、吉川
淳４）
２８ 十二指腸球部腺腫の一例
富山医科薬科大学 第二外科１）、同 光学医療診療部２）
○北條 荘三１）、神山 公希１）、田澤 賢一１）、大西 康晴１）
長田 拓哉１）、野沢 聡志１）、笹原孝太郎１）、坂東
正１）
１）
１）
２）
山岸 文範 、塚田 一博 、田中三千雄
２９ 再発性急性膵炎を契機に診断されたクローン病の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
金沢聖霊総合病院 内科２）
○筑田 正史１）、波佐谷兼慶１）、金子 佳史１）、青柳 裕之１）
岡田 俊英１）、橋本 憲三２）
３０ 内視鏡的経胃膵嚢胞ドレナージ術と、サンドスタチン併用
療法を用いた膵仮性嚢胞の一症例
福井大学医学部 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
伊藤 亜弥１）、大谷 昌弘２）、伊藤 義幸１）、奥田 智行１）
里見 聡子１）、村松
篤１）、李
相植１）、山崎 幸直２）
伊藤 信之１）、東
健１）、栗山
勝１）
３１ ２年間のステロイド投与の中止２．５ヶ月後に再燃がみられ
たいわゆる自己免疫性膵炎の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
国立療養所石川病院 外科２）
○渡邊 弘之１）、毛利 久継１）、大坪公士郎１）、山口 泰志１）
元雄 良治１）、澤武 紀雄１）、太田 孝仁２）

３２ 早期噴門部胃癌の EMR穿孔後に発生した横隔膜ヘルニア
嵌頓の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○小竹 優範１）、小泉 博志１）、加藤 洋介１）、木下 静一１）
俵矢 香苗１）、吉野 裕司１）、森田 克哉１）、伴登 宏行１）
村上
望１）、山田 哲司１）
３３ 胃腫瘍に対する切開・剥離法２００例の治療成績
石川県立中央病院 消化器内科１）
○大森 俊明１）、土山 寿志１）、山田 真也１）、大貫
齋藤奈津子１）、島崎 英樹１）

敬三１）

３４ 胃瘻造設後７年間留置された内部バンパーを覆うように
mucosalbr
i
dgeが生じた１症例
小川医院１）、梅田内科医院２）、KKR北陸病院 内科３）
○小川 滋彦１）、梅田 俊彦２）、増永 高晴３）
３５ 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）後、著明な気腹症となっ
た一症例
市立敦賀病院 外科１）
中川 智和１）、太田 信次１）、佐藤 裕英１）、菅原 浩之１）
足立
厳１）、飯田 茂穂１）、中川原儀三１）
３６ 内視鏡的クリップ止血法を施行した大腸憩室出血症例の検討
福井赤十字病院 消化器科１）
○西川 邦寿１）、松永 心祐１）、岡島 達也１）、金井 昌代１）
道上
学１）、畑
正典１）
３７ 早期大腸癌における切開剥離法の試み
金沢医科大学病院 総合診療科１）
○日下 一也１）、伊藤
透１）、川浦
健１）、中田
３８ 大腸腫瘍切開・剥離法の有用性と問題点
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）、土山 寿志１）、大森 俊明１）、大貫
島崎 英樹１）
３９ 高齢者に対する腹腔鏡大腸切除術の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○伴登 宏行１）、木下 静一１）、加藤 洋介１）、小竹
俵矢 香苗１）、吉野 裕司１）、小泉 博志１）、森田
村上
望１）、山田 哲司１）

麻里１）

敬三１）

優範１）
克哉１）

４０ 細径鉗子による腹腔鏡下胆嚢摘出術施行症例の検討
やわたメディカルセンター 外科１）
○吉羽 秀麿１）、川西
勝１）、金平 永二１）
４１ 腹腔鏡下に切除した後腹膜嚢胞性腺腫の１例
高岡済生会病院 外科１）
○永瀬 剛司１）、前田 一也１）、荒能 義彦１）、佐々木正寿１）

第８４回
日
会
会

北陸地方会

時：平成１６年１１月２８日㈰
場：金沢大学医学部 第１会場：第一臨床講義室
第２会場：第二臨床講義室
長：金沢大学医学部附属病院 消化器内科２ 岡田

◆シンポジウム
「北陸における I
BD診療の現況」
司
会：高岡市民病院 消化器内科
金沢大学医学部附属病院 消化器内科
コメンテータ：滋賀医科大学 消化器内科
１．内科の立場から
富山県立中央病院 消化器内科１）
里村 吉威１）
２．内科の立場から
富山医科薬科大学 第３内科１）
岩本 真也１）
３．外科の立場から
金沢大学医学部附属病院 消化器外科１）
西村 元一１）
４．外科の立場から
福井県済生会病院 外科１）
宗本 義則１）
◆教育講演
「I
BDの内視鏡診断」
北里大学東病院 消化器内科

俊英

七澤
洋
加賀谷尚史
安藤
朗

五十嵐正広

◆特別講演（基調講演）
「Vi
r
t
ualcol
onoscopyの現状と展望－特に CTcol
onogr
aphyについて－」
国立がんセンター中央病院 内視鏡部
大竹 陽介
◆ランチョンセミナー
「早期大腸癌の内視鏡診断と治療－拡大観察から切開・剥離法まで－」
広島大学病院 光学医療診療部
田中 信治
◆一般演題
０１ 酸性洗剤服用による腐食性食道炎・胃炎に対して緊急内視
鏡を行なった一例
高岡市民病院 胃腸科１）、富山医科薬科大学 光学医療診療部２）
藤浪
斗１）、伊藤 博行１）、西川
潤１）、七澤
洋１）
２）
田中三千雄
０２ 食道炎治癒後 Mucosalbr
i
dge形成のための食道狭窄をき
たした一例
浅ノ川総合病院 内科１）
吉田
功１）、栃本 理花１）、小市 勝行１）、荒木 一郎１）
森永 健市１）、上野 敏男１）
０３ アレンドロネートにより生じた重度の食道潰瘍の一例
黒部市民病院 内科１）
浅井
純１）、冨田
学１）、堀田 洋介１）、中浜
亨１）
高桜 英輔１）
０４ 腹腔鏡下 Hel
l
er
Toupet手術を施行した食道アカラシアの
５例の検討
済生会金沢病院１）、金平内視鏡外科研究所２）
早稲田龍一１）、龍沢 泰彦１）、今井 哲也１）、大竹由美子１）
平能 康充１）、川浦 幸光１）、金平 永二２）

０５ 食道・胃静脈瘤に対する内視鏡的治療の検討
福井県立病院 消化器内科１）
岡田 和弘１）、中田 智大１）、新谷 拓也１）、又野
辰巳
靖１）、伊部 直之１）
０６ 内視鏡的に切除しえた食道血管腫の一例
城北病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
坂本 茂夫１）、大野 建次１）、塩谷 昌彦１）、三上
斉藤 典才２）、袖本 幸男３）

豊１）

和久２）

０７ 腐食性食道潰瘍術後３０年後に発症した胃管癌の一例
福井大学医学部 第１外科１）、同 光学医療診療部２）
同 付属病院 病理部３）
森川 充洋１）、前田 浩幸１）、本多
桂１）、村上
真１）
１）
１）
１）
廣野 靖夫 、五井 孝憲 、石田
誠 、木村 俊久１）
飯田
敦１）、片山 寛次１）、山口 明夫１）、山崎 幸直２）
今村 好章３）
０８ 食道 Pyogeni
cgr
anul
omaの一例
厚生連高岡病院 消化器科１）、同 病理２）
西田 泰之１）、冨田 俊二１）、河合 健吾１）、齋藤奈津子１）
寺田 光宏１）、木谷
恒１）、丹羽 秀樹２）、増田 信二２）

０９ 食道ステント内への腫瘍浸潤に対してアルゴンプラズマ凝
固（APC）療法が奏功した肺癌食道転移の一例
小松市民病院 内科１）
同 外科２）
○浜野 直通１）、亀田 正二１）、本田ゆかり１）、新谷 博元１）
花立 史香２）

２０ 内視鏡的核出術を施行した胃 GI
STの一例
富山医科薬科大学 第三内科１）、同 光学医療診療部２）
同 第二病理３）
○折原 正周１）、西川
潤１）、三輪 重治１）、湊谷
功１）
山田 一樹１）、金山 雅美１）、小川 浩平１）、岩本 真也１）
杉山 敏郎１）、田中三千雄２）、笹原 正清３）

１０ 標準治療としての胃内視鏡的粘膜下層剥離術を目指して
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
土山 寿志１）、大森 俊明１）、大貫 敬三１）、山田 真也１）
島崎 英樹１）

２１ 術前診断が困難であった粘膜下腫瘍様形態を呈した進行胃
癌の一例
黒部市民病院 外科１）、同 内科２）、同 病理３）
牧野胃腸科クリニック４）
森
和弘１）、八木 康道１）、能登 正浩１）、村岡 恵一１）
竹山
茂１）、中浜
亨２）、高川
清３）、牧野
博４）

１１ 早期胃癌に対するフックナイフを用いた ESD導入成績
金沢市立病院 消化器科１）
竹内 正勇１）、西野 隆平１）、米島
學１）
１２ 当科における内視鏡的粘膜下剥離術の現状
富山県立中央病院 内科１）
松田
充１）、島谷 明義１）、平松 活志１）、荻野
里村 吉威１）、野田 八嗣１）

英朗１）

２３ 化学療法が奏功した高齢者十二指腸悪性リンパ腫の一例
珠洲市総合病院 内科１）
辻
重継１）、坂下 俊樹１）、波佐谷兼綱１）

１３ 内視鏡的胃瘻造設術後に発症した胃潰瘍の３例
独立行政法人国立病院機構七尾病院 内科１）
金沢医科大学 消化器機能治療学２）
○陳
文筆１）、川原
弘２）、高瀬修二郎２）
１４ ３点固定法による内視鏡的胃瘻造設術の有益性の検討
金沢医科大学 総合診療科１）
○日下 一也１）、伊藤
透１）、川浦
健１）
１５ 胃瘻内部バンパーの接触面に発生した過形成性ポリープの
一例、第２報
富山医科薬科大学 和漢診療学１）
同 光学医療診療部２）
○小尾 龍右１）、野上 達也１）、藤本
誠１）、中田 真司１）
渡辺 哲郎１）、柴原 直利１）、嶋田
豊１）、田中三千雄２）
１６ 潰瘍を合併した胃石の一例
福井厚生病院 内科１）
同 外科２）、同 放射線科３）
福井大学医学部 光学医療診療部４）
高橋 秀宏１）、道鎭 正規１）、山本
前川 直美１）、大西 定司１）、平井
佐藤さつき１）、濱中 英樹２）、木村
高橋 範雄３）、大谷 昌弘４）

誠１）、加藤 浩司１）
淳一１）、半田真奈美１）
成里２）、松村光誉司２）

１７ 保存的加療にて解除した胃軸捻症の一例
市立砺波総合病院 消化器科１）
舘野
誠１）、太田 英樹１）、大幸 英喜１）、杉本

２２ 短期間に形態変化し、出血をきたした十二指腸ブルンネル
腺過形成の一例
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
○増山 聡子１）、土山 寿志１）、大貫 敬三１）、山田 真也１）
大森 俊明１）、島崎 英樹１）

２４ 抗 CD抗体（Ri
t
uxi
mab）併用 CHOP（RCHOP）療法を
施行した十二指腸原発 f
ol
l
cul
arl
ymphomaの一例
福井大学医学部 第二内科１）
同 光学医療診療部２）
○里見 聡子１）、東
健１）、伊藤 亜弥１）、奥田 智行１）
１）
村松
篤 、大谷 昌弘２）、李
相植１）、須藤 弘之２）
１）
２）
伊藤 義幸 、山崎 幸直 、伊藤 信之１）、栗山
勝１）
２５ 横行結腸穿孔例に存在した mul
t
i
pl
emucosalt
agの一症例
市立敦賀病院 外科１）
中川 智和１）、太田 信次１）、佐藤 裕英１）、菅原 浩之１）
足立
厳１）、飯田 茂穂１）、中川原儀三１）
２６ 盲腸原発 MALTリンパ腫と考えられた１例
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
同 外科２）、同 臨床検査科３）
土山 智也１）、方堂 祐治１）、島上 哲朗１）、鷹取
元１）
１）
１）
１）
松田耕一郎 、足立 浩司 、森本日出雄 、竹川
茂２）
２）
２）
３）
桐山 正人 、小島 靖彦 、川島 篤弘
２７ 抗ウィルス剤（ガンシクロビル）が有効であったサイトメ
ガロ感染症を合併した潰瘍性大腸炎の一例
北陸病院 内科１）、金沢大学医学部附属病院 病理部２）
増永 高晴１）、木下 昌代１）、篠崎 公秀１）、湊
宏２）

立甫１）

１８ 消化管病変を合併したアレルギー性肉芽腫性血管炎の一例
富山医科薬科大学付属病院 第３内科１）
同 第１内科２）、同 病理部３）
同 光学医療診療部４）
○湊谷
功１）、田尻 和人１）、折原 正周１）、杉山 敏郎１）
多喜 博文２）、石澤
伸３）、田中三千雄４）
１９ 腫 瘍 内 出 血 を 伴 い 急 性 腹 症 で 発 症 し た 胃 GI
ST
（gast
r
oi
nt
est
i
nalst
r
omalt
umor
）の一例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
同 放射線科２）、同 外科３）
同 病理４）
石倉 和秀１）、藤永 晴夫１）、代田 幸博１）、若林 時夫１）
高橋 志郎２）、龍沢 泰彦３）、大竹由美子３）、川浦 幸光３）
佐藤 勝明４）

２８ サイトメガロウイルスが再燃の契機となったと考えられる
潰瘍性大腸炎の一例
公立松任中央病院 内科１）、同 消化器内科２）
若林
卓１）、飯田 宗穂▲）、河合 博志２）、山川
治２）
２）
卜部
健
２９ 便潜血陽性を契機に発見された約１２年間無症状であったと
思われる大腸気腫性嚢胞の一例
富山県済生会高岡病院 内科１）、同 外科２）
富山医科薬科大学 法医学３）
寺崎 禎一１）、草場亜矢子１）、南部 修二１）、前田 一也２）
永瀬 剛司２）、荒能 義彦２）、佐々木正寿２）、松井 一宏３）
３０ 大腸ステント留置が有効であった悪性大腸狭窄の２例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
毛利 久継１）、大坪公士郎１）、山口 泰志１）、渡邊 弘之１）
元雄 良治１）、澤武 紀雄１）

３１ 腹腔鏡下大腸切除術におけるマルチスライス CTでの術前
検査の有用性
石川県立中央病院 一般消化器外科１）、同 放射線科２）
同 放射線科技師３）
伴登 宏行１）、小竹 優範１）、木下 静一１）、山田 哲司１）
片桐亜矢子２）、遠藤 廣志３）、尾西 吉紀３）
３２ 著明な壁外発育を呈した大腸粘液癌の一例
富山赤十字病院 外科１）
黒川
勝１）、魚津 孝蔵１）、大島 正寛１）、天谷
芝原 一繁１）、八木 真悟１）、長谷川 洋１）
３３ 白血病治療後に合併した結腸癌の一例
富山医科薬科大学 第二外科１）
長
誠司１）、大西 康晴１）、神山 公希１）、坂東
山岸 文範１）、塚田 一博１）

奨１）

正１）

３４ El
ect
r
ol
yt
edepl
et
i
onsyndr
omeを呈した巨大直腸絨毛
腺腫の一例
恵寿総合病院 消化器病センター１）
石井
要１）、尾島 英介１）、林田 有市１）、吉本 勝博１）
田島 秀浩１）、渕崎宇一郎１）、竹田 利弥１）、鎌田
徹１）
１）
１）
宮森 弘年 、神野 正博
３５ 大腸癌検診が契機となり診断し得た回腸末端部カルチノイ
ド腫瘍の一例
金沢医科大学 消化器機能治療学１）
同 消化器外科治療学２）
○斎藤
隆１）、永井佳世子１）、福羅 匡普１）、川原
弘１）
１）
１）
２）
堤
幹宏 、高瀬修二郎 、上繁 宣雄 、高島 茂樹２）
３６ 消化管出血にて発症し、内視鏡検査にて存在診断可能で
あった壁外発育型小腸 GI
STの一例
氷見市民病院 内科１）、同 外科２）
富山医科薬科大学 第１病理３）
平井
聡１）、中嶋 隆彦１）、国谷
等１）、中村
曉１）
遠藤 直樹２）、清水 哲朗２）、高野 康雄３）
３７ ダブルバルーン小腸内視鏡検査を施行したクローン病との
鑑別が困難であったエルシニア腸炎の一例
金沢有松病院 外科１）、金沢大学 放射線科２）
渡辺病理診断研究所３）
高畠 一郎１）、横山 浩一１）、平野 勝康１）、鈴木 正行２）
渡辺騏七郎３）
３８ 上部消化管内視鏡検査にて確認し得た大動脈十二指腸瘻の
一例
福井循環器病院 消化器科１）、同 外科２）
田畑 信輔１）、長谷川保弘１）、村上 忠弘２）、大橋 博和２）
大中 正光２）

３９ 輪状膵に合併した十二指腸潰瘍の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科２１）
○波佐谷兼慶１）、筑田 正史１）、青柳 裕之１）、岡田
馬渕
宏１）

俊英１）

４０ 乳頭部病変に対する ENBDチューブおよび低緊張性十二指
腸造影検査施行例の検討
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理部２）
酒巻 美保１）、林
裕之１）、出村 嘉隆１）、奥田 俊之１）
１）
大田 浩司 、森下
実１）、関戸 伸明１）、道傳 研司１）
１）
服部 昌和 、細川
治１）、森田 信人１）、海崎 泰治２）
４１ gr
oove膵炎の一例
国立病院機構福井病院 外科１）
吉光
裕１）、大西 顕司１）、千田
上田 順彦１）、澤
敏治１）

勝紀１）、中川原寿俊１）

４２ 主膵管型膵管内乳頭粘液性腫瘍の一例
富山市立富山市民病院 内科１）
国立がんセンター中央病院 肝胆膵外科２）、同 病理部３）
蓑内 慶次１）、三原
弘１）、岡村 利之１）、青山
庄１）
１）
１）
２）
樋上 義伸 、高橋 洋一 、佐野
力 、平岡 伸介３）
４３ ステロイドの奏効した腫瘤形成性膵炎の一例
金沢大学 消化器内科１）
守護 晴彦１）、北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、荒井 邦明１）
酒井 佳夫１）、山下 太郎１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）
辻
宏和１）、酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政夫１）
金子 周一１）
４４ 膵管口切開術（ESTPD）にて治療した膵石症の一例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○大森 俊明１）、大貫 敬三１）、山田 真也１）、土山 寿志１）
島崎 英樹１）
４５ 診断に苦慮した肝腫瘍の一例
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 消化器内科２）
前田 一也１）、永瀬 剛司１）、荒能 義彦１）、佐々木正寿１）
草場亜矢子２）、寺崎 禎一２）、南部 修二２）

第８５回
日
会
会

北陸地方会

時：平成１７年６月１２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：高岡市民病院 胃腸科 七澤
洋

◆シンポジウム
あ し た
「北陸における ESDの現在そして未来」
司
会：富山赤十字病院 第１消化器科
済生会富山病院 病理部
シンポジスト１
福井赤十字病院 消化器科１）
西川 邦寿１）
シンポジスト２
金沢医科大学 総合診療科１）
伊藤
透１）
シンポジスト３
石川県立中央病院 消化器内科１）
土山 寿志１）
シンポジスト４
富山県立中央病院 内科１）
松田
充１）

稲土
松能

修嗣
久雄

◆ランチョンセミナー
「NSAI
Ds潰瘍の現況」
東京医科大学 第５内科（霞ヶ浦病院）

溝上

裕士

◆教育講演
「炎症性腸疾患の明日について」
社会保険中央総合病院 内科

高添

正和

シンポジスト５
富山医科薬科大学 第３内科１）
折原 正周１）
シンポジスト６
富山赤十字病院 消化器科１）
品川 和子１）

◆特別講演
「消化管間質腫瘍（GI
ST）の診断・治療：upt
odat
e」
富山医科薬科大学医学部 第３内科
杉山 敏郎
◆一般演題
０１ 当科における内視鏡的粘膜下層剥離術の導入経験
恵寿総合病院 消化器病センター１）
渕崎宇一郎１）、古河 浩之１）、永井
昇１）、林田 有市１）
吉本 勝博１）、田島 秀浩１）、鎌田
徹１）、宮森 弘年１）
１）
神野 正博
０２ 胃腫瘍に対する切開剥離術（ESD）導入１年後の検討
厚生連高岡病院 消化器科１）
同 病理２）
西田 泰之１）、冨田 俊二１）、河合 健吾１）、齋藤奈津子１）
寺田 光宏１）、丹羽 秀樹２）、増田 信二２）
０３ ESDにより切除した CA199産生早期胃癌の一例
富山市民病院 内科１）、同 病理科２）
蓑内 慶次１）、舘野
誠１）、青山
庄１）、樋上 義伸１）
高橋 洋一１）、斉藤 勝彦２）

０４ ９年間経過観察し急激に増大した胃の早期印環細胞癌の１例
城北病院 外科１）、同 内科２）
斉藤 典才１）、渡辺 博之１）、中村
崇１）、坂本 茂夫２）
大野 健次２）、塩谷 昌彦２）
０５ I
TP、肝硬変（C型）を合併した進行胃癌の１例
糸魚川総合病院 外科１）、同 内科２）
富山医科薬科大学 第２外科３）、同 第３内科４）
○田澤 賢一１）、森田 誠市１）、松井 恒志１）、新保 雅宏１）
月城 孝志２）、山岸 文範３）、塚田 一博３）、加藤
勤４）
０６ 高度貧血により発見された巨大 GI
STの一例
新湊市民病院 内科１）
同 外科２）
○宮嵜 孝子１）、西森
弘１）、山崎
徹２）、坂本
太田 長義２）、伊藤 雅之２）

浩也２）

０７ 健診にて発見された多発性胃動静脈奇形の一例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 放射線科２）
同 外科３）、同 病理４）
石倉 和秀１）、藤永 晴夫１）、代田 幸博１）、若林 時夫１）
高橋 志郎２）、大竹由美子３）、今井 哲也３）、龍沢 泰彦３）
川浦 幸光３）、佐藤 勝明４）
０８ 消化管ステントの挿入により QOLの著明な改善が得られ
た切除不能スキルス胃癌の１例
町立三国病院 外科１）
藤岡 雅子１）、出口 正秋１）、廣瀬 和郎１）
０９ ダブルバルーン小腸内視鏡検査３例の経験
金沢有松病院 外科１）
渡辺病理診断研究所２）
高畠 一郎１）、横山 浩一１）、加藤 洋介１）、渡辺騏七郎２）
１０ 当院における小腸ダブルバルーン内視鏡施行例の検討
富山県立中央病院 内科１）
平松 活志１）、冨田 俊二１）、大幸 英喜１）、松田
充１）
荻野 英朗１）、里村 吉威１）、野田 八嗣１）
１１ ダブルバルーン小腸内視鏡（DBE）が術前精査に有用であっ
た Peut
zJ
egher
ssyndr
omeの一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
同 消化器外科２）
○北原 征明１）、北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、酒井 佳夫１）
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、辻
宏和１）、酒井 明人１）
中本 安成１）、本多 政夫１）、金子 周一１）、藤本
悟２）
２）
西村 元一
１２ ダブルバルーン内視鏡にて指摘された出血性小腸潰瘍の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
三林
寛１）、波佐谷兼慶１）、飯田 文世１）、鳴海 兼太１）
金子 佳史１）、岡田 俊英１）
１３ 食 道 静 脈 瘤 に 対 す る Ar
gonPl
asmaBeam Coagul
at
i
on
Scl
er
ot
her
apyの検討
富山医科薬科大学 第二外科１）、同 第三内科２）
同 附属病院 光学医療診療部３）
坂東
正１）、山岸 文範１）、塚田 一博１）、平野 克治２）
杉山 敏郎２）、田中三千雄３）
１４ 十二指腸狭窄を契機に発見された食道癌の一例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○加藤
成１）、道伝 研司１）、大田 浩司１）、新田
奥田 俊之１）、森下
実１）、宮永 太門１）、関戸
林
裕之１）、服部 昌和１）、細川
治１）、武田
谷川
裕１）、森田 信人１）、海崎 泰治２）

桂苗１）
伸明１）
孝之１）

１５ １７歳より再発、再燃を繰り返した胃潰瘍が h,pi
r
ol
y,
の除菌
によって完治した１例
金沢市医師会１）
浅野 繁尚１）
１６ 当院における電子カルテと内視鏡画像ファイリングシステ
ムの運用の現状
金沢医科大学 総合診療科１）
○日下 一也１）、伊藤
透１）、川浦
健１）
１７ 上部消化管内視鏡検査における sedat
i
onの有効性について
真生会富山病院 内科１）
高岡市民病院 胃腸科２）
富山医科薬科大学 光学診療部３）
○河相
覚１）、伊藤 博行２）、七澤
洋２）、田中三千雄３）

１８ PEGに伴う創感染防止についての検討
城北病院 内科１）
坂本 茂夫、大野 健次１）
１９ 総胆管結石の合併により続発性硬化性胆管炎を生じた特発
性総胆管嚢腫の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）、がん局所制御学２）
松任石川中央病院 消化器内科３）
○渡邊 弘之１）、土山 智也１）、毛利 久継１）、大坪公士郎１）
元雄 良治１）、澤武 紀雄１）、木下
淳２）、北川 裕久２）
２）
３）
萱原 正都 、卜部
健
２０ 胆道出血を繰り返し、診断に苦慮した胆嚢管癌の１例
富山医科薬科大学 第三内科１）、同 第二外科２）
同 光学診療部３）、同 第一病理４）
○峯村 正実１）、平野 克治１）、大澤 幸治１）、折原 正周１）
矢田
豊１）、新敷 吉成１）、清水 幸裕１）、高原 照美１）
杉山 敏郎１）、大西 康晴２）、坂東
正２）、塚田 一博２）
３）
４）
田中三千雄 、高橋 博之 、高野 康雄４）
２１ 吐血を契機に診断された胆嚢癌十二指腸穿破の１例
福井県済生会病院 内科１）
同 放射線科２）
○小坂星太郎１）、冨田
学１）、真田
拓１）、橘
良哉１）
野ッ俣和夫１）、登谷 大修１）、田中 延善１）、宮山 士朗２）
２２ 胆嚢動脈に穿通した十二指腸潰瘍の１例
厚生連高岡病院 外科１）
同 消化器科２）
○中田 浩一１）、野澤
寛１）、羽田 匡宏１）、木内
１）
太田 尚宏 、尾山佳永子１）、平能 康充１）、原
平野
誠１）、齋藤奈津子２）

竜太１）
拓央１）

２３ ファーター乳頭近傍に発生した十二指腸カルチノイドの１例
福井赤十字病院 消化器科１）
同 病理部２）
道上
学１）、西川 邦寿１）、松永 心祐１）、門
卓生１）
２）
小西二三男
２４ ズビニ鉤虫症の一例
氷見市民病院 内科１）
○中嶋 隆彦１）、平井
聡１）、國谷

等１）、中村

曉１）

２５ 内視鏡的乳頭括約筋切開術（EST）後に生じた乳頭部狭窄
の１例
福井県立病院 外科１）
奥田 俊之１）、林
裕之１）、加藤
成１）、新田 佳苗１）
大田 浩司１）、森下
実１）、宮永 太門１）、関戸 伸明１）
道傳 研司１）、服部 昌和１）、細川
治１）、武田 孝之１）
１）
１）
谷川
裕 、森田 信人
２６ 内視鏡像を追跡した HenochSchoenl
ei
n紫斑病の１例
公立羽咋病院 内科１）
○池田 直樹１）、米島 博嗣１）、鵜浦 雅志１）
２７ 治療中に腸閉塞症状をきたした Schoenl
ei
nHenoch紫斑
病の一例
高岡市民病院 胃腸科１）、同 内科２）
○澤崎 拓郎１）、蓮本 祐史１）、芳尾 幸松１）、伊藤 博行１）
七澤
洋１）、早稲田洋平２）、平田 昌義２）、太田 正之２）
２８ 回腸末端、虫垂および十二指腸に合併症を認めたアナフィ
ラクトイド紫斑病の一例
市立敦賀病院 消化器科１）、同 皮膚科２）
○加藤 充朗１）、太田
肇１）、朝井 靖彦２）

２９ HI
V感染に合併した難治性アメーバ性大腸炎の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
竹村 健一１）、土山 寿志１）、山田 真也１）、大森 俊明１）
島崎 英樹１）

３２ クリッピングにより止血し得た大腸憩室出血の１例
金沢医科大学 消化器機能治療学１）
○尾崎 一晶１）、山田 真善１）、橋本 昌子１）、矢野 博一１）
福羅 匡普１）、土島
睦１）、川原
弘１）、高瀬修二郎１）

３０ 大腸 adenoma切除後の検討
不二越病院１）
山本 克弥１）、長沼甲太郎１）、田澤

３３ 胃癌の Schni
t
zl
er転移による直腸閉塞に対し金属ステント
留置が有効であった１例
富山医科薬科大学 第３内科１）
藤浪
斗１）、岩本 真也１）、平野 克治１）、大澤 幸治１）
折原 正周１）、杉山 敏郎１）

賢次１）

３１ 大腸若年性ポリープの１切除例
福井大学医学部 第１外科１）、同 光学医療診療部２）
大西 顕司１）、飯田
敦１）、西尾 慶子１）、本多
桂１）
村上
真１）、廣野 靖夫１）、前田 浩幸１）、五井 孝憲１）
石田
誠１）、片山 寛次１）、山口 明夫１）、山崎 幸直２）

第８６回
日
会
会

北陸地方会

時：平成１７年１１月２０日㈰
場：金沢大学医学部 第一会場：臨床第１講義室
第二会場：臨床第２講義室
長：金沢大学医学部附属病院 消化器内科 金子

◆シンポジウム
「北陸における ERCPと MRCPの現状」
司
会：金沢市立病院 消化器科
公立松任石川中央病院 消化器科
シンポジスト１
金沢大学医学部附属病院 放射線科１）
蒲田 敏文１）
シンポジスト２
富山県立中央病院 内科１）
里村 吉威１）
シンポジスト３
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
加賀谷尚史１）
シンポジスト４
福井県立病院 外科１）
奥田 俊之１）
◆教育講演
「胃癌診断の基本」
社会保険中央病院

周一

米島
卜部

内科・消化器内科（消化管）

浜田

學
健

勉

◆特別講演
「消化器内視鏡診断における最近の進歩－ Mi
cr
oandBi
oEndoscopyの時代を迎えて－」
東京慈恵会医科大学内科学講座 消化器・肝臓内科
田尻 久雄
◆ランチョンセミナー
「カプセル内視鏡」
獨協医科大学 光学医療センター
同 消化器内科

内視鏡部門

同 学長

中村
山岸
平石
寺野

哲也、白川
秀嗣、中野
秀幸
彰

勝朗
道子、生沼

健司

◆一般演題
０１ 薬剤性劇症肝炎の経過中に発症したヘルペス食道炎の一例
金沢大学大学院 消化器内科１）
○岡村 利之１）、飯田
宏１）、北原 征明１）、西野 隆平１）
１）
山下 竜也 、中本 安成１）、本多 政夫１）、金子 周一１）
０２ 食道静脈瘤に対する待機的内視鏡治療の検討
金沢大学医学部付属病院 消化器内科１）
○三林
寛１）、飯田 文世１）、鳴海 兼太１）、三輪
金子 佳史１）、岡田 俊英１）

一博１）

０３ 内視鏡的切開剥離法にて切除し得た食道顆粒細胞腫の１例
金沢医科大学 消化器機能治療学１）
○山田 真善１）、福羅 匡普１）、島田 昌彦１）、林
伸彦１）
１）
１）
１）
福山 智基 、矢野 博一 、尾崎 一晶 、川原
弘１）
高瀬修二郎１）

