
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Strip biopsy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　賢一１）、中屋昭次郎１）　柳　　碩也１）、三浦　将司２）、藤沢　正清２）０２　胃のJumbo biopsy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）　澤武　紀雄１）、多留　淳文２）、北村　徳治３）、前田　敏男４）０３　胃処置用ファイバースコープ（TGF２s）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○出口　　康１）、高橋　　豊１）、菅　　敏彦１）、表　　和彦１）　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　真樹１）　金　　定基１）、三井　　毅１）、飯田　善郎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）、宮山　士朗３）、井田　正博３）、高山　　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）　森田　信人１）、渡辺　国重１）、木谷　栄一１）、津田　昇志１）　山崎　　信１）、山道　　昇２）、小西二三男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　義則１）　村上　真也１）、疋島　　寛１）、林　外史英１）、森　　善裕１）　山田　哲司１）、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　公三１）　武田　孝之１）、中泉　治雄１）、谷川　　裕１）、森田　信人１）　渡辺　国重１）、木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）　山道　　昇２）、小西二三男３）１０　逆追跡可能であったBorrmann Ⅳ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　清二１）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）　林　　　茂２）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）　高橋　嘉彦１）、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）　小島　靖彦１）、嶋田　　紘１）、藤田　秀春１）、中川原儀三１）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　一郎１）　高島　茂樹１）、木南　義男１）１８　興味ある経過をとったDieulafoy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　雅志１）　野ッ俣和夫１）、小林　健一１）、竹田　慎一２）、谷内　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）　小熊　　豊２）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　放射線科３）金沢大学がん研究所４）○太田　英樹１）、里村　吉威１）、多留　淳文１）、北村　徳治２）　前田　敏男３）、河上　浩康４）、岡井　　高４）、澤武　紀雄４）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）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　　憲夫１）　吉田　　誠１）、水野　清雄１）、小西　堅正１）、品川　俊男１）　関川　　博２）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　孝仁１）　神川　　繁１）、大井　章史１）、荻野　知己１）、磨伊　正義１）２５　異所膵直上粘膜に生じた早期癌、dysplasia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）

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）　唐木　芳昭１）、田沢　賢次１）、藤巻　雅夫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）　宮崎　逸夫１）、寺畑信太郎２）、徳家　　孝３）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）２９　Anaphylactoid prupura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）　網谷　茂樹１）、栂　　博久１）、山本　正和１）、浅山　邦夫１）　杉本　立甫１）、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）　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）３２　Colonoscopy施行時にSliding tube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）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　圭彦１）、伊部　直之１）　大石　　誠１）、松田　博人１）、上野　敏男１）、竹田　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Angiodysplasia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　　健１）　坂田　則昭１）、喜多　一郎１）、高島　茂樹１）、木南　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Borrmann Ⅰ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）　牧野　哲也２）、大平　政樹２）、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）　牛島　　聡１）、村田　修一１）、清崎　克美１）、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　Colitis cystica profunda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　泰三１）　福島　　弥１）、片山　寛次１）、関　　弘明１）、小島　靖彦１）　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　四郎１）　瀬川　安雄１）、勝木　建一２）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　義則１）　横山　　隆２）、古田　和雄２）、原　　和人２）、川西　徹郎３）４４　興味ある内視鏡所見を呈したCrohn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Crohn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　　　晃２）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　邦夫１）　多田　利男１）、藤木　典生１）、小林　泰三２）、松葉　　明２）　小島　靖彦２）、中川原儀三２）



第５２回　北陸地方会日　時：昭和６３年１１月１２日土会　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講義室会　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　卓次１）　多田　利男１）、野村　元積１）、伊藤　重二１）、田中　美恵１）　佐藤富貴子１）、中永　昌夫１）、得田　　彰１）、畑　　正典１）　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　千尋１）　前川　正知２）、森下　大樹２）、菊地　修一２）、山形　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）　源　　利成１）、神川　　繁１）、高橋　　豊１）、大井　章史１）　荻野　知己１）、磨伊　正義１）０５　検診で発見されたReactive lymphoreticular hyperplasia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）　北川　正信２）０６　Strip biopsy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）　金　　定基１）、飯田　善郎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）、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）０８　内視鏡的ポリペクトミーにより切除し得た幽門部Ⅱa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）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）　森田　信人１）、渡辺　国重１）、木谷　栄一１）、津田　昇志１）　山崎　　信１）、山道　　昇２）、小西二三男３）

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）　伊藤　　透１）、菅　　敏彦１）、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（Endoscopic Laserthermia）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）　藤本　敏博１）、源　　利成１）、大井　章史１）、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）　森田　信人１）、渡辺　国重１）、木谷　栄一１）、津田　昇志１）　山崎　　信１）、山道　　昇２）、小西二三男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）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　淳雄１）　牛島　　聡１）、村田　修一１）、清崎　克美１）、西野　逸男２）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）



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）　澤武　紀雄１）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）　狩野　哲次１）、島崎　圭一１）、河合　昂三１）、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　理夫１）　皆川　真樹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）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　健次２）　山本　和利２）、宮岸　清司２）、清光　義則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　5-FU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　誠示２）　森　　明弘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）　森田　信人２）、渡辺　国重２）、津田　昇志２）、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　正晃１）、増永　高晴１）　大石　　誠１）、竹田　康男１）、上野　敏男１）、竹田　亮祐１）　松井　　晃２）、水上　勇治３）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）

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）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　　浩２）　根井　仁一２）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　Campylobacter pylori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）　高瀬修二郎１）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）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）　斉藤　　裕１）、橘川　弘勝１）、龍沢　俊彦１）、木谷　　恒２）　島崎　圭一２）、西出啓二郎２）、増田　信二３）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　健次２）　山本　和利２）、清光　義則２）、高松　弘明３）３９　特徴ある内視鏡所見が診断の契機となったZollinger-Ellison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）　小林　健一１）
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　北陸地方会日　時：平成元年６月１７日土会　場：富山県医師会館　第１会場：大ホール
  　　第２会場：小ホール会　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　秀雄１）　中川　彦人１）、西邨　啓吾１）、広瀬昭一郎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）　松本　泰雄４）、金井　正信５）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）　野村　元積１）、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　英樹１）、大家他喜雄１）　車谷　　宏２）、林　　守源２）０７　Gongo-Red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　　耕一２）　森下　大樹２）、中村　勇一２）、村田　義治２）、藤岡　正彦２）　村本　信吾２）０８　胃・十二指腸病変におけるCampylobacter pylori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Na-Epinephrine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）　沖野　栄三２）、四家正一郎２）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Strip biopsy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strip biopsy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）　平井　圭彦１）、増永　高晴１）、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　　寛１）　太田　哲生１）、米村　　豊１）、泉　　良平１）、永川　宅和１）　宮崎　逸夫１）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　吉晴１）、山本　　誠２）　越野　雄祐２）、大西　定司２）、嶋田　佳文２）、加藤　浩司２）　金森　一紀２）、永守　郁夫３）、嶋崎　鋼兵４）、桜井　　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　正信２）　寺崎　修一２）、三崎　俊光３）、中島　慎一３）



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）　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）、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　善郎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）、森田　信人１）、渡辺　国重１）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）、山道　　昇２）　小西二三男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　清也１）　清崎　浩一２）、寺中　正昭２）２２　内視鏡的切除、レーザー照射を行ったⅡa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　Polypectomy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）　原　　和人２）、袖本　幸男３）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　隆吉１）　太田　五六２）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）　河上　浩康１）、里村　吉威１）、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）

２９　胃全摘（Double Tract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pancreas divism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　文子２）　田中　　功２）、川上　　究２）、中出　隆治２）、川浦　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）　小西二三男３）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　宏一１）　片田　正一１）、小田　　誠１）、品川　　誠１）、森　　善裕１）　石田　一樹１）、山田　哲司１）、北川　　晋１）、中川　正昭１）　松田　博人２）、島崎　英樹２）、車谷　　宏３）、林　　守源３）３５　Duodenal cyst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）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）　宮山　士郎２）、小林　　健２）、山本　脩治２）、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　史香１）　永里　　敦１）、疋島　　寛１）、大村　健二１）、川浦　幸光１）　岩　　　喬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　　康１）、藤本　敏博１）　伊藤　　透１）、上田　　博１）、磨伊　正義１）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）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　　透１）　上田　　博１）、荻野　知己１）、大井　章史１）、磨伊　正義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）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）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　輝明１）、矢崎　　潮１）　広瀬　宏一１）、疋島　　寛１）、大村　健二１）、川浦　幸光１）　岩　　　喬１）



第５４回　北陸地方会日　時：平成元年１２月３日日会　場：石川県立総合看護専門学校　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　視聴覚教室会　長：石川県立中央病院　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　章史１）、荻野　知己１）　磨伊　正義１）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　昌和１）、笠原　善郎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）、木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）、山道　　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）　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）、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）　品川　　誠１）、森　　善裕１）、山田　哲司１）、北川　　晋１）、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　邦夫１）　卜部　匡司１）、道鎮　正規１）、佐藤富貴子１）、萩野　正樹１）　山崎　幸直１）、大滝　哲朗１）、小西　淳一１）、藤木　典生１）　松岡　春明２）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）　山田　隆千１）、矢島　　真１）、竹田　康男１）、竹田　亮祐１）　平井　圭彦２）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）　藤田　秀春１）、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heterotopic gastric glands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）　武田　孝之２）、谷川　　裕２）、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　貴裕２）　岡田　俊英２）、鈴木　文子２）、山田　隆千２）、矢島　　真２）　竹田　康男２）、竹田　亮祐２）０８　エタノール局注が止血に有効であった十二指腸angiodysplasia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M é  n é  trier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　Polypectomyにより低蛋白血症が改善した胃villous 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　一紀１）　山本　　誠１）、稲田　章夫２）、下松谷　匠２）、小森　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　　暁２）　鷲田　秀毅２）、山形　要人２）、前川　正知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　Strip biopsyにて確診しえた、石灰化を伴う胃lipoma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）　寺崎　禎一１）、舟木　　淳１）、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strip biopsy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strip biopsy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　正晃１）　増永　高晴１）、竹田　康男１）、上野　敏男１）、竹田　亮祐１）　平井　圭彦２）１８　クリップマーキングによるstrip biopsy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）　増永　高晴２）、竹田　康男２）、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　　敦１）、八木　真悟１）　金平　永二１）、疋島　　寛１）、大村　健二１）、川浦　幸光１）　岩　　　喬１）



２２　胃陥凹性病変における生検groupⅢ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　正樹１）　服部　昌和１）、笠原　善郎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）、木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）　山道　　昇２）、小西二三男３）２５　Gastritis cystica polyposa（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　雅之１）　小田　　誠１）、片田　正一１）、石田　一樹１）、森　　善裕１）　山田　哲司１）、北川　　晋１）、中川　正昭１）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　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　S-B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）　卜部　　健１）、金子　周一１）、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　　茂１）　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）

３３　早期食道癌の２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）　原　　和人２）、安田　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　和生１）　藤木　敏博１）、太田　孝仁１）、浅井　　透１）、大井　章史１）　上田　　博１）、磨伊　正義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）　卜部　匡司１）、道鎮　正規１）、佐藤富貴子１）、畑　　正典１）　岩城　　真１）、新田　康夫１）、藤木　典生１）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　Wilkie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　敏男１）　岡井　　高２）、澤武　紀雄２）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　慶樹１）　若狭林一郎１）、村田　修一１）、清崎　克美１）、元井　　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）　中川　靖夫２）、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）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）、山道　　昇２）　小西二三男３）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）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）、山道　　昇２）　小西二三男３）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）　木田　　寛１）、杉岡　五郎１）、平　　　栄２）、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　泰人１）　水野　清雄１）、平岩　善雄１）、楠　　憲夫１）、品川　俊男１）　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　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）　松井　　裕２）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　郁朗１）　又野　禎也１）、太田　克郎１）、前野　孝治１）、岡藤　和博１）　中屋昭次郎１）、柳　　碩也１）



第５５回　北陸地方会日　時：平成２年６月３日日会　場：福井県医師会館　第１会場：５F　大ホール
  　　第２会場：４F　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　秀雄「急性胃粘膜病変と内視鏡」東京女子医科大学　　竹本　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（EVIS-100、EVIS-200）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）　鈴木　邦夫１）、卜部　匡司１）、道鎮　正規１）、萩野　正樹１）　岩城　　真１）、藤木　典生１）０２　胆石を合併したM é  n é  trier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　勝彦２）

０３　胃十二指腸疾患におけるCampylobacter pylori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）０４　Helicobacter pylori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）



０５　Helicobacter pylori（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）０６　当院におけるER-HSE（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）０８　Hemophillia A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）　舟木　　淳１）、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）、櫻川　信男２）０９　当科におけるstrip biopsy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　光明１）　斉藤　　裕１）、橘川　弘勝１）、龍沢　俊彦１）、増田　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　　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）、山崎　幸直１）、藤木　典生１）、谷川　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）

１６　特異な経過を観察しえたⅡc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）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）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）、山道　　昇２）　小西二三男３）、佐々木紘昭４）１８　消化管のMLP（multiple lymphomatous polyposis）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　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）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　浩司１）、中川　彦人１）　西邨　啓吾１）、三輪　淳夫２）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　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）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）、山道　　昇２）　小西二三男３）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）　芦田　義尚１）、佐久間　寛１）、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Dieulafoy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OK-432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　淳雄１）　藤岡　重一１）、品川　　誠１）、石田　一樹１）、山田　哲司１）　北川　　晋１）、中川　正昭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　　透１）　澤口　　潔１）、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　　康１）　藤本　敏博１）、浅井　　透１）、澤口　　潔１）、高橋　　豊１）　大井　章史１）、磨伊　正義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）　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）、田中三千雄２）　渡辺　明治２）３３　食道癌を疑った食道dysplasia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　滋彦１）　東福　要平１）、太田　安彦２）、金平　永二２）、川浦　幸光２）　竹田　康男３）、竹田　亮祐３）、木村　顕子４）、岡田　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）　米島　　学２）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Mallory-Weiss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　　敬１）　鈴木　邦夫１）、卜部　匡司１）、道鎮　正規１）、村北　　肇１）　萩野　正樹１）、畑　　正典１）、藤木　典生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　裕緒１）　又野　禎也１）、太田　克郎１）、前野　孝治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）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　和憲２）３９　外来スクリーニング検査としてのSigmoid fiberscopy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Schönlein-Henoch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　Mucosal bridge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　　稔１）　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　敏男１）　湯浅　幹也２）、岡井　　高３）、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　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）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　　実１）、浜田　誠人１）　立村　森男１）、上野　敏男１）、森永　健市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）　小西二三男３）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Ⅱc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　　豊１）　大井　章史１）、磨伊　正義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）　木原　鴻洋１）、中泉　治雄１）、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）　木田　　寛１）、杉岡　五郎１）、平　　　栄２）、渡辺騏七郎３）　小山　　有４）