０４ 食道 basal
oi
dsquamouscel
lcar
ci
nomaの一例
福井大学医学部 第二内科１）、同 光学医療診療部２）、同 病理部３）
○松永 心祐１）、真崎 竜邦１）、奥田 智行１）、村松
篤１）
１）
１）
１）
李
相植 、伊藤 義幸 、栗山
勝 、山崎 幸直２）
２）
３）
須藤 弘之 、今村 好章
０５ 放射線化学療法が奏効した高齢者の進行食道癌の一例
金沢医科大学 総合内科学１）
○日下 一也１）、伊藤
透１）、川浦
健１）
０６ 極細径内視鏡を用いた経鼻的上部消化管内視鏡検査の経験
かみいち総合病院 内科１）、同 外科２）
○佐藤 幸浩１）、中村 浩同１）、林
智彦２）、長谷部 健２）
０７ 早期胃癌を合併した Peut
zJ
egher
ssyndr
omeの一例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○守護 晴彦１）、加賀谷尚史１）、寺島 健志１）、大石 尚毅１）
荒井 邦明１）、水腰英四郎１）、中本 安成１）、本多 政夫１）
金子 周一１）

０８ 胃神経内分泌細胞癌の１例
富山逓信病院 外科１）
富山医科薬科大学 第１病理２）、同 第２外科３）
○大上 英夫１）、横山 義信１）、野本 一博２）、塚田

一博３）

０９ 胃悪性リンパ腫に対し Hel
i
cobact
erpyl
or
i
除菌療法後、早
期胃癌を合併した一例
加登病院 内科１）
○砂子阪 肇１）、加登 康洋１）
１０ 顕性出血を認めた胃リンパ腫の３例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）、同 消化器内科３）
○新田 佳苗１）、細川
治１）、森下
実１）、加藤
成１）
１）
１）
１）
奥田 俊之 、大田 浩司 、宮永 太門 、林
裕之１）
１）
１）
１）
道傳 研司 、服部 昌和 、武田 孝之 、森田 信人１）
海崎 泰治２）、青柳 裕之３）、林
宣明３）、伊部 直之３）
１１ 当院における ESDの現状
市立砺波総合病院 消化器科・外科１）
○浅井
純１）、稲邑 克久１）、太田 英樹１）、酒徳
杉本 立甫１）

光明１）

１２ 当院における早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）の治療成績
富山労災病院消化器病センター 内科１）、同 外科２）
○岩田 充弘１）、竹森 康弘１）、大場
大２）、鯵坂 秀之２）
２）
２）
岩田 啓子 、伊井
徹 、松木 伸夫２）、三輪 晃一２）
１３ 胃腫瘍に対する ESDラーニングカーブの検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
厚生連高岡病院 消化器科２）
○山田 真也１）、土山 寿志１）、大森 俊明１）、竹村
島崎 英樹１）、斉藤奈津子２）
１４ 残胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術
富山県立中央病院 内科１）
○松田
充１）、冨田 俊二１）、大幸 英喜１）、平松
荻野 英朗１）、里村 吉威１）、野田 八嗣１）

２１ 経皮内視鏡的胃瘻造設術におけるカンガルー感染防止キッ
トと自作 Longovert
ubeの比較検討
石川県立中央病院 一般消化器内科１）
○竹村 健一１）、土山 寿志１）、山田 真也１）、大森 俊明１）
島崎 英樹１）
２２ 経皮内視鏡的空腸瘻造設術（DPEJ
）を施行した胃全摘患
者の１例
KKR北陸病院 内科１）、同 外科２）
松田内科医院３）
竹田内科クリニック４）
○増永 高晴１）、木下 晶代１）、篠崎 公秀１）、谷内
毅２）
２）
２）
２）
田畑 茂喜 、荒能 義彦 、清水 淳三 、松田 博人３）
竹田 康男４）
２３ 当院における PED・di
r
ectPEJの経験
金沢西病院 外科１）
○菊地
勤１）、和田 真也１）、岩上
栄１）、菊地

誠１）

２４ 拡大内視鏡で経過を追えた、保存的加療にて治癒した十二
指腸潰瘍穿通の一例
高岡市民病院 胃腸科１）
富山大学 光学医療診療部２）
○三原
弘１）、吉田 聖子１）、八木
満１）、伊藤 博行１）
１）
２）
七澤
洋 、田中三千雄

健一１）
２５ 内視鏡的に止血しえた十二指腸憩室出血の２例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
はやかわクリニック２）
○代田 幸博１）、柿木嘉平太１）、若林 時夫１）、早川

康浩２）

活志１）

１５ 早期胃癌に対する ESD－一括完全切除不能例の検討－
厚生連高岡病院 消化器科１）、同 病理２）
○西田 泰之１）、齋藤奈津子１）、草場亜矢子１）、島崎 猛夫１）
平井 信行１）、寺田 光宏１）、増田 信二２）
１６ 胃癌・胃腺腫に対するアルゴンプラズマ凝固法の治療成績
金沢大学病院 消化器外科１）
○尾島 英介１）、木南 伸一１）、酒井 清祥１）、藤田 秀人１）
二宮
致１）、伏田 幸夫１）、藤村
隆１）、西村 元一１）
太田 哲生１）
１７ 拡大内視鏡による側方進展範囲診断が有用であり、ESDに
て切除した胃噴門部胃型高分化型腺癌の１例
金沢市立病院 消化器科１）、同 病理部２）
○竹内 正勇１）、鷹取
元１）、辻
宏和１）、米島
學１）
２）
小林 雅子
１８ 胃粘膜下層剥離術（ESD）における mul
t
i
bendi
ngscope
（GI
F2TQ260M OLYMPUSＲ）の使用経験
福井県済生会病院 内科１）
小坂星太郎１）、登谷 大修１）、冨田
学１）、真田
拓１）
橘
良哉１）、野ッ俣和夫１）、田中 延善１）
１９ 胃 ESDにおける VI
O syst
em の有用性
石川県立中央病院 消化器内科１）
○大森 俊明１）、土山 寿志１）、山田 真也１）、竹村
島崎 英樹１）

２０ 当院に於ける経胃内視鏡的胃瘻造設術症例の合併症に関す
る検討
やわたメディカルセンター 消化器科１）、同 外科２）
○丸川 洋平１）、大堀
巧１）、吉羽 秀麿２）、平野 勝康２）
川西
勝２）

健一１）

２６ 内視鏡的切除を行った十二指腸腫瘍の３例
河北中央病院 内科１）
金沢赤十字病院 内科２）
○川口 和紀１）、松下 栄紀１）、柳
昌幸２）
２７ 小腸悪性リンパ腫による成人腸重積の１例
黒部市民病院 胃腸科１）、同 病理部２）
○堀田 洋介１）、島谷 明義１）、上山本伸治１）、中浜
高川
清２）
２８ 皮膚症状を伴った小腸低分化腺癌の一例
富山大学付属病院 第３内科１）、同 第２外科２）
同 病理科３）、同 皮膚科４）
○河合 健吾１）、澤崎 拓郎１）、塚田健一郎１）、中嶋
藤浪
斗１）、岩本 真也１）、工藤 俊彦１）、折原
杉山 敏郎１）、大西 康晴２）、高橋 博之３）、北川

亨１）

隆彦１）
正周１）
太郎４）

２９ サイトメガロ感染を併発した若年者潰瘍性大腸炎の一例
公立松任石川中央病院 消化器科１）
○小村 卓也１）、河合 博志１）、山川
治１）、卜部
健１）
３０ 治療に難渋したステロイド抵抗性の術後単純性腸潰瘍の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○飯田 文世１）、鳴海 兼太１）、三林
寛１）、三輪 一博１）
１）
１）
金子 佳史 、岡田 俊英
３１ 内視鏡的所見の改善を認めた Col
l
agenouscol
i
t
i
sの１例
城北病院 内科１）
○坂本 茂夫１）、大野 健次１）、塩谷 昌彦１）

３２ S状結腸癌、肝転移の切除後に骨転移のみの再発を認めた
１例
金沢大学医学部 消化器内科１）
○重山
勇１）、北村 和哉１）、藤永 晴夫１）、島上 哲朗１）
酒井 佳夫１）、酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政夫１）
金子 周一１）
３３ 大腸血管腫に対しダブル留置スネアを用いて内視鏡的治療
を行った bl
uer
ubberbl
ebnevussyndr
omeの１例
KKR北陸病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学医学部付属病院 病理部３）
○木下 晶代１）、増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、谷内
毅２）
田畑 茂喜２）、荒能 義彦２）、清水 淳三２）、湊
宏３）
３４ 画像診断に苦慮した大腸粘膜下腫瘍の一例
富山赤十字病院 消化器科１）、同 外科２）
同 病理３）
○梶浦 新也１）、品川 和子１）、圓谷 朗雄１）、岡田
稲土 修嗣１）、芝原 一繁２）、前田 宜延３）

和彦１）

３５ Col
oni
cmucosubmucosalel
ongat
edpol
yp
（CMSEP）
の２例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）
○道鎭 正規１）、高橋 秀宏１）、石原慎一郎１）、平井 淳一１）
大西 定司１）、前川 直美１）、加藤 浩司１）、山本
誠１）
２）
２）
２）
松村光誉司 、木村 成里 、濱中 英樹
３６ 総胆管癌肉腫の１例
国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）、同 外科２）
同 研究検査科３）
○大原紀予章１）、高田 佳子１）、松田 尚登１）、松田耕一郎１）
太田
肇１）、足立 浩司１）、森本日出雄１）、竹川
茂２）
桐山 正人２）、小島 靖彦２）、川島 篤弘３）

３７ Per
i
ampul
l
ar
yadenomyomat
oushyper
pl
asi
aの１例
辰口芳珠記念病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理科３）
金沢大学医学部附属病院 消化器内科４）、同 病理部５）
○中田 智大１）、仲井 培雄１）、上田
博１）、吉光
裕２）
佐久間 寛２）、松原 藤継３）、岡田 俊英４）、湊
宏５）
３８ 興味深い十二指腸下行脚像を示した限局性膵炎の１例
公立羽咋病院 内科１）
○池田 直樹１）、米島 博嗣１）、鵜浦 雅志１）
３９ 急性膵炎で発症し、膵管ステントが随伴性膵炎のコント
ロールに有効であった膵癌の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
○毛利 久継１）、土山 智也１）、大坪公士郎１）、渡邊 弘之１）
澤武 紀雄１）
４０ 内視鏡的膵仮性嚢胞ドレナージの経験
福井県立病院 外科１）
○長谷川育子１）、奥田 俊之１）、林
裕之１）、加藤
新田 佳苗１）、大田 浩司１）、森下
実１）、宮永
関戸 伸明１）、道傳 研司１）、服部 昌和１）、細川
武田 孝之１）、谷川
裕１）、森田 信人１）

成１）
太門１）
治１）

第８７回

北陸地方会

日
会

時：平成１８年６月１８日㈰
場：福井県立大学 交流センター

会

長：福井県立病院

外科

細川

第１会場：１－２階 講堂
第２会場：３階 多目的ホール
治

◆ランチョンセミナー
「スクリーニング内視鏡検査における１㎜食道扁平上皮癌の拾い上げ診断」
昭和大学横浜市北部病院 消化器センター
井上 晴洋
◆会長講演
「内視鏡による胃癌拾い上げ診断」
福井県立病院 外科

細川

治

◆教育講演
「早期大腸癌に対する内視鏡診療の最前線」
広島大学 光学医療診療部

田中

信治

◆特別講演
「胆・膵内視鏡診断と治療の最前線」
手稲渓仁会病院 消化器病センター

真口

宏介

◆一般演題
０１ 組織学的に pseudosar
comat
ousgr
anul
at
i
onの像を呈し
た食道胃接合部化膿性肉芽腫（pyogeni
cgr
anul
oma）の１例
小松市民病院 内科１）
福井県立病院 外科２）
同 臨床病理科３）
十慈医院４）
又野
豊１）、後藤 善則１）、本田ゆかり１）、亀田 正二１）
細川
治２）、海崎 泰治３）、牧本 和生４）
０２ 好酸球性食道炎の一例
福井厚生病院 内科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
道鎭 正規１）、山本
誠１）、菅原 由夏１）、高橋 秀宏１）
若原 成行１）、大西 定司１）、平井 淳一１）、前川 直美１）
加藤 浩司１）、濱中 英樹２）、木村 成里２）、天谷 博一２）
佐々木 久２）、高橋 範雄３）
０３ 好酸球性胃腸炎の１例
金沢有松病院 外科１）
渡辺病理診断研究所２）
金沢大学 放射線科３）
横山 浩一１）、高畠 一郎１）、今川
渡辺騏七郎２）、服部 由紀３）、鈴木

健久１）、吉田
正行３）

０４ 進行胃癌を重複した食道原発悪性黒色腫の１例
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 病理科２）
吉田 貢一１）、牧野 奈々１）、前田 一也１）、菅原
佐々木正寿１）、松井 一裕２）

千尋１）

浩之１）

０５ 健常成人に発症したサイトメガロウィルス胃炎の一例
城北病院 内科１）、同 病理２）
坂本 茂夫１）、塩谷 昌彦１）、大野 健次１）、袖本 幸男２）
０６ 解離性大動脈瘤解離に合併した虚血性胃病変の一例
金沢市立病院 消化器科１）
辻
宏和１）、大石 尚毅１）、米島
學１）
０７ 最近当院で経験した胃早期粘膜癌の３例
越前町国民健康保険織田病院 外科１）
高嶋 吉浩１）、八木 大介１）、前田 重信１）

０８ 滲み出るような出血のみが所見であった進行胃癌の１例
公立羽咋病院 内科１）
池田 直樹１）、米島 博嗣１）、鵜浦 雅志１）
０９ 早期胃癌に対する ESD後に追加治療として外科的手術を
施行した１例
福井赤十字病院 外科１）、同 病理２）
佐久総合病院 胃腸科３）
宮地内科４）
藤井 秀則１）、土居 幸司１）、青竹 利治１）、松下 利雄１）
小西二三男２）、小山 恒男３）、宮地 英生４）
１０ 粘膜下腫瘍との鑑別が困難であった胃癌の一例
金沢社会保険病院 内科１）、同 外科２）、同 内視鏡部３）
金沢大学医学部附属病院 病理部４）
冨永
桂１）、善田 貴裕１）、舩木健一郎２）、谷口 桂三２）
喜多 一郎２）、竹下八洲男２）、高田 道明３）、湊
宏４）
１１ 粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃癌の１例
福井大学病院 第一外科１）
同 病理２）
永野 秀樹１）、小練 研司１）、本多
桂１）、村上
１）
１）
廣野 靖夫 、前田 浩幸 、五井 孝憲１）、石田
飯田
敦１）、片山 寛次１）、山口 明夫１）、今村

真１）
誠１）
好章２）

１２ 粘膜下腫瘍の形態を示した EBV関連胃癌の１例
富山大学医学部 第３内科１）
同 第２外科２）
付属病院 病理部３）
古川 真一１）、藤浪
斗１）、折原 正周１）、工藤 俊彦１）
１）
杉山 敏郎 、田澤 賢一２）、塚田 一博２）、福岡 順也３）
１３ 胃癌との鑑別が困難であった胃潰瘍の１例
浅ノ川総合病院 内科１）
石川県立中央病院 外科２）
同 内科３）
浜野 直通１）、荒木 一郎１）、小市 勝之１）、上野
村上
望２）、角谷 慎一２）、山田 哲司２）、大森

敏男１）
俊明３）

１４ cyanoacr
yl
at
eを用いた内視鏡的硬化療法が有効であった
孤立性胃静脈瘤の４例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
大坪公士郎１）、土山 智也１）、毛利 久継１）、渡邊 弘之１）
１５ 胃 ESDにおける術中・術後管理システムの検討
富山県立中央病院 内科１）
松田
充１）、平井
聡１）、冨田 俊二１）、島谷 明義１）
松田耕一郎１）、平松 活志１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
１６ 偶発症防止を考慮した胃 ESD
石川県立中央病院 消化器内科１）
竹村 健一１）、土山 寿志１）、鳴海
島崎 英樹１）

兼太１）、大森

俊明１）

１７ 内視鏡的胃内胃石砕石術を契機に改善した落下胃石による
小腸イレウスの１例
やわたメディカルセンター 消化器科１）、同 外科２）
河北中央病院 内科３）
小村 卓也１）、大堀
功１）、吉羽 秀麿２）、平野 勝康２）
川西
勝２）、丸川 洋平３）
１８ 内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した胃密在型多発過形成性
ポリープの一例
石川県立中央病院 一般・消化器内科１）
鳴海 兼太１）、土山 寿志１）、竹村 健一１）、大森 俊明１）
島崎 英樹１）
１９ 上腹部症状と胃炎・十二指腸炎の内視鏡所見の関連性
高岡市民病院 胃腸科１）
富山大学 光学医療診療部２）
八木
満１）、伊藤 博行１）、七澤
洋１）、田中三千雄２）
２０ カルチノイドとの鑑別が困難であった胃顆粒細胞腫の１例
福井県済生会病院 外科１）
同 病理２）
竹原
朗１）、浅田 康行１）、佐藤 嘉紀１）、寺田 卓郎１）
浅井 陽介１）、天谷
奨１）、堀田幸次郎１）、呉
哲彦１）
１）
１）
１）
土田
敬 、藤沢 克憲 、斉藤 英夫 、宗本 義則１）
笠原 善郎１）、三井
毅１）、飯田 善郎１）、三浦 将司１）
須藤 嘉子２）
２１ 胃粘膜の拡大内視鏡所見の定量解析の試み
市立砺波総合病院 外科１）
同 消化器科２）
同 病理３）
酒徳 光明１）、金子 真美１）、浅海 吉傑１）、家接
清原
薫１）、田畑
敏１）、野崎 善成１）、藤森
大和 太郎１）、中島 久幸１）、太田 英樹２）、稲邑
岡村 利之２）、寺畑信太郎３）

健一１）
英希１）
克久２）

２２ 経鼻的上部消化管内視鏡検査の経験ならびに苦痛調査
芳珠記念病院 消化器科１）
同 外科２）
金沢大学医学部附属病院 消化器内科３）
中田 智大１）、仲井 培雄１）、上田
博１）、吉光
裕２）
佐久間 寛２）、岡田 俊英３）
２３ 経鼻内視鏡の使用経験と検討
社会保険高岡病院１）
宮元
歩１）、金
辰彦１）、康山

俊学１）

２４ 経鼻内視鏡を用いたイレウスチューブ挿入の経験
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
柿木嘉平太１）、代田 幸博１）、西野 隆平１）、若林 時夫１）

２５ 長期間疝痛発作を繰り返した、十二指腸乳頭括約筋機能異
常症（SOD）の１例
公立丹南病院 内科１）、同 外科２）
福井大学医学部 第２内科３）、同 光学医療診療部４）
伊藤 重二１）、松田 秀岳１）、樋下 徹哉２）、大澤
武２）
２）
２）
３）
北島 竜美 、白崎 信二 、奥田 智行 、須藤 弘之４）
山崎 幸直４）
２６ 十二指腸下行部腺管絨毛腺腫の１切除例
福井総合病院 外科１）
金沢大学医学部 保健学科２）
森川 充洋１）、泉
俊昌１）、藤岡 雅子１）、林
恩地 英年１）、河原
栄２）
２７ 乳頭部を除く十二指腸腺腫の臨床病理学的検討
富山県立中央病院 内科１）
松田耕一郎１）、平松 活志１）、松田
充１）、平井
１）
１）
冨田 俊二 、島谷 明義 、荻野 英朗１）、野田

泰生１）

聡１）
八嗣１）

２８ 十二指腸下行脚腺腫 ESDでの遅発性穿孔の経験
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
土山 寿志１）、大森 俊明１）、鳴海 兼太１）、竹村 健一１）
島崎 英樹１）、平沼知加志２）、小泉 博志２）
２９ 肝細胞癌消化管浸潤の３例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
石原 睦子１）、北村 和哉１）、在原
上田 晃之１）、島上 哲朗１）、荒井
酒井 佳夫１）、水腰英四郎１）、中本
金子 周一１）

文教１）、寺島 健志１）
邦明１）、柿木嘉平太１）
安成１）、岡田 俊英１）

３０ 超高齢者総胆管結石に対する経乳頭的治療の現況
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
山本
真１）、林
裕之１）、中川 智和１）、大野 徳之１）
１）
富田 剛治 、奥田 俊之１）、大田 浩司１）、宮永 太門１）
道傳 研司１）、服部 昌和１）、細川
治１）、青柳 裕之２）
辰己
靖２）、伊部 直之２）
３１ バルーン式胃瘻チューブでいわゆる Bal
lval
vesyndr
ome
を来たした一例
かみいち総合病院 内科１）
佐藤 幸浩１）、中村
浩１）
３２ Longovert
ube併用経皮内視鏡的胃瘻造設術における胃
壁固定具の必要性の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
竹村 健一１）、土山 寿志１）、鳴海 兼太１）、大森 俊明１）
島崎 英樹１）
３３ 経胃瘻的空腸カテーテル挿入における工夫
福井県済生会病院 内科１）
橘医院２）
橘
良哉１）、２）、登谷 大修１）、冨田
学１）、真田
１）
１）
１）
小坂星太郎 、野ツ俣和夫 、田中 延善

拓１）

３４ 当院における上下部消化管出血に対する緊急内視鏡検査処
置の現状
福井県立病院 消化器内科１）
同 外科２）
青柳 裕之１）、早稲田洋平１）、大貫 敬三１）、岡田 和弘１）
林
宣明１）、辰巳
靖１）、伊部 直之１）、細川
治２）
３５ 当科における小腸内視鏡の現況
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
飯田 文世１）、林
宣明１）、三輪 一博１）、金子
１）
筑田 正史 、岡田 俊英１）

佳史１）

３６ 横行結腸 MALTリンパ腫の１例
金沢医科大学 消化器機能治療学１）
山田 真善１）、福羅 匡普１）、林
矢野 博一１）、尾崎 一晶１）、土島
川原
弘１）、高瀬修二郎１）

伸彦１）、福山
睦１）、島田

智基１）
昌彦１）

３７ 大量下血をきたした上行結腸 angi
odyspl
asi
aの一例
公立丹南病院 外科１）、同 内科２）
柿沼麻衣子１）、樋下 徹哉１）、野田 征宏１）、松田 秀岳２）
伊藤 重二２）、大澤
武１）、北島 竜美１）、白崎 信二１）
３８ 腫瘍性病変との鑑別を要した S状結腸癌術後吻合部への卵
管采迷入の１例
富山赤十字病院 外科１）
森山 秀樹１）、黒川
勝１）、斎藤健一郎１）、芝原 一繁１）
山村 浩然１）、長谷川 洋１）
３９ 腹腔鏡下切除を行った化膿性尿膜管嚢胞の１例
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
竹田内科クリニック２）
黒田有紀子１）、石黒
要１）、伴登 宏行１）、山田
２）
竹田 康男

哲司１）

４０ 腸重積で発症した横行結腸限局性嚢胞性大腸炎の１例
福井総合病院 外科１）
杉森 順二１）、森川 充洋１）、藤岡 雅子１）、林
泰生１）
１）
１）
恩地 英年 、泉
俊昌
４１ 当院での感染性腸炎の現状
福井循環器病院 消化器科１）
長谷川保弘１）、杉森 順二１）、澤井
田畑 信輔１）、田口 誠一１）

利次１）、藤島

由佳１）

４２ コレステロール塞栓により虚血性腸炎を来たした一例
福井大学医学部 第二内科１）、同 光学医療診療部２）
同 第一外科３）、同 病理部４）
松永 心祐１）、青木 創吾１）、三原 美香１）、真崎 竜邦１）
奥田 智行１）、稲垣 智子１）、根本 朋幸１）、李
相植１）
１）
１）
２）
伊藤 義幸 、栗山
勝 、須藤 弘之 、山崎 幸直２）
小練 研司３）、五井 孝憲３）、今村 好章４）

４３ ステロイド抵抗性を示し、手術療法を行った腸管型ベー
チェット病の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
同 病理部３）
林
宜明１）、飯田 文世１）、金子 佳史１）、三輪 一博１）
岡田 俊英１）、藤田 秀人２）、西村 元一２）、全
陽３）
４４ 口腔内アフタで発症し Cr
ohn病が疑われた２例
厚生連高岡病院 消化器科１）
岸
遂忠１）、斉藤奈津子１）、西田 泰之１）、平井 信行１）
寺田 光宏１）
４５ デスモプレッシンが奏功した Cr
ohn病の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
山本花奈子１）、鷹取
元１）、丹尾 幸樹１）、藤永 晴夫１）
北原 征明１）、飯田
宏１）、川口 和紀１）、加賀谷尚史１）
山下 竜也１）、酒井 明人１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）
金子 周一１）
４６ 開業後６年間で施行した TCF１万件の検討
はやかわクリニック１）
早川 康浩１）
４７ 内視鏡的結腸ポリープ切除術および粘膜切除術における予
防的 cl
i
ppi
ngの有用性
医療法人六生会宮地内科１）
福井赤十字病院 内科２）
同 消化器科３）
宮地 英生１）、西川 邦寿２）、道上
学３）

第８８回

北陸地方会

日
会

時：平成１８年１１月１９日㈰
場：独立行政法人国立病院機構

金沢医療センター

会

長：独立行政法人国立病院機構

金沢医療センター

第一会場：講堂
第二会場：大会議室
消化器科 森本日出雄

◆特別講演Ⅰ
「地域一体型 NSTにおける PEG 管理と内視鏡医の役割」
小川医院
小川

滋彦

◆特別講演Ⅱ
「大腸内視鏡 どこまで見える、 どこまで切れる？」
昭和大学横浜市北部病院消化器センター

文生

石田

◆教育講演会
判例検討を通してのリスクマネジメント －広島大学病院光学医療診療部の取り組み－
広島大学保健管理センター
日山
亨
◆ランチョンセミナー
「難治性食道胃静脈瘤に対する治療戦略」
北里大学東病院 消化器内科

日高

央

◆一般演題
０１ 食道粘膜下血腫の一例
市立砺波総合病院 消化器科１）
同 循環器科２）
○稲邑 克久１）、岡村 利之１）、太田
鷹取
治２）

英樹１）、杉本

立甫１）

０７ 顕微鏡的多発血管炎に合併した胃十二指腸病変の一例
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）、同 神経内科２）、同 病理部３）
○三原 美香１）、青木 創吾１）、大野
崇１）、松永 心祐１）
１）
１）
真崎 竜邦 、稲垣 智子 、須藤 弘之１）、伊藤 義幸１）
山崎 幸直１）、伊藤 晶子２）、藤井 明弘２）、栗山
勝２）
３）
今村 好章

０２ 非ホジキンリンパ腫治療後、口腔癌・中下咽頭癌術後に認
めた食道類基底細胞癌の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○飯田 文世１）、林
宣明１）、三輪 一博１）、金子 佳史１）
１）
筑田 正史 、岡田 俊英１）、金子 周一１）

０８ 健康成人に発症したサイトメガロウイルス（CMV）感染に
よる急性胃粘膜病変の一例
市立敦賀病院 消化器科１）、金沢大学 形態機能病理学２）
○浅井
純１）、原田 憲一２）

０３ 拡大内視鏡、NBI導入後の当院における食道癌診断
石川県立中央病院 消化器内科１）
○金子 佳史１）、土山 寿志１）、鳴海 兼太１）、竹村 健一１）
大森 俊明１）、島崎 英樹１）

０９ Russel
l body gast
r
i
t
i
sの１例
福井循環器病院 消化器科１）
福井大学医学部附属病院 病理部２）
○田口 誠一１）、田畑 信輔１）、法木 左近２）

０４ 魚骨による食道異物の１例
富山赤十字病院 外科１）
○中浜 克之１）、森山 秀樹１）、山村
加藤 寛城１）、斉藤健一郎１）、黒川
長谷川 洋１）

１０ 胃腺腫の内視鏡的切除後の瘢痕部に生じた過形成性ポリー
プの一例
富山大学附属病院 和漢診療科１）、同 光学医療診療部２）
○小尾 龍右１）、藤本
誠１）、岡
洋志１）、井上 博喜１）
１）
１）
渡辺 哲郎 、野上 達也 、八木 清貴１）、野崎 和也１）
嶋田
豊１）、田中三千雄２）

浩然１）、吉川
勝１）、芝原

０５ 魚骨により胃に穿孔を起こした一例
福井赤十字病院 消化器科１）
同 外科２）
○村松
篤１）、道上
学１）、門
卓生１）、大藤
１）
２）
斉藤 隆也 、土居 幸司

智晴１）
一茂１）

和也１）

０６ ANCA関連血管炎に合併し、ステロイドにて改善した消化
管 vascul
arect
asi
aの一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○在原 文教１）、柿木嘉平太１）、山本花奈子１）、藤永 晴夫１）
砂子 阪肇１）、鷹取
元１）、飯田
宏１）、加賀谷尚史１）
１）
１）
山下 竜也 、酒井 明人 、中本 安成１）、本多 政夫１）
岡田 俊英１）、金子 周一１）

１１ 当科において内視鏡治療を行った胃生検診断 Gr
oupⅢ病
変の検討
富山大学医学部 第三内科１）、同 第一病理学２）
同 光学医療診療部３）
○三輪 重治１）、安藤 孝将１）、蓮本 祐史１）、澤崎 拓郎１）
中嶋 隆彦１）、藤浪
斗１）、西川
潤１）、金山 雅美１）
１）
１）
山田 一樹 、小川 浩平 、宮嵜 孝子１）、細川
歩１）
１）
１）
１）
折原 正周 、工藤 俊彦 、杉山 敏郎 、高野 康雄２）
田中三千雄３）
１２ AFP,
PI
VKAI
I産生を示し巨大肝転移を認めた早期胃癌の１例
福井大学医学部 消化器外科１）
○小練 研司１）、西尾 慶子１）、加藤
成１）、永野 秀樹１）
１）
１）
本多
桂 、廣野 靖夫 、前田 浩幸１）、五井 孝憲１）
石田
誠１）、飯田
敦１）、片山 寛次１）、山口 明夫１）

１３ Bal
lval
vesyndr
omeをきたした胃癌の３例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○大野 徳之１）、細川
治１）、中川 智和１）、冨田
奥田 俊之１）、宮永 太門１）、林
裕之１）、道傳
服部 昌和１）、海崎 泰治２）

剛治１）
研司１）

１４ 当科における早期胃癌に対する粘膜剥離術（ESD）の検討
金沢医科大学病院 消化器機能治療学１）
○白枝 久和１）、松田
誠１）、岡村 英之１）、白枝 昌子１）
１）
大塚 俊美 、尾崎 一晶１）、矢野 博一１）、福羅 匡普１）
島田 昌彦１）、土島
睦１）、川原
弘１）、高瀬修二郎１）
１５ 早期胃癌内視鏡診断における酢酸散布法・拡大内視鏡検査の有用性
石川県立中央病院 消化器内科１）
○竹村 健一１）、土山 寿志１）、鳴海 兼太１）、金子 佳史１）
大森 俊明１）、島崎 英樹１）
１６ 胃粘膜下層剥離術（ESD）後に腺癌と診断された術前境界
病変症例の検討
福井県済生会病院 内科１）、同 検査部病理２）
金沢大学付属病院 病理部３）
○小坂星太郎１）、登谷 大修１）、冨田
学１）、真田
拓１）
１）
１）
１）
橘
良哉 、野ッ俣和夫 、田中 延善 、須藤 嘉子２）
全
陽３）
１７ 心窩部痛と低蛋白血症で発症し、ダブルバルーン小腸内視
鏡にて診断されたクローン病の一例
富山大学医学部 第３内科１）、同 病理学第二２）
同 附属病院病理部３）
富山赤十字病院 第２消化器科４）
○松岡
訓１）、宮嵜 孝子１）、板谷 優子１）、藤浪
斗１）
小川 浩平１）、細川
歩１）、折原 正周１）、工藤 俊彦１）
杉山 敏郎１）、石澤
伸２）、福岡 順也３）、品川 和子４）
１８ 原因不明の消化管出血例に対するダブルバルーン小腸内視
鏡施行例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、堀井 里和１）、平井
聡１）、冨田 俊二１）
１）
１）
島谷 明義 、松田耕一郎 、松田
充１）、荻野 英朗１）
野田 八嗣１）
１９ 小腸悪性リンパ腫の４例
厚生連高岡病院 消化器科１）、同 内科２）、同 外科３）
同 放射線科４）、同 病理診断科５）
○平井 信行１）、岸
遂忠１）、斉藤奈津子１）、小川 浩平１）
１）
西田 泰之 、寺田 光宏１）、経田 克則２）、野澤
寛３）
４）
５）
北川 清秀 、増田 信二
２０ 幼児が誤飲し、盲腸に停滞した歯科用麻酔針を、大腸内視
鏡にて摘出した１例
福井県立病院 外科１）
○中川 智和１）、服部 昌和１）、捻橋 紀久１）、大野 徳之１）
富田 剛治１）、奥田 俊之１）、伊藤 祥隆１）、大田 浩司１）
宮永 太門１）、林
裕之１）、道傳 研司１）、細川
治１）
１）
１）
１）
武田 孝之 、谷川
裕 、森田 信人
２１ 大腸アニサキス症の２例
高岡市民病院 胃腸科１）
○川西 祥宏１）、三原
弘１）、八木
七澤
洋１）