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）　稲土　修嗣１）、窪田　芳樹１）、青山　圭一１）、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）　池田　謙三１）、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）　宮西　秀二１）、足立　　巌１）、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　北陸地方会日　時：平成２年１１月２５日日会　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講義室会　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Helicobacter pylori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DNA IndexおよびBrdU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）　荒木　一郎１）、上野　敏男１）、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　能章１）　土山　智邦１）、高橋　嘉彦１）、磯部　芳彰１）、小島　靖彦１）　嶋田　　紘１）、中川原儀三１）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　知己１）、渡辺美智夫１）　黄　　承東１）、出口　　康１）、表　　和彦１）、源　　利成１）　藤本　敏博１）、澤口　　潔１）、高橋　　豊１）、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　　承東１）　安本　和生１）、出口　　康１）、表　　和彦１）、源　　利成１）　菅　　敏彦１）、澤口　　潔１）、高橋　　豊１）、磨伊　正義１）０６　レーザー照射およびoil Bleomycin, 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）　澤武　紀雄１）



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　浩司１）、寺田　光宏１）　北川　浩文１）、中川　彦人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）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）、小西二三男２）０９　ヒト胃のHelicobacter pylori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　邦夫１）　上田　　敬１）、西川　邦寿１）、卜部　匡司１）、道鎮　正規１）　萩野　正樹１）、村北　　肇１）、大滝　哲朗１）、新田　康夫１）　宮地　英生１）、橘　　良哉１）、伊藤　義幸１）、道上　　学１）　藤木　典生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　　功１）　竹田　康男１）、竹田　亮祐１）、木藤　光彦２）、松井　　晃３）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　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　利雄１）　川瀬　満雄２）、向野　　榮２）、小林　武嗣３）、竹田　亮祐４）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）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）

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）　車谷　　宏２）１９　胃体上部に発生したⅡa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　光明１）　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　　誠２）　村上　真也２）、高畠　一郎２）、木原　鴻洋２）、中泉　治雄２）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　一雄１）　山村　浩然１）、皆川　真樹１）、金　　定基１）、三井　　毅１）　飯田　善郎１）、黒田　　譲１）、藤沢　正清１）、福岡　賢一２）　登谷　大修２）、田中　延善２）、秋元　　学３）、吉川　　淳３）　高山　　茂３）、河原　　栄４）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）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　　康１）　岩渕　邦芳１）、上野　敏男１）、立村　森男１）、森永　健市１）　赤尾　信明２）２４　十二指腸下行脚に認めたHamartoma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　健次２）　宮岸　清司２）、山本　和利２）、清光　義則２）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　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）、車谷　　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）　安川ひろ美１）、野手　雅幸１）、関　　弘明１）、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　　優２）　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　一朗２）　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　外科２）○高島　　朔１）、澤口　　潔２）、磨伊　正義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　DIC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　博人１）　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　滋彦２）　小市　勝之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）　竹田　康男２）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　公三１）、荒能　義彦１）　田中　正樹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）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）　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）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　隆雄１）　藪下　和久１）、廣澤　久史１）、黒田　吉隆１）、小西　孝司１）　辻　　政彦１）、三輪　淳夫２）

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　八嗣１）　大堀　　功２）、上野　一夫２）、島　　弘三２）、太田　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）　嶋田　明彦２）、前川　直美２）、小西二三男３）４３　大腸超音波内視鏡が有用であったⅡa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　和生１）　出口　　康１）、表　　和彦１）、源　　利成１）、藤本　敏博１）　菅　　敏彦１）、高橋　　豊１）、荻野　知己１）、磨伊　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5-FU大量局所投与法（retention chemotherapy）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　　康１）　岩渕　邦芳１）、荒木　一郎１）、上野　敏男１）、立村　森男１）　森永　健市１）、高田　道明２）、秋本　龍一２）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Adenomyomatosis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　正晃１）　山田　隆千１）、増永　高晴１）、竹田　康男１）、竹田　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　広幸１）、広瀬　由紀１）　伴　　貞興１）、田中　猛夫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）　渡辺　洋宇１）、岩　　　喬１）



第５７回　北陸地方会日　時：平成３年６月９日日会　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会　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　一彦１）、田中三千雄１）　渡辺　明治１）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　嘉彦１）、関　　弘章１）　礒部　芳彰１）、嶋田　　紘１）、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　善郎１）、黒田　　譲１）　三浦　将司１）、藤沢　正清１）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　　靖１）、伊部　直之１）　本堂　　克１）、細川　　治１）、谷川　　裕１）、渡辺　国重１）、山崎　　信１）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　和利２）、清光　義則２）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　一郎１）、小島　靖彦１）　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polypectomy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　　　　幕内　博康「胃潰瘍の難治化要因」福井医科大学　第２内科　　郡　　大裕◆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Endoprothesis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）　田沢　賢次１）、藤巻　雅夫１）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　俊英１）　嶋崎　正晃１）、竹田　康男１）、竹田　亮祐１）、小市　勝之２）　小川　滋彦２）、松井　　晃３）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）　鈴木　邦夫１）、阿部　芳道１）、卜部　匡司１）、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　賢吉１）　高柳　尹立２）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）　金子　周一１）、鵜浦　雅志１）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）　荻野　知已１）、磨伊　正義１）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　　敦１）、木村　俊久１）　前原　正典１）、土山　智邦１）、広瀬　和郎１）、礒部　芳彰１）　嶋田　　紘１）、中川原儀三１）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　高晴１）　竹田　康男１）、竹田　亮祐１）、宗本　義則２）、大村　健二２）　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　明孝１）　山道　　昇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）、小西二三男２）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）　倉知　　圓１）



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　宏一１）　古川　幸夫１）、石田　一樹１）、森　　善裕１）、山田　哲司１）　北川　　晋１）、中川　正昭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）　岡井　　高２）、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　Ⅱc早期胃癌をStrip biopsy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）　藤沢　正清２）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　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）３２　新型電子内視鏡オリンパスEVIS-200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EVIS200の使用経験－同社OES Fiber Scope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　　学１）　沢田　大成１）、橋爪　泰夫２）、飯田　茂穂２）、川島　篤弘３）３６　消化性潰瘍とHelicobacter pylori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　邦夫１）　上田　　敬１）、阿部　芳道１）、卜部　匡司１）、西川　邦寿１）　松村　　賢１）、村北　　肇１）、萩野　正樹１）、畑　　正典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）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）　明　　茂治１）、上野　敏男１）、立村　森男１）、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）　杉本　立甫１）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　明孝１）　山道　　昇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）、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　　誠１）、村上　　望１）　橘川　弘勝１）、龍沢　俊彦１）、増田　信二２）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）　辻本　　優１）、村田　修一１）、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　　栄１）　吉田　千尋１）、前川　正知２）、清川　裕明２）



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）　牛島　　聡１）、村田　修一１）、清崎　克美１）、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　邦宏１）、巴陵　宣彦１）　藤田　秀春１）、岡田　英吉２）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　清治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）５１　大腸のgiant adenoma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）　高橋　　豊１）、荻野　知已１）、磨伊　正義１）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　宏一１）　古川　幸夫１）、石田　一樹１）、森　　善裕１）、山田　哲司１）　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　　保人１）、武田　　康１）　明　　茂治１）、上野　敏男１）、立村　森男１）、森永　健市１）　秋本　龍一２）５４　当院における大腸strip biopsy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　信行２）　源　　利成３）、磨伊　正義３）

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）　谷屋　隆雄１）、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）　渡辺騏七郎２）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－ expandable metalic stent（Strecker stent）と large bore tube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）　村上　真也１）、木原　鴻洋１）、奥村　義治２）、三林　　裕２）　伊藤　　廣３）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　健次２）　宮岸　清司２）、山本　利克２）６２　腹腔鏡にて観察しえた潜在性Budd-Chiari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　北陸地方会日　時：平成３年１１月１７日日会　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講義室会　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non-ulcer dyspepsia」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）　増永　高晴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）　鈴木修一郎１）、田沢　賢次１）、藤巻　雅夫１）

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）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）　三浦　将司２）、藤沢　正清２）



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）　寺中　正昭２）、渡辺　秀人３）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）　白崎　　功１）、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（5-FU／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）　宮崎　誠示１）、向坂　喜湖２）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　Dieulafoy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）　山田　哲司１）、北川　　晉１）、中川　正昭１）、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）　竹田　康男２）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　　康１）　荒木　一郎１）、上野　敏男１）、立村　森男１）、森永　健市１）１５　出血性胃潰瘍６例に対するOmeprazoleの使用経験－H２ blocker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　“Ⅱc＋Ⅱa”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　英弘１）　渡辺美智夫１）、藤岡　　央１）、表　　和彦１）、源　　利成１）　浅井　　透１）、荻野　知己１）、磨伊　正義１）、渡辺　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　Gastritis cystica polyposa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）　霜田　光義１）、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　洽爾２）　田中三千雄３）、坂東　　毅３）、渡辺　明治３）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）　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）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　von Recklinghausen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　千尋１）　清川　裕明２）、前川　正知２）



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）　鵜浦　雅志１）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）　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）、斉藤　勝彦３）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）　宮林　千春１）、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）　若木　邦彦３）、栗山　基夫４）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）　魚谷　知佳２）、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　博人１）　大浜　和憲２）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）　山崎　国男２）、斎藤　清治２）、渡辺　明治２）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）　武田　　康１）、上野　敏男１）、立村　森男１）、森永　健市１）

３７　異物による閉塞性イレウスの１例浅ノ川総合病院　内科１）、同　外科２）、中山医院（平和町）３）　荒木　一郎１）、森　　保人１）、明　　茂治１）、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）　中山与三次３）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）　龍澤　泰彦１）、古川　幸夫１）、石田　一樹１）、森　　善裕１）　山田　哲司１）、北川　　晉１）、中川　正昭１）、車谷　　宏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　有声２）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　英弘１）　渡辺美智夫１）、藤岡　　央１）、表　　和彦１）、伊藤　　透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）４１　当科における大腸strip biopsy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　文弘１）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　広彰１）　斉藤　人志１）、小坂　健夫１）、喜田　一郎１）、小島　靖彦１）　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　　学１）、　山本　恵一１）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）　藤木　典生１）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aphthoid colitis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　　学２）　本多　政夫２）、青山　　庄３）、加登　康洋４）、柳　　昌幸４）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　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　　誠１）　村上　真也１）、木原　鴻洋１）、奥村　義治２）、三林　　裕２）　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　　隆１）、坂本　茂夫２）　塩谷　昌彦２）、大野　健次２）、宮岸　清司２）、山本　和利２）　平沢　好武２）、清光　義則２）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　俊久１）　飯田　　敦１）、高橋　嘉彦１）、片山　寛次１）、野手　雅幸１）　礒部　芳彰１）、嶋田　　紘１）、中川原儀三１）５４　Short approach cholecystectomy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　　尚１）　山本　広幸１）、松下　利雄１）、城崎彦一郎１）、田中　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例金沢大学がん研究所　内科１）、板谷医院（加賀市）２）　太田　英樹１）、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）、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　北陸地方会日　時：平成４年６月７日日会　場：福井医科大学　第１会場：臨床大講義室
  　第２会場：臨床小講義室会　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　輝夫「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　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）　北村　秀夫２）、黒田　岳雄３）、宮保　　進３）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）　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）　坂井　寿範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）　森岡　　健１）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　吉威１）　中川　彦人１）、三輪　淳夫２）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）　伊藤　重二１）、阿部　芳道１）、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）　伊藤　重二１）、阿部　芳道１）、鈴木　邦夫１）、上田　　敬１）　加藤　卓次１）、郡　　大裕１）、藤木　典夫１）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）

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）　斎藤　智裕１）、島多　勝夫１）、斎藤　光和１）、坂本　　隆１）　唐木　芳昭１）、田沢　賢次１）、藤巻　雅夫１）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）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）　石田　　誠１）、新本　修一１）、片山　寛次１）、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　浩一１）　八木　真悟１）、伴登　宏行１）、石田　一樹１）、山田　哲司１）　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　雅美１）、池谷　朋彦１）　笠島　　学１）、山本　恵一１）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）　綱村　幸夫４）、森　　明弘４）１６　Stage ⅢA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）　川島　篤弘３）



１７　内視鏡的に逆追跡できた胃small cancer ⅡC m（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　匠１）　増田　靖彦１）、谷川　允彦１）、村岡　隆介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）　渡辺美智夫１）、藤岡　　央１）、表　　和彦１）、出口　　康１）　藤本　敏博１）、高橋　　豊１）、磨伊　正義１）、山口　順道２）　山田　志郎２）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　吉威１）　太田　英樹１）、元雄　良治１）、岡井　　高１）、澤武　紀雄１）　毛利　郁朗２）、渡辺　弘之２）、前田　敏男２）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）　出口　　康１）、藤本　敏博１）、伊藤　　透１）、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　　信１）　広瀬　宏一１）、伴登　宏行１）、石田　一樹１）、山田　哲司１）　北川　　晋１）、中川　正昭１）２４　術前5-FU（UFT）／CDDP療法にてstage reduction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flow cytometry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）　魚岸　　誠１）、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DNA ploidy pattern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）　魚岸　　誠１）、素谷　　宏１）、神野　正一１）、角屋　威治２）２７　硬化療法（EIS）後にMallory-Weiss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）　三浦　将司２）、藤沢　正清２）

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　Proton pump inhibitor（P P I. Omeprazole）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）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）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）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　　貢１）　斉藤　英夫１）、宗本　義則１）、三井　　毅１）、飯田　善郎１）　藤沢　正清１）、登谷　大修２）、福岡　賢一２）、田中　延善２）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　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）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PTC-D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　太門１）、海崎　泰治１）　山脇　　優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）、森田　信人１）　渡辺　国重１）、木谷　栄一１）、津田　昇志１）、斉藤　克彦２）　小西二三男３）



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）　野口　正人３）、広瀬　由紀４）、田中　猛男４）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）　松木　伸夫２）、太田　五六３）、中沼　安二４）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　雄治１）　中川　長雄１）４３　胆道狭窄に対するPTCS（経皮経肝胆道鏡）下expandable metallic stent（Strecker stent）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）　伊藤　重二１）、阿部　芳道１）、鈴木　邦夫１）、上田　　敬１）　加藤　卓次１）、郡　　大裕１）、藤木　典夫１）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）　貴志　洋一２）、前川　直美２）、東　　　徹２）、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）　貴志　洋一２）、前川　直美２）、東　　　徹２）、斉藤八千代２）　江守　裕子２）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　　尚１）　山本　広幸１）、広瀬　由紀１）、城崎彦一郎１）、田中　猛夫１）　平井　圭彦２）、英　　尚良２）、松下　利雄２）