満１）、伊藤

博行１）

２２ 下部消化管内視鏡検査にて発見された腸結核の２例
富山県立中央病院 内科１）
○岩城 憲子１）、平松 活志１）、堀井 里和１）、平井
聡１）
冨田 俊二１）、島谷 明義１）、松田耕一郎１）、松田
充１）
１）
１）
荻野 英朗 、野田 八嗣

２３ Di
eul
af
oy潰瘍様の内視鏡像を呈した大腸動静脈奇形の１例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○石原 睦子１）、北村 和哉１）、丹尾 幸樹１）、寺島 健志１）
上田 晃之１）、島上 哲郎１）、荒井 邦明１）、川口 和紀１）
酒井 佳夫１）、水腰英四郎１）、中本 安成１）、岡田 俊英１）
金子 周一１）
２４ 特異な形態を示した狭窄型虚血性大腸炎の１例
福井県済生会病院 外科１）、同 病理２）
○佐藤 嘉紀１）、宗本 義則１）、寺田 卓郎１）、竹原
浅井 陽介１）、天谷
奨１）、堀田幸次郎１）、土田
藤澤 克憲１）、斉藤 英夫１）、笠原 善郎１）、三井
浅田 康行１）、飯田 善郎１）、三浦 将司１）、須藤
２５ 肉芽腫を伴った潰瘍性大腸炎の２例
金沢大学 消化器内科１）
○藤永 晴夫１）、北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、酒井
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）

朗１）
敬１）
毅１）
嘉子２）

佳夫１）
安成１）

２６ 炎症性筋腺管ポリープの一例
福井厚生病院 内科１）、同 循環器科２）、同 外科３）
○道鎭 正規１）、山本
誠１）、高橋 秀宏１）、若原 成行１）
大西 定司１）、平井 淳一１）、前川 直美１）、菅原 由夏２）
加藤 浩司２）、濱中 英樹３）、木村 成里３）、天谷 博一３）
佐々木 久３）
２７ 大量下血を来した S状結腸 i
nf
l
ammat
or
ymyogl
andul
ar
pol
ypの１例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
○西野 隆平１）、代田 幸博１）、若林 時夫１）
２８ 内視鏡的生検が大腸腺腫の肉眼的形態に及ぼす影響につい
ての検討
福井県立病院 外科１）、同 消化器内科２）、同 臨床病理科３）
○富田 剛治１）、道伝 研司２）、中川 智和２）、大野 徳之２）
奥田 俊之２）、伊藤 祥隆２）、大田 浩司２）、宮永 太門２）
林
裕之２）、服部 昌和２）、細川
治２）、武田 孝之２）
２）
２）
谷川
裕 、森田 信人 、大貫 敬三２）、早稲田洋平３）
青柳 裕之３）、辰巳
靖３）、伊部 直之３）、海崎 泰治３）
２９ 消化管に病変の主座を有するマントル細胞リンパ腫の１例
国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
同 臨床検査科２）
○重山
勇１）、松田 尚登１）、高田 佳子１）、太田
肇１）
１）
１）
２）
足立 浩司 、森本日出雄 、川島 篤弘
３０ LVFX投与にて退縮傾向を認めた大腸 MALTリンパ腫の１例
福井県立病院 消化器内科１）
同院 消化器外科２）
○青柳 裕之１）、早稲田洋平１）、大貫 敬三１）、辰巳
靖１）
伊部 直之１）、細川
治２）
３１ 典 型 的 な 転 移 性 腫 瘍 の 形 態 を 認 め た、悪 性 リ ン パ 腫
（di
f
f
usel
ar
geBcel
lt
ype）の一例
金沢医科大学病院 総合内科１）
○川浦
健１）、伊藤
透１）
３２ 特異な進展形式をとった盲腸癌の１例
国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
同 外科２）
同 臨床検査科３）
○高田 佳子１）、松田耕一郎１）、重山
勇１）、松田
太田
肇１）、足立 浩司１）、森本日出雄１）、竹川
桐山 正人２）、小島 靖彦２）、川島 篤弘３）

尚登１）
茂２）

３３ 大腸腫瘍の拡大観察（Pi
tpat
t
er
n観察）
不二越病院 外科１）、同 内科２）
○山本 克弥１）、杉木
実１）、大澤 幸治２）
３４ 直腸低位前方切除術後縫合不全に対する内視鏡検査の有用
性について
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○角谷 慎一１）、松之木愛香１）、平沼知加志１）、石黒
要１）
吉野 裕司１）、小泉 博志１）、森田 克哉１）、村上
望１）
１）
１）
伴登 宏行 、山田 哲司
３５ 内視鏡的痔核結紮術（EHL）の直後に急性心筋梗塞を来し
た一例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○鳴海 兼太１）、竹村 健一１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
大森 俊明１）、島崎 英樹１）
３６ 内視鏡的経鼻膵管ドレナージ（ENPD）が奏功した外傷性
膵炎に伴う膵仮性嚢胞の１例
金沢大学がん研究所 腫瘍内科１）
金沢大学大学院 がん局所制御学２）
○大坪公士郎１）、土山 智也１）、毛利 久継１）、北川 裕久２）
渡邊 弘之１）
３７ 当院における自己免疫性膵炎の長期経過
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
○守護 晴彦１）、大場
栄１）、河合 博志１）、卜部

健１）

３８ 内視鏡的副乳頭 EMRにより病理診断しえた I
PMTの１例
公立丹南病院 内科１）
福井県立病院 臨床病理２）
○小木 一豊１）、松田 秀岳１）、伊藤 重二１）、海崎 泰治２）

３９ 著明な胆嚢壁肥厚を認めた胆嚢腺筋腫症の一例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
○池田
悠１）、蓑内 慶次１）、舘野
誠１）、青山
樋上 義伸１）、高橋 洋一１）、角谷 直孝２）、山崎
齋藤 勝彦３）

庄１）
圭介２）

４０ 当院における経乳頭的総胆管結石切石術施行例における再
発例の検討
福井県立病院 外科１）、同 内科２）
○谷 悠紀子１）、林
裕之１）、宮永 太門１）、大野 徳之１）
１）
富田 剛治 、奥田 俊之１）、大田 浩司１）、道傳 研司１）
服部 昌和１）、細川
治１）、伊部 直之２）、辰巳
靖２）
４１ Bi
l
l
r
ot
hⅡ 法 胃 切 除 後 の EST困 難 例 に 対 し て、EPBD
チューブガイド下に needl
ekni
f
eにて ESTを施行した一例
北陸病院 内科１）、同 外科２）
○三林
寛１）、増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、村田 智美２）
綱村 幸夫２）、荒能 義彦２）、清水 淳三２）
４２ RouxenY再建後に生じた総胆管結石に対して上部消化管
内視鏡を用い EPBDを施行した１例
城北病院 内科１）
○坂本 茂夫１）、塩谷 昌彦１）、大野 健次１）
４３ 難治性後腹膜膿瘍に対して内視鏡的経鼻経胃ドレナージが
奏効した一例
国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
○林
武弘１）、松田 尚登１）、重山
勇１）、高田 佳子１）
太田
肇１）、足立 浩司１）、森本日出雄１）

第８９回

北陸地方会

日
会

時：平成１９年７月１日㈰
場：ホテルニチマ倶楽部

会

長：市立砺波総合病院

ザ・ホール
外科

酒徳

第一会場：ローンガーデン
第二会場：ライトコート
光明

◆ランチョンセミナー
「胃癌の診断・治療に拡大内視鏡は必要か」
東京女子医科大学八千代医療センター 内視鏡科

光永

篤

◆特別講演
「EUSによる消化管疾患の診断の現状と展開」
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 消化器内科

芳野

純治

◆教育講演
「胃内視鏡診断の基本－知っているつもりのあなたに問う－」
富山大学附属病院 光学医療診療部
田中三千雄
◆一般演題
０１ 内視鏡的に整復しえた食道裂孔ヘルニア胃嵌頓の１例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
○代田 幸博１）、石原 睦子１）、重山
勇１）、若林 時夫１）
０２ 食道・胃接合部に発生した低分化型食道腺癌の１例
富山赤十字病院 外科１）
○斎藤健一郎１）、芝原 一繁１）、西田 佑児１）、森山 秀樹１）
竹原
朗１）、佐々木正寿１）、小西 孝司１）
０３ ESDにて治療を行ったバレット食道癌の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 救急・総合診療部２）
○土山 寿志１）、吉光 雅志１）、林
宣明１）、金子
２）
島崎 英樹

１０ 安全かつ効率的な３点固定を用いた内視鏡的胃瘻造設術
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○川浦
健１）、伊藤
透１）
佳史１）

０４ Radi
usSur
gi
calSyst
em を用いた腹腔鏡下食道アカラシ
ア手術の１例
金沢大学 心肺・総合外科１）
金沢大学 地域医療学２）
○吉田 周平１）、稲木 紀幸２）、平能 康充１）、横井 健二１）
石川 紀彦２）、大村 健二１）、渡邊
剛１）
０５ 上部消化管内視鏡検査における sedat
i
on時の咽頭麻酔の
有益性の検討（検査低受容度患者での検討）
真生会富山病院 消化器科１）
富山大学 光学医療診療部２）
○河相
覚１）、真野 鋭志１）、平名 浩史１）、松村 孝之１）
田中三千雄２）
０６ 経鼻内視鏡（オリンパス N260および XP260N）の使用経
験
大野内科消化器科医院１）
○大野
克１）、田谷チズ子１）
０７ 当院健診内視鏡の近年の疾患動向の検討
福井県済生会病院 内科１）
○小坂星太郎１）、登谷 大修１）、冨田 俊二１）、真田
野ッ俣和夫１）、田中 延善１）

０９ 妊娠出産を契機に好酸球性胃腸炎を発症した潰瘍性大腸炎
の症例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○熊谷 将史１）、大幸 英喜１）、関
晃裕１）、小村 卓也１）
上田 晃之１）、大石 尚毅１）、島上 哲郎１）、柿木嘉平太１）
加賀谷尚史１）、酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）
酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）
金子 周一１）

拓１）

０８ バルーン拡張術により幽門部の良性狭窄が改善した一例
済生会富山病院 内科１）
○植田
亮１）、菓子井良郎１）、小川加奈子１）、岩本 真也１）

１１ 大腸内視鏡検査時の前処置が誘因と考えられた ESD後出
血の３症例
石川県立中央病院 消化器内科、救急・総合診療科１）
○吉光 雅志１）、林
宜明１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
１）
島崎 英樹
１２ 当院における出血性潰瘍の検討
厚生連高岡病院 消化器科１）
○西田 泰之１）、板谷 優子１）、齊藤奈津子１）、小川
平井 信行１）、寺田 光宏１）

浩平１）

１３ リツキシマブ、THPCOP療法が奏効した胃マントル細胞
リンパ腫の一例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○竹越
快、辻
重継、飯田 文世、三輪 一博、
余川順一郎、三林
寛、波佐谷兼慶、岡田 俊英、
金子 周一１）
１４ リンパ節転移陽性であった胃粘膜内高分化型腺癌の１例
越前町国民健康保険織田病院 外科１）
福井県立病院 外科２）
同 臨床病理科３）
○八木 大介１）、高嶋 吉浩１）、大野 徳之２）、奥田 俊之２）
細川
治２）、海崎 泰治３）
１５ リンパ節転移陽性であった１㎝大の I
p型早期食道胃接合部
癌の１例
金沢大学医学部附属病院 消化器・乳腺外科１）
○渡邉 利史１）、木南 伸一１）、舟木
洋１）、藤田 秀人１）
１）
１）
二宮
致 、伏田 幸夫 、藤村
隆１）、西村 元一１）
萱原 正都１）、太田 哲生１）

１６ 同時性４多発胃癌の一例
厚生連高岡病院 外科１）
○大島 正寛１）、原
拓央１）、奥田
尾山佳永子１）、加藤 秀明１）、野澤

俊之１）、太田
寛１）

尚宏１）

１７ 臓器貼り付け型トレーニングボックスを用いた胃瘻造設お
よび ESDトレーニングの試み
金沢大学 地域医療学１）
同 心肺・総合外科２）
○稲木 紀幸１）、大村 健二２）、吉田 周平２）、平能 康充２）
石川 紀彦１）、横井 健二２）、渡邊
剛２）
１８ 高齢者早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の検討
富山県立中央病院 内科１）
○堀井 里和１）、松田
充１）、丹尾 幸樹１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、松田耕一郎１）、平松 活志１）、荻野 英朗１）
野田 八嗣１）
１９ 内視鏡的乳頭切除術を施行した十二指腸腺腫の１例
富山県済生会富山病院 内科、富山病理診断センター１）
○岩本 真也１）、植田
亮１）、小川加奈子１）、菓子井良郎１）
１）
上山 栄美 、松能 久雄１）
２０ 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）にて穿孔きたし後腹膜膿
瘍形成するも保存的に改善しえた十二指腸腺腫の一例
八尾総合病院 消化器科・外科１）
富山大学付属病院 消化器内科２）
同 光学医療診療部３）
○芳炭 哲也１）、根塚 秀昭１）、齊藤 智裕１）、齊藤 光和１）
藤井 久丈１）、細川
歩２）、杉山 敏郎２）、田中三千雄３）
２１ 十二指腸原発 f
ol
l
i
cul
arl
ymphomaの２例
やわたメディカルセンター 消化器科１）
○藤永 晴夫１）、大堀
功１）、吉羽 秀麿１）、平野
１）
川西
勝
２２ 十二指腸 GI
STの一例
富山市民病院 内科１）、同 外科２）、同
○蓑内 慶次１）、舘野
誠１）、青山
高橋 洋一１）、廣澤 久志２）、経田

病理科３）
庄１）、樋上
淳２）、斉藤

勝康１）

義伸１）
勝彦３）

２３ 上部消化管出血を契機に診断された Osl
er
RenduWeber
病の一例
市立砺波総合病院 臨床研修科１）
同 消化器科２）
○稲谷 弘幸１）、稲邑 克久２）、岡村 利之２）、足立 浩司２）
杉本 立甫２）
２４ 活動性出血を認めた大腸 angi
oect
asi
aの一例
氷見市民病院 内科１）
○堀
幹夫１）、八木
満１）、國谷
等１）、芳尾

幸松１）

２５ 特異的な所見に乏しく、診断治療に苦慮した炎症性腸疾患
の一例
富山大学医学部 第三内科１）
富山赤十字病院 消化器科２）
○鈴木 庸弘１）、宮嵜 孝子１）、蓮本 祐史１）、山田 一樹１）
三原
弘１）、岸
遂忠１）、藤浪
斗１）、細川
歩１）
１）
１）
１）
折原 正周 、工藤 俊彦 、杉山 敏郎 、稲土 修嗣２）
２６ 重症心不全の経過中サイトメガロウイルス腸炎を併発し治
癒後に下部消化管狭窄をきたした一例
富山県立中央病院 内科１）
○山口
紫１）、島谷 明義１）、丹尾 幸樹１）、堀井 里和１）
平井
聡１）、松田耕一郎１）、平松 活志１）、松田
充１）
１）
１）
荻野 英朗 、野田 八嗣

２７ CTで高度の炎症所見を示した O157による出血性大腸炎
の１例
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
同 臨床検査科２）
○田中 章浩１）、丸川 洋平１）、林
武弘１）、高田 佳子１）
１）
１）
松田 尚登 、太田
肇 、森本日出雄１）、川島 篤弘２）
２８ 大腸憩室出血にキャップ装着内視鏡治療が奏効した一例
福井大学 消化器内科１）
○大野
崇１）、青木 創吾１）、真崎 竜邦１）、稲垣 智子１）
里見 聡子１）、大谷 昌弘１）、李
相植１）、須藤 弘之１）
伊藤 義幸１）、山崎 幸直１）
２９ 内視鏡的クリッピングにより止血した経直腸的前立腺生検
後の直腸出血
富山県立中央病院 内科１）
○西川 昌志１）、平松 活志１）、丹尾 幸樹１）、堀井 里和１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、松田耕一郎１）、松田
充１）
１）
１）
荻野 英朗 、野田 八嗣
３０ 大腸腫瘍の NBI観察
不二越病院 外科１）
○山本 克弥１）、杉木
実１）
３１ 大腸病変に対する内視鏡的粘膜下切開剥離術（ESD）施行
症例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、丹尾 幸樹１）、堀井 里和１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、松田耕一郎１）、松田
充１）、荻野 英朗１）
野田 八嗣１）
３２ 隆起型粘膜脱症候群の２内視鏡的切除例
公立能登総合病院 外科１）
金沢医科大学 病理２）
○吉村 大樹１）、中泉 治雄１）、徳楽 正人１）、守友
古川 幸夫１）、牛島
聡１）、勝田 省吾２）

仁志１）

３３ 小腸ダブルバルーン内視鏡で診断しえた COX2選択的阻
害薬が関与した小腸潰瘍の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○原
泰将１）、鷹取
元１）、野村 能元１）、中河 秀俊１）
１）
水野 秀城 、砂子阪 肇１）、荒井 邦明１）、加賀谷尚史１）
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）
中本 安成１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）
３４ 小腸内視鏡にて確認し得た空腸 GI
STの１例
金沢医科大学 消化器機能治療学１）
同 消化器外科治療学２）
○白枝 昌子１）、白枝 久和１）、大塚 俊美１）、林
山田 真善１）、川原
弘１）、高瀬修二郎１）、横井
２）
小坂 健夫

伸彦１）
美樹２）

３５ PED、PEJ症例では誤嚥性肺炎コントロールが予後を規定
する～ PED、PEJ
１７例の検討から～
城北病院 内科１）
○坂本 茂夫１）、大野 健次１）、塩谷 昌彦１）
３６ 悪性リンパ腫が術６年後回腸末端に再発し術前診断し得た
一例
福井県済生会病院 外科１）
○浅井 陽介１）、宗本 義則１）、石井 浩統１）、北村 祥貴１）
佐藤 嘉紀１）、滝沢 昌也１）、寺田 卓郎１）、天谷
奨１）
１）
１）
１）
堀田幸次郎 、小泉 博志 、土田
敬 、笠原 善郎１）
藤澤 克憲１）、三井
毅１）、浅田 康行１）、飯田 善郎１）

３７ 腹腔鏡下手術を施行した腸間膜リンパ管腫の１例
厚生連高岡病院 外科１）
四谷メディカルキューブ２）
○加藤 秀明１）、尾山佳永子１）、大島 正寛１）、奥田 俊之１）
太田 尚宏１）、原
拓央１）、野澤
寛１）、金平 永二２）
３８ ロボット支援手術－イタリア・ミセリコルディア病院での
経験－
金沢大学医学部 心肺・総合外科１）、同 地域医療学２）
○平能 康充１）、３）、稲木 紀幸２）、大村 健二１）、横井 健二１）
吉田 周平１）、石川 紀彦２）、渡邊
剛１）、Pa
l
e
pJ
H３）
Gi
u
l
i
a
n
o
t
t
iPC３）
３９ 十二指腸に嵌頓した胆石イレウスの一例
金沢赤十字病院 内科１）、同 外科２）
○方堂 祐治１）、寺崎 修一１）、西村 泰行１）、岩田
尾島 敏彦２）、西島 弘二２）、二上 文夫２）

章１）

４０ 十二指腸内腔へ逸脱した胆道金属ステントをアルゴンプラ
ズマ凝固法により切断し得た１例
金沢医科大学 消化器機能治療学１）
○尾崎 一晶１）、矢野 博一１）、川原
弘１）、高瀬修二郎１）

４１ ERBD／ ERPDが奏効した Lemmel様症候群の１例
福井県立病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
○高橋 直樹１）、冨永
桂１）、辻
重継１）、青柳 裕之１）
辰巳
靖１）、伊部 直之１）、細川
治２）
４２ 胃出血を伴った慢性膵炎急性増悪の一例
黒部市民病院 胃腸科１）
○冨田
学１）、東海 浩一１）、上山本伸治１）、中浜

亨１）

４３ 内視鏡と放射線照射にて治療した早期胆管癌の１例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○富田 剛治１）、林
裕之１）、大槻 忠良１）、平沼知加志１）
伊藤 祥隆１）、大田 浩司１）、宮永 太門１）、道伝 研司１）
服部 昌和１）、細川
治１）、武田 孝之１）、海崎 泰治２）
４４ I
PMNにおける術中検査の検討
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
○浅田 康行１）、石井 浩統１）、佐藤 嘉紀１）、寺田
浅井 陽介１）、天谷
奨１）、小泉 博志１）、土田
宗本 義則１）、藤沢 克憲１）、三井
毅１）、飯田
三浦 将司１）、登谷 大修２）

卓郎１）
敬１）
善郎１）

第９０回

北陸地方会

日
会

時：平成１９年１２月２日㈰
場：石川県地場産業振興センター

会

長：小川医院

小川

本館

第一会場：大ホール
第二会場：第一研修室

滋彦

◆特別講演
「内視鏡のもう一つの視点、緩和内視鏡治療」
東京慈恵会医科大学

鈴木

博昭

◆ランチョンセミナー
「臨床医のための消化器内視鏡と EBM」
大船中央病院

上野

文昭

◆会長講演
「地域医療における内視鏡医の視点」
小川医院

小川

滋彦

◆特別企画
テーマ「開業医と消化器内視鏡－その現状と展望－」
基調講演１：「当院における消化器内視鏡の歩み」
はらだ病院 旭川医大 臨床指導
原田 一道
基調講演２：「日帰り内視鏡手術の普及－開業医の出来る限界と安全性－」
神保消化器内科医院
神保 勝一
指定討論者：富山市医師会健康管理センター
五十嵐雅秀
大野内科消化器科医院
大野
克
竹田内科クリニック
竹田 泰男
はやかわクリニック
早川 泰浩
福田胃腸科外科
福田 和則
よしだ医院
吉田
誠
特 別 発 言：金沢大学 名誉教授
磨伊 正義
◆一般演題
０１ 食道異所性皮脂腺の一例
福井厚生病院 内科１）
同 外科２）
同 放射線科３）
○道鎭 正規１）、東田
元１）、高橋
１）
前川 直美 、菅原 由夏１）、加藤
濱中 英樹２）、長谷川保弘２）、木村
佐々木 久２）、山道
昇２）、高橋

秀宏１）、大西
浩司１）、山本
成里２）、天谷
範雄３）

定司１）
誠１）
博一２）

０２ 進行食道癌の放射線化学療法（CRT）後に大量吐血し I
VR
が有効であった１症例
福井県済生会病院 内科１）、同 放射線科２）
○小坂星太郎１）、登谷 大修１）、冨田 俊二１）、真田
拓１）
１）
１）
２）
野ッ俣和夫 、田中 延善 、宮山 士朗
０３ 当院における食道 ESD治療の現状
砺波総合病院 消化器科１）
同 外科２）
○稲邑 克久１）、岡村 利之１）、足立 浩司１）、酒徳
杉本 立甫２）

光明２）

０４ 内視鏡的粘膜下層剥離術を行った有茎性ポリープ様形態を
示した胃粘膜下異所腺の一例
金沢赤十字病院 内科１）
渡辺病理診断研究所２）
○寺崎 修一１）、岩田
章１）、方堂 祐治１）、渡辺騏七郎２）

０５ ESD後に適応外病変と判定された早期胃癌症例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○松田
充１）、堀井 里和１）、丹尾 幸樹１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、松田耕一郎１）、平松 活志１）、荻野 英朗１）
野田 八嗣１）
０６ 胃 ESDにおける潰瘍瘢痕を伴う病変への工夫
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 救急・総合診療科２）
おおもりクリニック３）
○土山 寿志１）、吉光 雅志１）、林
宣明１）、金子
島崎 英樹２）、大森 俊明３）

佳史１）

０７ 胃腫瘍の同時多発病変及びその見逃し病変の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
おおもりクリニック２）
石川県立病院 救急・総合診療科３）
○金子 佳史１）、吉光 雅志１）、林
宜明１）、土山 寿志１）
２）
３）
大森 俊明 、島崎 英樹
０８ 十二指腸球部に嵌入を確認し得た胃隆起性病変の４例
富山県立中央病院 内科１）
○矢野 正明１）、松田
充１）、丹尾 幸樹１）、堀井 里和１）
島谷 明義１）、松田耕一郎１）、平松 活志１）、荻野 英朗１）
野田 八嗣１）

０９ 直径６５㎜大の０－Ⅰ型早期胃癌の１例
福井大学医学部附属病院 第一外科１）
同 病理部２）
○渡邉 剛史１）、永野 秀樹１）、小練 研司１）、本多
村上
真１）、廣野 靖夫１）、前田 浩幸１）、五井
飯田
敦１）、片山 寛次１）、山口 明夫１）、今村

桂１）
孝憲１）
好章２）

１０ 内視鏡的核出術を施行した胃 GI
STの一例
福井県立病院 外科１）
同 臨床病理科２）
○宮永 太門１）、大槻 忠良１）、遠藤 直樹１）、平沼知加志１）
富田 剛治１）、伊藤 祥隆１）、道傳 研司１）、大田 浩司１）
服部 昌和１）、林
裕之１）、細川
治１）、海崎 泰治２）
１１ 内視鏡的に興味深い形態変化を観察しえた胃 GI
STの１例
福井県立病院１）
○大槻 忠良１）、宮永 太門１）、遠藤 直樹１）、平沼知加志１）
富田 剛治１）、伊藤 祥隆１）、道傳 研司１）、大田 浩司１）
服部 昌和１）、林
裕之１）、海崎 泰治１）、細川
治１）
１２ ヘ リ コ バ ク タ ー・ピ ロ リ 除 菌 療 法 が 奏 功 し た 腫 瘤 型 胃
MALTリンパ腫の一例
浅ノ川総合病院 内科１）
同 病理部２）
○浜野 直通１）、荒木 一郎１）、熊走 一郎１）、小市 勝之１）
武藤 綾子１）、上野 敏男１）、渡辺騏七郎２）
１３ 早期胃癌に併存し、術後の切除標本にて確定診断された胃
サルコイドーシスの１例
金沢大学 消化器・乳腺外科１）
石川県予防医学クリニック２）
○正司 政寿１）、木南 伸一１）、舟木
洋１）、藤田 秀人１）
二宮
致１）、伏田 幸夫１）、藤村
隆１）、西村 元一１）
１）
１）
萱原 正都 、太田 哲生 、魚谷 知佳２）
１４ 胃壁原発 cal
ci
f
yi
ngf
i
br
oust
umorの１例
富山赤十字病院 外科１）、同 病理２）
○北村 祥貴１）、竹原
朗１）、西田 佑児１）、森山
１）
斉藤健一郎 、芝原 一繁１）、佐々木正寿１）、小西
前田 宜延２）

秀樹１）
孝司１）

１５ 出血性胃潰瘍の内視鏡的止血後、潰瘍底に動脈瘤を形成し
た１例
国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
同 放射線科２）
○高田 佳子１）、林
武弘１）、丸川 洋平１）、松田 尚登１）
１）
太田
肇 、森本日出雄１）、牧田 伸三２）、小林 昭彦２）
１６ A型胃炎の３例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
○梶 喜一郎１）、在原 文教１）、大場
卜部
健１）

栄１）、河合

博志１）

１７ 胃からの EUSFNAにて診断し得た癌性腹膜炎の１例
あさひ総合病院１）
○丸山
仁１）、中本 美郁１）、平野 克治１）
１８ 胃瘻カテーテル交換後の簡便な胃内挿入確認方法－飲用茶
を利用し在宅でも行える確認法－
ふきあげ内科胃腸科クリニック（名古屋市）１）
○蟹江 治郎１）
１９ 胃瘻造設時に腹壁固定を併用したにもかかわらず、胃瘻カ
テーテル交換時に瘻孔損傷を来した３例
城北病院 内科１）
○坂本 茂夫１）、大野 健次１）

２０ 胃瘻造設前スクリーニング検査における経鼻内視鏡検査の
循環動態への影響の検討
かみいち総合病院 内科１）、同 外科２）
○野手 桃子１）、佐藤 幸浩１）、野手 洋雅２）、温井 剛史２）
丸岡 秀範２）、中村
浩１）
２１ 気管切開症例に対する経鼻内視鏡的経皮的胃瘻造設術
“Di
r
ect法”の経験
金沢市立病院 外科１）
○羽田 匡宏１）、大竹由美子１）、橋爪 泰夫１）
２２ 内視鏡的胃瘻造設術（PEG）における送気・急性胃拡張が
原因と考えられた胃粘膜裂創の一例
富山逓信病院 外科１）、富山大学 第二外科２）
○大上 英夫１）、渡辺 智子１）、２）、塚田 一博２）
２３ ２年８ヶ月の追跡を行いえた十二指腸ブルンネル腺過形成
の１例
小松市民病院 内科１）、福井県立病院 外科２）
済生会金沢病院 内科３）、福井県立病院 臨床病理科４）
○本田ゆかり１）、細川
治２）、代田 幸博３）、後藤 善則１）
１）
又野
豊 、亀田 正二１）、海崎 泰治４）
２４ 内視鏡的粘膜下層剥離術にて切除した、十二指腸腺腫の１例
富山県立中央病院 内科１）
○能勢知可子１）、平松 活志１）、矢野 正明１）、堀井 里和１）
丹尾 幸樹１）、島谷 明義１）、松田耕一郎１）、松田
充１）
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
２５ EMRにて遅発性穿孔をきたした十二指腸癌の一例
城北病院 内科１）
同 外科２）
○大野 健次１）、坂本 茂夫１）、塩谷 昌彦１）、斉藤 典才２）
２６ 奇異な膵管像を示した ERCPの一例
福井厚生病院 内科１）、同 循環器科２）、同 放射線科３）
○高橋 秀宏１）、山本
誠１）、道鎭 正規１）、東田
元１）
１）
１）
２）
前川 直美 、大西 定司 、加藤 浩司 、菅原 由夏２）
高橋 範雄３）
２７ 胆管癌との鑑別に苦慮した外傷性総胆管狭窄の１例
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）
同 光学医療診療部２）、同 消化器外科３）
○荻野 和雄、里見 聡子、大谷 昌弘、松田 秀岳
大野
崇、真崎 竜邦、李
相植、根本 朋幸
須藤 弘之、伊藤 義幸、小練 研司、山口 明夫
山崎 幸直
２８ Bi
l
l
r
ot
hⅡ法再建胃の ESTにおいて２チャンネル直視鏡が
有用であった３例
KKR北陸病院 内科１）、同 外科２）
金沢大学医学部附属病院 消化器内科３）
はしもと内科クリニック４）
○増永 高晴１）、真田 治人１）、篠崎 公秀１）、石川 紀彦２）
綱村 幸夫２）、荒能 義彦２）、清水 淳三２）、三林
寛３）
橋本 憲三４）
２９ 小腸ダブルバルーン内視鏡下胆道造影にて診断しえた生体
肝移植後胆管空腸吻合部狭窄の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○熊谷 将史１）、柿木嘉平太１）、上田 晃之１）、大石 尚毅１）
大幸 英喜１）、島上 哲郎１）、加賀谷尚史１）、酒井 佳夫１）
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本 安成１）
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）、高村 博之１）
谷
卓１）

３０ 空腸迷入膵の１例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○波佐谷兼慶１）、飯田 文世１）、三林
寛１）、三輪
岡田 俊英１）、金子 周一１）