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polypectomy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malignant fistula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）　源　　利成１）、浅井　　透１）、太田　孝仁１）、高橋　　豊１）　磨伊　正義１）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　和利１）　清光　義則１）、横山　　隆２）、古田　和雄２）、原　　和人２）　袖本　幸男３）５４　大腸Creeping tumor３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）　清水　元茂１）、川瀬　満雄１）、向野　　榮１）、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　秀彰１）、若林　時夫１）　鈴木　邦彦１）、田辺　　釧１）、木田　　寛１）、杉岡　五郎１）　渡辺騏七郎２）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　　尚良１）　清水　元茂１）、川瀬　満雄１）、向野　　榮１）、平井　圭彦２）　山本　広幸２）、松下　利雄２）、野口　正人３）５７　Skip lesion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　一郎１）　荒木　一郎１）、上野　敏男１）、立村　森男１）、森永　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　　肇１）　西川　邦寿１）、阿部　芳道１）、上田　　敬１）、加藤　卓次１）　郡　　大裕１）、藤木　典夫１）、児泉　　肇２）、大滝　秀穂２）



５９　体重減少、下血を主訴とした全結腸型Crohn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　Amebic colitis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）　岩城　　真１）、萩野　正樹１）、西川　邦寿１）、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）　橋本　琢生２）、大村　健二２）、野々村昭孝３）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　北陸地方会日　時：平成４年１１月２９日日会　場：金沢医科大学　C４１臨床講義室会　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　英弘１）、藤岡　　央１）　土屋　百合１）、出口　　康１）、藤本　敏博１）、高橋　　豊１）　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　三昭１）、松　　智彦２）　寺中　正昭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　裕志１）　海崎　泰治１）、山脇　　優１）、山道　　昇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）　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　直樹１）　寺崎　修一１）、柳　　昌幸１）、松下　栄紀１）、金子　周一１）　鵜浦　雅志１）、米島　　学２）０６　内視鏡的完全切除後再発を認めたⅡa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　彦人１）　広瀬昭一郎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）　村北　和広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）、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）　大竹　裕志１）、海崎　泰治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）、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　知佳２）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　　貢１）　永里　　敦１）、斉藤　英夫１）、宗本　義則１）、三井　　毅１）　飯田　善郎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）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）　藤木　典生１）、廣瀬　和郎２）、関　　弘明２）、中川原儀三２）　谷川　允彦３）、法木　左近４）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　高儀１）　桐山　正人１）、冨田冨士夫１）、斉藤　人志１）、小坂　健夫１）　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　文弘１）　佐々木正寿２）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　　央１）　土屋　百合１）、出口　　康１）、藤本　敏博１）、伊藤　　透１）　磨伊　正義１）１６　化学療法が有効であったα-fetoprotein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）　渡辺　俊一１）、常塚　宣男１）、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　文雄２）　橋爪　泰夫２）、飯田　茂穂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）　木下　睦之３）、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　謙三２）　岡井　　高３）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）　西野　雅美１）、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　　達２）　竹山　　茂２）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　勝則１）　松田　芳郎１）、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　勝則１）　松田　芳郎１）、高田　　昭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　直樹１）　寺崎　修一１）、柳　　昌幸１）、松下　栄紀１）、金子　周一１）　鵜浦　雅志１）、米島　　学２）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）　中野　泰治１）２９　萎縮性胃炎とHelicobacter pylori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）３０　鉄欠乏性貧血を初発症状として発症した若年Menetrier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）３１　Portal Hypertensive Castropathy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　理花１）　辰巳　　靖１）

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）３３　AMT社製Percutaneous replacement gastrostomy（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　Double Pylorus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　　歩１）、圓谷　朗雄１）　安藤　隆夫１）、舟木　　淳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）、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）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）　川瀬　満雄２）、向野　　栄２）、田中　靖彦３）、野口　正人４）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　百合１）　出口　　康１）、藤本　敏博１）、伊藤　　透１）、高橋　　豊１）　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　昌彦１）　宮岸　清司１）、清光　良則１）、斎藤　典才２）、渡辺　博之２）　横山　　隆２）、古田　和雄２）、原　　和人２）、袖本　幸男３）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　広幸１）　青竹　利治２）、田中　文恵２）、田中　　尚２）、広瀬　由紀２）　田中　猛夫２）４０　肛門管原発amelanotic melanoma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）４１　胃癌を合併したCronkhite-Canada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）４２　K-ras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）



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　　靖１）　市田　文弘１）、長谷川　洋２）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）　中泉　治雄２）、木船　孝一３）、伊藤　　廣３）、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）　広瀬昭一郎１）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）

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）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　幸蔵１）　長谷川　洋１）、関川　　博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）　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）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expandable metallic stent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　　文彦１）　上田　　博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　北陸地方会日　時：平成５年６月５日土～６日日会　場：南砺農業会館会　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）　中積　智子１）、上野　敏男１）、森永　健市１）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．Strip biopsy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）　安田　俊一１）、善田　貴裕１）、岡田　俊英１）、竹田　亮祐１）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Contraversy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）　表　　和彦１）、藤本　敏博１）、高橋　　豊１）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Strip biopsy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－Strip biopsy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　　敦１）　斉藤　秀夫１）、笠原　善郎１）、三井　　毅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）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）　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Helicobacter pylori」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　第３内科　　　田中三千雄◆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）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　信二２）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　五六２）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　　昌秀１）　伊藤　雅之１）、藤井　久丈１）

０５　胃噴門部潰瘍と鑑別を要したBarrett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）０６　EIS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　治人１）　西野　雅美１）、安田　俊一１）、川田　直幹１）、岡田　俊英１）　竹田　康男１）、竹田　亮祐１）、増永　高晴２）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）　土島　　睦１）、高瀬修二郎１）



０８　嚥下性肺炎の予防にMIC社製Gastro-enteric tube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（Transjugular intrahepatic porto-systemic shunt: TIPS）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）　鵜浦　雅志１）、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　吉威１）　中川　彦人１）、広瀬昭一郎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）　山口　泰志１）、毛利　郁朗１）、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Ⅱa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）　太田　安彦１）、森　　善裕１）、竹中　正勇１）、中村　勇一１）１４　噴門部のⅡb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　哲之１）　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　　肇１）、林　外史英１）　菊地　　誠１）、川崎　　英２）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　　要１）　溝口　雅之１）、野村　英弘１）、渡辺美智夫１）、安本　和生１）　藤岡　　央１）、藤本　敏博１）、大井　章史１）、伊藤　　透１）　高橋　　豊１）、磨伊　正義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　　康１）、藤本　敏博１）　大井　章史１）、高橋　　豊１）、磨伊　正義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）　林　　裕之１）、山脇　　優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）、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）　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）、新本　修一２）、中川原儀三２）２１　便潜血陽性で発見されたVater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　隆雄１）、渡辺　俊雄１）　広沢　久史１）、竹山　　茂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inflammatory myoglandular polyp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）　渡辺騏七郎３）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）　三輪　淳夫４）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　高儀１）　桐山　正人１）、冨田冨士夫１）、斉藤　人志１）、小坂　健雄１）　喜多　一郎１）、高島　茂樹１）３１　内視鏡的切除を施行したvillous tumor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　邦夫１）　伊藤　重二１）、上田　　敬１）、阿部　芳道１）、村北　　肇１）　岩城　　真１）、大滝　哲朗１）、小西　淳一１）、郡　　大裕１）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　松平１）　龍沢　泰彦１）、八木　真悟１）、伴登　宏行１）、山田　哲司１）　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　孝明１）　前田　宜延２）、岡田　英吉２）３４　Borrmann 1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　Flexible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）　持木　　大１）、橘川　弘勝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　健二１）、石田　文生１）　小泉　博志１）、持木　　大１）、渡辺　　透１）、吉野　裕司１）　渡辺　洋宇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）　清川　裕明２）、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　一雄１）　藤田　　隆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）、平泉　泰自２）、中川　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）４１　全麻下EVLを試みたcommon variable immunodeficiency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　　尚良１）　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　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．Flexible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）　二上　文夫１）、津川浩一郎１）、前田　基一１）、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）　加藤　浩司２）、江守　裕子２）、岡村誠太郎２）、津田　基晴３）、山本　恵一３）６．DIC-FCR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（Laparoscopic cholecystectomy）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）　中島　久幸１）、小林　　長１）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）　伴登　宏行１）、山田　哲司１）、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　紀彦１）、渡辺　俊一１）　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　隆一１）、村岡　隆介１）　磯部　芳彰２）、関　　弘明２）、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　利治１）、北岡　昭宏１）　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　　誠２）、前川　直美２）　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　栄紀１）、村田　修一１）　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　　中泉　治雄◆特別講演「大腸集検の現状と展望」弘前大学　第１内科　　　　吉田　　豊◆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）　道場昭太郎１）、浅井　伴衛１）、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　　健２）　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　邦寿１）　鈴木　邦夫１）、加藤　卓次１）、郡　　大裕１）、向井　秀一２）　中島　正継２）、徳田　　一３）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）　宮元　　歩１）、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cancer in adenoma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　圭一２）　唐木　芳昭３）、藤巻　雅夫３）、川口　　誠４）



０９　Nonspecific ulcer in cecum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）１１　Laparoscopic assisted bowel surgeryを施行したⅡc＋Ⅱa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）　篠崎　公秀２）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）　金子　周一１）、鵜浦　雅志１）１３　S状結腸にみられた原因不明のmucosal bridge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）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）　飯田　茂穂２）、河合　博志３）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　彦人１）　広瀬昭一郎１）、三輪　淳夫２）１６　大腸のinflamatory myoglandular polyp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）　片柳　和義２）、野々村昭孝３）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　信二１）　渡辺　国重１）、津田　昇志１）、伊部　直之２）、辰己　　靖２）　小西二三男３）

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）　大井　章史１）、高橋　　豊１）、磨伊　正義１）、神川　　繁２）２１　Transanal Endoscopic Microsurgery（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）　土田　　敬１）、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）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）　奥田　　肇１）、原田　　猛１）、金平　永二２）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）２４　墳門部潰瘍と鑑別を要したBarrett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）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）　木村　顕子２）、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　邦廣１）　巴陵　宣彦１）、藤田　秀春１）、七澤　　洋２）、岡田　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）　大井　章史２）、荻野　知己３）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　知佳２）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　　保人１）　安田　俊一１）、岡田　俊英１）、竹田　康男１）、竹田　亮祐１）　増永　高晴２）



３０　食道狭窄にExpandable metalic stent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baloon dilator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　孝之１）　渡辺　国重１）、津田　昇志１）、岡本　理花２）、西野　雅美２）　伊部　直之２）、辰己　　靖２）３３　Helicobacter pylori-IgG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　Helicobacter pylori（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　　裕之１）　山脇　　優１）、山道　　昇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）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、小西二三男２）３６　ヒートプローブ法による胃angiodysplasia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　Dieulafoy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　広幸１）　松下　利雄１）、日下　利広２）、清水　元茂２）、豊岡　重剛２）　川瀬　満雄２）、向野　　栄２）、村北　　肇３）、岩城　　真３）　郡　　大裕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Ⅱa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　　智彦２）　寺中　正昭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）　里村　吉威１）、中川　彦人１）、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Pitfall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）　高橋　　豊１）、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　雅之１）　高木サユリ１）、野村　英弘１）、渡辺美智夫１）、藤岡　　央１）　安本　和生１）、表　　和彦１）、藤本　敏博１）、伊藤　　透１）　大井　章史１）、高橋　　豊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）　中村　寿彦１）、宮崎　誠示１）、金平　永二２）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　和之２）　川浦　幸光２）



第６３回　北陸地方会日　時：平成６年６月５日日会　場：福井県済生会病院　第１会場：研修講堂
  　　　第２会場：医師会交見室会　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YAG-laser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strip biopsy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）、Gerhard Bueβ２）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）　江守　裕子１）、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　　和広１）、鎌田　　徹１）　魚岸　　誠１）、秋本　龍一１）、神野　正博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　信樹１）、藤井　久丈１）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　高明１）、村田　高志２）　朝本　輝夫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　考一１）　清水　哲朗１）、田内　克典１）、沢田石　勝１）、唐木　芳昭１）　田沢　賢次１）、藤巻　雅夫１）



０７　PTAにて著明な食道静脈瘤の改善を認めたBudd-Chiari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　延善１）　柳　　碩也１）、三井　　毅２）、浅田　康行２）、三浦　将司２）　藤沢　正清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）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　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）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）　堤　　幹宏１）、松田　芳郎１）、高瀬修二郎１）１３　血清IgG Helicobacter Pylori（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）１４　ウレアーゼプローブの内視鏡的Helicobacter Pylori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）　村北　　肇１）、平井　雅道１）、東　　　健１）、加藤　卓次１）　郡　　大裕１）、松井　聡美２）、中村　通宏２）１５　Helicobacter Pylori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　益美１）　斎藤　隆也１）、大滝　哲郎１）、田中　美恵１）、阿部　芳道１）　鈴木　邦夫１）、上田　　敬１）、郡　　大裕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strip biopsy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　　要１）　野村　英弘１）、渡辺美智夫１）、藤岡　　央１）、安本　和生１）　源　　利成１）、太田　孝仁１）、磨伊　正義１）

１９　６年間の経過でsm浸潤にとどまったⅡc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）　小西二三男４）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）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　時夫２）　小川　滋彦２）、小市　勝之２）、池田　直樹２）２２　特発性血小板減少性紫斑病（ITP）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）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）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OK 432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）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　　要１）　野村　英弘１）、渡辺美智夫１）、藤岡　　央１）、安本　和生１）　源　　利成１）、藤本　敏博１）、太田　孝仁１）、磨伊　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）　北　啓一朗２）、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）　木谷　栄一１）、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　雄祐１）　龍沢　泰彦１）、伴登　宏行１）、八木　真悟１）、山田　哲司１）　北川　　晋１）、中川　正昭１）２９　Ligating device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　英樹１）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　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）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）　松下　利雄１）、根本　禎久２）、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）　林　　義信２）、飯田　茂穂２）、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）　竹川　　茂２）、小島　靖彦２）、渡辺騏七郎３）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　好武２）　宮岸　清司２）、山本　和利２）、清光　義則２）、古田　和雄３）　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　治雄２）　神野　正博３）、鎌田　　徹３）、伊井　　徹３）、赤尾　信明４）　近藤力王至４）３８　Rendu-Osler-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Schönlein-Henöch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）　沢田　大成２）

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angiodysplasia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　TIPSによって改善が認められたportal hypertensive colonopathy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）　松井　　修２）４４　総胆管結石を合併したPeutz-Jeghers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）　平井　圭彦２）、松村　　賢２）、山本　広幸２）、松下　利雄２）　野口　正人３）、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）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）　寺崎　禎一１）、舟木　　淳１）、坂東　　毅１）、若林　泰文１）　田中三千雄１）、渡辺　明治１）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）　竹山　　茂３）



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）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）　松下　利雄１）、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）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　　裕之１）　服部　昌和１）、山脇　　優１）、村北　和広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）、津田　昇志１）、小西二三男２）

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　光世２）　川西　　勝２）、中島　久幸２）、清原　　薫２）、山下　良平２）　片田　正一２）、藤森　英希２）、小林　　長２）、安念　有声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）　田中三千雄１）、渡辺　明治１）、鷹田美智代２）、堀　　　亨２）　朝日　寿実２）、小林　　正２）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　　実１）　和田　真也１）、牧野　哲也１）、村田　修一１）、清崎　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　北陸地方会日　時：平成６年１１月２０日日会　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会　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　育子１）　陳　　文筆１）、伊藤　　透１）、川原　　弘１）、堤　　幹宏１）　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　英樹１）０３　EVL４１例の経験玄クリニック１）、西尾市民病院　内科２）　杉浦　　玄１）、桑原　由孝２）

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　幸夫１）　宮崎　誠示１）、向坂　喜湖２）



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　　裕１）、村上　　望１）　小泉　博志１）、荒能　義彦１）、田畑　　敏１）、橘川　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）　津田　宏信１）、渡辺騏七郎２）、小林　昭彦３）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）　山本　精一１）、井上　哲也１）、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）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　直樹１）、東山　孝一１）　黒木　嘉八１）、斎藤　光和１）、清水　哲郎１）、沢田石　勝１）　唐木　芳昭１）、田沢　賢次１）、藤巻　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　重剛１）　向野　　榮１）、松村　　賢２）、西川　邦寿２）、平井　圭彦２）　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　立甫１）　酒徳　光明２）、家接　健一２）、陶　　　鋳３）１２　新しい経皮内視鏡的胃瘻造設術（One step button）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）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）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）　金井　正信８）、根井　仁一９）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　　啓１）　圓谷　朗雄１）、宮元　　歩１）、安藤　隆夫１）、清水　幸裕１）　田中三千雄１）、渡辺　明治１）

１６　消 化 性 潰 瘍 に お け るHelicobacter pyloriの 検 出 とLansoprazole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　直之１）　辰巳　　靖１）、樋下　徹哉２）、細川　　治２）、山脇　　優２）　武田　孝之２）、渡辺　国重２）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）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）　松本　　尚３）、竹川　　茂３）、小島　靖彦３）、渡辺騏七郎４）２０　出血を繰り返した胃広範囲Angiodisplasia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　Osler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）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）２３　EVL法を利用した粘膜切除法（EMR-L）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）　柳　　碩也１）、三井　　毅２）、浅田　康行２）、三浦　将司２）　藤沢　正清２）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）　田中三千雄１）、渡辺　明治１）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　千尋１）　水田　正雄２）、渡辺騏七郎３）



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　義規１）、山本　　誠２）　前川　直美２）、加藤　浩司２）、大西　定司２）、渡辺あゆみ２）　中西　正教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）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）　渡辺美智夫１）、安本　和生１）、源　　利成１）、藤本　敏博１）　磨伊　正義１）、船木　直茂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　Strip biopsy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）　澤武　紀雄１）３２　Double pylorusの１例城北病院　内科１）　平沢　好武１）、山本　　悟１）、山本　和利１）、大野　健次１）　宮岸　清司１）、佐藤　　清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　育子１）、浦島左千夫１）　上嶋　康洋１）、伊藤　　透１）、川原　　弘１）、堤　　幹宏１）　松田　芳郎１）、高瀬修二郎１）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）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）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）

３８　胆嚢癌様の所見を呈したMirrizi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　　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）、石田　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）　竹山　　茂２）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Expandable metalicstent（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）　広瀬昭一郎１）、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　泰自１）、藤原　隆一１）　土田　　哲１）、田中　宏和１）、村岡　隆介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）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）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）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）　加藤　卓次１）、郡　　大裕１）



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　　裕之１）　白崎　信二１）、村北　和弘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）、津田　昇志１）５１　消化器多発癌におけるMicrosatelite instability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　俊英１）、竹田　康男１）　馬渕　　宏１）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）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）

５７　血清CA19-9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）　湊　　　宏２）５８　直腸全周性のⅡa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　昇志１）　木谷　栄一１）、渡辺　国重１）、森田　信人１）、谷川　　裕１）　山道　　昇１）、細川　　治１）、村北　和広１）、山脇　　優１）　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　光世２）　中島　幸久２）、清原　　薫２）、山下　良平２）、片田　正一２）　春原　哲之２）、藤森　英希２）、小林　　長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）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　北陸地方会日　時：平成７年６月３日土～４日日会　場：富山県医師会館　　第１会場：１階　大ホール
  　　　第２会場：４階　会議室会　長：富山赤十字病院　消化器内科　稲土　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　大成２）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　広幸１）、松下　利雄１）　藤井　茂彦２）、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



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）　田中三千雄１）、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）　白崎　　功１）、田沢　賢次１）、藤巻　雅夫１）０４　バルーン下逆行性経静脈的塞栓術（B-RTO）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）　野ツ俣和夫１）、山本　広幸１）、松下　利雄１）、左合　　直２）　野口　正人２）、豊岡　重剛３）、川瀬　満雄３）、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　　敬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）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　　照幸１）　山崎　時雄１）、石崎　武志２）、中井　継彦２）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　Helicobacter Pylori（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　康男１）　馬渕　　宏１）、野々村昭孝２）

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）　伊藤　　透１）、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. pylori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）　山崎　時雄１）、石崎　武志２）、中井　継彦２）１３　Helicobacter pylori（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）　山崎　時雄１）、石崎　武志２）、中井　継彦２）１５　アンモニアイオンセンサーの内視鏡的H. pylori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）　伊藤　義幸１）、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）　加藤　卓次２）、中村　通宏３）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　　敬１）　龍澤　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）１７　Gastritis cystica polyposa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）　秋山　高儀１）、冨田冨士夫１）、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stump carcinoma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）　山下　　要１）、藤岡　　央１）、渡辺美智夫１）、安本　和生１）　表　　和彦１）、源　　利成１）、太田　孝仁１）、磨伊　正義１）１９　胃のreactive lymphoreticular hyperplasia（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）　溝口　雅之１）、山下　　要１）、野村　英弘１）、源　　利成１）　太田　孝仁１）、磨伊　正義１）、見谷　　巌２）

◆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



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）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）　木谷　栄一１）、渡辺　国重１）、谷川　　裕１）、武田　孝之１）　村北　和広１）、白崎　信二１）、山道　　昇１）、道傳　研司１）　北島　竜美１）、原　　拓央１）、小西二三男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）　松下　栄紀１）、金子　周一１）２３　特異な十二指腸病変を呈したHenoch-Schonlein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　Brunner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　敦子１）　圓谷　朗雄１）、宮元　　歩１）、田中三千雄１）、渡辺　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　英樹１）　仁木　健雄２）、車谷　　宏３）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　　誠１）　古屋　正人１）、山本　　巌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PBC stage Ⅱ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）　西川　邦寿１）、山本　広幸１）、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）

３０　検診での肝機能異常を契機に診断された早期Vatrer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）　太田　孝仁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）３２　悪性胆道狭窄に対する内瘻化－Covered Accuflex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　幸蔵１）　長谷川　洋１）、関川　　博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）　平井　圭彦１）、山本　広幸１）、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　　肇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）　野口　正人３）、下條　途夫４）、豊岡　重剛４）、川瀬　満雄４）　向野　　榮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mucosal bridgeの形成をみたcolitis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）　津田　宏信１）、渡辺騏七郎２）



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　良明１）　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　病理２）　大野　健次１）、白崎　良明１）、袖本　幸男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）　山下　　要１）、野村　英弘１）、藤岡　　央１）、源　　利成１）　太田　孝仁１）、磨伊　正義１）、古沢　明彦２）４４　横行結腸のⅡc＋Ⅱa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）　太田　秀樹２）、井田　正博３）、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microsurgery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）　金平　永二２）、山下　弘子３）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）　新敷　吉成２）、笠島　　真２）

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　千尋１）　織田　裕之２）、前川　正知２）、渡辺騏七郎３）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）　杉岡　五郎１）、竹川　　茂２）、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）　清水　康一１）、八木　雅夫１）、三輪　晃一１）、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　英朗１）　中川　彦人１）、鵜浦　雅志１）、三輪　淳夫２）



第６６回　北陸地方会日　時：平成７年１１月２６日日会　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会　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）　鵜浦　雅志２）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）　渡辺　洋宇１）、森　　明弘２）、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）　村田　修一２）、清崎　克美２）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）　小林　弘明１）、飯田　善郎１）、三浦　将司１）、藤沢　正晴１）、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）　横町　　順１）、谷川　允彦１）、村岡　隆介１）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　勝敏「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　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　太門１）　長利あゆみ１）、小泉　博志１）、春原　哲之２）、金平　永二２）　大村　健二２）、渡辺　洋宇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mucosal bridge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）　河合　博志２）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）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）０６　One Step Button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）０７　ヘリコバクター・ピロリ診断におけるPYROLI TEK TEST KIT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）　守安　秀行１）、宮地　英生１）、山崎　幸直１）、大滝　美恵１）　佐藤富貴子１）、中永　昌夫１）、伊藤　重二１）、東　　　健１）　栗山　　勝１）、加藤　卓次２）０８　内視鏡後AGMLとH. pylori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　Helicobacter pylori（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）　奥野　資夫１）、山崎　時雄１）、鈴木　智恵２）、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　時夫１）　岩上　　栄２）、川上　和之２）、川浦　幸光２）、川島　篤弘３）

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）　高嶋　吉浩２）、林　　裕之２）、山道　　昇２）、村北　和広２）　武田　孝之２）、谷川　　裕２）、森田　信人２）、渡部　国重２）　木谷　栄一２）、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）　澤武　紀雄１）、磨伊　正義２）、古沢　明彦３）、牧野　　博４）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　義彦１）　長尾　　信１）、斎藤　　裕１）、平野　　誠１）、橘川　弘勝１）　増田　信二２）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）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）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　　茂２）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　　勉１）、高山　嘉宏２）　増永　高晴２）、篠崎　公秀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（Ⅱc＋Ⅱb：m：１１.５×１４.２㎝：sig）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）　大野　健次２）、清光　義則２）、袖本　幸男３）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）　堀　　裕子２）、松能　久雄２）、野島　孝之２）



２１　O-Ⅱc＋Ⅱb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）　山下　芳朗１）、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　　亨１）、蓑内　慶次１）　河合　博志１）、寺崎　修一１）、下田　　敦１）、卜部　　健１）　松下　栄紀１）、金子　周一１）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　智邦１）　小林　泰三１）、新本　修一１）、片山　寛次１）、山口　明夫１）　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　　要１）　野村　英弘１）、藤岡　　央１）、表　　和彦１）、源　　利成１）　太田　孝仁１）、磨伊　正義１）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　吉浩１）　林　　裕之１）、道傳　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）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、小西二三男２）２６　胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃部分切除術（lesion lifting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）　橋爪　泰夫２）、大竹由美子２）、飯田　茂穂２）

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　Endobiliary stenting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）　奥野　資夫１）、山崎　時雄１）、鈴木　智恵２）、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　英朗１）　臼田　里佳１）、中川　彦人１）、鵜浦　雅志１）、三輪　淳夫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　　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）　川田　直幹１）、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Ultraflex Metallic Stent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）　村田　修一１）、清崎　克美１）、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　Cobblestone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）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）　阿依　古麗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）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　Ip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　大太１）　桑原麻由子１）、守安　秀行１）、伊藤　義幸１）、宮地　英生１）　山崎　幸直１）、中永　昌夫１）、佐藤富貴子１）、東　　　健１）　栗山　　勝１）、原　　慶和２）、清原　郁子２）、谷澤　昭彦２）　平岡　政弘２）、斎藤　正一２）、重松　陽介２）、谷川　允彦３）

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）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）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）　山下　　要１）、野村　英弘１）、藤岡　　央１）、表　　和彦１）　太田　孝仁１）、磨伊　正義１）、澤口　　潔２）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　　要１）　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　雅之１）　山下　　要１）、野村　英弘１）、表　　和彦１）、源　　利成１）　太田　孝仁１）、磨伊　正義１）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　雄祐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）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　栄一１）　渡辺　国重１）、森田　信人１）、谷川　　裕１）、細川　　治１）　村北　和広１）、山道　　昇１）、道傳　研司１）、林　　裕之１）　高嶋　吉浩１）、原　　拓央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　　信１）　菊地　　勤１）、黒川　　勝１）、橘川　弘勝１）、増田　信二２）



第６７回　北陸地方会日　時：平成８年６月２日日会　場：福井県医師会館　　第１会場：５階　ホール
  　　　第２会場：４階　会議室会　長：福井県立病院　外科　渡辺　国重◆特別講演「胃の悪性リンパ腫」福岡大学筑紫病院　病理　　　　　　　　　　岩下　明徳「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　　大橋　計彦◆一般演題０１　Pneumo-activate EVL device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）　宮崎　誠示１）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）　土島　　睦１）、川原　　弘１）、堤　　幹宏１）、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）　田内　克典１）、霜田　光義１）、坂本　　隆１）、藤巻　雅夫１）　平岩　善雄２）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　　隆１）　太田　信次１）、前原　正典１）、新本　修一１）、片山　寛次１）　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　千尋１）　山形　章夫２）、前川　正知２）、渡辺騏七郎３）０８　高度食道狭窄のULTRAFLEX Esophageal Prosthesis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）　島　　弘三１）、熊木　健雄２）

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　Helicobacter pylori（H. Pylori）診 断 に お け るUrea breath test（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. Pylori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）　矩　　照幸１）、奥野　資夫１）、山崎　時雄１）、宮永　　健２）　石崎　武志２）、中井　継彦２）１２　Helicobacter pylori（H. pylori）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）　須藤　弘之１）、伊藤　義幸１）、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　光義１）　山下　　巌１）、斉藤　文良１）、津沢　豊一１）、田内　克典１）　斉藤　光和１）、清水　哲朗１）、藤巻　雅夫１）、前田　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Double Pylorus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Gastric Antral Vascular Ectasia（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）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）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　智恵２）　宮永　　健２）、石崎　武志２）、中井　継彦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）　奥野　資夫１）、山崎　時雄１）、鈴木　智恵２）、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）　鎌田　　徹１）、秋本　龍一１）、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　泰治１）　秋山　高儀１）、富田富士夫１）、斉藤　人志１）、小坂　健夫１）　喜多　一郎１）、高島　茂樹１）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）　斉藤　文良１）、津沢　豊一１）、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）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）　林　　裕之１）、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）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）　澤武　紀雄１）、藤岡　　央２）、川島　篤弘２）、吉川　　淳３）

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）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）　山田　　明１）、斉藤　文良１）、魚谷　英之１）、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）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）　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）、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）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）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）３４　特異な形態を呈した十二指腸Brunner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）　三輪　淳夫４）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Wallstent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）　吉光　外宏１）、笠島　里美２）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）　木谷　栄一１）、津田　昇志１）、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）　森本日出雄１）、杉岡　五郎１）、小島　靖彦２）、渡辺騏七郎３）４３　重症急性膵炎をきたしたPancreas divisum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）　大竹由美子２）、飯田　茂穂２）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）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）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　秀夫１）　河原　　栄２）