一博１）

３１ 保存的に軽快した腸重積後に待機的にシングルバルーン小
腸内視鏡下ポリペクトミーを施行した Peut
zJ
egher
s症候
群の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 救急・総合診療科２）
○林
宣明１）、吉光 雅志１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
島崎 英樹２）
３２ シングルバルーン小腸内視鏡にて診断し得た多発小腸潰瘍
の１例
珠洲市総合病院１）
○竹村 健一１）、坂下 俊樹１）、波佐谷兼網１）
３３ 原因不明消化管出血２例に対するカプセル内視鏡と小腸ダ
ブルバルーン内視鏡の使用経験
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○中河 秀俊１）、鷹取
元１）、小村 卓也１）、水野 秀城１）
１）
砂子阪 肇 、荒井 邦明１）、加賀谷尚史１）、酒井 佳夫１）
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本 安成１）
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）
３４ 下血を契機に発見された回腸悪性リンパ腫の１例
金沢医科大学 消化器機能治療学１）、同 消化器外科治療学２）
○白枝 久和１）、白枝 昌子１）、山田 真善１）、林
伸彦１）
福山 智基１）、土島
睦１）、川原
弘１）、高瀬修二郎１）
横井 美樹２）、小坂 建夫２）
３５ ６４列マルチスライス CTを使用した vi
r
t
ualcol
onogr
aphy
と vi
r
t
ualcol
onoscopyの経験
医療法人社団中央会金沢有松病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学 放射線科３）
○高畠 一郎１）、加藤 洋介１）、今川 健久１）、吉田 千尋１）
飯田 宗穂２）、鈴木 正行３）
３６ 当クリニックでの Vi
r
t
ualEndoscopyの試み
金沢メディカルステーションヴィーク 乳腺科、内視鏡科１）
○横山 浩一１）
３７ 透析患者に見られた大腸粘膜下血腫の一例
公立丹南病院１）
○小木 一豊１）、伊藤 重二１）、斉藤 隆也１）
３８ 縦走する潰瘍性病変を呈した高齢者アメーバ性大腸炎の１例
福井県立病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 臨床病理科３）
○青柳 裕之１）、伊部 直之１）、高橋 直樹１）、冨永
桂１）
１）
１）
２）
辻
重継 、辰巳
靖 、細川
治 、海崎 泰治３）

３９ 屈曲を伴う狭窄病変に対して、段階的バルン拡張術が有効
であった大腸クローン病の一例
KKR北陸病院 消化器科１）
○真田 治人１）、増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、村田 智美１）
荒能 義彦１）、清水 淳三１）、綱村 幸夫１）
４０ 狭窄部生検で癌化を疑い大腸亜全摘除を施行した潰瘍性大
腸炎の１例
公立能登総合病院 研修医１）、同 外科２）
金沢医科大学 病理３）
○小野 有季１）、中泉 治雄２）、徳楽 正人２）、守友 仁志２）
古川 幸夫２）、牛島
聡２）、田中 卓三３）
４１ 興味深い画像所見を呈した l
ymphangi
osi
s型４型大腸癌
の一例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 外科２）
てらなかクリニック３）
○石原 睦子１）、重山
勇１）、代田 幸博１）、早稲田龍一２）
２）
龍沢 泰彦 、若林 時夫２）、寺中 正昭３）
４２ 直腸癌術後２４年後吻合部に認められた直腸癌の１例
金沢医療センター 外科１）、同 臨床検査科２）
○藤本
悟１）、桐山 正人１）、新村 篤史１）、道輪 良男１）
黒阪 慶幸１）、竹川
茂１）、小島 靖彦１）、笠島 里美２）
川島 篤弘２）
４３ S状結腸に浸潤再発した、卵巣奇形腫の１例
福井県立病院 外科１）、同院 臨床病理科２）
○遠藤 直樹１）、道傳 研司１）、白崎 礼美１）、竹内
大槻 忠良１）、富田 剛治１）、平沼知加志１）、伊藤
大田 浩司１）、宮永 太門１）、林
裕之１）、服部
細川
治１）、武田 孝之１）、海崎 泰治２）

明子１）
祥隆１）
昌和１）

４４ 大腸腫瘍 ESD標準化に向けた手技の工夫とその成績
石川県立中央病院 消化器内科１）、おおもりクリニック２）
○山田 真也１）、吉光 雅志１）、林
宣明１）、金子 佳史１）
土山 寿志１）、大森 俊明２）
４５ 内視鏡的粘膜下層剥離術に際し、肛門管扁平上皮の切開を
必要とした肛門管癌および下部直腸癌の２症例
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、矢野 正明１）、堀井 里和１）、丹尾 幸樹１）
島谷 明義１）、松田耕一郎１）、松田
充１）、荻野 英朗１）
野田 八嗣１）
４６ 開腹既往のある患者に対する腹腔鏡補助下結腸切除術の検討
石川県立中央病院 一般消化器外科１）
○石黒
要１）、小竹 優範１）、伴登 宏行１）、高柳 智保１）
松之木愛香１）、角谷 慎一１）、稲木 紀幸１）、黒川
勝１）
１）
１）
１）
吉野 裕司 、森田 克哉 、山田 哲司

第９１回
日
会
会

北陸地方会

時：平成２０年６月２９日㈰
場：福井県済生会病院 第一会場：研修講堂
第二会場：大研修室
長：福井県済生会病院 内科 登谷 大修

◆ランチョンセミナー
「経鼻内視鏡の実際とメリット」～安全で人にやさしい検査をめざして～
出雲中央クリニック
宮脇 哲丸
◆教育講演
「EUS診断の現状と今後」
京都第二赤十字病院 消化器科

安田健治朗

◆特別講演
「ムコゼクトームを用いた内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
」
岡山大学病院 光学医療診療部
河原 祥朗
◆一般演題
０１ 食道 ver
r
uci
f
or
m xant
homaの一例
福井厚生病院消化器病センター 内科１）、同 外科２）
○道鎭 正規１）、東田
元１）、高橋 秀宏１）、山本
長谷川保弘２）、木村 成里２）、天谷 博一２）、佐々木
濱中 英樹２）

誠１）
久２）

０２ 毎年の胃集検にて異常なく１
８年度集検を受けず、たまたま
受けた胃内視鏡検査にて発見された未分化早期癌の一例
福井市岩井病院１）
○岩井 法彦１）、岩井 晃男１）、岩井佳世子１）、中永 悠子１）
堂前 敏子１）、野坂昭一郎１）
０３ 蛋白漏出性胃癌により腹水、下腿浮腫を呈した肝硬変の一例
市立砺波総合病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○岡村 利之１）、稲邑 克久１）、足立 浩司１）、酒徳 光明２）
浅海 吉傑２）、寺畑信太郎３）
０４ 早期胃癌内視鏡治療中に発見されたアメリカ鉤虫の一例
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
金沢医科大学生体感染防御 医動物学教室２）
○川浦
健１）、池田 照明２）、伊藤
透１）
０５ 腹腔鏡補助下にて切除した胃前庭部脂肪腫の一例
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）
森明弘クリニック２）
○高柳 智保１）、稲木 紀幸１）、角谷 慎一１）、山本 道宏１）
小竹 優範１）、黒川
勝１）、森田 克哉１）、伴登 宏行１）
山田 哲司１）、森
明弘２）
０６ 分化型早期胃癌治療法決定に関わる術前診断能の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 救急総合診療科２）
同 一般消化器外科３）、同 病理科４）
○金子 佳史１）、平野
桂１）、稲垣 聡子１）、早稲田洋平１）
１）
後藤 義則 、三輪 一博１）、山田 真也１）、土山 寿志１）
島崎 英樹２）、角谷 慎一３）、稲木 紀幸３）、山田 哲司３）
片柳 和義４）、車谷
宏４）
０７ 未分化型早期胃癌 ESD後に垂直断端陽性にて幽門側胃切
除を施行した一例
八尾総合病院 外科１）、同 消化器科２）
株式会社アルプ３）
○羽土
優１）、芳炭 哲也１）、根塚 秀昭１）、齊藤 智裕１）
齊藤 光和１）、藤井 久丈１）、山田 一樹２）、南部 修二２）
小田 惠夫３）

０８ 当院における胃癌に対する ESD症例を検討
福井県立病院 外科 内科 臨床病理科１）
○宮永 太門１）、細川
治１）、木村 洋平１）、田中伸世佳１）
遠藤 直樹１）、浅海
潔１）、平沼知加志１）、伊藤 祥隆１）
大田 浩司１）、林
裕之１）、道傳 研司１）、服部 昌和１）
武田 孝之１）、伊部 直之１）、海崎 泰治１）
０９ ESD困難症例に対する手技の工夫
富山県立中央病院 内科１）
○松田
充１）、林
智之１）、西川 昌志１）、矢野
１）
平井
聡 、島谷 明義１）、松田耕一郎１）、平松
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

正明１）
活志１）

１０ 当院早期胃癌 ESD施行例における胃穿孔例の検討
福井県済生会病院 内科１）
○小坂星太郎１）、登谷 大修１）、原
泰将１）、松田 尚登１）
真田
拓１）、野ッ俣和夫１）、田中 延善１）
１１ 三年半経過を見てしまった大腸アメーバ赤痢の一例
金沢市１）
アルプ KK２）
○荻野 知己１）、中西
功２）
１２ 当院における大腸憩室出血症例の検討
厚生連高岡病院 消化器科１）
○西田 泰之１）、塚田健一郎１）、齊藤奈津子１）、小川
平井 信行１）、寺田 光宏１）
１３ 虫垂 S状結腸瘻の一例
福井大学医学部 第一外科１）
○貴志 詠廉１）、永野 秀樹１）、山崎
小練 研司１）、本多
桂１）、村上
前田 浩幸１）、五井 孝憲１）、飯田
山口 明夫１）

高宏１）、藤岡
真１）、廣野
敦１）、片山

浩平１）

雅子１）
靖夫１）
寛次１）

１４ 腸重積を惹起した若年性ポリープに対して内視鏡的ポリペ
クトミーを行った一例
石川県立病院 消化器内科１）
同 救急・総合診療科２）
○早稲田洋平１）、平野
桂１）、稲垣 聡子１）、後藤 善則１）
山田 真也１）、三輪 一博１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
島崎 英樹２）

１５ 重症型潰瘍性大腸炎（UC）に対するシクロスポリン（CyA）
持続静注療法の実際
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○玉井 利克１）、砂子阪 肇１）、堀井 里和１）、方堂 祐治１）
大石 尚毅１）、柿木嘉平太１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）
中本 安成１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）
１６ 放射線療法が著効した直腸 MALTリンパ腫の一例
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）
大野内科消化器科医院２）
○内藤 達志１）、森瀬 涼子１）、高橋 和人１）、松田 秀岳１）
大野
崇１）、真
竜邦１）、里見 聡子１）、大谷 昌弘１）
１）
李
相植 、根本 朋幸１）、須藤 弘之１）、伊藤 義幸１）
山崎 幸直１）、大野
克２）

２５ カプセル内視鏡の経験
金沢メディカルステーションヴィーク 外科（乳腺・内視鏡）１）
（医）藤聖会八尾総合病院 外科・消化器科２）
○横山 浩一１）、齊藤 光和２）、南部 修二２）、根塚 秀昭２）
齊藤 智裕２）、芳炭 哲也２）、山田 一樹２）
２６ 無βリポ蛋白血症患者におけるカプセル内視鏡の経験
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○波佐谷兼慶１）、林
宣明１）、大貫 敬三１）、三林
寛１）
１）
１）
岡田 俊英 、金子 周一
２７ カプセル内視鏡にて出血性小腸毛細血管拡張を観察しえた
GAVEの二例
金沢市立病院 消化器科１）
○辻
宏和１）、田中 章浩１）、米島
學１）

１７ 巨大直腸腫瘍 ESD後に狭窄症状を来した一症例
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 救急・総合診療科２）
○山田 真也１）、平野
桂１）、早稲田洋平１）、稲垣 聡子１）
三輪 一博１）、金子 佳史１）、後藤 善則１）、土山 寿志１）
島崎 英樹２）

２８ カプセル内視鏡で診断しえた回腸潰瘍の一例
金沢市立病院 消化器科１）、ナガサト太陽クリニック２）
金沢大学医学部附属病院 消化器内科３）
○田中 章造１）、辻
宏和１）、米島
學１）、永里
敦２）
加賀谷尚史３）、金子 周一３）

１８ 乳児期の腸切除が原因と思われる盲係蹄症候群の一例
福井総合病院 外科１）
○中川 智和１）、泉
俊昌１）、澤井 利次１）、田畑 信輔１）
１）
恩地 英年

２９ カプセル内視鏡が滞留した Cr
ohn病の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○神野 正隆１）、鷹取
元１）、丹尾 幸樹１）、寺島
１）
上田 晃之 、荒井 邦明１）、加賀谷尚史１）、山下
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井
中本 安成１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子

１９ 肛門内括約筋切除により肛門を温存する腹腔鏡下直腸低位
前方切除術の経験
石川県立中央病院 消化器外科１）
同 消化器内科２）
○伴登 宏行１）、山本 道宏１）、小竹 優範１）、山田 哲司１）
金子 佳史２）、土山 寿志２）
２０ 十二指腸吐下血を来たし、反復する腹痛のため第ⅩⅢ因子製
剤投与およびステロイドパルス療法が必要であった
HenochSchänl
ei
n紫斑病の一例
福井赤十字病院 消化器科１）
同 皮膚科２）
同 病理部３）
○稲垣 智子１）、青木 創吾１）、松永 心佑１）、村松
篤１）
１）
２）
２）
道上
学 、中川 有仁 、西村 陽一 、小西二三男３）

健志１）
太郎１）
明人１）
周一１）

３０ 術前にカプセル内視鏡を施行できた小腸型クローン病の一例
福井県済生会病院 外科１）、同 内科２）
○高嶋 吉浩１）、宗本 義則１）、天谷
奨１）、木村 雅代１）
石井 浩統１）、大西 顕司１）、寺田 卓郎１）、堀田幸次郎１）
小泉 博志１）、土田
敬１）、藤澤 克憲１）、笠原 善郎１）
１）
三井
毅 、飯田 善郎１）、三浦 將司１）、小坂星太郎２）
登谷 大修２）
３１ 右上腹部痛を契機に診断された輪状膵の一例
福井厚生病院消化器病センター 内科１）、同 外科２）
○東田
元１）、道鎮 正規１）、高橋 秀宏１）、山本
誠１）
長谷川保弘２）、佐々木 久２）、天谷 博一２）、木村 成里２）
濱中 英樹２）

２１ 無症状で指摘され、画像上血管腫と思われた十二指腸粘膜
下腫瘍の１例
城北病院 内科１）
○坂本 茂夫１）、大野 健次１）

３２ 胆管炎を繰り返す膵胆管高位合流に対し ESTを施行した一例
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 内科２）
○棚田 安子１）、前田 一也１）、牧野 奈々１）、村杉 桂子１）
吉田 貢一１）、菅原 浩之１）、村上
望１）、新敷 吉成２）

２２ 内視鏡的診断が困難であった十二指腸腺腫の一例
福井県立病院 消化器内科１）
同 外科２）
○辻
重継１）、冨永
桂１）、青柳 裕之１）、辰巳
伊部 直之１）、宮永 太門２）、細川
治２）

３３ 膵癌による胆管狭窄をきたした Bi
l
l
r
ot
h-Ⅱ法再建症例に
対し Sengst
akenBl
akemor
et
ubeを用いて、胆管ステント
を挿入した一例
真生会富山病院 消化器内科１）
○松村 孝之１）、河相
覚１）、真野 鋭志１）、平名 浩文１）

靖１）

２３ Br
unner腺過形成からの発癌が疑われた早期十二指腸癌の
二例
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
○中河 秀俊１）、丸川 洋平１）、林
武弘１）、在原 文教１）
１）
１）
高田 佳子 、太田
肇 、森本日出雄１）
２４ ダブルバルーン内視鏡が診断に有用であった小腸悪性リン
パ腫の四例
富山県立中央病院 内科１）
○金森 岳広１）、平松 活志１）、舩木 雅也１）、西川 昌志１）
林
智之１）、矢野 正明１）、平井
聡１）、島谷 明義１）
１）
１）
松田耕一郎 、松田
充 、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

３４ 当院における切除不能悪性胆道狭窄に対する経乳頭的胆道
ステントの現状
富山県立中央病院 内科１）
○島谷 明義１）、西川 昌志１）、林
智之１）、矢野 正明１）
１）
１）
平井
聡 、松田耕一郎 、平松 活志１）、松田
充１）
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
３５ 極短期間で閉塞した悪性胆道狭窄に対し挿入したカバード
メタリックステント
かみいち総合病院 内科１）、同 外科２）
○佐藤 幸浩１）、温井 剛史２）、丸岡 秀範２）

３６ 錠剤型腸管洗浄剤におけるアンケート結果および使用経験
富山県立中央病院 内科１）
○松田耕一郎１）、西川 昌志１）、林
智之１）、矢野 正明１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、平松 活志１）、松田
充１）
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

３８ 当院での半固形化栄養剤を用いた胃瘻による栄養管理法
富山市民病院 内科１）
○島谷 明義１）、西川 昌志１）、林
智之１）、矢野 正明１）
平井
聡１）、松田耕一郎１）、平松 活志１）、松田
充１）
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

３７ 内視鏡を用いる胃瘻チューブ交換法－スクリーニング観察
を行うことの有用性－
公立丹南病院 内科１）
○齋藤 隆也１）、伊藤 重二１）、内山
崇１）、黒田有紀子１）
１）
１）
熊野 貴規 、福島
栄

３９ 異なる PETの集積性を示した多重癌の１例
福井県済生会病院 内科１）
○原
泰将１）、松田 尚登１）、真田
拓１）、小坂星太郎１）
１）
１）
野ッ俣和夫 、登谷 大修 、田中 延善１）

第９２回

北陸地方会

日
会

時：平成２０年１１月９日㈰
場：金沢大学医学類講義棟Ｇ棟

会

長：金沢赤十字病院

外科

第一会場：第三講義室
第二会場：第四講義室
西村 元一

◆シンポジウム
「早期胃がんの内視鏡的治療」
司
会：富山赤十字病院 第１消化器科
稲土 修嗣
福井県立病院 外科
細川
治
１．早期胃癌の内視鏡的治療 －当科の現状（ESD導入初期の成績）－
福井赤十字病院 消化器科１）
○道上
学１）
２．当院における早期胃癌内視鏡治療の現状
富山赤十字病院 消化器科１）
○品川 和子１）、稲土 修嗣１）
３．当院における早期胃癌 ESD
富山県立中央病院 内科（消化器）１）
○松田
充１）、林
智之１）、西川 昌志１）、矢野 正明１）、平井
聡１）、島谷 明義１）
１）
１）
１）
１）
松田耕一郎 、平松 活志 、荻野 英朗 、野田 八嗣
４．当院における胃 ESDI
Tナイフの立場から
石川県立中央病院 消化器内科１）
○土山 寿志１）
５．早期胃癌内視鏡治療における ESD（内視鏡的粘膜下層切開剥離法）の標準化への試み
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○伊藤
透１）、川浦
健１）、濱田
和１）、浦島左千夫１）
６．当院における胃癌手術症例から見た ESD適応病変の検討
福井県立病院 外科１）、同 内科２）、同 臨床病理科３）
○宮永 太門１）、細長
治１）、浅海 吉傑１）、伊部 直之２）、海崎 泰治３）
７．早期胃癌に対する ESDの適応－外科の視点から
金沢大学 消化器・乳腺外科１）、金沢医科大学 内視鏡科２）、同 一般消化器外科３）
○木南 伸一１，３）、藤村
隆１）、尾山 勝信１）、舟木
洋１，３）、藤田 秀人１）、二宮
致１）
伏田 幸夫１）、萱原 正都１）、太田 哲生１）、伊藤
透２）、小坂 健夫３）
◆特別講演
「大腸癌新しい診断―pi
tpat
t
er
n診断から超拡大内視鏡まで」
昭和大学横浜北部病院 消化器センター
工藤 進英
◆崎田賞受賞特別講演
「北陸地方における内視鏡の幕開け」
伊藤病院

伊藤

博

◆ランチョンセミナー
「大腸腫瘍診断のトピックス」
久留米大学医学部附属病院

鶴田

修

内視鏡センター

◆一般演題
０１ 咽頭上皮内癌の内視鏡治療の経験
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 消化器外科２）
○土山 寿志１）、平野
桂１）、早稲田洋平１）、稲垣
１）
後藤 善則 、三輪 一博１）、山田 真也１）、金子
高柳 智保２）、角谷 慎一２）、稲木 紀幸２）

聡子１）
佳史１）

０２ 表在食道癌術前診断の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 外科２）
同 病理科３）
○金子 佳史１）、平野
桂１）、早稲田洋平１）、後藤
１）
三輪 一博 、山田 真也１）、土山 寿志１）、角谷
稲木 紀幸２）、片柳 和義３）、車谷
宏３）、山田

善則１）
慎一２）
哲司２）

０３ リンパ節再発を来たした T１ a食道癌の２例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○成瀬 貴之１）、宮永 多門１）、浅海 吉傑１）、木村
田中 伸佳１）、遠藤 直樹１）、平沼知加志１）、林田
伊藤 祥隆１）、大田 浩司１）、道傳 研司１）、林
服部 昌和１）、細川
治１）、武田 孝之１）、海崎
０４ 食道バルーン拡張術後の脳膿瘍の一例
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）
○高橋 和人１）、内藤 達志１）、森瀬 涼子１）、松田
大野
崇１）、真崎 竜邦１）、里見 聡子１）、大谷
李
相植１）、根本 朋幸１）、須藤 弘之１）、伊藤
山崎 幸直１）

洋平１）
有市１）
裕之１）
泰治２）

１）

秀岳
昌弘１）
義幸１）

０５ 胃体上部小彎の GI
STに対する、経皮的内視鏡下胃内＆腹
腔鏡下アプローチ併用による胃部分切除術の１例
石川県立中央病院 一般・消化器外科１）
同 消化器内科２）
○稲木 紀幸１）、高柳 智保１）、村田 智美１）、山本 道宏１）
角谷 慎一１）、小竹 優範１）、黒川
勝１）、吉野 裕司１）
森田 克哉１）、伴登 宏行１）、山田 哲司１）、平野
桂２）
２）
２）
２）
早稲田洋平 、山田 真也 、三輪 一博 、金子 佳史２）
後藤 善則２）、土山 寿志２）
０６ 胃ポリープ EMR後に対側壁に巨大潰瘍をきたした１例
公立南砺中央病院 消化器科１）
金沢医科大学 内視鏡科２）
同 消化器内科３）
○丸山
仁１）、石澤 清宏１）、岡村 英之１）、根井 仁一１）
浦島左千夫２）、山田 真善３）、林
伸彦３）、有沢 富康３）
０７ 当院における術前生検 Gr
oup３の内視鏡的切除例の臨床
的検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○三輪 一博１）、平野
桂１）、稲垣 聡子１）、早稲田洋平１）
後藤 義則１）、山田 真也１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
０８ Phot
oDynami
cTher
apy（PDT）が有効であった肝硬変
に合併した胃癌の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○堀井 里和１）、鷹取
元１）、神野 正隆１）、寺島 健志１）
１）
砂子阪 肇 、荒井 邦明１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）
中本 安成１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）
０９ 検診の上部消化管内視鏡で発見された３重癌の一例
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○浜田
和１）、川浦
健１）、浦島左千夫１）、伊藤
透１）
１０ 胃 ESDにおける大腸内視鏡検査の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）、平野
桂１）、早稲田洋平１）、稲垣
三輪 一博１）、金子 佳史１）、後藤 善則１）、土山

聡子１）
寿志１）

１１ 酸性洗剤誤飲による出血性胃潰瘍後に著明な胃狭窄をきた
した１例
厚生連高岡病院 消化器科１）、同 外科２）
○小川 浩平１）、塚田健一郎１）、齋藤奈津子１）、西田 泰之１）
平井 信行１）、寺田 光宏１）、原
拓央２）
１２ 特異な血管像を呈した、胃出血の一例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
加賀市民病院２）
○波佐谷兼慶１）、辻
重継１）、林
宣明１）、三林
岡田 俊英１）、金子 周一１）、小林 武嗣２）

寛１）

１３ 内視鏡的に診断可能であった十二指腸ガストリノーマの一例
金沢医療センター 外科１）、同 消化器科２）、同 臨床検査科３）
○藤本
悟１）、桐山 正人１）、寺井 志郎１）、新村 篤史１）
道輪 良男１）、黒阪 慶幸１）、竹川
茂１）、小島 靖彦１）
松田 尚登２）、森本日出雄２）、笠島 里美３）、川島 篤弘３）
１４ 当院における非乳頭部十二指腸腺腫４例の検討
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
○関
晃裕１）、水野 秀城１）、安田 秀明１）、河合
ト部
健１）

博志１）

１５ 経過中 EMSが自然逸脱し内視鏡的に回収しえた長期生存
進行膵癌の一例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 放射線科２）
○熊谷 将史１）、代田 幸博１）、土山 智也１）、若林 時夫１）
高橋 志郎２）
１６ 肝門部悪性胆道狭窄のドレナージに際し両葉へのメタリッ
クステント留置が必要となった１例
かみいち総合病院１）
○佐藤 幸浩１）
１７ 内視鏡的経乳頭的ドレナージが奏功した膵仮性嚢胞の１例
医療法人社団中央会金沢有松病院 外科１）、同 内科２）
金沢大学病院 放射線科３）
○斎藤健一郎１）、高畠 一郎１）、森下
実１）、吉田 千尋１）
２）
３）
小村 卓也 、鈴木 正行
１８ 当科における総胆管結石症に対する内視鏡的治療の検討
厚生連滑川病院 内科１）
○小栗
光１）
１９ Bi
l
l
r
ot
hⅡ法再建胃の胆管深部挿管において膵管ステント
留置下プレカットが有用であった２例
KKR北陸病院 内科１）、同 外科２）
○増永 高晴１）、真田 治人１）、篠崎 公秀１）、石川 紀彦２）
足立
巌２）、荒能 義彦２）、清水 淳三２）
２０ 胆道との交通が認められた感染性肝嚢胞の１例
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
○中河 秀俊１）、太田
肇１）、林
武弘１）、在原 文教１）
１）
１）
高田 佳子 、丸川 洋平 、森本日出雄１）
２１ 内視鏡的治療が有用であった総胆管十二指腸の一例
福井大学医学部附属病院 第一外科１）、同 光学診療部２）
○中澤 俊之１）、飯田
敦１）、横井 繁周１）、山崎 高宏１）
１）
藤岡 雅子 、小練 研司１）、永野 秀樹１）、本多
桂１）
廣野 靖夫１）、五井 孝憲１）、片山 寛次１）、山口 明夫１）
山崎 幸直２）
２２ 当院におけるシングルバルーン小腸内視鏡の現況
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 救急・総合診療科２）
○早稲田洋平１）、平野
桂１）、稲垣 聡子１）、後藤 善則１）
１）
山田 真也 、三輪 一博１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
島崎 英樹２）
２３ 原因不明の消化管出血を繰り返した小腸出血の一例
福井赤十字病院 消化器科１）
○松永 心祐１）、青木 創吾１）、大藤 和也１）、真崎 竜邦１）
道上
学１）
２４ カプセル内視鏡が診断に有用であった裂頭条虫症の一例
１）
富山県立中央病院 内科（消化器）
○舩木 雅也１）、平松 活志１）、西川 昌志１）、林
智之１）
矢野 正明１）、平井
聡１）、島谷 明義１）、松田耕一郎１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

２５ カプセル内視鏡とダブルバルーン内視鏡にて診断した小腸
悪性リンパ腫の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
金沢市立病院 消化器科２）
羽柴クリニック３）
○丹尾 幸樹１）、方堂 祐治１）、玉井 利克１）、上田 晃之１）
柿木嘉平太１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本 安成１）
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）、米島
学２）
３）
羽柴
厚
２６ 便潜血陽性を指摘され、カプセル内視鏡を契機に診断した
小腸悪性リンパ腫の一例
金沢市立病院 消化器科１）
森明弘クリニック２）
○辻
宏和１）、田中 章浩１）、米島
學１）、森
明弘２）
２７ 大腸全摘後の経過観察中に小腸病変が出現した潰瘍性大腸
炎の一例
富山県立中央病院 内科（消化器）１）
○岩崎 秀紀１）、松田耕一郎１）、西川 昌志１）、林
智之１）
１）
１）
１）
矢野 正明 、平井
聡 、島谷 明義 、平松 活志１）
１）
松田
充 、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
２８ 大腸病変に対する内視鏡的粘膜下切開剥離術（ESD）施行
症例の検討
富山県立中央病院 内科（消化器）１）
○平松 活志１）、西川 昌志１）、林
智之１）、矢野 正明１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、松田耕一郎１）、松田
充１）
１）
１）
荻野 英朗 、野田 八嗣
２９ 大腸腫瘍の当院における内視鏡治療戦略
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）、平野
桂１）、早稲田洋平１）、稲垣
１）
三輪 一博 、金子 佳史１）、後藤 善則１）、土山

聡子１）
寿志１）

３０ 大腸腫瘍における NBI拡大観察の有用性－大腸Ⅱ c病変の
１例－
不二越病院 外科１）
○山本 克弥１）、杉木
実１）
３１ 大腸内視鏡前処置用、経口腸管洗浄剤リン酸ナトリウム製
剤（ビジクリア錠）の使用経験
福井県済生会病院 外科１）
○高嶋 吉浩１）、宗本 義則１）、天谷
奨１）、木村 雅代１）
１）
１）
石井 浩統 、大西 顕司 、寺田 卓郎１）、堀田幸次郎１）
土田
敬１）、小泉 博志１）、藤澤 克憲１）、笠原 善郎１）
三井
毅１）、飯田 善郎１）、三浦 將司１）

３２ 富山県内における大腸内視鏡検査前処置の現状―県内のア
ンケート調査報告と全国調査との比較―
八尾総合病院 内視鏡技師１）、同 臨床検査技師２）
同 消化器科３）、同 外科４）
○金澤 厚子１）、石田 秀成１）、砂山由香子２）、山田 一樹３）
南部 修二３）、芳炭 哲也４）、根塚 秀昭４）、齊藤 智裕４）
齊藤 光和４）、藤井 久丈４）
３３ 歯肉転移にて発見された盲腸癌の一例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○森川 洋平１）、道傳 研司１）、平沼知加志１）、木村
田中 伸佳１）、遠藤 直樹１）、浅海 吉傑１）、林田
伊藤 祥隆１）、宮永 太門１）、大田 浩司１）、林
服部 昌和１）、細川
治１）、武田 孝之１）、海崎
３４ 直腸印環細胞癌の一例
福井厚生病院 外科１）、同 内科２）
○木村 成里１）、佐々木 久１）、天谷
濱中 英樹１）、東田
元２）、道鎭
山本
誠２）

洋平１）
有市１）
裕之１）
泰治２）

博一１）、長谷川保弘１）
正規２）、高橋 秀宏２）

３５ 治療に難渋した直腸動静脈奇形の１例
金沢医科大学病院 一般・消化器外科１）
金沢医科大学氷見市民病院 一般・消化器外科２）
○細川 謙蔵１）、表
和彦１）、今泉 英子１）、横井
１）
吉谷新一郎 、中野 泰治１）、小坂 健夫１）、黒田
高島 茂樹２）

美樹１）
雅利２）

３６ 直腸狭窄を来たした虚血性腸炎の一例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）、同 病理３）
○松田 尚登１）、原
泰将１）、真田
拓１）、小坂星太郎１）
野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）、田中 延善１）、天谷
奨２）
宗本 義則２）、須藤 嘉子３）
３７ 原発性胆汁性肝硬変の経過観察中に認めた静脈硬化性大腸
炎の一例
金沢社会保険病院 消化器内科１）
○飯田 文世１）、吉田
功１）、長東 秀一１）
３８ 心不全発症を契機に加療しえた成人若年性ポリープの１例
福井県立病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 臨床病理科３）
○青柳 裕之１）、伊部 直之１）、岡田 和弘１）、冨永
桂１）
１）
１）
２）
辻
重継 、辰巳
靖 、細川
治 、海崎 泰治３）