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　俊明１）、松田　博人１）　島崎　英樹１）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　秀明１）　林　　泰生１）、呉　　哲彦１）、斉藤　英夫１）、藤沢　克憲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）、橘　　良哉２）、福岡　賢一２）、登谷　大修２）　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　知佳１）　渡辺騏七郎２）５３　２型直腸癌を合併したCronkheit-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）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）　島中　公志１）、浦島左千夫１）、澤田　　信１）、上嶋　康洋１）　川原　　洋１）、堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）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　哲也２）　小泉　博志３）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）　津田　宏信１）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）　宇野　雄祐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）、島崎　英樹２）　松田　博人２）、大森　俊明２）、吉田　　功２）

６１　大腸Polypectomy後の遅発性出血の防止および止血に対するHistoacryl（N-butyl-2-Cyanoacrylate）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　時：平成８年１１月１７日日会　場：金沢医科大学病院　　第１会場：４階　臨床講義室C４１
  　　　　第２会場：４階　臨床講義室C４２会　長：金沢医科大学　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p５３蛋白異常発現との関連について金沢大学がん研究所　外科１）○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）



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）　荒能　義彦１）、石川　紀彦１）、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）　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）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　B-RTO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　Helicobacter pylori（HP）除菌治療後の血清抗HPIgG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Helicobacter Pylori（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）　龍澤　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）、吉田　　功２）、大森　俊明２）　松田　博人２）、島崎　英樹２）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）　岸本　浩史１）、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）　林　　裕之１）、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　昇志１）　木谷　栄一１）、渡辺　国重１）、森田　信人１）、谷川　　裕１）　武田　孝之１）、村北　和広１）、山道　　昇１）、白崎　信二１）　道傳　研司１）、林　　裕之１）、中村　伸一１）、木村　圭一１）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　　泰生１）　平山　一久１）、呉　　哲彦１）、齊藤　英夫１）、宗本　義則１）　藤沢　克憲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）、橘　　良哉２）　野ツ俣和夫２）、登谷　大修２）、田中　延善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　幸蔵１）　長谷川　洋１）、関川　　博１）、前田　宜延２）１５　１年後にⅡa型早期胃癌で発見された胃腺腫（groupⅢ）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）　竹田　亮祐２）、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）　島中　公志１）、上嶋　康洋１）、川原　　弘１）、堤　　幹宏１）　高瀬修二郎１）１７　横行結腸癌に合併した胃原発Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma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）　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）、車谷　　宏２）、湊　　　宏２）１８　Leiomyoma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）　斎藤　人志１）、小坂　健夫１）、高島　茂樹１）、松能　久雄２）　野島　孝之２）

◆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



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）　金子　周一１）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　　望１）、小泉　博志１）　石川　紀彦１）、天谷　　奨１）、橘川　弘勝１）、増田　信二２）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　彦人１）　鵜浦　雅志１）、小西　孝司２）、辻　　政彦２）２４　食道アカラシアに対して腹腔鏡下long myotomy、及びfundopexy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　泰史１）、山本　　誠２）　前川　直美２）、加藤　浩司２）、村北　　肇２）、大西　定司２）　万見　利之２）２６　Transanal Endoscopic Microsurgery（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）　林　　浩嗣１）、須藤　弘之１）、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）

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　清司１）　山本　和利１）、清光　義則２）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　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）　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）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）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　泰三１）　小泉　　聡１）、杉原　秀樹１）、尾辻　りさ１）、安井　　達１）　澤見　祐康１）、稲本　康彦１）、古市　健治２）、青木　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）　森本日出雄１）、杉岡　五郎１）、村上　　真２）、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Cronkhite-Canada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　Cronkhite-Canada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　博人１）　島崎　英樹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　秀明１）　平山　一久１）、呉　　哲彦１）、横山　浩一１）、斎藤　英夫１）　藤沢　克憲１）、笠原　善郎１）、三井　　毅１）、浅田　康行１）　小林　弘明１）、三浦　将司１）、藤沢　正清１）、橘　　良哉２）　福岡　賢一２）、登谷　大修２）、田中　延善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）　原田　憲一４）、中沼　安二４）

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Billroth Ⅱ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Billroth Ⅱ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　弘之１）　元雄　良治１）、岡井　　高１）、澤武　紀雄１）



第６９回　北陸地方会日　時：平成９年６月１日日会　場：富山県医師会館　　第１会場：１階　大ホール
  　　　第２会場：４階　会議室会　長：黒部市民病院　内科　牧野　　博◆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）　浅田　康行２）、三井　　毅２）、三浦　將司２）、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－Dieulafoy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）　榊原　年宏１）、田内　克典１）、清水　哲朗１）、斉藤　光和１）、竹森　　繁１）、坂本　　隆１）　田沢　賢次２）　特別発言富山医科薬科大学　光学医療診療部１）　田中三千雄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　博一１）　土島　　睦１）、浦島左千夫１）、島中　公志１）、上嶋　康洋１）　川原　　弘１）、堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１） ０２　Inflammatory esophagogastric polyp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）　三浦　将司１）、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EISL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　幸蔵１）　長谷川　洋１）、関川　　博１）、稲土　修嗣２）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Covered Ultraflex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）　津田　昇志１）、伊部　直之２）、辰巳　　靖２）０９　Helico bacter Pylori（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　Helico bacter pylori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）　南部　修二１）、若林　泰文１）、斎藤　清二１）、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　Helico bacter Pylori（HP）除菌治療により内視鏡所見に改善を認めたPortal Hypertensive Gastropathy（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lymphocytic gastritis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　　秀樹１）　中積　智子１）、藤邑　宏克１）、森永　信一１）、荒木　一郎１）　上野　敏男１）、森永　健市１）、加治　正英２）、上野　桂一２）　谷野　幹夫３）、石川　義麿３）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）　野本　一博１）、斉藤　素子１）、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　史香１）　平野　勝康１）、横井　健二１）、橘川　弘勝１）、増田　信二２）２１　Ball valve symdromeを来した、“carcimoma in adenoma”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）　渡辺　国重１）、木谷　栄一１）、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　Epstein-Barr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　裕英１）　大滝　憲夫１）、恩地　英年１）、藤田　　隆１）、土山　智邦１）　小林　泰三１）、新本　修一１）、片山　寛次１）、山口　明夫１）　中川原儀三１）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）　橋本　哲夫２）、八木　雅夫２）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　清和１）　川上　健吾１）、山村　浩然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）、車谷　　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　　誠２）　村北　　肇２）、前川　直美２）、加藤　浩司２）、大西　定司２）　松能　久雄３）、三船順一郎４）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Peutz-Jeghers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）　小島　靖彦２）、渡辺騏七郎３）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）　永井　勝也１）、松下　利雄１）、山本　広幸２）、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）　長沼甲太郎３）、伊藤　博行３）、七澤　　洋３）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Ⅱb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　新弥２）　田近　貞克２）、松能　久雄３）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）　津田　昇志１）、伊部　直之２）、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）　吉田　千尋１）、山下　　朗２）、前川　正知２）、渡辺騏七郎３）　上川　吉彦４）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）、　三輪　淳夫３）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）　澤武　紀雄１）、太田　孝仁２）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　北陸地方会日　時：平成９年１２月７日日会　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会　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　　　　　　　　　神澤　輝実◆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　　　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１．血清抗H.pylori IgG抗体による免疫学的検討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．Helicobacter pyloriの存在診断におけるendoscopic １３C-urea breath testの有用性福井医科大学　第２内科１）、福井県立大学　看護学科２）、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）　平野富貴子１）、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.pylori（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Helicobacter pylori（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 triple therapyによるHelicobacter pylori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.pylori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）　浅田　康行３）、飯田　善郎３）、三浦　將司３）、藤沢　正清３）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．Helicobacter pylori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.pylori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.pylori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）　鍛冶　恭介１）、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．Helicobacter pylori（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）　渡辺　明治１）、野本　一博２）、岸本　浩史２）、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Crohn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　康男１）　馬渕　　宏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　弘二１）　安居　利晃１）、伊藤　　博１）、谷　　　卓１）、橋本　哲夫１）　清水　康一１）、八木　雅夫１）、三輪　晃一１）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）　田内　克典１）、斎藤　光和１）、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Covered Ultraflex Stent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）　津田　昇志１）、伊部　直之２）、辰巳　　靖２）０６　Covered Ultraflex留置後のstent bare部に生じた食道粘膜過形成変化による狭窄に対してCovered Wallstent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）　笈田　耕治１）、石崎　武志１）、宮森　　勇１）、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　勝也１）　道上　　学１）、松下　利雄１）、左合　　直２）、野口　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　英生２）　伊藤　重二２）、東　　　健２）、栗山　　勝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（TGJ tube）留置が有用と考えられた１症例氷見市民病院　内科１）、小川医院（金沢市）２）○澤田　　武１）、佐藤　広隆１）、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）　若林　泰文１）、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）　清水　淳三２）、川浦　幸光２）、川島　篤弘３）、上田　　操４）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　俊泰１）　坂東　　正１）、田内　克典１）、野本　一博１）、井原　祐治１）　新保　雅宏１）、榊原　年宏１）、清水　哲朗１）、坂本　　隆１）　佐伯　好信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　史香１）　平野　勝康１）、木村　圭一１）、稲木　紀幸１）、橘川　弘勝１）　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）　三浦　将司１）、藤沢　正清１）、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Histoacryl（N-butyl-2-Cyanoacrylate）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EVIS240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）　田中三千雄２）、渡辺　明治３）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）

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　　誠２）、　前川　直美２）、加藤　浩司２）、大西　定司２）、村北　　肇２）、　田中　延宜２）、小西二三男３）、堀　　裕子３）２７　ITP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）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）　津田　昇志１）、伊部　直之２）、辰巳　　靖２）２９　Billroth-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Billroth Ⅱ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Borrmann 2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　幸蔵１）　長谷川　洋１）、関川　　博１）、大澤　幸治２）、宮元　　歩２）　稲土　修嗣２）、前田　宜延３）３３　十二指腸、空腸immunoblastic lymphoma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　千尋１）　前川　正知２）、山下　　朗２）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　　征樹１）　笈田　耕治１）、石崎　武志１）、宮森　　勇１）、法木　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）　稲土　修嗣１）



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lymphatic cyst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　靖夫１）、津川浩一郎１）、　竹田　利弥１）、鎌田　　徹１）、神野　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）　渡辺　国重１）、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）　橋爪　泰夫２）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　智子１）　藤邑　宏克１）、森永　信一１）、荒木　一郎１）、上野　敏男１）　森永　健市１）、中野　達夫２）、上野　桂一２）、谷野　幹夫３）　石川　義麿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　de novo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）　桐山　正人１）、道場昭太郎１）、小島　靖彦１）、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）　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）、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）　三浦　將司１）、藤沢　正清１）、松能　久雄２）



第７１回　北陸地方会日　時：平成１０年６月７日日会　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：国際ホール会　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　仁一２）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　　洋１）、巴陵　宣彦１）　田中三千雄２）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Wall Stent（Bare）挿入後、再狭窄をきたしCovered Ultraflex Stent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）　畑　　正典２）、松村　　賢２）、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）　伊藤　　隆１）、寺澤　捷年１）、清水　正司２）、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. pylori（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）

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）１０　胃Carcinoma in hyperplastic polyp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　一人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）、車谷　　宏２）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　一夫１）、澤　　敏治１）　吉光　外宏１）１３　高gastrin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（GIST）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　祐雄１）、　川口　雅彦１）、野澤　　寛１）、伊藤　祥隆１）、橘川　弘勝１）、　増田　信二２）１５　H. pylori（HP）除菌が有効であったlow grade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）、　宮地　英生１）、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　Helicobacter pylori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）　大西　定司１）、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. pylori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　伸一１）　伊井　　徹１）、竹川　　茂１）、道場昭太郎１）、桐山　正人１）　小島　靖彦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）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）　岡田　俊英１）、竹田　康男１）、馬渕　　宏１）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）、　市橋　　匠１）、中川原儀三１）、太田　　肇２）、毛利　久継２）、　大坪公士郎２）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）

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）　大森　俊明２）、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　邦明１）、足立　浩司１）　稲垣　　豊１）、森本日出雄１）、杉岡　五郎１）、渡辺騏七郎２）　竹内　正勇３）３０　Chronic mucocut aneous candidiasis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）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　時夫１）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　研司１）、林　　裕之１）　中村　伸一１）、武田　孝之１）、細川　　治１）、渡辺　国重１）　津田　昇志１）３３　消化管病変の経過を観察しえたSchoenlein-Henoch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　Churg-Strauss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　CA19-9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）　大西　定司２）、吉田　正博２）、田中　延宜２）、小西二三男３）３７　急性胆嚢炎・膵炎で発症したcholedochocele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　病理部３）　永井　勝也１）、西川　邦寿１）、松村　　賢１）、畑　　正典１）　道上　　学１）、野口　正人２）、小西二三男３）、堀　　裕子３）３９　長期臥床・絶食中に見られたbile sludge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Self-expandable metallic stent（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－Covered DIAMOND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）　鈴木　正行４）、水田　正雄５）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）　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）、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）　加藤　寛幸３）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　和之１）　梶田　　剛１）、中田　浩一１）、森　　明弘２）、渡邊　洋宇２）５１　Laparoscopic fundoplication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　隆介１）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　隆介１）　宮永　克也２）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）　大滝　美恵２）、大滝　秀穂２）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　重二２）　東　　　健２）、栗山　　勝２）



第７２回　北陸地方会日　時：平成１０年１２月６日日会　場：金沢大学医学部附属病院臨床研究棟　第一会場：第一臨床講義室
    　第二会場：第二臨床講義室会　長：金沢大学医学部附属病院　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 　藤盛　孝博「Helicobacter pylori感染と胃内環境」信州大学医学部　臨床検査医学 　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）　吉光　外宏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　義則１）　斉藤　典才２）、渡辺　博之２）、袖本　幸男３）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）　松村　孝之１）、岡田　俊英１）、梶波　康二１）、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　剛史１）、五箇　猛一１）　荒川　　元１）、大西　一朗１）、加治　正英１）、木村　寛伸１）　前田　基一１）、小西　孝司１）、辻　　政彦１）、三輪　淳夫２）　土地　邦和３）、宮田　龍和４）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　　博１）　根塚　秀昭１）、二宮　　致１）、谷　　　卓１）、西村　元一１）　萱原　正都１）、清水　康一１）、太田　哲生１）、三輪　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　章人１）　日下　一也１）、浦島左千夫１）、上嶋　康洋１）、伊藤　　透１）　川原　　弘１）、堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）、斉藤　人志２）　高島　茂樹２）０８　Vanishing tumor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）

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）１０　逆流性食道炎におけるH. pylori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　　勇１）　東　　征樹２）１１　高齢者におけるH. pylori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Helicobacter pylori除菌により改善したDiffuse varioliform gastritis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）１３　H. pylori（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）　野田　八嗣１）１４　H. Pylori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　Helicobacter pylori陰性の胃low grade MALToma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Gastrointestinal stromal tumor（GIST）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）、　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）、月岡　照晴３）、大滝　美恵４）