第９３回
日
会
会

北陸地方会

時：平成２１年６月２１日㈰
場：富山国際会議場 第一会場：メインホール
第二会場：多目的会議室２０１・２０２号室
長：八尾総合病院 外科 齊藤 光和

◆シンポジウム
「拡大内視鏡は本当に必要か？」
司
会：不二越病院 外科
山本 克弥
石川県立中央病院 消化器内科
土山 寿志
シンポジスト
１．北陸地区における拡大内視鏡観察・画像強調観察に対するアンケート調査
八尾総合病院 消化器科・外科１）
○山田 一樹１）、齊藤 光和１）、岡本 浩一１）、根塚 秀昭１）、齊藤 智裕１）、南部 修二１）
藤井 久丈１）、横山 浩一１）
２．大腸腫瘍拡大観察の必要性
不二越病院 外科１）
○山本 克弥１）
３．上部消化管内視鏡検査における NBIおよび拡大内視鏡観察有用性～当院における導入以降の取り組み
について～
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 病理科２）
○金子 佳史１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野 宏文１）、平野
桂１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
１）
１）
吉田 尚弘 、冨永
桂 、竹村 健一 、三輪 一博 、山田 真也１）、土山 寿志１）
片柳 和義２）、車谷
宏２）
４．胃 ESD術後に病理診断された病変と NBI併用拡大内視鏡所見の一致率についての検討
福井県立病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 臨床病理科３）
○青柳 裕之１）、伊部 直之１）、高橋 直樹１）、波佐谷兼慶１）、辰巳
靖１）、宮永 太門２）
２）
２）
３）
遠藤 直樹 、浅海 吉傑 、海崎 泰治
コメンテーター
５．拡大内視鏡は本当に必要か
東京都東部地域病院 内科１）
○浜田
勉１）
◆ランチョンセミナー
「早期大腸癌内視鏡診療の最前線」
広島大学病院 内視鏡診療科

田中

信治

◆特別講演
「小腸内視鏡診断の進歩」
獨協医科大学 医療情報センター

中村

哲也

◆教育講演
「表在食道癌の拡大内視鏡による微細血管診断」
埼玉県立がんセンター 消化器内科

有馬美和子

◆一般演題
０１ 内視鏡にて砕石しえた胃石の一例
富山大学医学部 内科学第３講座１）
○金
辰彦１）、工藤 俊彦１）、西水 俊准１）、藤浪
西川
潤１）、宮嵜 孝子１）、杉山 敏郎１）

斗１）

０２ 多発隆起の胃十二指腸病変を認めた急性白血病の１例
小松市民病院 内科１）、石川県立中央病院 消化器内科２）
三宅医院３）
○後藤 善則１）、２）、平野
桂２）、稲垣 聡子２）、早稲田洋平２）
２）
２）
三輪 一博 、山田 真也 、金子 佳史２）、土山 寿志２）
又野
豊１）、三宅
靖３）

０３ 富山市医師会における胃内視鏡検診導入のこころみ
富山市医師会１）
○高橋 英雄１）、井城 一弘１）、岩城 勝英１）、岩本 真也１）
魚津 幸蔵１）、河上 浩康１）、小林 弘信１）、古谷田裕久１）
斉藤 光和１）、佐伯 好信１）、島田 一彦１）、土田 敏博１）
萩野
茂１）、火爪 健一１）、舟木
淳１）、古屋 正人１）
本定 秀雄１）、松岡 利彦１）、山本 克弥１）、山脇 武敏１）
吉田
誠１）

０４ 胃過形成性ポリープからの発育過程を観察しえた０－Ⅰ型
早期胃癌の一例
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 臨床病理科２）
金井医院３）
○稲邑 克久１）、岡村 利之１）、足立 浩司１）、杉本 立甫１）
杉口
俊２）、丹羽 秀樹２）、金井 正信３）
０５ 胃瘻ボタン交換後の腹膜炎に対し緊急手術を行った１症例
の検討
射水市民病院 外科１）、同 内科２）
富山大学 第二外科３）
○湯口
卓１）、３）、島多 勝夫１）、塚田 一博３）、堀
幹夫２）
加藤
勤２）、西森
弘２）
０６ 当院での術前生検 Gr
oup３病変に対する NBI併用拡大観
察の有用性
石川県立中央病院 消化器内科１）
○三輪 一博１）、平野 宏文１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
平野
桂１）、吉田 尚弘１）、冨永
桂１）、稲垣 聡子１）
竹村 健一１）、山田 真也１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
０７ 黄色腫様の形態を呈した早期胃癌の１例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
○代田 幸博１）、玉井 利克１）、高田 佳子１）、若林

昌志１）
活志１）

１０ 内視鏡治療をし得た食道表在癌、早期胃癌、下咽頭癌の一
例
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○濱田
和１）、川浦
健１）、浦島左千夫１）、伊藤
透１）
１１ 著明な胃壁内転移を認めた食道表在癌の１切除例
金沢大学 消化器・乳腺外科１）
○牧野
勇１）、二宮
致１）、藤村
隆１）、木下
淳１）
中村 慶史１）、尾山 勝信１）、藤田 秀人１）、伏田 幸夫１）
萱原 正都１）、太田 哲生１）
１２ 表在食道癌 T1aMM、SM １症例に対する内視鏡的治療成
績の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 病理科２）
○金子 佳史１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野 宏文１）
平野
桂１）、稲垣 聡子１）、吉田 尚弘１）、冨永
桂１）
竹村 健一１）、三輪 一博１）、山田 真也１）、土山 寿志１）
片柳 和義２）、車谷
宏２）
１３ cyanoacr
yl
at
eを用いた内視鏡的硬化療法が奏効した十二
指腸下行脚静脈瘤の一例
富山県立中央病院 内科１）
○西川 昌志１）、松田耕一郎１）、舩木 雅也１）、林
智之１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）、平松 活志１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
１４ 十二指腸下行部に嵌頓した残胃胃石の一例
富山赤十字病院 消化器科１）
○南條 宗八１）、植田
亮１）、鈴木 庸弘１）、品川
１）
圓谷 朗雄 、岡田 和彦１）、稲土 修嗣１）

１６ 内視鏡的にいずれも切除し得た十二指腸腺腫内癌と早期胃
癌の一合併例
富山県立中央病院 内科１）
○舩木 雅也１）、松田耕一郎１）、西川 昌志１）、林
智之１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、平松 活志１）、松田
充１）
１）
１）
荻野 英朗 、野田 八嗣
１７ 十二指腸副乳頭部癌に対し内視鏡切除を行った一例
福井県済生会病院 内科１）
同 病理２）
金沢大学付属病院 腫瘍内科３）
○松田 尚登１）、神野 正隆１）、真田
拓１）、新
浩一１）
小坂星太郎１）、渡邉 弘之１）、野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）
田中 延善１）、須藤 嘉子２）、大坪公士郎３）
１８ EMRLにて完全切除し得た十二指腸カルチノイドの１例
富山赤十字病院 消化器科１）
○鈴木 庸弘１）、品川 和子１）、南條 宗八１）、圓谷 朗雄１）
岡田 和彦１）、稲土 修嗣１）

時夫１）

０８ 開口障害例に対する経鼻的経皮内視鏡的胃瘻造設術の経験
富山逓信病院 外科１）
富山大学 第二外科２）
○大上 英夫１）、湯口
卓１）、塚田 一博２）
０９ 残胃癌に対する ESDの検討
富山県立中央病院 内科１）
○松田
充１）、舩木 雅也１）、林
智之１）、西川
１）
１）
平井
聡 、島谷 明義 、松田耕一郎１）、平松
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

１５ 当院で最近経験した十二指腸原発 GI
STの二例
金沢社会保険病院 消化器内科１）
○飯田 文世１）、吉田
功１）

和子１）

１９ 十二指腸乳頭部腺腫に対する内視鏡的粘膜切除術施行後、
膵管口閉塞をきたした一例
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
○関
晃裕１）、太田
肇１）、原
泰将１）、堀井 里和１）
小村 卓也１）、丸川 洋平１）、森本日出雄１）
２０ 当院における ERCP後急性膵炎予防における内視鏡的自然
脱落型膵管ステントの使用経験
富山県立中央病院 内科１）
○松田耕一郎１）、舩木 雅也１）、林
智之１）、西川 昌志１）
１）
１）
平井
聡 、島谷 明義 、堀田 洋介１）、平松 活志１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
２１ ESDにおける炭酸ガス送気の有用性
石川県立中央病院 消化器内科１）
○吉田 尚弘１）、平野 宏文１）、伊藤 錬磨１）、中西
平野
桂１）、冨永
桂１）、稲垣 聡子１）、竹村
１）
山田 真也 、三輪 一博１）、金子 佳史１）、土山

宏佳１）
健一１）
寿志１）

２２ 小腸内視鏡が診断の一助となった胆管空腸吻合部出血の一例
福井赤十字病院 消化器科１）
同 外科２）
○真崎 竜邦１）、森瀬 涼子１）、奥野 真理１）、大藤 和也１）
門
卓生１）、道上
学１）、土居 幸司２）
２３ 内視鏡的に小腸病変を確認し得た好酸球性胃腸症の一例
金沢大学医学部附属病院 消化器内科１）
○林
宣明１）、辻
重継１）、三林
寛１）、岡田 俊英１）
金子 周一１）
２４ 好酸球性胃腸炎の２例
公立松任石川中央病院１）
○野村 能元１）、上田 晃之１）、河合

博志１）、卜部

健１）

２５ 当科における腸管ベーチェット病の経験
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○竹越
快１）、砂子阪 肇１）、岡藤 啓史１）、矢野 正明１）
寺島 健志１）、荒井 邦明１）、柿木嘉平太１）、加賀谷尚史１）
山下 太郎１）、酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）
酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）
金子 周一１）

２６ 腹腔鏡下回盲部切除を施行した盲腸・回腸子宮内膜症の一例
金沢大学付属病院 消化器・乳腺外科１）
○東
勇気１）、藤田 秀人１）、中村 慶史１）、木下
淳１）
牧野
勇１）、尾山 勝信１）、大西 一朗１）、高村 博之１）
二宮
致１）、北川 裕久１）、伏田 幸夫１）、谷
卓１）
１）
１）
１）
藤村
隆 、萱原 正都 、太田 哲生
２７ 若年性ポリポーシスの１例
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）
○原
季衣１）、須藤 弘之１）、森瀬 涼子１）、川浦由紀子１）
西山
悟１）、青木 創吾１）、熊本 倫子１）、松田 秀岳１）
大野
崇１）、松永 心祐１）、里見 聡子１）、大谷 昌弘１）
李
相植１）、根本 朋幸１）、伊藤 義幸１）、山崎 幸直１）
２８ 保存的治療にて軽快した直腸マラコプラキアの１例
厚生連高岡病院 消化器科１）、同 病理２）
○西田 泰之１）、河合 健吾１）、齋藤奈津子１）、国谷
等１）
１）
１）
２）
平井 信行 、寺田 光宏 、増田 信二
２９ 直腸粘膜脱症候群の４例
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 病理科２）
○平野
桂１）、平野 宏文１）、中西
稲垣 聡子１）、冨永
桂１）、吉田
三輪 一博１）、山田 真也１）、金子
片柳 和義２）、車谷
宏２）

宏佳１）、伊藤
尚弘１）、竹村
佳史１）、土山

錬磨１）
健一１）
寿志１）

３０ 当科における潰瘍性大腸炎に対する血球除去療法の現状
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○梶 喜一郎１）、鷹取
元１）、山田 和俊１）、高畠
央１）
林
武弘１）、荒井 邦明１）、柿木嘉平太１）、加賀谷尚史１）
山下 太郎１）、酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）
酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政男１）、岡田 俊英１）
金子 周一１）
３１ 特異な形態を示し内視鏡的加療が施行された直腸カルチノ
イドの１例
福井県立病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 臨床病理科３）
○青柳 裕之１）、伊部 直之１）、高橋 直樹１）、波佐谷兼慶１）
辰巳
靖１）、海崎 泰治３）、宮永 太門２）、道傳 研司２）
服部 昌和２）
３２ 大腸腫瘍における拡大内視鏡診断
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）、平野 宏文１）、伊藤 錬磨１）、中西
平野
桂１）、吉田 尚弘１）、稲垣 聡子１）、冨永
竹村 健一１）、三輪 一博１）、金子 佳史１）、土山

宏佳１）
桂１）
寿志１）

３３ 大腸病変に対する内視鏡的粘膜下切開剥離術（ESD）施行
症例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、舩木 雅也１）、西川 昌志１）、林
智之１）
１）
１）
１）
平井
聡 、堀田 洋介 、島谷 明義 、松田耕一郎１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

第９４回

北陸地方会

日
時：平成２１年１１月８日㈰
会
場：金沢大学医学類講義棟Ｇ棟 （第三・第四講義室）
当番会長：金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科 藤村
隆
◆シンポジウム
「北陸地区における小腸内視鏡の現況」
司
会：金沢大学附属病院 消化器内科
加賀谷尚史
１．北陸地区施設アンケートの結果
北陸地区における小腸内視鏡の現況
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○加賀谷尚史１）
２．Endocapsul
e
当院におけるカプセル内視鏡初期導入状況～ Ol
ympus社製 EndoCapsul
eの使用経験～
福井県済生会病院 内科１）
○小坂星太郎１）、神野 正隆１）、松田 尚登１）、新
浩一１）、真田
拓１）、渡邊 弘之１）
１）
１）
１）
野ッ俣和夫 、登谷 大修 、田中 延善
３．Vi
deocapsul
eendoscopy
当院におけるカプセル内視鏡６３例の経験
金沢市立病院 消化器科１） 市立敦賀病院２）
辻
宏和１）、米島
學２）
４．Si
ngl
ebal
l
oonendoscopy
シングルバルーン内視鏡による小腸内視鏡の現状
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野
桂１）、吉田 尚弘１）、冨永
桂１）
１）
１）
１）
１）
１）
稲垣 聡子 、竹村 健一 、三輪 一博 、金子 佳史 、土山 寿志
５．「Doubl
ebal
l
oonendoscopy」
当院におけるダブルバルーン小腸内視鏡施行例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、舩木 雅也１）、西川 昌志１）、林
智之１）、矢野 正明１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、松田耕一郎１）、松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
総括発言
日本消化器内視鏡学会北陸支部長
田中三千雄
◆記念講演
「内視鏡の開発とその後の発展」
日本消化器内視鏡学会 名誉理事長・最高顧問

丹羽

寛文

◆教育講演
「ESD困難例に対する手技と工夫」
神戸大学附属病院 光学医療診療部

豊永

高史

◆ランチョンセミナー
「H.
pyl
or
i感染症のガイドラインと除菌治療の問題点」
講
師：川崎医科大学 食道・胃腸内科
塩谷

昭子

◆一般演題
０１ 最近診断し得た早期食道癌３例、NBI診断例２例を含む
おぎの胃腸科クリニック１）
石川県立中央病院 内科２）
金沢医科大学 内視鏡科３）
○荻野 知己１）、土山 寿志２）、伊藤
透３）

０２ NBI併用拡大内視鏡観察における表在型食道癌深達度診断
の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○竹村 健一１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野
桂１）
１）
１）
１）
稲垣 聡子 、冨永
桂 、吉田 尚弘 、金子 佳史１）
１）
三輪 一博 、山田 真也１）、土山 寿志１）

０３ 内視鏡的に切除した若年女性食道癌肉腫の一例
石川県立中央病院 消化器外科１）、同 内科２）
○高柳 智保１）、稲木 紀幸１）、田代 聖子１）、山本
山本 道宏１）、小竹 優範１）、石黒
要１）、黒川
森田 克哉１）、伴登 宏行１）、山田 哲司１）、土山

大輔１）
勝１）
寿志２）

０４ 術前化学療法後に切除を行った食道類基底細胞癌の１例
金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科１）
○牧野
勇１）、二宮
致１）、藤村
隆１）、木下
淳１）
１）
１）
１）
中村 慶史 、尾山 勝信 、藤田 秀人 、伏田 幸夫１）
萱原 正都１）、太田 哲生１）

１３ ESDの切除標本内に５病変を認めた EBウイルス関連早期
胃癌の一例
富山県立中央病院 内科１）
同 臨床病理科２）
○舩木 雅也１）、松田
充１）、林
智之１）、西川 昌志１）
１）
１）
平井
聡 、島谷 明義 、堀田 洋介１）、松田耕一郎１）
平松 活志１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）、寺畑信太郎２）
１４ 当院での経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の現状
小松市民病院 内科１）
○後藤 善則１）、筑田 正史１）、本田ゆかり１）、又野
亀田 正二１）

豊１）

０５ 術前、i
mat
i
ni
b投与にて腫瘍縮小効果が得られ手術可能と
なった食道 GI
STの一例
富山大学 消化器・腫瘍・総合外科１）
○森山 亮仁１）、小島 博文１）、山口 哲司１）、関根 慎一１）
大澤 宗士１）、北條 荘三１）、渡邊 智子１）、吉岡 伊作１）
松井 恒志１）、奥村 知之１）、澤田 成朗１）、森田 誠一１）
吉田
徹１）、長田 拓哉１）、魚谷 英之１）、嶋田
裕１）
塚田 一博１）

１５ Osl
er
RenduWeber病の胃粘膜病変に対してアルゴンプ
ラズマ凝固療法が有効であった１例
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）
○川浦由紀子１）、須藤 弘之１）、原
季衣１）、西山
悟１）
１）
１）
１）
青木 創吾 、熊本 倫子 、松田 秀岳 、大野
崇１）
１）
１）
１）
松永 心祐 、大谷 昌弘 、李
相植 、根本 朋幸１）
伊藤 義幸１）、山崎 幸直１）

０６ 当院における表在食道癌に対する ESD治療成績の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 病理科２）
○金子 佳史１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野
桂１）
１）
１）
１）
稲垣 聡子 、吉田 尚弘 、冨永
桂 、竹村 健一１）
１）
１）
三輪 一博 、山田 真也 、土山 寿志１）、片柳 和義２）
車谷
宏２）

１６ 膵癌に合併した胃前庭部毛細血管拡張症（GAVE）の２例
金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター１）
金沢社会保険病院 内科２）
おぎの胃腸科クリニック３）
○大坪公士郎１）、竹内 伸司１）、山田 忠明１）、毛利 久継１）
山下
要１）、安本 和生１）、吉田
功２）、荻野 知己３）
矢野 聖二１）

０７ 食道裂孔ヘルニアによる胃気腹困難症例に対する早期胃癌
ESDの工夫
公立つるぎ病院 外科１）、同 胃腸科２）、同 内科３）
○森永 秀夫１）、松本 俊彦２）、高崎 秀昭３）

１７ 肝細胞癌に対する放射線療法に伴う上部消化管病変の経験
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○高畠
央１）、砂子阪 肇１）、岡藤 啓史１）、山田 和俊１）
林
武弘１）、矢野 正明１）、寺島 健志１）、鷹取
元１）
１）
１）
１）
柿木嘉平太 、荒井 邦明 、加賀谷尚史 、山下 太郎１）
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、中本 安成１）
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）

０８ 当院における ESDの現状と今後の問題点
金沢医療センター 消化器科１）
○丸川 洋平１）、原
泰将１）、関
晃裕１）、堀井
１）
１）
小村 卓也 、太田
肇 、森本日出雄１）

里和１）

０９ 当院における早期胃癌に対する ESDの治療成績
石川県立中央病院 消化器内科１）
○三輪 一博１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野
桂１）
１）
１）
１）
稲垣 聡子 、吉田 尚弘 、冨永
桂 、竹村 健一１）
山田 真也１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
１０ 早期胃癌 ESD後追加治療の現状
富山県立中央病院 内科１）
○松田
充１）、舩木 雅也１）、林
智之１）、西川 昌志１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）、松田耕一郎１）
平松 活志１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
１１ 癌化を伴った多発性胃過形成性ポリープを ESDで一括切
除した１例
福井県済生会病院 内科１）、同 病理２）、橘医院３）
○神野 正隆１）、松田 尚登１）、真田
拓１）、新
浩一１）
小坂星太郎１）、渡邊 弘之１）、野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）
田中 延善１）、須藤 嘉子２）、橘
良哉３）
１２ Bal
lval
vesyndr
ome（BVS）をきたし深達度診断が困難
であった隆起型胃癌病変に対して内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）を施行し治療しえた１例
福井県立病院 消化器内科１）、同 外科２）
同 臨床病理科３）
○青柳 裕之１）、伊部 直之１）、高橋 直樹１）、波佐谷兼慶１）
辰巳
靖１）、遠藤 直樹２）、浅海 吉傑２）、宮永 太門２）
海崎 泰治３）

１８ 短期間に０-Ⅰ型から０-Ⅱ c+Ⅱ a型に形態変化を来し粘
液癌成分を有した早期胃癌の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
同 消化器外科２）
同 病理部３）
○吉光 雅志１）、三林
寛１）、林
宣明１）、辻
重継１）
岡田 俊英１）、金子 周一１）、東
勇気２）、中村 慶史２）
藤田 秀人２）、太田 哲生２）、北村 星子３）
１９ GCSF産生胃腺扁平上皮癌の１例
金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科１）
○尾山 勝信１）、山崎 祐樹１）、木下
淳１）、牧野
１）
１）
中村 慶史 、藤田 秀人 、二宮
致１）、伏田
１）
１）
藤村
隆 、萱原 正都 、太田 哲生１）

勇１）
幸夫１）

２０ 早期胃癌と鑑別が困難であった gast
r
i
t
i
scyst
i
capr
of
unda
の１例
福井大学病院 第一外科１）
○藤田麻奈美１）、永野 秀樹１）、呉林 秀崇１）、木村 洋平１）
渡邉 剛史１）、大槻 忠良１）、麻生 慶子１）、森川 充洋１）
藤岡 雅子１）、小練 研司１）、本多
桂１）、村上
真１）
１）
１）
１）
廣野 靖夫 、前田 浩幸 、五井 孝憲 、飯田
敦１）
片山 寛次１）、山口 明夫１）
２１ 胃腫瘍の同時多発病変における見逃し病変の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○冨永
桂１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野
桂１）
稲垣 聡子１）、吉田 尚弘１）、三輪 一博１）、金子 佳史１）
山田 真也１）、土山 寿志１）

２２ 内視鏡下生検で術前診断しえた十二指腸 GI
STの１例
厚生連滑川病院 内科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
富山大学 病理診断学４）
○小栗
光１）、藤本
悟１）、伊井
徹１）、田中 茂弘２）
鹿熊 一人３）、高橋 博之４）

３３ シクロスポリン投与により寛解導入し得たステロイド抵抗
性潰瘍性大腸炎の１例
金沢医療センター 消化器科１）
○丸川 洋平１）、原
泰将１）、関
晃裕１）、堀井 里和１）
小村 卓也１）、太田
肇１）、森本日出雄１）

２３ 動脈塞栓術が有効であった胃十二指腸動脈瘤十二指腸穿破
の１例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）、同 外科２）
○小澤 由明１）、野村 能元１）、上田 晃之１）、河合 博志１）
卜部
健１）、宗本 将義２）、馬渡 俊樹２）、能登 正浩２）
竹田 利弥２）、八木 雅夫２）

３４ タクロリムス投与が奏効したステロイド抵抗性潰瘍性大腸
炎の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○林
武弘１）、鷹取
元１）、梶 喜一郎１）、竹越
快１）
１）
１）
１）
矢野 正明 、柿木嘉平太 、加賀谷尚史 、山下 太郎１）
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）
中本 安成１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）

２４ 内視鏡的に切除した十二指腸脂肪腫の１例
富山大学医学部 内科学第三講座１）
○西川
潤１）、宮嵜 孝子１）、山脇 秀元１）、金
藤浪
斗１）、工藤 俊彦１）、杉山 敏郎１）

辰彦１）

２５ EUSを 併 用 し、安 全 に 内 視 鏡 的 切 除 し 得 た 十 二 指 腸
Br
unner腺過形成の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○伊藤 錬磨１）、金子 佳史１）、中西 宏佳１）、平野
桂１）
１）
１）
１）
稲垣 聡子 、吉田 尚弘 、冨永
桂 、竹村 健一１）
山田 真也１）、三輪 一博１）、土山 寿志１）
２６ ESDを施行した早期十二指腸癌の一例
富山県立中央病院 内科１）
○林
智之１）、平松 活志１）、舩木 雅也１）、西川 昌志１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）、松田耕一郎１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
２７ 急性胆嚢炎に対する ETGBD困難例に CHFB
２６０併用が有
用であった一例
福井県立病院 消化器内科１）
○高橋 直樹１）、青柳 裕之１）、波佐谷兼慶１）、辰巳
靖１）
伊部 直之１）
２８ 経口胆道内視鏡が術前診断に有効であった粘液産生胆嚢腫
瘍の１例
金沢社会保険病院 内科１）、同 外科２）
○宮田 隆司１）、飯田 文世１）、吉田
功１）、中沼 伸一２）
２）
２）
佐藤 就厚 、安居 利晃 、喜多 一郎２）
２９ 内視鏡治療が奏功した外傷性総胆管狭窄症の一例
杉田玄白記念公立小浜病院 内科１）
○口出 将司１）、山内 淳一１）、布居 剛洋１）、笠原 勝宏１）
内藤 慶英１）、川村 晴水１）、堀口 昌克１）
３０ 膵腫瘍性病変に対する EUSFNAの検討
富山県立中央病院 内科１）
○松田耕一郎１）、舩木 雅也１）、林
智之１）、西川
平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）、平松
松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

昌志１）
活志１）

３１ 心房内血栓が関与したと思われる虚血性小腸炎の１例
公立松任石川中央病院 消化器内科
○丸銭 祥吾１）、上田 晃之１）、野村 能元１）、河合 博志１）
卜部
健１）
３２ アスピリンおよび NSAI
Dsによる小腸病変
金沢市立病院 消化器内科１）
○方堂 祐治１）、田中 章浩１）、辻
宏和１）

３５ 内視鏡所見が診断に有用であった腸結核の１例
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○濱田
和１）、伊藤
透１）、川浦
健１）、浦島左千夫１）
３６ Col
oni
cmucosubmucosalel
ongat
edpol
yp
（CMSEP）
の２例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 検査部２）
○高田 佳子１）、玉井 利克１）、代田 幸博１）、若林 時夫１）
佐藤 勝明２）
３７ 虫垂開口部からの排膿を確認し得た慢性虫垂炎の１例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○川崎 佑輝１）、道伝 研司１）、大野 徳之２）、平沼知加志２）
横井 繁周２）、北村 祥貴２）、田中 伸佳２）、伊藤
誉２）
遠藤 直樹２）、浅海 吉傑２）、林田 有市２）、宮永 太門２）
服部 昌和２）、海崎 泰治２）
３８ 下部消化管内視鏡にて広節裂頭条虫を摘出した一例
公立能登総合病院１）
○酒井
勉１）、中泉 治雄１）、田中 文夫１）、徳楽 正人１）
牛島
聡１）
３９ 大腸病変に対する内視鏡的粘膜下切開剥離術（ESD）施行
症例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、舩木 雅也１）、西川 昌志１）、林
智之１）
平井
聡１）、堀田 洋介１）、島谷 明義１）、松田耕一郎１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
４０ 大腸腫瘍に対する ESD手技の工夫と成績
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野
吉田 尚弘１）、冨永
桂１）、稲垣 聡子１）、竹村
三輪 一博１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）

桂１）
健一１）

４１ 早期大腸癌の深達度診断への NBI拡大観察の有用性の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○吉田 尚弘１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、平野
桂１）
冨永
桂１）、稲垣 聡子１）、竹村 健一１）、山田 真也１）
三輪 一博１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
４２ 大腸癌同時性多発癌に対する FDGPET/
CTの有用性～内
視鏡通過不能症例の口側検査～
金沢大学附属病院 消化器・乳腺・移植再生外科１）
○中村 慶史１）、藤田 秀人１）、山崎 祐樹１）、木下
淳１）
牧野
勇１）、尾山 勝信１）、大西 一朗１）、高村 博之１）
二宮
致１）、北川 裕久１）、伏田 幸夫１）、谷
卓１）
１）
１）
１）
藤村
隆 、萱原 正都 、太田 哲生

第９５回

北陸地方会

日
会

時：平成２２年６月２７日㈰
場：福井県済生会病院 第一会場：２ F 研修講堂
第二会場：東館３ F 大研修室
会 長：福井県済生会病院 内科 渡邊 弘之

◆シンポジウム
「非切除悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現況」
司
会：市立敦賀病院 内科
米島
學
福井県済生会病院 内科
渡邊 弘之
１．当院における切除不能悪性胆道狭窄に対する胆管ステンティングの検討
富山県立中央病院 内科１）
○松田耕一郎１）、梶 喜一郎１）、舩木 雅也１）、平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）
１）
１）
１）
平松 活志 、松田
充 、荻野 英朗 、野田 八嗣１）
２．切除不能悪性肝門部胆管狭窄に対する胆道ステントの成績
福井大学医学部 消化器内科１）
○大谷 昌弘１）、尾崎 嘉彦１）、原
季衣１）、熊本 倫子１）、大野
崇１）、松永 心祐１）
里見 聡子１）、李
相植１）、根本 朋幸１）、須藤 弘之１）、山崎 幸直１）
３．当院における切除不能悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現況
福井赤十字病院 消化器科１）
○道上
学１）、門
卓生１）、松田 秀岳１）、大藤 和也１）、奥野 真理１）、森瀬 涼子１）
４．当院における悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現況
福井県済生会病院 内科１）
○松田 尚登１）、渡邊 弘之１）、神野 正隆１）、真田
拓１）、新
浩一１）、小坂星太郎１）
１）
１）
１）
野ッ俣和夫 、登谷 大修 、田中 延善
５．当科における切除不能悪性胆道狭窄に対する内視鏡治療の現況
金沢大学がん高度先進医療センター１）、福井県済生会病院 内科２）
○毛利 久継１）、山田 忠明１）、竹内 伸司１）、大坪公士郞１）、山下
要１）、安本 和生１）
１）
２）
矢野 聖二 、渡邊 弘之
◆ランチョンセミナー
「ERCP関連内視鏡診断・治療のコツ」
長野市民病院 消化器内科

長谷部

◆特別講演
「I
PMN／ MCNの診断と手術適応をめぐって」
愛知県がんセンター中央病院 消化器内科
同 消化器外科

山雄
清水

健次
泰博

◆教育講演
「食道・胃静脈瘤の内視鏡診断と治療」
福島県立医科大学附属病院 内視鏡診療部

小原

勝敏

修

◆一般演題
０１ 咽頭・喉頭病変に対する NBI併用拡大内視鏡観察を用いた
診断能の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○竹村 健一１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
冨永
桂１）、吉田 尚弘１）、金子 佳史１）、山田 真也１）
土山 寿志１）
０２ カバードステントでの保存的治療と内視鏡的回収が奏効し
た医原性食道穿孔の一例
城北病院１）
○呉林 英悟１）、坂本 茂夫１）、山本 和利１）、大野 健次１）

０３ 食道 ESD後狭窄予防へのケナコルト局注の有効性の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○吉田 尚弘１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
辻
国広１）、冨永
桂１）、竹村 健一１）、山田 真也１）
１）
金子 佳史 、土山 寿志１）

０４ EUSFNAによる縦隔リンパ節生検が診断に有用であった
直腸癌術後再発の一例
金沢大学附属病院 消化器内科１）、同 病理部２）
○高田
昇１）、北原 征明１）、吉田真理子１）、浦田 隆正１）
西川 昌志１）、在原 文教１）、上田 晃之１）、砂子阪 肇１）
鷹取
元１）、荒井 邦明１）、柿木嘉平太１）、川口 和紀１）
北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）
山下 竜也１）、酒井 明人１）、水腰英四郎１）、中本 安成１）
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）、北村 星子２）
船木 美穂２）

１３ 限局性胃アミロイドーシスの１例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 病理部２）
小浦内科医院３）
○代田 幸博１）、玉井 利克１）、原
泰将１）、若林
佐藤 勝明２）、小浦 隆義３）

０５ Bal
lval
vesyndr
ome（BVS）をきたした O－Ⅰ型胃癌病
変に対して内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を施行し治療し
得た１例
福井県立病院 消化器内科１）、同 外科２）、同 臨床病理科３）
○青柳 裕之１）、伊部 直之１）、高橋 直樹１）、林
宣明１）
真崎 竜邦１）、波佐谷兼慶１）、辰巳
靖１）、申
寿東２）
２）
２）
２）
遠藤 直樹 、伊藤
誉 、浅海 吉傑 、宮永 太門２）
３）
海崎 泰治

１５ アフタ様腸炎を合併した原発性硬化性胆管炎の一例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
○山田 和俊１）、矢野 正明１）、河合 博志１）、卜部
健１）