１７　GA19-9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　雄祐１）　野澤　　寛１）、川口　雅彦１）、伊藤　祥隆１）、橘川　弘勝１）　増田　信二２）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）　飯田　善郎１）、三浦　将司１）、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Henoch-Schonlein purpura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　von Recklinghausen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）　足立　浩司１）、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stromal tumor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）　道上　　学１）、田中　文恵２）、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）　金井　昌代１）、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）　稲土　修嗣１）

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　信繁１）　伊部　直之１）、辰巳　　靖１）、羽場　利博１）２９　大腸腫瘍との鑑別を要した大腸血管異形成（angiodysplasia）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vascular ectasia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、vanishing tumor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）　谷川　　裕１）、渡辺　国重１）、津田　昇志１）、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　博之２）、　浦出　雅昭２）、八木　雅夫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　　正典１）　道上　　学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）　川尻　文雄２）、綱村　幸夫２）、林　　義信２）、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）　津田　昇志１）、笠井　綾子２）、土山　寿志２）、伊部　直之２）　辰巳　　靖２）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）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）　上山本伸治３）４２　十二指腸狭窄を呈したgroove pancreatitis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）　木村　俊久１）、石田　　誠１）、竹内　一雄１）、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）

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）　松井　　修３）　４４　Endoscopic nasocystic drainage（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）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小川医院（金沢市）１）、竹越内科クリニック（高岡市）２）○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）　永井　勝也１）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　北陸地方会日　時：平成１１年６月２０日日会　場：富山県医師会館　第一会場：１階　ホール
  　　第二会場：４階　会議室会　長：富山市民病院　内科　高橋　洋一◆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 勝又　伴栄「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 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　雄祐１）　野澤　　寛１）、川口　雅彦１）、伊藤　祥隆１）、橘川　弘勝１）　増田　信二２）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）　岡田　俊英１）、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）　渡辺　国重３）、谷川　　裕３）、武田　孝之３）、白崎　信二３）　林　　裕之３）、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）　経田　　淳１）、吉本　勝博１）、三輪　晃一１）、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　平一１）、　村　　俊成２）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）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　　大１）　和田　真也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）

１０　Vanishing Tumor of the stomach probably due to anisakiasis. - -A case report- -
Department of Internal Medicine, Cancer Research Institute, 
Kanazawa University.１）
Department of Surgery, Himi Municipal Hospital.２）　E. Sabet１）、Y. Motoo１）、K. Ohtsubo１）、J. Sakai１）、Y. Yamaguchi１）　H. Watanabe１）、T. Okai１）、N. Sawabu１）、S. Nagao２）１１　胃Inflammatory fibroid polyp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）　西川　邦寿１）、堀　　裕子２）、小西二三男２）、野口　正人３）１２　４年の経過中に著明な腫瘍の増大を認めHelicobacter pylori（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　Ⅱb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　郁子１）　亀水　　忠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）、三浦　将司１）　藤沢　正清１）、野ツ俣和夫２）、登谷　大修２）、田中　延善２）　松能　久雄３）、今村　好章４）、法木　左近４）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）１６　内視鏡的に経過を追跡しえたDiffuse Antral Vascular Ectasia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）　里村　吉威１）、鵜浦　雅志１）、三輪　淳夫２）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）　黒田　岳雄１）、田中　延善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）　木谷　　恒１）、増田　信二２）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　明人１）　小浦　隆義１）、大野　秀棋１）、鍛治　恭介１）、中本　安成１）　本多　政夫１）、河合　博志１）、寺崎　修一１）、松下　栄紀１）　卜部　　健１）、金子　周一１）２３　内視鏡的静脈瘤結紮術とcyanoacrylat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）、　加藤　卓次２）、岩城　　真２）、島田　政則３）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　広美１）　守田万美子１）、伊藤　　繭１）、松谷　　譲１）、大谷　昌弘１）　須藤　弘之１）、斉藤　隆也１）、伊藤　義幸１）、宮地　英生１）　山崎　幸直１）、伊藤　重二１）、東　　　健２）、栗山　　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　太郎１）　長谷川　洋１）、関川　　博１）、前田　宜延２）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Cronkhite-Canada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　剛史１）　堀田　洋介１）、荒川　　元１）、大西　一朗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）　三輪　淳夫２）、田内　克典３）、竹森　　繁３）、新井　英樹３）　田沢　賢次３）、塚田　一博３）３２　大腸病変を伴うMalignant Lymphoma（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）　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）、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　side window付rectal tube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　stent-through-stent techniqueを用いて経乳頭的に２本のexpandable metalic stent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）　和田　真也１）、中村　寿彦１）、森田　克哉１）、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gastrointestinal stromal tumor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）　磨伊　正義１）、岡井　　高２）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　哲之１）　土田　　敬１）、片田　正一１）、酒徳　光明１）、清原　　薫１）　中島　久幸１）、小杉　光世１）



第７４回　北陸地方会日　時：平成１１年１１月２８日日会　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会　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）　堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）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）　寺畑信太郎２）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sentinel nodes biopsy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）　中川原寿俊１）、伏田　幸夫１）、藤村　　隆１）、三輪　晃一１）◆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）　和田　真也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）、佐藤日出夫２）

０２　食道気管瘻に対し食道気管Double stent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）　伊藤　義幸２）、栗山　　勝２）、西田　公一３）、坪倉ひふみ３）　林　　泰生４）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）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）１０　Helicobacter pylori除菌成功約４年後に広範Ⅱb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）　堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）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Ⅱc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）　木谷　　恒１）、村上　　望２）、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）

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　　保人１）　京井　優典１）、宮元　　進１）、藤岡　重一２）、金平　永二３）　大村　健二３）、野々村昭孝４）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）　野沢　　寛１）、吉野　裕司１）、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）１９　当科における“pre-linitis plastica”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）２０　Double tubing PEG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）　清水　哲朗１）、坂本　　隆１）、塚田　一博１）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　郁子１）、　亀水　　忠１）、齋藤　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）、三浦　将司１）、　藤沢　正清１）、金　　定基２）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　時夫１）　高橋　志郎２）



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）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）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　剛史１）　菊地　　勤１）、藤岡　重一１）、若狭林一郎１）、村田　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　雅彦１）　菊地　　勤１）、藤岡　重一１）、若狭林一郎１）、村田　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）　笈田　耕治１）、宮森　　勇１）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）　飯田　茂穂１）、中川原儀三１）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　立甫１）　家接　健一２）、伴登　宏行２）、酒徳　光明２）、絹谷　啓子３）　寺畑信太郎４）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Choledochocele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　幸直１）　畑　　正典１）、野口　正人２）、左合　　直２）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）

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　　勇１）　東　　征樹２）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）　白崎　信二１）、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）、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）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　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）　渡辺　国重２）、木谷　栄一２）、津田　昇志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）　渡辺　国重２）、木谷　栄一２）、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　第一内科２）　野口　　晃１）、卜部　　健２）４４　MRCPが診断に有用であった、Pancreas divism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stageⅠ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）　北村　徳治３）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　　学１）　伊藤　重二１）２）、東　　　健１）２）、栗山　　勝１）２）４７　拡大内視鏡GIF-Q240Z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　宣彦１）　田中三千雄２）



第７５回　北陸地方会日　時：平成１２年６月１８日㈰会　場：福井医科大学　講義棟　第１会場：合併講義室
 　　　　　　　　　　第２会場：第一中講義室会　長：福井医科大学　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）　川原　　弘１）、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－IDUS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Key Point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）　谷川　　裕１）、渡辺　国重１）、伊部　直之２）、辰巳　　靖２）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）９８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）　細川　　治２）、谷川　　裕２）、渡辺　国重２）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）　細川　　治１）、武田　孝之１）、谷川　　裕１）、渡辺　国重１）　木谷　栄一１）

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　義則１）　斉藤　典才２）、渡辺　博之２）、袖本　幸男３）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）



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　　健３）、山田　哲司４）０６　閉塞性黄疸をきたしたCastleman's disease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）　畑　　正典１）、大瀧　哲朗１）、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　　望１）、宇野　雄祐１）　野沢　　寛１）、奥田　俊之１）、雄谷　純子１）、橘川　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　　真１）、飯田　茂穂１）　中川原儀三１）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）　高橋　英雄１）、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　　茂１）　桐山　正人１）、道場昭太郎１）、小島　靖彦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）　東　　　健２）、栗山　　勝２）

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）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　　功１）　木谷　　恒１）、増田　信二２）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）　森田　信人１）、渡辺　国重１）、木谷　栄一１）、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）　松能　久雄３）、　二谷　立介４）、塚田　一博５）　２１　初回注腸X線検査にて診断困難であった早期大腸癌（Ⅱc）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Pit pattern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no analgetic, no sedation－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　　浩１）　重田　浩一１）、久保　　正１）２５　Blue rubber bleb nevus syndrome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　隆也２）　東　　　健１）、２）、栗山　　勝１）、２）２６　Barrett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　　真１）　島田　耕文１）、道上　　学２）、東　　　健２）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Mallory-Weiss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）　島中　公志１）、浦島左千夫１）、上嶋　康洋１）、川原　　弘１）　堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）３０　高齢者出血性潰瘍の検討（第２報）－NSAIDおよびH. pylori（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NSAIDs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　剛史１）　紙谷　寛之１）、川口　雅彦１）、菊地　　勤１）、今井　哲也１）　若狭林一郎１）、村田　修一１）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）　兜　　正則２）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　秀夫２）　河原　栄岩３）３６　術前に診断しえた胃gastrointestinal stromal tumor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　恭介１）　中本　安成１）、本多　政夫１）、河合　博志１）、寺崎　修一１）　卜部　　健２）、金子　周一１）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Helicobacter pylori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　Helicobacter Pylori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）　八木　雅夫１）、山川　　治２）、卜部　　健２）４７　H. pylori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　譲二２）　牧野　　博３）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. pylori（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　Helicobacter pylori除菌により完全消失した巨大Borrmann2型を呈した胃MALT-type lymphoma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　北陸地方会日　時：平成１２年１１月２６日㈰会　場：金沢医科大学病院　第１会場：４階　臨床講義室C４１
 　　　　　　　　第２会場：４階　臨床講義室C４２会　長：金沢医科大学　消化器内科　伊藤　　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（Endoscopic Mucosal Resection）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）　広瀬　由紀２）、山本　広幸２）、松下　利雄２）、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）　島中　公志１）、川原　　弘１）、堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）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）　道伝　研司１）、林　　裕之１）、辰巳　　靖２）、伊部　直之２）、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）　藤田　秀人１）、木村　寛伸１）、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　「Ⅱc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　進英秋田赤十字病院　胃腸センター 　　山野　泰穂、為我井芳郎、今井　　靖　「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　　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）　森本日出雄１）、渡辺騏七郎２） 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－Ⅱc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）　今井　哲也１）、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）　原武　譲二２）、岡井　　高３）０７　Ball valve syndrome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）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）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）　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）、渡辺　明治１）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　義伸１）、高橋　洋一１）　齋藤　勝彦２）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）　大谷　昌弘１）、道上　　学２）、東　　　健１）、２）　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　一博２）　島多　勝男２）、増山　喜一２）、田近　貞克２）、辻　　政彦２）　松能　久雄３）

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　吉成１）　品川　和子１）、岩本　真也１）、小野　智子１）、中谷　敦子１）　若林　泰文１）、渡辺　明治１）、石澤　　伸２）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）　七澤　　洋３）、岡田　英吉４）、田中三千雄５）１６　十二指腸原発ganglioneuroma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　雄祐１）　菊地　　勤１）、奥田　俊之１）、雄谷　純子１）、橘川　弘勝１）　増田　信二２）１７　瘻孔からの栄養剤の漏れに対して粘度増強剤（REF-P1）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）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）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　千尋１）　前川　正知２）、森下　大樹２）、藤本　　学２）、稲邑　克久２）　鈴木　正行３）、小林　　健３）、武川　昭男４）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）　森田　克哉１）、八木　真悟１）、山田　哲司１）、北川　　晋１）　中川　正昭１）、車谷　　宏２）、上田　幹夫３）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）　岡田　俊英１）、馬渕　　宏１）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 polyposis）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　Phlebosclerotic colitisの一例金沢大学　第一内科１）　大幸　英喜１）、土山　智也１）、浅井　　純１）、松田　尚登１）　島崎　猛夫１）、増富　健吉１）、山下　太郎１）、加賀谷尚史１）　山下　竜也１）、鍛治　恭介１）、河合　博志１）、寺崎　修一１）　金子　周一１）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　伸明１）　林　　裕之１）、服部　昌和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）　渡辺　国重１）、木谷　榮一１）、海崎　泰治２）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　　裕之１）　道傳　研司１）、武田　孝之１）、細川　　治１）、谷川　　裕１）　森田　信人１）、渡辺　国重１）、木谷　栄一１）、海崎　智恵２）　向坂　憲悟２）、浜野　直道２）、辰巳　　靖２）、伊部　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）　飯田　茂穂１）、中川原儀三１）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）　坂東　悦郎１）、藤田　秀人１）、加治　正英１）、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）　八木　真悟１）、山田　哲治１）、北川　　晋１）、中川　正昭１）　車谷　　宏２）、又野　　豊３）４１　体位性低酸素血症と胆石症を伴った成人Henoch-Schönlein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choledochocele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　雄祐１）　菊地　　勤１）、野澤　　寛１）、雄谷　純子１）、橘川　弘勝１）　木谷　　恒２）、寺田　光宏１）、小林　友美２）、筑田　正史２）４５　Catsleman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）　又野　貞也２）、寺畑信太郎３）、金井　正信４）、横山　　仁５）



第７７回　北陸地方会日　時：平成１３年６月１７日㈰会　場：富山医科薬科大学附属病院　第１会場：臨床講義室⑴
 　　　　　　　　　　　　第２会場：臨床講義室⑵会　長：富山医科薬科大学　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　Barrett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　　将２）　岡田　和彦２）、稲土　修嗣２）、長谷川　洋３）、前田　宜延４）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　　真１）、関　健一郎１）　廣野　靖夫１）、五井　孝憲１）、飯田　　敦１）、木村　俊久１）　石田　　誠１）、片山　寛次１）、廣瀬　和郎１）、山口　明夫１）　法木　左近２）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）　竹川　　茂１）、桐山　正人１）、小島　靖彦１）、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　祐治１）　塚田　一博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）　菓子井良郎２）、舟木　　淳２）、松能　久雄３）、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）　源　　利成２）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　　利成３）　平野　晃一１）、山下　　要１）、高橋　　豊１）、磨伊　正義１）　荻野　知己４）



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　良男１）　大西　一朗１）、竹田　利弥１）、小矢崎直博１）、鎌田　　徹１）　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　章一１）　木下　一夫１）、澤　　敏治１）、吉光　外宏１）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）　川原　　弘１）、堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）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　Clarithromycin（CAM）耐性H. pyloriに対するfaropenem sodium（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）　鈴木　文子１）、岡田　俊英１）、馬渕　　宏１）、土山　寿志２）　島崎　英樹２）１６　腸重積にて診断したPeutz-Jeghers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　俊学１）　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　幸直２）　大谷　昌弘３）、李　　相植３）、斎藤　隆也３）、東　　　健３）　栗山　　勝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）