０６ 術中出血コントロールのための I
Tナイフ２による胃 ESD
の工夫
石川県立中央病院 消化器内科１）
○金子 佳史１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
辻
国広１）、吉田 尚弘１）、冨永
桂１）、竹村 健一１）
１）
１）
山田 真也 、三輪 一博 、土山 寿志１）
０７ 早期胃癌 ESD後遺残病変に対する再 ESDの検討
富山県立中央病院 内科１）
○松田
充１）、梶 喜一郎１）、舩木 雅也１）、平井
聡１）
１）
１）
１）
島谷 明義 、堀田 洋介 、松田耕一郎 、平松 活志１）
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
０８ ESDによる前庭部亜全周切除後に狭窄をきたした１例と狭
窄予防に合成副腎皮質ホルモン製剤を局所注入した１例の比
較
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
○丸川 洋平１）、岡藤 啓史１）、高畠
央１）、関
晃裕１）
１）
１）
１）
小村 卓也 、太田
肇 、森本日出雄
０９ 早期胃癌 ESD後の胃狭窄に対してケナコルト局注が有効
であった１例
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○濱田
和１）、川浦
健１）、北方 秀一１）、浦島左千夫１）
伊藤
透１）
１０ 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の
経験
富山県済生会高岡病院 外科１）、同 内科２）、流杉病院３）
○棚田 安子１）、島田 雅也１）、遠藤 直樹１）、角谷 慎一１）
村上
望１）、金
辰彦２）、小川加奈子２）、寺崎 禎一２）
折原 正周３）
１１ 胃病変に対する NBI併用拡大観察の有用性に関する検討
石川県立中央病院 消化器内科１）、金沢社会保険病院 内科２）
J
A長野厚生連安曇総合病院 内科３）
白山市国民健康保険白峰診療所４）
○伊藤 錬磨１）、三輪 一博２）、中西 宏佳１）、平野
桂３）
４）
１）
１）
稲垣 聡子 、吉田 尚弘 、富永
桂 、竹村 健一１）
山田 真也１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
１２ 拡大内視鏡観察が有用であった Cr
onkhi
t
eCanada症候群
の一例
金沢大学附属病院 消化器内科１）、加賀市民病院２）
○吉田
功１）、早稲田洋平２）、吉光 雅志１）、辻
重継１）
１）
１）
岡田 俊英 、金子 周一

１４ 異所性膵原発膵癌の一例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
○矢野 正明１）、山田 和俊１）、河合 博志１）、卜部
八木 雅夫１）

時夫１）

健１）

１６ エカベトナトリウム注腸が奏効したシード線源永久挿入に
よる放射線直腸炎の１例
厚生連高岡病院 消化器科１）
○國谷
等１）、澤崎 拓郎１）、齊藤奈津子１）、西田 泰之１）
平井 信行１）、寺田 光宏１）
１７ 当院における直腸カルチノイドに対する内視鏡治療の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○辻
国広１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
冨永
桂１）、吉田 尚宏１）、竹村 健一１）、金子 佳史１）
山田 真也１）、土山 寿志１）
１８ 出血性ショックを伴った直腸 Di
eul
af
oy病変に対して内視
鏡下クリップ止血術を施行しえた前立腺癌末期患者の１例
福井県済生会病院 内科１）
○大和 雅敏１）、神野 正隆１）、松田 尚登１）、真田
拓１）
新
浩一１）、小坂星太郎１）、渡邊 弘之１）、野ツ俣和夫１）
登谷 大修１）、田中 延善１）
１９ 大腸腫瘍粘膜下層線維化による内視鏡治療困難例の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、辻
国広１）
１）
１）
１）
吉田 尚弘 、冨永
桂 、竹村 健一 、金子 佳史１）
１）
土山 寿志
２０ 当院における消化器癌院内診療連携の意義
金沢医科大学 一般・消化器外科１）、同 消化器内科２）
同 内視鏡科３）、同 腫瘍内科４）、同 病理部５）
○大西 敏雄１）、表
和彦１）、富田 泰斗１）、細川 謙蔵１）
大野由夏子１）、横井 美樹１）、舟木
洋１）、吉谷新一郎１）
１）
１）
木南 伸一 、上田 順彦 、中野 泰治１）、小坂 健夫１）
有沢 富康２）、堤
幹宏２）、伊藤
透３）、元雄 良治４）
野島 孝之５）、湊
宏５）
２１ 異所性胃粘膜が発生母地と考えられた十二指腸癌の一例
富山県立中央病院 内科１）、同 臨床病理科２）
○平松 活志１）、舩木 雅也１）、梶 喜一郎１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、堀田 洋介１）、松田耕一郎１）、松田
充１）
１）
１）
２）
荻野 英朗 、野田 八嗣 、内山 明央 、寺畑信太郎２）
２２ 診断に３年４ヶ月を要した十二指腸乳頭部癌の１例
福井赤十字病院 消化器科１）
○奥野 真理１）、森瀬 涼子１）、大藤 和也１）、松田 秀岳１）
門
卓生１）、真崎 竜邦１）、道上
学１）
２３ 一期的に胆管及び十二指腸ステントを留置しえた膵頭部癌
の一例
富山県立中央病院 内科１）
○梶 喜一郎１）、松田耕一郎１）、松田
充１）、舩木 雅也１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）、平松 活志１）
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

２４ 膵仮性嚢胞を合併し、主膵管内に嵌頓した膵石症に対して
ESWLが奏効した１例
金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター１）
同 消化器・乳腺・移植再生外科２）
浅ノ川総合病院 内科３）
○大坪公士郎１）、竹内 伸司１）、山田 忠明１）、毛利 久継１）
山下
要１）、安本 和生１）、北川 裕久２）、萱原 正都２）
太田 哲生２）、荒木 一郎３）、矢野 聖二１）
２５ 膵炎を繰り返した膵尾部分枝型 I
PMNの一切除例
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 外科２）
同 臨床病理科３）
○稲邑 克久１）、岡村 利之１）、足立 浩司１）、杉本 立甫１）
清原
薫２）、杉口
俊３）、丹羽 秀樹３）
２６ 当院での wi
r
egui
dedcannul
at
i
onの導入
かみいち総合病院 内科１）
○佐藤 幸浩１）
２７ 地域医療型民間病院における ERCP関連手技での膵管ステ
ントの現状
福井厚生病院 消化器病センター 内科１）、同 外科２）
○東田
元１）、道鎮 正規１）、高橋 秀宏１）、山本
誠１）
佐々木 久２）、大澤
武２）、天谷 博一２）、木村 成里２）
長谷川保弘２）
２８ カプセル内視鏡およびシングルバルーン内視鏡で診断しえ
た小腸癌の一例
福井大学医学部付属病院 消化器内科１）
○熊本 倫子１）、尾崎 嘉彦１）、原
季衣１）、大野
崇１）
１）
１）
１）
松永 心祐 、里見 聡子 、大谷 昌弘 、李
相植１）
根本 朋幸１）、須藤 弘之１）、山崎 幸直１）

２９ ダブルバルーン小腸内視鏡にて診断し得た乳癌空腸転移の
１例
富山県立中央病院 内科１）、同 臨床病理科２）
○舩木 雅也１）、荻野 英朗１）、梶 喜一郎１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、堀田 洋介１）、松田耕一郎１）、平松 活志１）
松田
充１）、野田 八嗣１）、寺畑信太郎２）
３０ 術前内視鏡診断に苦慮した肝弯曲部小型 ss進行癌の一例
福井県済生会病院 外科１）、同 病理２）
○高嶋 吉浩１）、宗本 義則１）、斉藤健一郎１）、加藤嘉一郎１）
木村 雅代１）、石井 浩統１）、福田 貴代１）、藤本 大裕１）
寺田 卓郎１）、天谷
奨１）、堀田幸次郎１）、小泉 博志１）
土田
敬１）、藤澤 克憲１）、笠原 善郎１）、三井
毅１）
１）
１）
２）
飯田 善郎 、三浦 將司 、須藤 嘉子
３１ 非観血的に整復が困難であった肺癌 S状結腸転移による腸
重積症の１例
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 外科１）
○的場 美紀１）、桐山 正人１）、松村 昭宏１）、道輪 良男１）
黒阪 慶幸１）、竹川
茂１）、小島 靖彦１）
３２ 直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の経験
石川県立中央病院 消化器外科１）
○山本 大輔１）、小竹 優範１）、石山 泰寛１）、田代
山本 道宏１）、石黒
要１）、稲木 紀幸１）、黒川
１）
森田 克哉 、伴登 宏行１）、山田 哲司１）

聖子１）
勝１）

第９６回

北陸地方会

日
会

時：平成２２年１１月２１日㈰
場：金沢大学医学類講義棟Ｇ棟

会

長：金沢大学附属病院

第一会場：第三講義室
第二会場：第四講義室
消化器内科 加賀谷尚史

◆シンポジウム
「北陸における超音波内視鏡の現況」
司
会：石川県済生会金沢病院
若林 時夫
金沢大学附属病院 消化器内科
柿木嘉平太
１．当院における早期癌深達度診断に対する EUSの成績
石川県立中央病院 消化器内科１）
○竹村 健一１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、辻
国広１）、冨永
桂１）
吉田 尚弘１）、辻
重継１）、金子 佳史１）、山田 真也１）、土山 寿志１）
２．食道胃静脈瘤に対する超音波内視鏡
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○鷹取
元１）、上田 晃之１）、砂子阪 肇１）、荒井 邦明１）、柿木嘉平太１）、川口 和紀１）
北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）
酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）
３．当科における胆・膵領域の超音波内視鏡検査（EUS）の現状と今後の展望
金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター１）
○大坪公士郎１）、竹内 伸司１）、山田 忠明１）、毛利 久継１）、山下
要１）、安本 和生１）
１）
矢野 聖二
４．当院における EUSFNAの実状について
富山県立中央病院 内科１）
○松田耕一郎１）、梶 喜一郎１）、舩木 雅也１）、平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）
１）
１）
１）
平松 活志 、松田
充 、荻野 英朗 、野田 八嗣１）
◆特別講演
「粘膜治癒時代における炎症性腸疾患の内視鏡検査とその評価法」
福岡大学筑紫病院 消化器内科
平井 郁仁
◆教育講演
「薬剤性腸炎、 Col
l
agenouscol
i
t
i
s」
藤田保健衛生大学 消化管内科

平田

◆ランチョンセミナー
「消化管悪性リンパ腫の診断と治療」
九州大学大学院 病態機能内科学

中村昌太郎

一郎

◆一般演題
０１ クローン病に対する顆粒球除去療法の経験
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○羽柴 智美１）、野村 能元１）、吉田真理子１）、砂子阪 肇１）
荒井 邦明１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本 安成１）
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）
０２ 胃十二指腸病変を合併した潰瘍性大腸炎の一例
金沢医科大学 消化器内科学１）
○湊
貴浩１）、尾崎 一晶１）、野村 友映１）、山田 英登１）
林
蘭仁１）、齊藤
隆１）、福山 智基１）、大塚 俊美１）
１）
福村
敦 、白枝 昌子１）、矢野 博一１）、白枝 久和１）
土島
睦１）、堤
幹宏１）、有沢 富康１）

０３ インフリキシマブを導入した既存治療抵抗性の潰瘍性大腸
炎４例の検討
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○浦田 隆正１）、北村 和哉１）、朝日向良朗１）、上田 晃之１）
加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）、山下 竜也１）
水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政夫１）
岡田 俊英１）、金子 周一１）
０４ アスピリンの関与が疑われた非外傷性十二指腸壁内血腫の
１例
城北病院１）
○坂本 茂夫１）、大野 健次１）、山本 和利１）

０５ シングルバルーン小腸内視鏡にて観察しえた虚血性小腸炎
の１例
福井大学附属病院 消化器内科１）
○大藤 和也１）、尾崎 嘉彦１）、大野
崇１）、松永 心祐１）
里見 聡子１）、大谷 昌弘１）、李
相植１）、根本 朋幸１）
須藤 弘之１）、山崎 幸直１）

１６ 胃迷入膵の偽嚢胞の穿刺・吸引にて症状改善が認められた
一例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
舩木・上野病院２）
○上関 ふみ１）、矢野 正明１）、山田 和俊１）、河合 博志１）
卜部
健１）、舩木健一郎２）

０６ 腸間膜脂肪織炎により小腸閉塞を来し、ステロイドにより
改善がみとめられた１例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
○加納 俊輔１）、山田 和俊１）、矢野 正明１）、河合 博志１）
卜部
健１）

１７ EUSFNAを用いた膵仮性嚢胞ドレナージの１経験
公立松任石川中央病院１）
○松川 弘樹１）、矢野 正明１）、山田 和俊１）、河合 博志１）
卜部
健１）

０７ 消 化 管 出 血 に 伴 う 貧 血 を 契 機 に 診 断 し 得 た 小 腸 MSEP
（Mucosubmucosalel
ongat
edpol
yp）の１例
黒部市民病院 胃腸科１）
○田中 章浩１）、竹越
快１）、冨田
学１）、上山本伸治１）
１）
中浜
亨
０８ 全大腸内視鏡検査における前処置の検討
石川県立中央病院１）
○伊藤 錬磨１）、金子 佳史１）、木藤 陽介１）、中西 宏佳１）
辻
国広１）、吉田 尚弘１）、冨永
桂１）、辻
重継１）
竹村 健一１）、山田 真也１）、土山 寿志１）
０９ 大腸内視鏡挿入困難例の検討―特に下行結腸固定不良の観
点から―
富山赤十字病院 医療社会事業部１）
同 消化器内科２）
○稲土 修嗣１）、吉田 啓紀１）、品川 和子１）、圓谷 朗雄１）
岡田 和彦２）
１０ 内視鏡的に治癒しえた上部消化管 X線検査後に発生したバ
リウム糞石によるイレウスの１例
金沢市立病院 消化器内科１）
○林
武弘１）、方堂 祐治１）、辻
宏和１）

１８ 膵仮性嚢胞に対する超音波内視鏡下穿刺ドレナージ術
（EUSTD）が奏功した２例
富山県立中央病院 内科１）
○梶 喜一郎１）、松田耕一郎１）、舩木 雅也１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、堀田 洋介１）、平松 活志１）、松田
充１）
１）
１）
荻野 英朗 、野田 八嗣
１９ 繰り返す下血にて発症した脾仮性動脈瘤膵管内穿破の一例
金沢大学 消化器内科１）
○大石
岳１）、吉田
功１）、鳴海 兼太１）、斉藤奈津子１）
１）
岡田 俊英 、金子 周一１）
２０ 総胆管結石治療に細径内視鏡を併用した１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○吉田 尚弘１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
辻
国広１）、冨永
桂１）、辻
重継１）、竹村 健一１）
山田 真也１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
２１ 乳頭憩室内開口に対して膵管ガイドワイヤー法にて内視鏡
的胆管ドレナージを行った閉塞性黄疸の１例
金沢有松病院 内科１）、同 外科２）
○寺島 健志１）、高畠 一郎２）、前川 正知１）

１１ 下部消化管内視鏡にて摘出した大腸アニサキス症の一例
城北病院 外科１）
同 内科２）
○林
洋平１）、中村
崇１）、三上 和久１）、前多
力１）
１）
１）
２）
安松比呂志 、斎藤 典才 、坂本 茂夫 、大野 健次２）

２２ 内視鏡的回収が困難であった胆管内ステント迷入例の経験
福井厚生病院 消化器病センター 内科１）、同 外科２）
中村病院 内科３）
福井大学医学部附属病院 消化器内科４）
○東田
元１）、道鎮 正規１）、高橋 秀宏１）、山本
誠１）
佐々木 久２）、大澤
武２）、天谷 博一２）、木村 成里２）
長谷川保弘２）、若原 成行３）、大谷 昌弘４）

１２ オメプラゾールの関与が示唆された Col
l
agenouscol
i
t
i
s
一例
橘医院１）、福井県済生会病院 内科２）
同 病理部３）
○橘
良哉１）、神野 正隆１）、松田 尚登１）、真田
拓１）
新
浩一１）、小坂星太郎１）、渡邊 弘之１）、野ツ俣和夫１）
登谷 大修１）、田中 延善２）、須藤 嘉子３）

２３ 高齢者の総胆管結石症に対する治療方針の検討―大口径バ
ルーン併用 EST
（ESLBD）を施行した１８症例の検討を中心に―
恵寿総合病院 消化器センター１）
金沢医科大学病院 病理部２）
○渕崎宇一郎１）、石川 聡子１）、東
勇気１）、熊谷 将史１）
高井 優輝１）、山崎 圭介１）、鎌田
徹１）、宮森 弘年１）
１）
２）
神野 正博 、上田 善道

１３ 虚血性腸炎を合併したノロウイルス胃腸炎の１例
公立つるぎ病院 内科１）
福井大学医学部病院病態医学講座 腫瘍病理学領域２）
○善田 貴裕１）、法木 左近２）

２４ 術前診断に苦慮した巨大な胆嚢腺腫の一例
金沢大学附属病院 消化器内科１）、同 肝胆膵胃腸外科２）
同 病理部３）
○須田 烈史１）、川口 和紀１）、高田
昇１）、林
智之１）
加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）、山下 竜也１）
水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政夫１）
岡田 俊英１）、金子 周一１）、中川原寿俊２）、萱原 正都２）
太田 哲生２）、北村 星子３）

１４ 横紋筋融解症の経過中に発症したサイトメガロウイルス腸
炎の一例
厚生連高岡病院 消化器科１）
同 病理科２）
○澤崎 拓郎１）、国谷
等１）、西田 泰之１）、平井 信行１）
１）
寺田 光宏 、増田 信二２）
１５ エルシニア腸炎の３例
富山市立富山市民病院 消化器内科１）
○水野 秀城１）、蓑内 慶次１）、青山

庄１）、樋上

義伸１）

２５ EUSFNAが診断に有用であった肝内胆管癌の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○藤原
秀１）、柿木嘉平太１）、在原 文教１）、北原 征明１）
加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）、山下 竜也１）
水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本 安成１）、本多 政夫１）
岡田 俊英１）、金子 周一１）

２６ 糖尿病発症を契機に I
gG４関連自己免疫性膵炎、硬化性胆
管炎が判明した高齢男性の１例
河北中央病院１）
○重山
勇１）、松下 栄紀１）
２７ 胃粘膜下腫瘍との鑑別が困難であり超音波内視鏡下穿刺吸
引細胞診が診断に有用であった肝細胞癌の１例
富山県立中央病院 消化器内科１）、同 外科２）
同 臨床病理科３）
○木田 明彦１）、松田耕一郎１）、梶 喜一郎１）、舩木 雅也１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）、平松 活志１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、清水 康一２）、寺畑信太郎３）
野田 八嗣１）
２８ 肝動脈塞栓術後に合併した Bi
l
omaに対し経乳頭的ドレ
ナージが奏功した一例
福井県済生会病院 内科１）
同 放射線科２）
○西川 智貴１）、松田 尚登１）、神野 正隆１）、真田
拓１）
新
浩一１）、小坂星太郎１）、渡邊 弘之１）、野ッ俣和夫１）
登谷 大修１）、田中 延善１）、宮山 士朗２）
２９ 食道静脈瘤破裂をきっかけに診断された Scheuer２原発
性胆汁性肝硬変の１例
やわたメディカルセンター 消化器内科１）、同 外科２）
金沢大学 形態機能病理学３）
○大幸 英喜１）、大堀
功１）、川西
勝２）、原田 憲一３）
中沼 安二３）
３０ 当科における BRTO自験例の検討
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○西川 昌志１）、鷹取
元１）、友影 美貴１）、堀井
加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）、山下
水腰英四郎１）、酒井 明人１）、中本 安成１）、本多
岡田 俊英１）、金子 周一１）

里和１）
竜也１）
政夫１）

３１ 中・下咽頭領域における NBI併用拡大観察の診断能の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○中西 宏佳１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、辻
国広１）
吉田 尚弘１）、冨永
桂１）、辻
重継１）、竹村 健一１）
山田 真也１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
３２ 気管切開により自発呼吸を保ったまま気道分離を行い喉頭
表在癌の内視鏡治療を施行した一例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、辻
国広１）
１）
１）
１）
吉田 尚弘 、冨永
桂 、辻
重継 、竹村 健一１）
山田 真也１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
３３ 当院にて経験した剥離性食道炎の２例
市立砺波総合病院１）
○小林 英士１）、岡村 利之１）、稲邑 克久１）、足立
杉本 立甫１）

浩司１）

３４ 消 化 管 術 後 吻 合 部 狭 窄 に 対 す る Radi
alI
nci
si
onand
Cut
t
i
ng（RI
C）法の有用性
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
○山田 真也１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
辻
国広１）、吉田 尚弘１）、冨永
桂１）、辻
重継１）
竹村 健一１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）、稲木 紀幸２）
伴登 宏行２）
３５ ESD術前の範囲、深達度診断が困難であった早期胃癌の１例
金沢医科大学病院１）
○濱田
和１）、川浦
健１）、北方 秀一１）、浦島左千夫１）
１）
伊藤
透

３６ 早期胃癌に対する術前生検の意義
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 消化器外科２）
○金子 佳史１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
辻
国広１）、吉田 尚弘１）、冨永
桂１）、辻
重継１）
竹村 健一１）、山田 真也１）、山本 道宏２）、稲木 紀幸２）
土山 寿志１）、山田 哲司２）
３７ 生検診断にて診断し得た NBI拡大観察無効の未分化型早期
胃癌の１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○土山 寿志１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
辻
国広１）、冨永
桂１）、吉田 尚弘１）、辻
重継１）
竹村 健一１）、山田 真也１）、金子 佳史１）
３８ 内視鏡的に経過を観察し得た肉腫様胃癌の１例
公立羽咋病院 内科１）、金沢大学附属病院 消化器内科２）
○西野 隆平１）、池田 直樹１）、鵜浦 雅志１）、加賀谷尚史２）
金子 周一２）
３９ TS１単独療法にて原発巣の消失を認めた早期胃癌の一例
谷川病院 消化器内科１）
福井赤十字病院 外科２）、同 消化器科３）
○谷川 一志１）、平野富美子１）、阿部 芳道１）、川上 義行２）
道上
学３）
４０ 胃悪性リンパ腫の化学療法による寛解導入中に発症した脳
転移の一例
KKR北陸病院 内科１）
金沢医科大学 病態診断医学２）
○増永 高晴１）、坂下 俊樹１）、篠崎 公秀１）、湊
宏２）
４１ タイミング良く治療できた胃アニサキス症の１症例
富山逓信病院 外科１）、富山大学 第二外科２）
○湯口
卓１）、大上 英夫１）、嶋田
裕２）、塚田 一博２）
４２ 内視鏡的止血術を施行した急性出血性胃潰瘍の３歳女児の
１例
杉田玄白記念公立小浜病院 消化器センター１）
○香渡
優１）、口出 将司１）、山内 淳一１）、布居 剛洋１）
笠原 勝宏１）、川村 晴水１）、上田 大輔１）、亀井 俊治１）
４３ 幽門輪をまたぐ多発早期胃癌に対して内視鏡的粘膜下層剥
離術（ESD）を施行し一期的に加療しえた１例
福井県立病院 消化器内科１）、同 臨床病理科２）
○山崎 厚郎１）、青柳 裕之１）、熊本 倫子１）、林
宣明１）
１）
１）
１）
波佐谷兼慶 、真崎 竜邦 、伊部 直之 、辰巳
靖１）
２）
海崎 泰治
４４ 抗凝固療法中の緊急止血術後に待機的に ESDを行った早
期胃癌の一例
金沢赤十字病院 消化器病センター１）
渡辺病理診断研究所２）
○寺崎 修一１）、在原 文教１）、中河 秀俊１）、守護 晴彦１）
高田 佳子１）、岩田
章１）、渡辺騏七郎２）
４５ 胃 ESD穿孔症例における長期経過
富山県立中央病院 内科１）
○松田
充１）、梶 喜一郎１）、舩木 雅也１）、平井
島谷 明義１）、堀田 洋介１）、松田耕一郎１）、平松
荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

聡１）
活志１）

４６ 胃カルチノイドを病巣内に認めた高分化型腺癌に対し内視
鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を行った１例
国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
○関
晃裕１）、丸川 洋平１）、岡藤 啓史１）、高畠
央１）
１）
１）
１）
小村 卓也 、太田
肇 、笠島 里美 、川島 篤弘１）

４７ CNS病変による片麻痺症状を契機に発見された、十二指
腸 di
f
f
usel
ar
geBcel
ll
ymphomaの一例
金沢社会保険病院 内科１）、同 脳神経外科２）
○飯田 文世１）、三輪 一博１）、土屋 勝裕２）、早瀬 秀男２）
４８ 十二指腸神経鞘腫の一例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 外科２）
同 放射線科３）
金沢医科大学 病理病態学４）
○玉井 利克１）、代田 幸博１）、原
泰将１）、若林
２）
２）
大和 太郎 、藤森 英希 、今井 哲也２）、龍沢
尾崎 公美３）、佐藤 勝明４）

時夫１）
泰彦２）

４９ 内視鏡的粘膜下層剥離術を施行した十二指腸絨毛管状腺腫
の一例
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、舩木 雅也１）、梶 喜一郎１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、堀田 洋介１）、松田耕一郎１）、松田
充１）
１）
１）
荻野 英朗 、野田 八嗣
５０ 人間ドックで発見された十二指腸異物（スプーン）の一例
かみいち総合病院 内科１）、同 外科２）
富山大学医学部 第三内科３）
○佐藤 幸浩１）、温井 剛史２）、丸岡 秀範２）、田尻 和人３）
西川
潤３）

第９７回
日
会
会

北陸地方会

時：平成２３年６月２６日㈰
場：富山県医師会館 第一会場：１階 大ホール
第二会場：４階 会議室
長：富山県立中央病院 内科 野田 八嗣

◆シンポジウム
「北陸における大腸 ESDの現状」
司
会：金沢大学附属病院 消化器内科
加賀谷尚史
富山県立中央病院 内科
平松 活志
１．当院における大腸 ESDの現状
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）
○松永 心祐１）、須藤 弘之１）、鳥居 志充１）、谷川明希子１）、三原
大野
崇１）、里見 聡子１）、大谷 昌弘１）、李
相植１）、根本
１）
中本 安成
２．当科における大腸腫瘍性病変に対する ESDの現状と治療成績
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○北方 秀一１）、伊藤
透１）、濱田
和１）、川浦
健１）、岡村
３．当院の大腸 ESDの現状
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）
４．当院における大腸内視鏡的粘膜下層剥離術（大腸 ESD）の現状
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、舩木 雅也１）、西川 昌志１）、林
智之１）、平井
１）
１）
１）
島谷 明義 、松田耕一郎 、松田
充 、荻野 英朗１）、野田

美香１）、大藤
朋幸１）、山崎

和也１）
幸直１）

英之１）、浦島左千夫１）

聡１）、堀田
八嗣１）

洋介１）

◆特別講演
「Endoscopi
cFor
um を育てよう─支部が機関誌を持つことの意味─」
蓮根ロイヤルクリニック
藤野 雅之
◆教育講演
「咽頭・食道癌における内視鏡診断・治療 UpToDat
e」
J
A長野厚生連佐久総合病院 胃腸科
小山 恒男
◆ランチョンセミナー
「胆膵内視鏡治療の最前線」
東京大学医学部附属病院

消化器内科

伊佐山浩通

◆一般演題
０１ 佐藤式喉頭展開器を併用して ESDを施行し得た頚部食道
癌の１例
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
金沢大学がん研究所 腫瘍制御２）
〇濱田
和１）、川浦
健１）、岡村 英之１）、北方 秀一１）
１）
浦島左千夫 、伊藤
透１）、源
利成２）
０２ 咽喉頭癌に対する NBI拡大観察の有用性
石川県立中央病院 消化器内科１）
〇竹村 健一１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）、伊藤
中西 宏佳１）、林
智之１）、辻
国広１）、冨永
辻
重継１）、金子 佳史１）、山田 真也１）、土山

錬磨１）
桂１）
寿志１）

０３ 診断的粘膜下層剥離術が有用であった食道胃重複癌の一例
市立砺波総合病院 消化器科１）
同 臨床病理科２）
〇稲邑 克久１）、高田 佳子１）、岡村 利之１）、河合 博志１）
杉本 立甫１）、杉口
俊２）、寺畑信太郎２）

０４ 食道原発悪性黒色腫の１例
富山県立中央病院 内科１）
〇池辺美奈子１）、松田
充１）、木田
平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田
平松 活志１）、荻野 英朗１）、野田

明彦１）、藤原
秀１）
洋介１）、松田耕一郎１）
八嗣１）

０５ 壊疽性膿皮症に合併したヘルペス食道炎の一例
福井大学医学部附属病院 消化器内科
光学医療診療部１）
〇里見 聡子１）、谷川明希子１）、鳥居 志充１）、三原
大藤 和也１）、大野
崇１）、松永 心祐１）、大谷
李
相植１）、根本 朋幸１）、須藤 弘之１）、山崎
中本 安成１）
０６ 当院における上部消化管内視鏡異物除去の検討
富山市民病院 消化器内科１）
〇奥村麻衣子１）、清水 啓智１）、水野 秀城１）、蓑内
青山
庄１）、樋上 義伸１）

美香１）
昌弘１）
幸直１）

慶次１）

０７ 内視鏡的に除去し得た積木誤飲の一例
射水市民病院 内科１）、同 外科２）
〇堀
幹夫１）、加藤
勤１）、西森
弘１）、太田
島多 勝夫２）

長義２）

０８ 食道静脈瘤の治療中に指摘された門脈肺静脈吻合（PPVA）
の１例
やわたメディカルセンター 消化器内科１）、同 外科２）
〇大幸 英喜１）、大堀
功１）、川西
勝２）
０９ 当科における内視鏡的静脈瘤硬化療法（EI
S）の現状
金沢大学附属病院 消化器内科１）
〇山田 和俊１）、鷹取
元１）、稲田 悠記１）、羽柴 智美１）
１）
舩木 雅也 、中河 秀俊１）、守護 晴彦１）、砂小阪 肇１）
島上 哲朗１）、荒井 邦明１）、川口 和紀１）、柿木嘉平太１）
北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）、本多 政夫１）
岡田 俊英１）、金子 周一１）
１０ 食道病変を伴ったクローン病の一例
恵寿総合病院 消化器センター１）
〇松田 達也１）、野村 能元１）、森
和也１）、尾島
１）
１）
高井 優輝 、山崎 圭介 、渕崎宇一郎１）、鎌田
宮森 弘年１）

敏彦１）
徹１）

１１ 内視鏡にて発見された微小胃癌の１例
石川県立中央病院 消化器外科１）、同 消化器内科２）
石川県済生会金沢病院 消化器科３）
〇上田 秀保１）、稲木 紀幸１）、松永
正１）、石山 泰寛１）
１）
１）
山本 道宏 、小竹 優範 、黒川
勝１）、伴登 宏行１）
１）
２）
山田 哲司 、土山 寿志 、原
泰将３）、若林 時夫３）
１２ 胃・十二指腸穿孔症例の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 消化器外科２）
〇中西 宏佳１）、竹田 康人１）、木藤
林
智之１）、辻
国広１）、冨永
１）
竹村 健一 、山田 真也１）、金子
山本 道宏２）、稲木 紀幸２）、山田

陽介１）、伊藤
桂１）、辻
佳史１）、土山
哲司２）

錬磨１）
重継１）
寿志１）

１３ 単孔式腹腔鏡下に幽門側胃切除と子宮全摘術を施行した１例
石川県立中央病院 消化器外科１）
〇松永
正１）、稲木 紀幸１）、石山 泰寛１）、北村 祥貴１）
金子 真美１）、山本 道弘１）、小竹 優範１）、黒川
勝１）
伴登 宏行１）、山田 哲司１）
１４ 早期胃がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後の
腹腔鏡下胃切除術の検討
富山県立中央病院 外科１）
〇櫻井健太郎１）、加治 正英１）、金本 斐子１）、中山
啓１）
１）
１）
１）
東
勇気 、渡邉 利史 、大澤 宗士 、川原 洋平１）
寺田 逸郎１）、山本 精一１）、前田 基一１）、清水 康一１）
１５ 胃切除後症例に対する PEGの安全性についての検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
〇伊藤 錬磨１）、金子 佳史１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）
中西 宏佳１）、林
智之１）、辻
国広１）、冨永
桂１）
１）
１）
１）
辻
重継 、竹村 健一 、山田 真也 、土山 寿志１）
１６ 当院での超音波内視鏡における胃粘膜下腫瘍の検討
富山県立中央病院 内科１）
同 病理診断科２）
〇松田耕一郎１）、木田 明彦１）、藤原
秀１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、堀田 洋介１）、平松 活志１）、松田
充１）
荻野 英朗１）、内山 明央２）、石澤
伸２）、野田 八嗣１）

１７ 胃未分化型粘膜内癌に対する ESDの成績と長期予後
石川県立中央病院 消化器内科１）
〇辻
重継１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）
中西 宏佳１）、林
智之１）、辻
国広１）、冨永
桂１）
竹村 健一１）、山田 真也１）、金子 佳史１）、土山 寿志１）
１８ 経過中に Vani
shi
ngt
umorと潰瘍形成をきたした胃アニサ
キス症の一例
市立砺波総合病院 消化器科１）
〇岡村 利之１）、高田 佳子１）、稲邑 克久１）、河合 博志１）
杉本 立甫１）
１９ 胃腺腫切除１年後に瘢痕に接して早期食道胃接合部癌をみ
とめた一例
金沢赤十字病院 消化器病センター１）
金沢大学大学院医学系研究科 形態機能病理学２）
渡辺病理診断研究所３）
町立富来病院４）
〇寺崎 修一１）、友影 美貴１）、玉井 利克１）、小村 卓也１）
西島 弘二１）、西村 元一１）、岩田
章１）、原田 憲一２）
渡辺騏七郎３）、宮谷 信行４）
２０ 内 視 鏡 的 粘 膜 下 層 剥 離 術（ESD）で 切 除・診 断 し た 胃
I
nf
l
ammat
or
yf
i
br
oi
dpol
ypの１例
厚生連高岡病院 消化器科１）
同 病理２）
〇西田 泰之１）、蓮本 祐史１）、澤崎 拓郎１）、國谷
等１）
平井 信行１）、寺田 光宏１）、増田 信二２）
２１ タクロリムス治療中にサイトメガロウィルス（CMV）感染
による胃潰瘍を合併した慢性関節リウマチの１例
KKR北陸病院 内科１）
金沢医科大学 病態診断医学２）
〇増永 高晴１）、坂下 俊樹１）、篠崎 公秀１）、角田信一郎１）
湊
宏２）
２２ vonReckl
i
nghausen病に合併した十二指腸 GI
STの２例
厚生連滑川病院 内科１）
同 放射線科２）
〇小栗
光１）、鹿熊 一人２）
２３ 十二指腸憩室出血の１例
市立敦賀病院 消化器科１）
〇方堂 祐治１）、藤永 晴夫１）、米島

學１）

２４ 高度狭窄を来した十二指腸癌の一例
富山市民病院 消化器内科１）
〇水野 秀城１）、奥村麻衣子１）、清水 啓智１）、蓑内
青山
庄１）、樋上 義伸１）

慶次１）

２５ 門脈側副血行路に圧排され生じた胆管狭窄が原因で肝膿瘍
を併発したと思われる一例
金沢医療センター 消化器科１）、同 放射線科２）
同 臨床検査科３）
金沢大学病院 形態機能病理学４）
〇吉田真理子１）、髙田
昇１）、竹越
快１）、神野 正隆１）
寺島 健志１）、丸川 洋平１）、太田
肇１）、牧田 伸三２）
３）
３）
笠島 里美 、川島 篤弘 、原田 憲一４）、中沼 安二４）
２６ 膵癌による十二指腸水平脚狭窄に対する消化管ステント留
置を繰り返し行い、QOLを維持できた１例
金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター１）
同 消化器・乳腺・移植再生外科２）
〇大坪公士郎１）、竹内 伸司１）、山田 忠明１）、毛利 久継１）
山下
要１）、安本 和生１）、田島 秀浩２）、北川 裕久２）
太田 哲生２）、矢野 聖二１）

２７ 膵胆道系悪性腫瘍に対する胆管ならびに十二指腸ステント
留置の経験
福井厚生病院 消化器病センター 内科１）、同 外科３）
福井大学医学部附属病院 消化器内科２）
〇東田
元１）、道鎮 正規１）、大谷 昌弘２）、佐々木 久３）
大澤
武３）、天谷 博一３）、木村 成里３）、山本
誠１）
２８ 非ホジキンリンパ腫による胆管閉塞に対するメタリックス
テント留置後にステント内結石を繰り返し生じた１例
黒部市民病院 胃腸科１）、同 健康管理科２）、同 放射線科３）
〇浦田 隆正１）、田中 章浩１）、冨田
学１）、上山本伸治１）
中浜
亨１）、丸山
仁２）、荒井 和徳３）
２９ 経口胆道鏡の治療応用の試みについて
福井県立病院 消化器内科１）
〇波佐谷兼慶１）、高橋 和人１）、熊本 倫子１）、林
青柳 裕之１）、辰巳
靖１）、伊部 直之１）
３０ 直腸全周性狭窄で発見された前立腺癌の１例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）
〇伊藤 朋子１）、平能 康充１）、服部 昌和１）、西田
清水さつき１）、田中 伸廣１）、八木 大介１）、浅海
佐藤 嘉紀１）、前田 一也１）、宮永 太門１）、林
道傳 研司１）、橋爪 泰夫１）、海崎 泰治２）

宣明１）

洋児１）
吉傑１）
裕之１）

３１ 大腸過形成性ポリープ上に鋸歯状腺腫と、腺腫を合併した
１例
石川勤労者医療協会 城北病院 内科１）
〇小平日実子１）、坂本 茂夫１）、袖本 幸男１）
３２ 偶然発見された、虫垂炎所見を伴わない col
oni
ct
ypeの虫
垂癌の１例
金沢医科大学 一般消化器外科１）、同 内視鏡科２）
同 臨床病理部３）
〇甲斐田大資１）、木南 伸一１）、大野由夏子１）、大西 敏雄１）
富田 泰斗１）、野口 美樹１）、舟木
洋１）、表
和彦１）
上田 順彦１）、中野 泰治１）、野口 昌邦１）、小坂 健夫１）
北方 秀一２）、伊藤
透２）、黒瀬
望３）、野島 孝之３）
３３ Si
ngl
ei
nci
si
on l
apar
oscopi
c col
ect
omy wi
t
h D3
di
ssect
i
on f
ocused upon count
er t
r
act
i
on f
or r
i
ght
si
dedcol
oncancer
石川県立中央病院 消化器外科１）
〇小竹 優範１）、上田 秀保１）、松永
正１）、石山 泰寛１）
北村 祥貴１）、金子 真美１）、山本 道宏１）、稲木 紀幸１）
黒川
勝１）、伴登 宏行１）、山田 哲司１）
３４ 盲腸 MALTリンパ腫の一例
富山県立中央病院 内科１）、同 病理診断科２）
照風会みかわクリニック３）
〇松岡
訓１）、３）、木田 明彦１）、藤原
秀１）、堀田 洋介１）
島谷 明義１）、平井
聡１）、松田耕一郎１）、平松 活志１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、内山 明央２）、石澤
伸２）
３）
１）
三川 正人 、野田 八嗣
３５ 内視鏡所見の増悪変化を追えた特発性腸間膜静脈硬化症の
１例
真生会富山病院 消化器内科１）
〇河相
覚１）、真野 鋭志１）、平名 浩史１）、松村 孝之１）
３６ 閉塞性腸炎にサイトメガロウイルス腸炎が併発したと考え
られる一例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
〇西川 昌志１）、矢野 正明１）、浅井
純１）、卜部
健１）

３７ I
gA欠損症の幼児に発症した結節性リンパ濾胞過形成の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）、同 小児科２）
〇岡藤 啓史１）、柿木嘉平太１）、西川 智貴１）、宮沢 正樹１）
関
晃裕１）、林
武弘１）、北原 征明１）、上田 晃之１）
砂子阪 肇１）、島上 哲朗１）、鷹取
元１）、荒井 邦明１）
１）
１）
川口 和紀 、北村 和哉 、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、西村 良成２）、谷内江昭宏２）
金子 周一１）
３８ 健診を契機に発見されたアメーバ性大腸炎の一例
富山赤十字病院 消化器科１）
〇西水 俊准１）、小川加奈子１）、品川 和子１）、圓谷 朗雄１）
岡田 和彦１）、稲土 修嗣１）、前田 宜延１）
３９ 直腸カルチノイド腫瘍に対する EVLデバイスを用いた内視
鏡的粘膜切除（EMRL）の病理学的検討
黒部市民病院 胃腸科１）、同 健康管理科２）、同 臨床検査科３）
○冨田
学１）、浦田 隆正１）、田中 章浩１）、上山本伸治１）
中浜
亨１）、丸山
仁２）、高川
清３）
４０ ポリスチレンスルホン酸カルシウム（カリメート）内服中
に S状結腸間膜穿通から穿孔をきたした１例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、同 外科２）、同 病理３）
〇原
泰将１）、代田 幸博１）、堀井 里和１）、若林 時夫１）
戸田 有宣２）、大和 太郎２）、今井 哲也２）、龍沢 泰彦２）
佐藤 勝明３）
４１ 進 行 大 腸 癌 を 合 併 し 癌 切 除 後 に 軽 快 し た Cr
onkhi
t
eCanada症候群の１例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）、同 外科２）
〇矢野 正明１）、松浦 裕司１）、西川 昌史１）、浅井
純１）
卜部
健１）、羽場 祐介２）、大畠 慶直２）、石井
要２）
２）
２）
竹田 利弥 、八木 雅夫
４２ 当院における大腸憩室出血症例の検討
福井県済生会病院 内科１）
〇朝日向良朗１）、松田 尚登１）、真田
拓１）、新
１）
１）
渡邊 弘之 、野ツ俣和夫 、登谷 大修１）、田中

浩一１）
延善１）

４３ NSAI
D投与を契機に消化管出血を呈したリンパ形質細胞
性リンパ腫に合併した消化管アミロイドーシスの１例
金沢市立病院 消化器内科１）、同 病理２）、小川医院３）
金沢大学附属病院 血液内科４）
〇辻
宏和１）、熊谷 将史１）、梶 喜一郎１）、小林 雅子２）
小川 滋彦３）、林
朋恵４）
４４ 集学的内視鏡検査が、止血に役立った小腸血管異形成の一例
富山大学医学部 内科学第三講座１）、同 光学医療診療部２）
〇三原
弘１）、菅谷
彰１）、植田
亮１）、安藤 孝将１）
１）
１）
西川
潤 、藤浪
斗 、梶浦 新也１）、小川 浩平１）
細川
歩１）、魚谷 英之２）、杉山 敏郎１）、２）
４５ 小腸神経内分泌腫瘍の一例
かみいち総合病院 内科１）、同 外科２）、同 病理科３）
○佐藤 幸浩１）、丸岡 秀範２）、温井 剛史２）、高川 竜子３）
４６ 大量消化管出血を来しダブルバルーン内視鏡にて診断治療
し得た小腸リンパ管腫の１例
富山県立中央病院 内科１）、同 臨床病理科２）
〇木田 明彦１）、松田耕一郎１）、藤原
秀１）、平井
聡１）
１）
１）
１）
島谷 明義 、堀田 洋介 、平松 活志 、松田
充１）
１）
２）
１）
荻野 英朗 、内山 昭夫 、野田 八嗣
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消化器内科

新館

第一会場：１階
第二会場：５階
土山 寿志

コンベンションホール
第１２研修室

◆シンポジウム
「胃癌の内視鏡診断：画像強調観察から拡大観察、アンサーパット形式」
司
会：金沢市立病院
消化器内科
辻
宏和
石川県済生会金沢病院 消化器内科
代田 幸博
基調講演
「胃癌診療における NBI拡大観察の有用性」
金沢大学附属病院 消化器内科
鷹取
元
シンポジスト１
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○鷹取
元１）
シンポジスト２
国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
○丸川 洋平１）
シンポジスト３
金沢社会保険病院 消化器内科１）
○三輪 一博１）
シンポジスト４
福井県立病院 消化器内科１）
○青柳 裕之１）
◆特別講演
「胃 ESDを振り返って」
国立国際医療研究センター病院

消化器科

後藤田卓志

◆会長講演
「多施設共同臨床試験に学ぶ」
石川県立中央病院 消化器内科

土山

寿志

◆教育講演
「胃癌診断の目標」
久留米大学医学部内科学講座

中原

慶太

八尾

建史

消化器内科部門

◆ランチョンセミナー
「英国における拡大内視鏡の経験」
福岡大学筑紫病院・内視鏡部
◆一般演題
０１ 食道全周性 ESD後の狭窄予防に対してステロイド治療が
有効であった一例
恵寿総合病院 消化器センター１）
金沢大学附属病院 消化器内科２）
同 耳鼻咽喉科頭頸部外科３）
○渕崎宇一郎１）、野村 能元１）、真橋 宏幸１）、尾島 敏彦１）
高井 優輝１）、山崎 圭介１）、鎌田
徹１）、宮森 弘年１）
酒井 佳夫２）、室野 重之３）
０２ 食道潰瘍を合併した潰瘍性大腸炎の１例
国立病院機構金沢医療センター 消化器内科１）
同 臨床検査科２）
○神野 正隆１）、高田
昇１）、吉田真理子１）、竹越
１）
寺島 健志 、丸川 洋平１）、太田
肇１）、笠島
２）
川島 篤弘

快１）
里美２）

０３ 集学的治療を施行した下咽頭癌・食道癌の同時性重複癌の
１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○中島 崇志１）、辻
国広１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）
伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、林
智之１）、早稲田洋平１）
１）
１）
辻
重継 、竹村 健一 、山田 真也１）、土山 寿志１）
０４ 食道・胃 ESDにおけるプロポフォールの安全性と臨床的
背景の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○木藤 陽介１）、竹田 康人１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）
林
智之１）、辻
国広１）、早稲田洋平１）、辻
重継１）
竹村 健一１）、山田 真也１）、土山 寿志１）

０５ ESD時 sedat
i
onに伴う呼吸抑制により挿管管理を要した
１例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○炭谷 早紀１）、辻
国広１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）
伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、林
智之１）、早稲田洋平１）
１）
１）
辻
重継 、竹村 健一 、山田 真也１）、土山 寿志１）
０６ ESDを施行した胃底腺型胃癌の１例
富山県立中央病院 内科１）
同 病理診断科２）
○笹林 大樹１）、松田
充１）、木田 明彦１）、藤原
秀１）
平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田 洋介１）、松田耕一郎１）
平松 活志１）、荻野 英朗１）、石澤
伸２）、野田 八嗣１）
０７ 早期胃癌に対する EMR施行９年１０ヶ月後に発見された異
時性多発早期胃癌の１例
KKR北陸病院 内科１）
金沢医科大学 病態診断医学２）
○増永 高晴１）、坂下 俊樹１）、篠崎 公秀１）、湊
宏２）
０８ 金沢市胃内視鏡検診における経鼻内視鏡と経口内視鏡の比
較検討
金沢市医師会１）
石川勤労者医療協会 城北病院 内科２）
○大野 健次１）２）、西村 元一１）、若林 時夫１）、高畠 一郎１）
上野 敏男１）、鍛治 恭介１）、竹田 康男１）、羽柴
厚１）
１）
小山
信
０９ NBI併用拡大観察診断能のラーニングカーブについての検討
石川県立中央病院１）
白峰診療所２）
珠洲市総合病院３）
三ヶ根クリニック４）
○伊藤 錬磨１）、木藤 陽介１）、中西 宏佳１）、辻
国広１）
２）
１）
３）
稲垣 聡子 、冨永
桂 、吉田 尚弘 、辻
重継１）
竹村 健一１）、金子 佳史４）、山田 真也１）、土山 寿志１）
１０ 悪性腫瘍との鑑別に苦慮した胃平滑筋腫の一例
北陸病院 内科１）、同 外科２）
金沢医科大学 病態診断学３）
○坂下 俊樹１）、増永 高晴１）、篠崎 公秀１）、森下
荒能 義彦２）、湊
宏３）
１１ Lymphomat
oi
dgast
r
opat
hy（LyGa）の一例
富山県立中央病院 内科１）
同 病理診断科２）
○平松 活志１）、木田 明彦１）、藤原
秀１）、堀田
島谷 明義１）、平井
聡１）、松田耕一郎１）、松田
荻野 英朗１）、石澤
伸２）、野田 八嗣１）

１４ 胃壁固定を行ったにもかかわらず経皮内視鏡的胃瘻造設術
後に穿孔性腹膜炎を起こした脊髄小脳変性症の一例
城北病院 内科１）
○坂本 茂夫１）、大野 健次１）、塩谷 昌彦１）
１５ 術前に指摘された早期胃癌が卵巣癌肉腫の術後補助化学療
法（TC療法）後に消失した一例
小松市民病院 内科１）
○吉光 雅志１）、大石
岳１）、後藤 善則１）、又野
豊１）
１）
亀田 正二
１６ GI
STに対する EUSFNAの臨床的意義についての検討
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
○矢野 正明１）、西川 昌志１）、浅井
純１）、卜部
健１）
１７ 最近１０年間における出血性胃・十二指腸潰瘍の経年的変化
富山大学 第３内科１）
○藤浪
斗１）、細川
歩１）、小川 浩平１）、西川
潤１）
１）
１）
１）
梶浦 新也 、安藤 孝将 、三原
弘 、植田
亮１）
吉田 啓紀１）、杉山 敏郎１）
１８ 当院における悪性胃十二指腸狭窄に対する十二指腸ステン
ト留置症例の検討
福井県立病院 消化器内科１）、同 外科２）
○林
宣明１）、清水さつき２）、高橋 和人１）、八木 大介２）
熊本 倫子１）、波佐谷兼慶１）、浅海 吉傑２）、青柳 裕之１）
宮永 太門２）、辰巳
靖１）、伊部 直之１）
１９ 肝転移巣が嚢胞変性を呈した神経線維腫症１型に合併した
低リスク十二指腸 GI
STの１例
厚生連滑川病院 内科１）、同 放射線科２）
富山大学 病理診断学３）
○小栗
光１）、鹿熊 一人２）、林
伸一３）
２０ 胆管空腸吻合部出血に対し内視鏡止血を行った一例
福井県済生会病院 内科１）、同 外科２）、同 放射線科３）
○濱本 愛子１）、松田 尚登１）、朝日向良朗１）、真田
拓１）
１）
１）
１）
新
浩一 、渡邊 弘之 、野ツ俣和夫 、登谷 大修１）
田中 延善１）、藤本 大裕２）、寺田 卓郎２）、三井
毅２）
山城 正司３）、宮山 士朗３）

実２）

洋介１）
充１）

１２ 胃 粘 膜 下 腫 瘍 に 対 す る 低 侵 襲 手 術 ～ ReducedPor
t
Sur
ger
y～
福井県済生会病院 外科１）
○佐野 周生１）、角谷 慎一１）、天谷
奨１）、藤本 大裕１）
１）
１）
斎藤健一郎 、寺田 卓郎 、石田
誠１）、高嶋 吉浩１）
宗本 義則１）、笠原 善郎１）、藤澤 克憲１）、飯田 善郎１）
三井
毅１）
１３ 当院における胃・十二指腸粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡・内
視鏡合同手術：LECSの実際
石川県立中央病院 消化器外科１）
同 消化器内科２）
○稲木 紀幸１）、野
宏成１）、松永
正１）、石山 泰寛１）
北村 祥貴１）、山本 道宏１）、小竹 優範１）、黒川
勝１）
伴登 宏行１）、山田 哲司１）、土山 寿志２）

２１ 胃切除術後（Bi
l
l
r
ot
h２法）に生じた肝内胆管癌による閉塞
性黄疸及び輸入脚症候群に対して内視鏡的胆管ステント及び
十二指腸ステント留置術が有効であった一例
市立砺波総合病院 消化器科１）、同 臨床病理科２）
○稲邑 克久１）、高田 佳子１）、岡村 利之１）、河合 博志１）
杉本 立甫１）、杉口
俊２）、寺畑信太郎２）
２２ 当院における内視鏡的経乳頭的胆嚢ドレナージ（ETGBD）
症例の検討
福井県立病院 消化器内科１）
○波佐谷兼慶１）、高橋 和人１）、熊本 倫子１）、林
宣明１）
青柳 裕之１）、辰巳
靖１）、伊部 直之１）
２３ Bi
l
l
r
ot
hI
I再 建 後 の 総 胆 管 結 石 に 対 し PCFPQ２６０I
（OLYMPUS）を用い乳頭切開とラージバルーンによる乳頭拡
張により治療を行った一例
かみいち総合病院 内科１）
○佐藤 幸浩１）
２４ 当院での I
PMNに対する EUSの有用性の検討
富山県立中央病院 内科１）、同 外科２）、同 病理診断科３）
○松田耕一郎１）、木田 明彦１）、藤原
秀１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、堀田 洋介１）、平松 活志１）、松田
充１）
荻野 英朗１）、清水 康一２）、石澤
伸３）、野田 八嗣１）

２５ 膵頭部の腫大と膵内胆管の狭窄による閉塞性黄疸で発症し
た自己免疫性膵炎合併 I
gG４関連硬化性胆管炎の１例
公立南砺中央病院 内科１）
南砺市民病院 内科２）
○大鋸 立邦１）、根井 仁一１）、足立 浩司１）、井窪万理子２）
南
真司２）

３４ 原因不明の消化管出血（OGI
B）の精査にて発見された多発
空腸憩室の一例
富山県立中央病院 内科１）
○織田 典明１）、平松 活志１）、木田 明彦１）、藤原
秀１）
堀田 洋介１）、島谷 明義１）、平井
聡１）、松田耕一郎１）
松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）

２６ 膵仮性嚢胞に対し内視鏡的ネクロセクトミーを施行した一例
福井大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター１）
同 消化器内科２）
○小池真智子１）、大藤 和也２）、大谷 昌弘２）、谷川明希子２）
鳥居 志充２）、森瀬 涼子２）、三原 美香２）、松永 心祐２）
李
相植２）、根本 朋幸２）、須藤 弘之２）、山崎 幸直２）
中本 安成２）

３５ 虚血性腸炎による大腸の全周性狭窄に対して内視鏡的バ
ルーン拡張術が有効であった１例
市立敦賀病院 消化器科１）
○佐伯 啓吾１）、藤永 晴夫１）、方堂 祐治１）、米島
學１）

２７ 当科におけるダブルバルーン内視鏡を用いた ERCP
金沢大学附属病院 消化器内科１）、同 肝胆膵・移植外科２）
○岡藤 啓史１）、北村 和哉１）、稲田 悠記１）、舩木 雅也１）
林
武弘１）、関
晃裕１）、北原 征明１）、砂子阪 肇１）
島上 哲朗１）、鷹取
元１）、荒井 邦明１）、柿木嘉平太１）
川口 和紀１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）、本多 政夫１）
岡田 俊英１）、中川原寿俊２）、北川 裕久２）、太田 哲生２）
金子 周一１）
２８ 内視鏡にて確認し、ESWLにて治療しえた腸石イレウスの
一例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）、浅ノ川総合病院 内科２）
○代田 幸博１）、原
泰将１）、堀井 里和１）、若林 時夫１）
２）
荒木 一郎
２９ 回腸クローン病と診断・加療された大動脈炎症候群の若年
女性の一例
金沢社会保険病院 消化器内科１）
金沢大学附属病院 消化器内科２）、同 リウマチ内科３）
○飯田 文世１）、三輪 一博１）、吉田
功２）、岡田 俊英２）
鈴木 康倫３）、藤井
博３）、川野 充弘３）
３０ 腸重積をきたした小腸血管筋脂肪腫の一例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○西川 智貴１）、鷹取
元１）、羽柴 智美１）、宮澤
１）
高畠
央 、中河 秀俊１）、守護 晴彦１）、上田
砂子阪 肇１）、島上 哲朗１）、荒井 邦明１）、川口
柿木嘉平太１）、北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、山下
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井
本多 政夫１）、岡田 俊英１）、金子 周一１）
３１ 小腸静脈瘤３例の経験
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○稲田 悠記１）、鷹取
元１）、上田
１）
島上 哲朗 、荒井 邦明１）、川口
北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、山下
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井
岡田 俊英１）、金子 周一１）

正樹１）
晃之１）
和紀１）
太郎１）
明人１）

晃之１）、砂子阪 肇１）
和紀１）、柿木嘉平太１）
太郎１）、酒井 佳夫１）
明人１）、本多 政夫１）

３２ 当院におけるダブルバルーン小腸内視鏡の目的完遂率と問題点
福井県立病院 消化器内科１）
○熊本 倫子１）、高橋 和人１）、林
宣明１）、波佐谷兼慶１）
１）
１）
青柳 裕之 、辰巳
靖 、伊部 直之１）
３３ 挙上空腸狭窄に対しメタリックステント留置を４回繰り返
し１０ヶ月経口摂取可能であった胃癌全摘後再発の１例
富山大学附属病院 光学医療診療部１）、同 第二外科２）
○魚谷 英之１）、長田 拓哉２）、吉田
徹２）、澤田 成朗２）
吉岡 伊作２）、松井 恒志２）、堀
亮太２）、北條 荘三２）
嶋田
裕２）、杉山 敏郎１）、塚田 一博２）

３６ LVFX投与にて退縮傾向を認めた大腸 MALTリンパ腫の長
期経過から
福井県立病院 消化器内科１）
同 臨床病理科２）
○青柳 裕之１）、伊部 直之１）、高橋 和人１）、熊本 倫子１）
林
宣明１）、波佐谷兼慶１）、辰巳
靖１）、海崎 泰治２）
３７ 大腸内視鏡検査における二酸化炭素送気の有用性の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○林
智之１）、山田 真也１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）
伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、辻
国広１）、冨永
桂１）
早稲田洋平１）、稲垣 聡子１）、辻
重継１）、竹村 健一１）
土山 寿志１）
３８ サラゾスルファピリジンが奏効した Col
l
agenouscol
i
t
i
s
の一例
福井赤十字病院 消化器科１）
○原
季衣１）、尾崎 嘉彦１）、大野
崇１）、松田 秀岳１）
１）
１）
門
卓生 、道上
学
３９ ランソプラゾールあるいはチクロピジンの関与が疑われた
Col
l
agenousCol
i
t
i
sの一例
厚生連高岡病院 消化器科１）
同 病理科２）
○澤崎 拓郎１）、蓮本 祐史１）、国谷
等１）、西田 泰之１）
１）
１）
平井 信行 、寺田 光宏 、増田 信二２）
４０ 特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病 の 経 過 中 に 併 発 し た、
l
ansopr
azol
eによる col
l
agenouscol
i
t
i
sの１例
公立つるぎ病院 内科１）、白峰診療所２）
福井大学医学部病因病態医学講座 腫瘍病理学領域３）
○善田 貴裕１）、稲垣 聡子２）、法木 左近３）
４１ 抗赤痢アメーバ抗体陰性、便鏡検法陰性であったが、PCR
法にて確定診断可能であったアメーバ性大腸炎の一例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
金沢大学大学院 寄生虫感染症制御学２）
○吉田
功１）、冨永
桂１）、鳴海 兼太１）、斉藤奈津子１）
１）
岡田 俊英 、金子 周一１）、所
正治２）
４２ 直腸悪性黒色腫の１切除例
福井県立病院 外科１）
同 臨床病理科２）
○西田 洋児１）、平能 康充１）、服部
田中 伸廣１）、伊藤 朋子１）、八木
佐藤 嘉紀１）、前田 一也１）、大田
道傳 研司１）、橋爪 泰夫１）、海崎

昌和１）、清水さつき１）
大介１）、浅海 吉傑１）
浩司１）、宮永 太門１）
泰治２）

４３ 多発直腸カルチノイドの一例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○竹田 康人１）、早稲田洋平１）、木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）
中西 宏佳１）、林
智之１）、辻
国広１）、辻
重継１）
竹村 健一１）、山田 真也１）、土山 寿志１）

４４ 内視鏡的大腸粘膜切除後に敗血症性ショックを来した一例
福井大学医学部臨床研修センター１）、同 消化器内科２）
同 光学医療診療部３）
○嶋田 通明１）、松永 心祐２）、谷川明希子２）、鳥居 志充２）
森瀬 涼子２）、内藤 達志２）、三原 美香２）、大藤 和也２）
里見 聡子２）、李
相植２）、根本 朋幸２）、須藤 弘之２）
２）
中本 安成 、大谷 昌弘３）、山崎 幸直３）

４５ S状結腸癌に併発した閉塞性大腸炎の１例
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○濱田
和１）、北方 秀一１）、川浦
健１）、岡村
浦島左千夫１）、伊藤
透１）

英之１）

第９９回

北陸地方会

日
会

時：平成２４年７月１日㈰
場：福井商工会議所 第一会場：B１ F コンベンションホール
第二会場：B１ F 国際ホール
会 長：福井大学医学部附属病院 光学医療診療部 山崎 幸直

◆シンポジウム
「北陸における EUSFNA診療の現況」
司
会：福井大学医学部附属病院
山崎 幸直
福井赤十字病院
道上
学
基調講演
「EUSFNA診療の現況」
京都第二赤十字病院 消化器内科
安田健治朗
１．当院における EUS、EUSFNAの成績と有用性について
富山県立中央病院 内科１）
○松田耕一郎１）、織田 典明１）、木田 明彦１）、宮澤 正樹１）、水上 敦喜１）、平井
聡１）
島谷 明義１）、堀田 洋介１）、平松 活志１）、松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
２．当科での膵疾患における EUSFNA診療の現況
金沢大学附属病院 がん高度先進治療センター１）
○大坪公士郎１）、毛利 久継１）、山下
要１）、安本 和生１）、矢野 聖二１）
３．EUSFNA診療の現況
国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）、公立松任石川中央病院 消化器内科２）
○矢野 正明１）、卜部
健２）
４．当院での超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUSFNA）の現状
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○柿木嘉平太１）、松川 弘樹１）、大村 仁志１）、須田 烈史１）、米島
淳１）、竹越
快１）
関
晃裕１）、田中 章浩１）、北原 征明１）、砂子坂 肇１）、島上 哲朗１）、鷹取
元１）
１）
１）
１）
１）
１）
荒井 邦明 、北村 和哉 、加賀谷尚史 、山下 太郎 、酒井 佳夫 、山下 竜也１）
水腰英四郎１）、酒井 明人１）、本多 政夫１）、金子 周一１）
５．当院における EUSFNA診療の現況
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）
○大谷 昌弘１）、有塚 敦史１）、齋藤 恭志１）、田中 知子１）、濱本 愛子１）、高橋 和人１）
三原 美香１）、松田 秀岳１）、松永 心祐１）、里見 聡子１）、根本 朋幸１）、須藤 弘之１）
山崎 幸直１）、中本 安成１）
◆特別講演
「食道・胃静脈瘤診療の到達点 －２０年間にやってきたこと、見てきたこと－」
東京女子医科大学 消化器病センター
中村 真一
◆教育講演
「大腸 ESDの現状と今後の展望」
慶應義塾大学医学部 腫瘍センター

矢作

直久

◆ランチョンセミナー
「総胆管結石に対する内視鏡的治療の進歩」
神戸大学 消化器内科

早雲

孝信

◆一般演題
０１ 腸管型ベーチェット病に合併した出血性咽頭潰瘍に内視鏡
的止血術を行った１例
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 消化器科１）
同 耳鼻咽喉科２）
○石田 晃介１）、丸川 洋平１）、羽柴 智美１）、吉田真理子１）
矢野 正明１）、丹尾 幸樹１）、太田
肇１）、瀧口 哲也２）

０２ 咽頭表在癌に対する内視鏡治療の成績及び現状
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 総合診療部２）
○竹村 健一１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）、木藤 陽介１）
伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
吉田 尚弘 、早稲田洋平 、辻
重継１）、山田 真也１）
１）
２）
土山 寿志 、岡田 俊英