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　章一１）　木下　一夫１）、澤　　敏治１）、吉光　外宏１）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）　山田　哲司１）、北川　　晋１）、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　勝也１）、宮地　英生１）　畑　　正典１）、大瀧　哲朗１）２７　非定型抗酸菌（Mycobacterium Fortuitum）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）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）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　茂穂１）　中川原儀三１）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）　道上　　学２）、山崎　幸直１）、東　　　健１）、栗山　　勝１）



３１　十二指腸Dieulafoy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　義彦１）　佐々木正寿１）、國谷　　等１）、宮元芽久美１）、寺崎　禎一１）　須藤　嘉子２）、中沼　安二２）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Vater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　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）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　　敬１）　家接　健一１）、山下　良平１）、清原　　薫１）、酒徳　光明１）　中島　久幸１）、小杉　光世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angiodysplasia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Intraluminal Duodenal Diverticulum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）　黒田　岳雄１）、田中　延善１）、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）



第７８回　北陸地方会日　時：平成１３年１１月２５日㈰会　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 会　長：石川県済生会金沢病院　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mucosal bridge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）　小泉　博志１）、菊地　　誠１）０２　食道pyogenic granuloma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　　勤１）　野澤　　寛１）、原　　拓央１）、浅海　吉傑１）、橘川　弘勝１）　増田　信二２）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　　敏１）　家接　健一１）、土田　　敬１）、伴登　宏行１）、清原　　薫１）　中島　久幸１）、寺畑信太郎２）０４　早期Barrett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　立甫１）　酒徳　光明２）、中田　浩一２）、寺畑信太郎３）０５　食道癌に対する光線力学療法（PDT ; photodynamic therapy）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）　寺崎　修一１）、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）

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　卓久１）、荒能　義彦１）　佐々木正寿１）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）１０　除菌前後で経過観察しえたHelicobacter pylori（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）１１　H. pylori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）　伊藤　博行３）、中村　　暁３）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）　俵矢　香苗１）、斉藤　英夫１）、藤沢　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）　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inflammatory fibroid polyp（IFP）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）　宇野　雄祐２）、村上　　望２）、平野　　誠２）、橘川　弘勝２）　増田　信二３）



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　　弘１）　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　陽介１）　前田　重信１）、林　　裕之１）、道傳　研司１）、服部　昌和１）　武田　孝之１）、谷川　　裕１）、渡辺　国重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MALT lymphoma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　康洋１）　堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）、伊藤　　透２）、小坂　健夫３）　高島　茂樹３）２１　Multiple Lymphomatous Polyposis（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　　洋１）　田中三千雄２）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）　岩本　真也１）、福田加奈子１）、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）

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　　桂１）、市橋　　匠１）　飯田　茂穂１）、中川原儀三１）、辰沢　淳司２）、山口　明夫２）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　伊作１）、井口　雅史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）、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　　亨１）、大場　　栄１）　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　英年１）、長谷川保弘１）　泉　　俊昌１）、北村　秀夫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）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　expandable metallic stent trouble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　　明２）　小澤　真二２）３６　総胆管結石と鑑別困難であったVater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）　北川　　晉１）、山田　哲司１）、車谷　　宏２）３７　経皮経肝胆道鏡（PTCS）及び胆管内超音波検査（IDUS）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）　登谷　大修１）、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）　武田　孝之１）、谷川　　裕１）、森田　信人１）、渡辺　国重１）　木谷　栄一１）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Rapid Exchange System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）　白井　大悟１）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stent through stent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　研司１）　服部　昌和１）、細川　　治１）、武田　孝之１）、谷川　　裕１）　渡辺　国重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）　伊部　直之１）、辰巳　　靖１）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　裕之１）　武藤　綾子１）、佐藤　広隆１）、八木　邦公１）、岡田　俊英１）　馬渕　　宏１）、川上　和之２）、大村　健二２）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　北陸地方会日　時：平成１４年６月２３日㈰会　場：福井県立大学　第１会場：大講義室（L１０８）
 　　　　　　第２会場：大講義室（L１０７）会　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　英也１）　北林　一男１）、斎藤　人志１）、喜多　一郎１）、高島　茂樹１）０２　0-I sep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　秀昭１）　山本　精一１）、加治　正英１）、前田　基一１）、薮下　和久１）　小西　孝司１）、内山　明央２）、三輪　淳夫２）０３　内視鏡的粘膜切除術を施行したBarrett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　朗雄１）　岡田　和彦１）、芝原　一繁２）、前田　宜延３）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）　永井　勝也１）、小西二三男２）

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）　橋本　昌子１）、澤田佳世子１）、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（EIS）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　大修１）　田中　延善１）、天谷　　漿２）、藤澤　克憲２）、宗本　義則２）　三浦　将司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　Ball valve syndrome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gastrointestinal stromal tumor（GIST）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　　奨１）　齊藤　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）、三浦　将司１）、経田　克則２）　橘　　良哉２）、野ツ俣和夫２）、登谷　大修２）、田中　延善２）　松能　久雄３）２０　Helicobacter pylori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）　石田　文夫２）、中川原儀三２）、中沼　安二３）２２　IT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　　寛１）　竹村　健一１）、山田　真也１）、島崎　英樹１）、村上　　望２）　山田　哲司２）２３　アルゴンプラズマ凝固法（APC）が有効であったgastric antral vascular ectasia（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）　李　　相植１）、斉藤　隆也１）、伊藤　義幸１）、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　Von Recklinghausen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）　道傳　研司１）、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GIST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）　廣野　靖夫４）、今村　好章５）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）　田中　延善１）、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）３３　肝硬変患者における門脈圧亢進症性大腸症（Portal hypertensive colopathy ; 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）　山下　竜也１）、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）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　由佳１）、恩地　英年１）　岩佐　和典１）、北村　秀夫１）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　朗雄１）　岡田　和彦１）、前田　宜延２）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　　暁１）　伊藤　博行１）、七澤　　洋１）、田中三千雄２）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）　田中　延善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）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）　辰巳　　靖１）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（IDUS）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）　柿木嘉平太２）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　英樹１）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　　裕１）　上田　順彦１）、澤　　敏治１）、吉光　外宏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）



第８０回　北陸地方会日　時：平成１４年１２月１日㈰会　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 会　長：財団法人石川県予防医学協会　がん検診センター　村　　俊成◆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◆特別講演「潰瘍性大腸炎のDysplasiaとCancer Surveillance」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）　森田　信人１）、谷川　　裕１）、武田　孝之１）、服部　昌和１）　道伝　研司１）、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）　金山　雅美２）、工藤　　浩２）、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vanishing tumor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）　松田　秀岳１）、山本　智子１）、村松　　篤１）、李　　相植１）　須藤　弘之１）、伊藤　義幸１）、栗山　　勝１）、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GIST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）　島崎　英樹１）１３　当院におけるPerctaneous Endoscopic Gastrostomy（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. pylori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Helicobacter pylori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）１７　アンケートによるH. pylori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）　李　　相植１）、大谷　昌弘１）、斎藤　隆也１）、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）１８　H. pylori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　勝也１）　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　尚宏２）　羽柴　　厚２）、野々村昭孝３）、竹田　康男４）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）　水腰英四郎１）、鍛治　恭介１）、本田　政夫１）、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）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）　小川　浩平１）、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）　廣瀬　和郎１）、山口　明夫１）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　　淳１）、津田　祐子２）　島田　勝夫２）、増山　喜一２）、田近　貞克２）、辻　　政彦２）　松能　久雄３）

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）２６　IT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　健一１）　木下　晶代１）、山田　真也１）、島崎　英樹１）２７　Hooking knife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）２８　消化管出血を来したBrunner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　　亨１）　笠井　孝彦２）、原武　譲二２）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　慶次１）　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　和久２）　斉藤　典才２）、梶　　幸子３）、袖本　幸男３）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）　竹川　　茂１）、桐山　正人１）、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　香苗１）　大端　　考１）、斉藤　英夫１）、藤沢　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）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）



３７　下血を主訴に診断されたNSAID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　大悟１）　岡田　和彦１）、前田　宜延２）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　Leukocytosis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）　栗山　　勝１）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（IBD）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Covered EMS（Expandable Metallic Stent）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）　西川　邦寿１）

４６　術後吻合部悪性狭窄に対するself-expandable metallic stent（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　　肇１）　前川　直美１）、大西　定司１）、栗山とよ子１）、銭丸　康夫１）　稲田　章夫２）、浜中　英樹２）、加藤　泰史２）、木村　成里２）４８　７年の経過観察後に手術を施行したIPMT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）　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）、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　　敏１）　中島　久幸１）、小杉　光世１）



第８１回　北陸地方会日　時：平成１５年６月２２日㈰会　場：富山医科薬科大学附属病院　第１会場：臨床講義室質梢 
 　　　　　　　　　　　　第２会場：臨床講義室実梢 会　長：富山医科薬科大学　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 橋爪　　誠◆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 村田　洋子「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 渡邊　昌彦◆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 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）　又野　　豊２）、服部　昌和２）、細川　　治２）、森田　信人２）０２　ITナイフを用いた胃のEMR１００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　真也１）　齋藤奈津子１）、島崎　英樹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）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）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　　勝１）　八木　真悟１）、魚津　幸蔵１）、長谷川　洋１）、前田　宣延２）０６　食道未分化癌非小細胞型（non-small type）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）　山崎　一麿２）、島多　勝夫２）、増山　喜一２）、田近　貞克２）　辻　　政彦２）０７　胃検診にて発見され、術前に診断し得た胃GIST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）

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　香苗１）　藤森　英希１）、吉野　裕司１）、小泉　博志１）、森田　克哉１）　伴登　宏行１）、山田　哲司１）、車谷　　宏２）０９　Ball valve syndrome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）　前田　一也１）、森下　　実１）、林　　裕之１）、道伝　研司１）　服部　和昌１）、武田　孝之１）、谷川　　裕１）、渡辺　国重１）　森田　信人１）、海崎　泰治２）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）　山下　竜也１）、水腰英四郎１）、辻　　宏和１）、鍛治　恭介１）　中本　安成１）、本多　政夫１）、金子　周一１）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　英生１）　永井　勝也１）、岡島　達也１）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）　塚田　一博２）１３　Helicobacter pylori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　　元、飯田　　宏、　足立　浩司、森本日出雄、谷　　　卓、清水　康一、　山口　泰志、野々村昭孝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）　浅野　　健２）、佐々木　誠２）、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covered expandable metallic stent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choledochocele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　Multicentricに発生したIPMT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　俊学１）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　雅志１）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　匡普１）　船崎　　勉１）、土島　　睦１）、島中　公志１）、川原　　弘１）　堤　　幹宏１）、高瀬修二郎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Campylobacter jejuni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）

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）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）　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）、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）　坪田　　誠１）、山下　良平１）、清原　　薫１）、中島　久幸１）　小杉　光世１）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）　上田　順彦１）、澤　　敏治１）、吉光　外宏１）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　英也１）　吉谷新一郎１）、斉藤　人志１）、小坂　健夫１）、喜多　一郎１）　高島　茂樹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　俊明１）　島崎　英樹１）、小川　滋彦２）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）　渡邊　明治１）、野澤　聡志２）、高野　康雄３）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　友美１）　寺田　光宏１）、木谷　　恒１）、平野　章治２）、野澤　　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　英朗１）　里村　吉威１）、野田　八嗣１）、小西　孝司２）、三輪　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）　山崎　幸直２）、伊藤　信之１）、栗山　　勝１）



第８２回　北陸地方会日　時：平成１５年１１月１６日㈰会　場：石川ハイテク交流センター　第１会場：大会議室
 　　　　　　　　　　　　第２会場：A１～４会議室会　長：医療法人社団和楽仁辰口芳珠記念病院　外科　上田　　博◆教育講演「H. pylori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IT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　Ⅱc型Barrett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　　純１）、中浜　　亨１）　笠井　孝彦２）、原武　譲二２）０４　H. pylori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　重一２）　中川原儀三２）、原田　憲一３）、中沼　安二３）０５　著明な貧血を呈した胃GIST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）　海崎　泰治２）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　Ball valve syndrome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　徹哉２）　北島　竜美２）、白崎　信二２）

１０　IT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Hook knife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　隆彦１）　前田　宜延２）１４　興味深い超音波内視鏡所見を呈したinflammatory fibroid polyp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Henoch-Shönlein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）１９　腸重積を契機に発症した小腸angiomyolipoma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）　黒田　岳雄１）、野ッ俣和夫１）、登谷　大修１）、田中　延善１）　宗本　義則２）、三浦　将司２）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　直樹２）　塚田　一博２）、高柳　尹立３）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　俊英１）　馬渕　　宏１）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）２３　内視鏡上skip lesion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）　方堂　祐治１）、冨田　俊二１）、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）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　　靖１）　伊部　直之１）２５　健診を契機に発見されたcolonic muco-submucosal elongated polyp（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vascular ectasia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）　上田　　博１）、藤井　保治２）

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）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）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　俊明１）　島崎　英樹１）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　　亨２）　袖本　幸男３）３２　Phlebosclerotic Colitis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　英朗１）　里村　吉威１）、野田　八嗣１）、草彅　実穂２）、阿保　　斉２）　日野　祐資２）、出町　　洋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）　飯田　善郎１）、三浦　将司１）、全　　　陽２）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）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）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　高宏１）　大田　浩司１）、森下　　実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）、谷川　　裕１）　森田　信人１）３７　胃切除Billroth Ⅱ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）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）　渡辺騏七郎３）、中沼　安二４）４１　一部癌化を来たしたIPMT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）　尾山佳永子１）、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）

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　昌代１）　岡島　達也１）、青竹　利治２）、田中　文恵２）、山本　広幸２）　廣瀬　由紀２）、松下　利雄２）、小西二三男３）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　博志１）、山川　　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　北陸地方会日　時：平成１６年６月２７日㈰会　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中講義室会　長：公立丹南病院　内科　伊藤　重二◆シンポジウム「H. pylori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. pylori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Helicobacter pylori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. pylori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. pylori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-２MALT１の有無とH. pylori除菌療法に対する反応性から見た胃MALTリンパ腫の病態愛知県がんセンター　消化器内科部１）、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. pylori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. pylori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）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　和久２）　斉藤　典才２）、袖本　幸男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　慶子１）、加藤　　成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）、山口　明夫１）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　真也１）　斉藤奈津子１）、大森　俊明１）、島崎　英樹１）０６　胃inflammatory fibroid polyp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inflammatory fibroid polyp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　　学１）　岡島　達也１）、松永　心祐１）、小西二三男２）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）　奥田　俊之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）、海崎　泰治２）、小野　博美３）　大滝　秀穂３）