０３ 粘膜類天疱瘡と単純ヘルペス感染の関与が考えられた原発
性胆汁性肝硬変に合併した食道狭窄の１例
厚生連滑川病院 内科１）
〇小栗
光１）
０４ 胃粘膜下層への壁内進展をきたした食道胃合部扁平上皮癌
の１例
金沢医科大学病院 内視鏡科
同 消化器外科
同 病理診断科
○濱田
和、岡村 英之、川浦
健、北方 秀一
浦島左千夫、伊藤
透、富田 泰斗、木南 伸一
小坂 健夫、中田 聡子、湊
宏
０５ ESDを施行した食道血管腫の一例
石川県立中央病院 消化器内科１）
○竹田 康人１）、辻
重継１）、朝日向良朗１）、木藤 陽介１）
１）
伊藤 錬磨 、中西 宏佳１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
吉田 尚弘 、早稲田洋平 、竹村 健一１）、山田 真也１）
土山 寿志１）
０６ サイトメガロウイルス（CMV）関連胃潰瘍の一例
石川県済生会金沢病院１）
○舩木 雅也１）、代田 幸博１）、堀井 里和１）、若林 時夫１）
０７ 胃癌との鑑別を要したアニサキスによる好酸球性肉芽腫の
一例
城北病院 内科１）
○坂本 茂夫１）、笠松 優子１）、坂本 茂夫１）
０８ 内視鏡的に灰白色調の胃粘膜所見を呈した好酸球性胃腸炎
の１例
八尾総合病院 内科１）、同 外科２）
○山田 一樹１）、南部 修二１）、山田 正明１）、笹原のり子２）
渡邉 利史２）、根塚 秀昭２）、齊藤 智裕２）、齊藤 光和２）
藤井 久丈１）
０９ 腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術を施行した２例
福井県立病院 外科
同 内科
○西田 洋児、浅海 吉傑、宮永 太門、清水さつき
田中 伸廣、佐藤 嘉紀、平能 康充、前田 一也
道傳 研司、服部 昌和、橋爪 泰夫、林
宣明
青柳 裕之、伊部 直之
１０ 当科における胃底腺型胃癌の検討
富山県立中央病院 内科１）
○宮澤 正樹１）、松田
充１）、織田 典明１）、木田
水上 敦喜１）、平井
聡１）、島谷 明義１）、堀田
１）
平松 活志 、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
１１ 孤立性胃転移をきたした肝細胞癌の１例
厚生連高岡病院 消化器科１）、同 外科２）
同 病理３）
○西田 泰之１）、本藤 有智１）、蓮本 祐史１）、澤崎
國谷
等１）、平井 信行１）、寺田 光宏１）、奥田
原
拓央２）、増田 信二３）

明彦１）
洋介１）

拓郎１）
俊之２）

１２ 胃癌 ESD適応外病変の長期予後の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 総合診療科２）
○中西 宏佳１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）、木藤 陽介１）
伊藤 錬磨１）、林
智之１）、吉田 尚弘１）、稲垣 聡子１）
早稲田洋平１）、辻
重継１）、竹村 健一１）、山田 真也１）
土山 寿志１）、岡田 俊英２）

１３ 胃癌 ESD後の瘢痕部に t
r
aumat
i
cneur
omaおよび胃壁外
後腹膜に desmoi
dを発症した１例
恵寿総合病院 消化器科１）
○向井 清隆１）、尾島 敏彦１）、野村 能元１）、高井 優輝１）
山崎 圭介１）、渕崎宇一郎１）、鎌田
徹１）、宮森 弘年１）
１）
神野 正博
１４ 難治性十二指腸潰瘍を伴った I
gG４関連疾患
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○大和 雅敏１）、鷹取
元１）、赤谷 憲一１）、熊井
１）
山宮 大典 、梶 喜一郎１）、原
泰将１）、在原
北原 征明１）、砂子阪 肇１）、島上 哲郎１）、荒井
柿木嘉平太１）、北村 和哉１）、加賀谷尚史１）、山下
酒井 佳夫１）、山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井
本多 政夫１）、金子 周一１）

達男１）
文教１）
邦明１）
太郎１）
明人１）

１５ 定期検診にて発見され、腺腫との鑑別に苦慮した早期十二
指腸乳頭部癌の１例
KKR北陸病院 内科１）、金沢医科大学 病態診断医学２）
金沢大学大学院 がん局所制御３）
金沢大学附属病院 病理部４）
○増永 高晴１）、坂下 俊樹１）、篠崎 公秀１）、湊
宏２）
３）
３）
４）
北川 裕久 、牧野
勇 、北村 星子
１６ 検診内視鏡における十二指腸腫瘍性病変の診断率の検討
福井厚生病院 消化器病センター１）
○東田
元１）、道鎭 正規１）、佐々木 久１）、大澤
武１）
天谷 博一１）、木村 成里１）、浅田 康行１）、山本
誠１）
１７ 内視鏡的乳頭括約筋切開術（EST）施行後に切開部の瘢痕
狭窄により閉塞性黄疸、胆管炎を繰り返した症例
市立砺波総合病院 消化器科１）
○岡村 利之１）、高田 佳子１）、川口 和紀１）、稲邑 克久１）
河合 博志１）
１８ 当院における ERCP困難症例の検討
福井県立病院 消化器内科１）
○波佐谷兼慶１）、鳥居 志充１）、西山
悟１）、内藤
１）
１）
藤永 晴夫 、林
宣明 、青柳 裕之１）、辰巳
伊部 直之１）

慶英１）
靖１）

１９ 腹腔鏡下手術が奏功した多発消化管瘻合併の急性膵炎後膵
膿瘍の１例
国立病院機構福井病院 外科１）
○上田 有紀１）、田畑 信輔１）、戸川
保１）、恩地 英年１）
１）
木村 俊久
２０ EUSFNAにて診断された上腹部結核性リンパ節炎の一例
公立松任石川中央病院 消化器内科１）
○西川 昌志１）、友影 美貴１）、高畠
央１）、浅井
純１）
１）
卜部
健
２１ 術前小腸内視鏡にて脂肪腫と診断できた腸重積の１例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○柳瀬 祐孝１）、冨永
桂１）、鳴海 兼太１）、齊藤奈津子１）
吉田
功１）、金子 周一１）
２２ 大量消化管出血を来たした小腸脂肪腫の１例
富山県立中央病院 内科（消化器）
同 外科
同 病理診断科
○織田 典明、木田 明彦、宮澤 正樹、平井
聡
島谷 明義、堀田 洋介、松田耕一郎、平松 活志
松田
充、荻野 英朗、石澤
伸、清水 康一
野田 八嗣

２３ 緊急 Doubl
ebal
l
oonendoscopyで診断しえた Meckel
憩
室出血の１例
富山大学医学部 第３内科１）
富山大学附属病院 光学医療診療部２）
富山大学医学部 病態病理学３）
富山県立中央病院 病理診断科４）
○小林 才人１）、藤浪
斗１）、細川
歩１）、小川 浩平１）
西川
潤１）、三原
弘１）、杉山 敏郎１）、魚谷 英之２）
濱島
丈３）、石澤
伸４）
２４ 膵頭十二指腸切除術半年後にタール便で発症した膵空腸吻
合部静脈瘤に対してダブルバルーン内視鏡で止血を得た１例
八尾総合病院 外科、黒部市民病院 外科
○正司 政寿、芳炭 哲也、根塚 秀昭、江嵐 充治
藤井 久丈
２５ 回腸潰瘍穿孔に対して単孔式腹腔鏡手術を施行したベー
チェット病の１例
石川県立中央病院 消化器外科１）、同 消化器内科２）
○森山 秀樹１）、稲木 紀幸１）、石橋 玲子１）、野
宏成１）
北村 祥貴１）、小竹 優範１）、黒川
勝１）、伴登 宏行１）
山田 哲司１）、吉田 尚弘２）、土山 寿志２）
２６ 内視鏡により原因が特定できた食餌性イレウスの１例
国立病院機構福井病院 外科１）
○戸川
保１）、上田 有紀１）、田畑 信輔１）、恩地 英年１）
木村 俊久１）
２７ 小腸内視鏡検査で術前診断し得た肺多形癌小腸転移の一例
福井大学 消化器外科１）、同 消化器内科２）
福井総合病院 外科３）
○中澤 俊之１）、村上
真１）、藤本 大裕１）、澤井 利次１）
森川 充洋１）、小練 研司１）、永野 秀樹３）、廣野 靖夫１）
五井 孝憲１）、飯田
敦１）、片山 寛次１）、山口 明夫１）
２）
大野
崇 、大谷 昌弘２）
２８ S状結腸静脈瘤破裂の一例
福井県済生会病院 内科１）、同 放射線科２）、同 外科３）
○中尾 庸人１）、新
浩一１）、上田 晃之１）、松田 尚登１）
真田
拓１）、渡邊 弘之１）、野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）
田中 延善１）、宮山 士朗２）、宗本 義則３）
２９ 下血を契機に診断された col
l
agenouscol
i
t
i
sの一例
福井大学医学部附属病院 消化器内科１）、同 病理部２）
○野阪 拓人１）、内藤 達志１）、大藤 和也１）、大谷 昌弘１）
有塚 敦史１）、齋藤 恭志１）、田中 知子１）、濱本 愛子１）
高橋 和人１）、三原 美香１）、松田 秀岳１）、松永 心祐１）
里見 聡子１）、根本 朋幸１）、須藤 弘之１）、山崎 幸直１）
中本 安成１）、今村 好章２）
３０ 化学療法中に消化管出血をきたした骨髄腫合併アミロイ
ドーシスの一例
富山赤十字病院 内科１）
○五十嵐太郎１）、小川加奈子１）、時光 善温１）、品川 和子１）
圓谷 朗雄１）、岡田 和彦１）
３１ S状結腸に穿通した魚骨を内視鏡的に摘出後、保存的加療
で軽快を得られた一例
金沢赤十字病院 消化器病センター１）
金沢大学附属病院 消化器内科２）、森 明弘クリニック３）
○藤原
秀１）、高田
昇１）、玉井 克利１）、小村 卓也１）
１）
寺崎 修一 、岩田
章１）、山下 太郎２）、森
明弘３）

３２ 高齢発症で治療に難渋した潰瘍性大腸炎の一例
福井県済生会病院 外科１）
○鈴木 勇人１）、斎藤健一郎１）、宗本 義則１）、河野
佐野 周生１）、島田 麻里１）、加藤嘉一郎１）、加藤
角谷 慎一１）、寺田 卓郎１）、天谷
奨１）、石田
１）
１）
高嶋 吉浩 、土田
敬 、飯田 善郎１）、三井

史穂１）
成１）
誠１）
毅１）

３３ 長期経過観察を行っている Pol
ypoi
dPr
ol
apsi
ngMucosal
Fol
dswi
t
hDi
ver
t
i
cul
osi
sの一例
公立丹南病院 内科１）、福井県立病院 病理２）
○齋藤 隆也１）、山村
遼１）、黒田有紀子１）、内山
崇１）
熊野 貴規１）、伊藤 義幸１）、伊藤 重二１）、海崎 泰治２）
３４ 静脈硬化性大腸炎に対し結腸亜全摘術を施行した１例
福井県済生会病院 外科１）
○島田 麻里１）、高嶋 吉浩１）、宗本 義則１）、斎藤健一郎１）
佐野 周生１）、河野 史穂１）、鈴木 勇人１）、加藤嘉一郎１）
加藤
成１）、角谷 慎一１）、寺田 卓郎１）、天谷
奨１）
１）
１）
１）
石田
誠 、土田
敬 、飯田 善郎 、三井
毅１）
３５ 直腸肛門部悪性黒色腫の一例
福井赤十字病院 消化器内科１）
○門
卓生１）、谷川明希子１）、尾崎
大野
崇１）、道上
学１）

嘉彦１）、原

季衣１）

３６ 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術（大腸 ESD）を施行した３
４０
症例の検討
富山県立中央病院 内科１）
○平松 活志１）、織田 典明１）、宮澤 正樹１）、木田 明彦１）
水上 敦喜１）、平井
聡１）、堀田 洋介１）、島谷 明義１）
１）
松田耕一郎 、松田
充１）、荻野 英朗１）、野田 八嗣１）
３７ 安全性と確実性の追求したムコゼクトームによる大腸 ESD
石川県立中央病院 消化器内科
○山田 真也１）、竹田 康人１）、朝日向良郎１）、木藤 陽介１）
中西 宏佳１）、伊藤 錬磨１）、林
智之１）、吉田 尚弘１）
稲垣 聡子１）、早稲田洋平１）、辻
重継１）、竹村 健一１）
土山 寿志１）
３８ 超高齢者上行結腸癌閉塞に対し大腸ステントを留置した１例
金沢市立病院 消化器科１）
○中瀬 啓介１）、熊谷 将史１）、稲田 悠記１）、辻
宏和１）
３９ 術前化学放射線療法により pat
hol
ogi
calcompl
et
er
esponse
が得られた進行直腸癌の１例
福井県立病院 外科１）、同 臨床病理科２）
○田中 伸廣１）、平能 康充１）、西田 洋児１）、松永
正１）
清水さつき１）、伊藤 朋子１）、古武 達也１）、浅海 吉傑１）
佐藤 嘉紀１）、前田 一也１）、宮永 太門１）、道傳 研司１）
服部 昌和１）、橋爪 泰夫１）、海崎 泰治２）
４０ EUSFNAにて診断し得た骨盤内腫瘤（NET）の１例
金沢医療センター 消化器科１）、同 臨床検査科２）
○角田 真弘１）、矢野 正明１）、石田 晃介１）、羽柴 智美１）
吉田真理子１）、丹尾 幸樹１）、丸川 洋平１）、太田
肇１）
川島 篤弘２）

第１００回
日
会
会

北陸地方会

時：平成２４年１１月２５日㈰
場：ホテル金沢 第一会場：ダイヤモンド A
第二会場：ダイヤモンド C
長：富山大学 名誉教授 田中三千雄

◆公開座談会
「北陸地方会の過去・現在・未来」
司
会：前・北陸支部長、富山大学
討 論 者：日本消化器内視鏡学会・理事長
甲信越支部長、長野県立須坂病院内視鏡センター
北陸支部長、市立敦賀病院
富山逓信病院 内科
金沢医科大学 内視鏡科
福井赤十字病院 健診センター
金沢大学附属病院 消化器内科
特別発言：日本消化器内視鏡学会・名誉理事長・最高顧問

田中三千雄
上西 紀夫
赤松 泰次
米島
學
稲土 修嗣
伊藤
透
西川 邦寿
加賀谷尚史
丹羽 寛文

◆特別講演Ⅰ
「I
BDの小腸病変：評価法の進歩とその意義」
福岡大学筑紫病院 消化器内科

松井

敏幸

◆特別講演Ⅱ
「研究から実践へ：消化器内視鏡の１０年後に期待するもの」
東京慈恵会医科大学内科学講座 消化器肝臓内科／内視鏡科

田尻

久雄

◆ランチョンセミナー
「早期胃癌 ESD時における諸条件 ～基本・高周波設定条件から困難例の対処まで～」
神戸大学医学部附属病院 光学医療診療部
豊永 高史
◆一般演題
０１ NBI観察を用いた咽頭表在癌サーベイランス
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 総合診療科２）
○中西 宏佳１）、竹村 健一１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）
木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
吉田 尚弘 、早稲田洋平 、辻
重継１）、山田 真也１）
１）
２）
土山 寿志 、岡田 俊英
０２ 頚部食道観察のピットフォール及び注意点
石川県立中央病院 消化器内科１）
○竹村 健一１）、吉田 尚弘１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）
木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、林
智之１）
１）
１）
１）
稲垣 聡子 、早稲田洋平 、辻
重継 、山田 真也１）
１）
土山 寿志
０３ 当院における平坦型食道表在癌に対する内視鏡治療の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 総合診療科２）
○朝日向良朗１）、竹村 健一１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）
中西 宏佳１）、伊藤 錬磨１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
吉田 尚弘 、早稲田洋平 、辻
重継１）、山田 真也１）
２）
１）
岡田 俊英 、土山 寿志
０４ Pl
ummer－ Vi
nson症候群に合併した食道 webに対し内
視鏡的バルーン拡張術が有効であった１例
金沢社会保険病院１）
○三輪 一博１）、飯田 文世１）

０５ 食道癌術後吻合部狭窄に対する良性狭窄用食道ステント留
置の経験
金沢大学付属病院 消化器・乳腺・移植再生外科１）
○岡本 浩一１）、二宮
致１）、丸銭 祥吾１）、柄田 智也１）
１）
中沼 伸一 、酒井 清祥１）、牧野
勇１）、古河 浩之１）
１）
１）
中村 慶史 、林
泰寛 、尾山 勝信１）、井口 雅史１）
１）
中川原寿俊 、宮下 知治１）、伊藤
博１）、田島 秀浩１）
藤田 秀人１）、高村 博之１）、北川 裕久１）、伏田 幸夫１）
藤村
隆１）、太田 哲生１）
０６ 治療に難渋した食道癌術後吻合部狭窄の一例
杉田玄白記念公立小浜病院 内科１）
○上田 大輔１）、西村
大１）、山本 裕子１）、高崎
１）
布居 剛洋 、笠原 勝宏１）、山内 淳一１）、口出

俊和１）
将司１）

０７ 食道吻合部狭窄に対する I
nsul
at
i
on－ Ti
pped（I
T）ナイ
フによる切開術
富山大学附属病院 光学医療診療部１）
同 消化器・腫瘍・総合外科２）
○魚谷 英之１）、奥村 知之２）、吉田
徹２）、吉岡 伊作２）
２）
２）
澤田 成朗 、松井 恒志 、北條 荘三２）、神山 公希１）
森山 亮仁２）、大村 哲也２）、渡辺
徹２）、平野 勝久２）
２）
２）
三輪 武史 、河合 裕輔 、嶋田
裕２）、杉山 敏郎１）
塚田 一博２）

０８ 食道癌術後吻合部狭窄に対する食道ステント留置後に咽頭
出血を来した１例
金沢大学附属病院 消化器・乳腺・移植再生外科１）
○丸銭 祥吾１）、岡本 浩一１）、牧野
勇１）、二宮
致１）
柄田 智也１）、中沼 伸一１）、酒井 清祥１）、古河 浩之１）
中村 慶史１）、林
泰寛１）、尾山 勝信１）、井口 雅史１）
１）
中川原寿俊 、宮下 知治１）、田島 秀浩１）、藤田 秀人１）
高村 博之１）、北川 裕久１）、伏田 幸夫１）、藤村
隆１）
太田 哲生１）
０９ 術後消化管瘻孔における OTSCシステムを用いた瘻孔閉鎖
術の試み
石川県立中央病院 消化器内科１）、同 総合診療科２）
同 消化器外科３）、同 呼吸器外科４）
○出島 彰宏１）、山田 真也１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）
木藤 陽介１）、伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、林
智之１）
稲垣 聡子１）、吉田 尚弘１）、早稲田洋平１）、辻
重継１）
竹村 健一１）、土山 寿志１）、岡田 俊英２）、稲木 紀幸３）
伴登 宏行３）、常塚 宣男４）
１０ 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）在宅管理１６年の経験
小川医院１）
○小川 滋彦１）
１１ 経皮内視鏡的胃瘻造設術の検討一より安全性をめざして一
富山逓信病院 外科１）
富山大学 第２外科２）
○大上 英夫１）、山口 哲司２）、塚田 一博２）
１２ 経皮的内視鏡下胃瘻造設術を契機に発症し、経胃瘻的空腸
チューブへの置換により軽快した上腸間膜動脈症候群の１例
石川県済生会金沢病院 消化器科１）
○代田 幸博１）、舩木 雅也１）、堀井 里和１）、若林 時夫１）
１３ 早期胃癌と NBI拡大観察の有用性の検討
金沢医科大学病院 内視鏡科１）
○川浦
健１）、濱田
和１）、北方 秀一１）、岡村
１）
浦島左千夫 、伊藤
透１）

英之１）

１４ NBI併用拡大観察の早期胃癌に対する範囲診断の有用性と
困難例
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 総合診療科２）
○辻
重継１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）、木藤 陽介１）
伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
吉田 尚弘 、早稲田洋平 、竹村 健一１）、山田 真也１）
岡田 俊英２）、土山 寿志１）
１５ 北陸における多施設共同研究「Nar
r
ow－ bandi
magi
ng併
用拡大内視鏡（M － NBI
）観察を用いた胃病変の質的診断に
おける静止画（St
i
l
li
mage）と動画（Movi
ngi
mage）の診
断能の検討（略称：NBI－ SM St
udy）」の紹介
石川県立中央病院１）、金沢医療センター２）、金沢赤十字病院３）
石川県済生会金沢病院４）、金沢市立病院５）、小松市民病院６）
金沢社会保険病院７）、KKR北陸病院８）、三ヶ根クリニック９）
珠洲市総合病院１０）
○林
智之１）、土山 寿志１）、代田 幸博２）、太田
肇３）
４）
５）
６）
三輪 一博 、辻
宏和 、増永 高晴 、寺崎 修一７）
８）
又野
豊 、辻
国広９）、金子 佳史１０）
１６ 残胃に発生した早期胃癌に対する ESD
流杉病院１）、あさひ総合病院２）
富山病理診断センター３）
○折原 正周１）、岡本 政広２）、五箇 猛一２）、東山
松能 久雄３）

考一２）

１７ 早期胃癌に対して ESDが施行された９
０歳以上超高齢者の
９例
福井県立病院 消化器内科１）
同 臨床病理科２）
○青柳 裕之１）、伊部 直之１）、鳥居 志充１）、西山
悟１）
１）
１）
１）
内藤 慶英 、藤永 晴夫 、林
宣明 、辰巳
靖１）
２）
海崎 泰治
１８ 富山市における胃がん内視鏡施設検診について（精度管理
を中心に）
富山市医師会 胃がん施設検診精度管理委員会１）
○高橋 英雄１）、島田 一彦１）、古屋 正人１）、魚津 幸蔵１）
加藤智恵子１）、河上 浩康１）、土田 敏博１）、西邨 啓吾１）
堀地
肇１）、本定 秀雄１）、吉田
誠１）
１９ 開業医における H．ピロリ菌除菌療法の実際と有効性
おぎの胃腸科クリニック１）
○荻野 知己１）
２０ 多発過形成性ポリープを背景病変として発生した多発胃癌
の一例
済生会富山病院 外科１）
○堀
亮太１）、山崎 一麿１）、坂東
正１）、清水 哲朗１）
２１ 同一病巣内に早期胃癌と NETが併存した１例
富山県立中央病院 内科１）
○宮澤 正樹１）、松田
充１）、織田 典明１）、木田
水上 敦喜１）、在原 文教１）、平井
聡１）、島谷
堀田 洋介１）、松田耕一郎１）、酒井 明人１）、野田
２２ ESD後に胃蜂化織炎を発症した１例
黒部市民病院 胃腸科１）
同 健康管理科２）
○西川 智貴１）、田中 章浩１）、浦田 隆正１）、冨田
中浜
亨１）、上山本伸治１）、丸山
仁２）

明彦１）
明義１）
八嗣１）

学１）

２３ 成人胃軸捻症に対し内視鏡的に整復し得た１例
公立羽咋病院 内科１）
○西野 隆平１）、池田 直樹１）、鵜浦 雅志１）
２４ 胃迷入膵の直上粘膜に発生した胃腺腫の一例
金沢赤十字病院 消化器病センター１）、とみたクリニック２）
金沢大学大学院医学系研究科 形態機能病理学３）
金沢大学医薬保健研究域保健学系４）
○玉井 利克１）、藤原
秀１）、高田
昇１）、寺崎 修一１）
１）
２）
岩田
章 、冨田冨士夫 、原田 憲一３）、水上 勇治４）
２５ EMRにて切除し得た十二指腸 dupl
i
cat
i
oncystの一例
福井赤十字病院 消化器科１）
○原
季衣１）、谷川明希子１）、三原 美香１）、松永 心祐１）
里見 聡子１）、道上
学１）、山崎 幸直１）
２６ 非乳頭十二指腸病変に対する内視鏡単独治療の短期治療成
績
石川県立中央病院 消化器内科１）
○吉田 尚弘１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）、木藤 陽介１）
中西 宏佳１）、伊藤 錬磨１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
早稲田洋平 、辻
重継 、竹村 健一１）、山田 真也１）
１）
土山 寿志
２７ 消化管出血により発見された十二指腸 Br
unner腺過形成の
一例
厚生連高岡病院 消化器科１）
○本藤 有智１）、澤崎 拓郎１）、小川 浩平１）、西田 泰之１）
國谷
等１）、平井 信行１）、寺田 光宏１）、加藤 洋介１）
向
宗徳１）

２８ 内視鏡的に摘出可能であった歯ブラシ誤飲の一例
富山赤十字病院 消化器内科１）
○伊東 伸祐１）、圓谷 朗雄１）、品川 和子１）、小川加奈子１）
２９ 術後再建腸管の総胆管結石症例に対する ERCP
石川県立中央病院 消化器内科１）
○早稲田洋平１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）、朝日向良朗１）
伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
吉田 尚弘１）、辻
重継１）、竹村 健一１）、山田 真也１）
土山 寿志１）
３０ 新規経口胆道鏡システムの使用経験
金沢大学附属病院 消化器内科１）
○松田 昌悟１）、北村 和哉１）、大村 仁志１）、松川
大和 雅敏１）、竹越
快１）、北原 征明１）、小村
砂子坂 肇１）、島上 哲郎１）、鷹取
元１）、荒井
柿木嘉平太１）、加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井
山下 竜也１）、水腰英四郎１）、酒井 明人１）、本多
吉田
功１）、金子 周一１）
３１ 経口胆道鏡による病理組織診断の有用性と限界
福井県立病院 消化器内科１）
同 臨床病理科２）
○波佐谷兼慶１）、鳥居 志充１）、西山
悟１）、内藤
藤永 晴夫１）、林
宣明１）、青柳 裕之１）、辰巳
伊部 直之１）、浦崎 晃司２）、海崎 泰治２）

弘樹１）
卓也１）
邦明１）
佳夫１）
政夫１）

慶英１）
靖１）

３２ 自己免疫性膵炎と膵神経内分泌腫瘍を併発した１例
富山県立中央病院 内科１）
同 病理診断科２）
同 外科３）
○木田 明彦１）、松田耕一郎１）、織田 典明１）、宮澤 正樹１）
水上 敦喜１）、在原 文教１）、平井
聡１）、島谷 明義１）
１）
１）
堀田 洋介 、松田
充 、酒井 明人１）、野田 八嗣１）
２）
石澤
伸 、清水 康一３）
３３ 門脈血栓症をきたした I
PNB由来の浸潤癌の１例
厚生連滑川病院 内科１）、同 外科２）
同 放射線科３）
富山大学 病理診断学４）
○小栗
光１）、八木 康道２）、伊井
徹２）、田中 茂弘２）
３）
４）
鹿熊 一人 、常山 幸一
３４ 術前診断に苦慮した膵管内乳頭粘液癌の一例
市立砺波総合病院 消化器科１）
○高田 佳子１）、岡村 利之１）、川口 和紀１）、稲邑
河合 博志１）
３５ 副脾に発生した類上皮嚢胞の１切除例
公立松任石川中央病院１）
○材木 良輔１）、能登 正浩１）、廣瀬 淳史１）、石井
竹田 利弥１）、谷
卓１）、八木 雅夫１）、浅井
友影 美貴１）、高畠
央１）、西川 昌志１）、卜部

克久１）

要１）
淳１）
健１）

３６ 当院におけるカプセル内視鏡検査の検討
石川県立中央病院 消化器内科１）
○稲垣 聡子１）、吉田 尚弘１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）
木藤 陽介１）、中西 宏佳１）、伊藤 錬磨１）、林
智之１）
１）
１）
１）
早稲田洋平 、辻
重継 、竹村 健一 、山田 真也１）
土山 寿志１）
３７ 異時性出血性小腸びらんと GAVE（Gast
r
i
cant
r
alvascul
ar
ect
asi
a）に対し、内視鏡的止血術を施行した１例
医療法人社団中央会 金沢有松病院 外科１）
○大島 正寛１）、高畠 一郎１）、足立
巌１）、吉田 千尋１）

３８ 小腸内視鏡検査で同定し、血管塞栓により止血が得られた
回腸出血の一例
福井赤十字病院１）
○三原 美香１）、谷川明希子１）、原
季衣１）、松永 心祐１）
里見 聡子１）、山崎 幸直１）、道上
学１）
３９ カプセル内視鏡検査にて治療経過を観察しえた好酸球性腸
炎の一例
市立敦賀病院 消化器科１）
○守護 晴彦１）、方堂 祐治１）、米島
學１）
４０ 好酸球性胃腸炎の２例
金沢医療センター 消化器科１）
○村上 恭子１）、矢野 正明１）、羽柴
丹尾 幸樹１）、丸川 洋平１）、太田

智美１）、吉田真理子１）
肇１）

４１ 大腸腫瘍に対する NBI拡大観察で色素散布・染色は省略で
きるか？
不二越病院 外科１）
流杉病院２）
○山本 克弥１）、杉木
実１）、折原 正周２）
４２ 大腸 ESD成績と今後の課題
石川県立中央病院 消化器内科１）
○山田 真也１）、竹田 康人１）、木藤 陽介１）、朝日向良朗１）
伊藤 錬磨１）、中西 宏佳１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
吉田 尚広 、早稲田洋平 、辻
重継１）、竹村 健一１）
土山 寿志１）
４３ 経直腸的 EUSFNAが診断に有用であった肺癌の１例
福井大学医学部 消化器内科１）
○齋藤 恭志１）、大谷 昌弘１）、有塚 敦史１）、田中 知子１）
野阪 拓人１）、濱本 愛子１）、尾崎 嘉彦１）、高橋 和人１）
大野
崇１）、松田 秀岳１）、根本 朋幸１）、須藤 弘之１）
中本 安成１）
４４ 経皮経肝的塞栓術が奏功した直腸静脈瘤の２例
金沢大学附属病院 消化器内科１）
米島
淳１）、鷹取
元１）、熊井 達男１）、須田 烈史１）
山宮 大典１）、梶 喜一郎１）、田中 章浩１）、砂子阪 肇１）
島上 哲朗１）、荒井 邦明１）、柿木嘉平太１）、北村 和哉１）
加賀谷尚史１）、山下 太郎１）、酒井 佳夫１）、山下 竜也１）
水腰英四郎１）、本多 政夫１）、吉田
功１）、金子 周一１）
４５ 大腸憩室出血に対する緊急下部消化管内視鏡の必要性
石川県立中央病院 消化器内科１）
同 総合診療部２）
○伊藤 錬磨１）、辻
重継１）、竹田 康人１）、朝日向良朗１）
木藤 陽介１）、中西 宏佳１）、林
智之１）、稲垣 聡子１）
１）
１）
吉田 尚弘 、早稲田洋平 、竹村 健一１）、山田 真也１）
土山 寿志１）、岡田 俊英２）
４６ 抗菌薬療法・放射線治療を施行した直腸 MALTリンパ腫の
１例
国民健康保険小松市民病院 消化器内科１）
○吉光 雅志１）、大石
岳１）、後藤 善則１）、又野
豊１）
亀田 正二１）
４７ 著明な低蛋白血症を呈した再発性 Col
l
agenousCol
i
t
i
sの
一例
福井県済生会病院内科１）
同 病理２）
宮地内科３）
○松田 尚登１）、上田 晃之１）、真田
拓１）、新
浩一１）
渡邊 弘之１）、野ツ俣和夫１）、登谷 大修１）、田中 延善１）
須藤 嘉子２）、宮地 英生３）

４８ 潰瘍性大腸炎疑診で外来経過中にエルシニア腸炎を発症し
た１例
市立砺波総合病院 外科・大腸肛門科１）
○曽我 真伍１）、田畑
敏１）、酒徳 光明１）、渡辺 和英１）
新田 佳苗１）、吉田 貢一１）、小杉 郁子１）、菅原 浩之１）
金木 昌弘１）、家接 健一１）、清原
薫１）
４９ 繰り返す肛門脱出により発見された早期直腸癌の１切除例
福井県済生会病院１）
○島田 麻里１）、斎藤健一郎１）、宗本 義則１）、高嶋 吉浩１）
佐野 周生１）、河野 史穂１）、鈴木 勇人１）、加藤嘉一郎１）
加藤
成１）、角谷 慎一１）、寺田 卓郎１）、天谷
奨１）
石田
誠１）、土田
敬１）、飯田 善郎１）、三井
毅１）

５０ 巨大結腸症に対する内視鏡下大腸瘻造設の一例
金沢西病院 外科１）
○菊地
勤１）、和田 真也１）、岩上
栄１）、菊地

誠１）

５１ 保険収載後に経験した内視鏡下大腸ステント留置術の４例
真生会富山病院 消化器内科１）
○河相
覚１）、真野 鋭志１）、平名 浩史１）、松村 孝之１）
５２ 当院における大腸ステント治療を行った１２例の検討
富山県立中央病院 内科１）
水上 敦喜１）、松田耕一郎１）、織田 典明１）、木田 明彦１）
宮澤 正樹１）、在原 文教１）、平井
聡１）、島谷 明義１）
堀田 洋介１）、松田
充１）、酒井 明人１）、野田 八嗣１）