１２　約３年９ヶ月の間、内視鏡にて経過を追った胃GIST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）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）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）　畑　　正典１）、西川　邦寿１）、田中　文恵２）、小西二三男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）　三浦　将司１）、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　竜邦２）　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　　誠１）、原　　拓央１）　中田　浩一１）、平能　康充１）、羽田　匡宏１）、高木　　剛１）　橘川　弘勝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）　八木　真悟１）、魚津　幸蔵１）、長谷川　洋１）、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）　中島　久幸２）、寺畑信太郎３）、杉本　立甫１）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　Colonic muco-submucosal elongated polyp（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Isp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　FDG-PET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）　山岸　文範１）、塚田　一博１）、田中三千雄２）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　敬三１）　齋藤奈津子１）、島崎　英樹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mucosal bridge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　麻里１）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　敬三１）　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　優範１）　俵矢　香苗１）、吉野　裕司１）、小泉　博志１）、森田　克哉１）　村上　　望１）、山田　哲司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　北陸地方会日　時：平成１６年１１月２８日㈰会　場：金沢大学医学部　第１会場：第一臨床講義室
 　　　　　　　第２会場：第二臨床講義室会　長：金沢大学医学部附属病院　消化器内科２　岡田　俊英◆シンポジウム「北陸におけるIBD診療の現況」司　　会：高岡市民病院　消化器内科 　七澤　　洋
 金沢大学医学部附属病院　消化器内科 　加賀谷尚史コメンテータ：滋賀医科大学　消化器内科 　安藤　　朗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「IBDの内視鏡診断」北里大学東病院　消化器内科 　五十嵐正広◆特別講演（基調講演）「Virtual colonoscopyの現状と展望－特にCT colonography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）　田中三千雄２）０２　食道炎治癒後Mucosal bridge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Heller-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　　豊１）　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　和久２）　斉藤　典才２）、袖本　幸男３）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）　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）、山口　明夫１）、山崎　幸直２）　今村　好章３）０８　食道Pyogenic granuloma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）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）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　英朗１）　里村　吉威１）、野田　八嗣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　　誠１）、加藤　浩司１）　前川　直美１）、大西　定司１）、平井　淳一１）、半田真奈美１）　佐藤さつき１）、濱中　英樹２）、木村　成里２）、松村光誉司２）　高橋　範雄３）、大谷　昌弘４）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　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GIST（gastrointestinal stromal tumor）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）

２０　内視鏡的核出術を施行した胃GIST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）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）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）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）２４　抗CD抗体（Rituximab）併用CHOP（R-CHOP）療法を施行した十二指腸原発follcular lymphoma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）、須藤　弘之２）　伊藤　義幸１）、山崎　幸直２）、伊藤　信之１）、栗山　　勝１）２５　横行結腸穿孔例に存在したmultiple mucosal tag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）　松田耕一郎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）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）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）　卜部　　健２）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　　奨１）　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　　正１）　山岸　文範１）、塚田　一博１）３４　Electrolyte depletion syndrome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）　宮森　弘年１）、神野　正博１）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）　堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）、上繁　宣雄２）、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GIST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　俊英１）　馬渕　　宏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）　大田　浩司１）、森下　　実１）、関戸　伸明１）、道傳　研司１）　服部　昌和１）、細川　　治１）、森田　信人１）、海崎　泰治２）４１　groove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　勝紀１）、中川原寿俊１）　上田　順彦１）、澤　　敏治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）　樋上　義伸１）、高橋　洋一１）、佐野　　力２）、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（EST-PD）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　北陸地方会日　時：平成１７年６月１２日㈰会　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会　長：高岡市民病院　胃腸科　七澤　　洋◆シンポジウム「北陸におけるESDの現在そして 未来 」あ し た司　　会：富山赤十字病院　第１消化器科　　稲土　修嗣
 済生会富山病院　病理部　　　　　松能　久雄シンポジスト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）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）◆ランチョンセミナー「NSAIDs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◆特別講演「消化管間質腫瘍（GIST）の診断・治療：up-to-date」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）　神野　正博１）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CA19-9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　ITP、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GIST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　浩也２）　太田　長義２）、伊藤　雅之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Peutz-Jeghers syndrome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）　西村　元一２）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Argon Plasma Beam Coagulation Sclerotherapy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　桂苗１）　奥田　俊之１）、森下　　実１）、宮永　太門１）、関戸　伸明１）　林　　裕之１）、服部　昌和１）、細川　　治１）、武田　孝之１）　谷川　　裕１）、森田　信人１）、海崎　泰治２）１５　１７歳より再発、再燃を繰り返した胃潰瘍がh, piroly,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sedation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）　萱原　正都２）、卜部　　健３）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）　田中三千雄３）、高橋　博之４）、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　竜太１）　太田　尚宏１）、尾山佳永子１）、平能　康充１）、原　　拓央１）　平野　　誠１）、齋藤奈津子２）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）　小西二三男２）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）　谷川　　裕１）、森田　信人１）２６　内視鏡像を追跡したHenoch-Schoenlein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Schoenlein-Henoch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　HIV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）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　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）

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）３３　胃癌のSchnitzler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）



第８６回　北陸地方会日　時：平成１７年１１月２０日㈰会　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講義室会　長：金沢大学医学部附属病院　消化器内科　金子　周一◆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　　　　　　　　米島　　學
 公立松任石川中央病院　消化器科　　　　卜部　　健シンポジスト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　内科・消化器内科（消化管）　　　　浜田　　勉◆特別講演「消化器内視鏡診断における最近の進歩－Micro-and Bio-Endoscopy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　内視鏡部門　中村　哲也、白川　勝朗同　消化器内科　　　　　　　　　　　　　　　山岸　秀嗣、中野　道子、生沼　健司
 　　　　　　　　　　　　　　　　　平石　秀幸同　学長 　　　　　　　　　　　　　　　　　寺野　　彰◆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）　山下　竜也１）、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　一博１）　金子　佳史１）、岡田　俊英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）　福山　智基１）、矢野　博一１）、尾崎　一晶１）、川原　　弘１）　高瀬修二郎１）

０４　食道basaloid squamous cell carcinoma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）　李　　相植１）、伊藤　義幸１）、栗山　　勝１）、山崎　幸直２）　須藤　弘之２）、今村　好章３）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Peutz-Jeghers syndrome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Helicobacter pylori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）　奥田　俊之１）、大田　浩司１）、宮永　太門１）、林　　裕之１）　道傳　研司１）、服部　昌和１）、武田　孝之１）、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　光明１）　杉本　立甫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）　岩田　啓子２）、伊井　　徹２）、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　健一１）　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　活志１）　荻野　英朗１）、里村　吉威１）、野田　八嗣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）　小林　雅子２）１８　胃粘膜下層剥離術（ESD）におけるmulti-bending scope（GIF-2TQ260M 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VIO system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　健一１）　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）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Long over tube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（D-PEJ）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）　田畑　茂喜２）、荒能　義彦２）、清水　淳三２）、松田　博人３）　竹田　康男４）２３　当院におけるPED・direct PEJ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）　七澤　　洋１）、田中三千雄２）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）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　　亨１）　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　隆彦１）　藤浪　　斗１）、岩本　真也１）、工藤　俊彦１）、折原　正周１）　杉山　敏郎１）、大西　康晴２）、高橋　博之３）、北川　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）　金子　佳史１）、岡田　俊英１）３１　内視鏡的所見の改善を認めたCollagenous colitis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blue rubber bleb nevus syndrome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　和彦１）　稲土　修嗣１）、芝原　一繁２）、前田　宜延３）３５　Colonic muco-submucosal elongated polyp（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）　松村光誉司２）、木村　成里２）、濱中　英樹２）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　Periampullary adenomyomatous hyperplasia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　　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）、谷川　　裕１）、森田　信人１）



第８７回　北陸地方会日　時：平成１８年６月１８日㈰会　場：福井県立大学　交流センター　第１会場：１－２階　講堂
 　　　　　　　　　　　　　第２会場：３階　多目的ホール会　長：福井県立病院　外科　細川　　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pseudosarcomatous granulationの像を呈した食道胃接合部化膿性肉芽腫（pyogenic granuloma）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　健久１）、吉田　千尋１）　渡辺騏七郎２）、服部　由紀３）、鈴木　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　浩之１）　佐々木正寿１）、松井　一裕２）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　　真１）　廣野　靖夫１）、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）、今村　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）　杉山　敏郎１）、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　敏男１）　村上　　望２）、角谷　慎一２）、山田　哲司２）、大森　俊明３）



１４　cyanoacrylate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　兼太１）、大森　俊明１）　島崎　英樹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）　土田　　敬１）、藤沢　克憲１）、斉藤　英夫１）、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　健一１）　清原　　薫１）、田畑　　敏１）、野崎　善成１）、藤森　英希１）　大和　太郎１）、中島　久幸１）、太田　英樹２）、稲邑　克久２）　岡村　利之２）、寺畑信太郎３）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）　北島　竜美２）、白崎　信二２）、奥田　智行３）、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　　泰生１）　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　　聡１）　冨田　俊二１）、島谷　明義１）、荻野　英朗１）、野田　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　文教１）、寺島　健志１）　上田　晃之１）、島上　哲朗１）、荒井　邦明１）、柿木嘉平太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）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）　富田　剛治１）、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Ball valve syndrome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　Long over tube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　　拓１）　小坂星太郎１）、野ツ俣和夫１）、田中　延善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　佳史１）　筑田　正史１）、岡田　俊英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　　伸彦１）、福山　智基１）　矢野　博一１）、尾崎　一晶１）、土島　　睦１）、島田　昌彦１）　川原　　弘１）、高瀬修二郎１）３７　大量下血をきたした上行結腸angiodysplasia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　哲司１）　竹田　康男２）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）　恩地　英年１）、泉　　俊昌１）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　利次１）、藤島　由佳１）　田畑　信輔１）、田口　誠一１）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）　伊藤　義幸１）、栗山　　勝１）、須藤　弘之２）、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Crohn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Crohn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clipping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　時：平成１８年１１月１９日㈰会　場：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：大会議室会　長：独立行政法人国立病院機構　金沢医療センター　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 石田　文生◆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　英樹１）、杉本　立甫１）　鷹取　　治２）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）　筑田　正史１）、岡田　俊英１）、金子　周一１）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）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　浩然１）、吉川　智晴１）　加藤　寛城１）、斉藤健一郎１）、黒川　　勝１）、芝原　一茂１）　長谷川　洋１）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　和也１）　斉藤　隆也１）、土居　幸司２）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vascular ectasia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）　山下　竜也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）

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）　真崎　竜邦１）、稲垣　智子１）、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）　今村　好章３）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）０９　Russell　body　gastritis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）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）　渡辺　哲郎１）、野上　達也１）、八木　清貴１）、野崎　和也１）　嶋田　　豊１）、田中三千雄２）１１　当科において内視鏡治療を行った胃生検診断GroupⅢ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）　山田　一樹１）、小川　浩平１）、宮嵜　孝子１）、細川　　歩１）　折原　正周１）、工藤　俊彦１）、杉山　敏郎１）、高野　康雄２）　田中三千雄３）１２　AFP,PIVKA-II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）　本多　　桂１）、廣野　靖夫１）、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　Ball valve syndrome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　剛治１）　奥田　俊之１）、宮永　太門１）、林　　裕之１）、道傳　研司１）　服部　昌和１）、海崎　泰治２）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）　大塚　俊美１）、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）　橘　　良哉１）、野ッ俣和夫１）、田中　延善１）、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）　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）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）　西田　泰之１）、寺田　光宏１）、経田　克則２）、野澤　　寛３）　北川　清秀４）、増田　信二５）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）　武田　孝之１）、谷川　　裕１）、森田　信人１）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　　満１）、伊藤　博行１）　七澤　　洋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）　荻野　英朗１）、野田　八嗣１）

２３　Dieulafoy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　　朗１）　浅井　陽介１）、天谷　　奨１）、堀田幸次郎１）、土田　　敬１）　藤澤　克憲１）、斉藤　英夫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）、須藤　嘉子２）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　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　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inflammatory myoglan-dular polyp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）　谷川　　裕２）、森田　信人２）、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）　足立　浩司１）、森本日出雄１）、川島　篤弘２）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（diffuse large B cell type）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　尚登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）



３３　大腸腫瘍の拡大観察（Pit pattern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）　伴登　宏行１）、山田　哲司１）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IPMT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　　庄１）　樋上　義伸１）、高橋　洋一１）、角谷　直孝２）、山崎　圭介２）　齋藤　勝彦３）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）　富田　剛治１）、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　BillrothⅡ法胃切除後のEST困難例に対して、EPBDチューブガイド下にneedle knife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　Roux-en Y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　時：平成１９年７月１日㈰会　場：ホテルニチマ倶楽部　ザ・ホール　第一会場：ローンガーデン
 　　　　　　　　　　　　　　　第二会場：ライトコート会　長：市立砺波総合病院　外科　酒徳　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　佳史１）　島崎　英樹２）０４　Radius Surgical System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sedation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　　拓１）　野ッ俣和夫１）、田中　延善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）

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）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）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）　島崎　英樹１）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　浩平１）　平井　信行１）、寺田　光宏１）１３　リツキシマブ、THP-COP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Ip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）　二宮　　致１）、伏田　幸夫１）、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　俊之１）、太田　尚宏１）　尾山佳永子１）、加藤　秀明１）、野澤　　寛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）　上山　栄美１）、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follicular lymphoma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　勝康１）　川西　　勝１）２２　十二指腸GISTの一例富山市民病院　内科１）、同　外科２）、同　病理科３）○蓑内　慶次１）、舘野　　誠１）、青山　　庄１）、樋上　義伸１）　高橋　洋一１）、廣澤　久志２）、経田　　淳２）、斉藤　勝彦３）２３　上部消化管出血を契機に診断されたOsler-Rendu-Weber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angioectasia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）　折原　正周１）、工藤　俊彦１）、杉山　敏郎１）、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）　荻野　英朗１）、野田　八嗣１）

２７　CTで高度の炎症所見を示したO-157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）　松田　尚登１）、太田　　肇１）、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）　荻野　英朗１）、野田　八嗣１）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　仁志１）　古川　幸夫１）、牛島　　聡１）、勝田　省吾２）３３　小腸ダブルバルーン内視鏡で診断しえたCOX-2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）　水野　秀城１）、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GIST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　　伸彦１）　山田　真善１）、川原　　弘１）、高瀬修二郎１）、横井　美樹２）　小坂　健夫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、PEJ１７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）　堀田幸次郎１）、小泉　博志１）、土田　　敬１）、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）、Palep JH３）　Giulianotti PC３）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　　章１）　尾島　敏彦２）、西島　弘二２）、二上　文夫２）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　IPMN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　卓郎１）　浅井　陽介１）、天谷　　奨１）、小泉　博志１）、土田　　敬１）　宗本　義則１）、藤沢　克憲１）、三井　　毅１）、飯田　善郎１）　三浦　将司１）、登谷　大修２）



第９０回　北陸地方会日　時：平成１９年１２月２日㈰会　場：石川県地場産業振興センター　本館　第一会場：大ホール
 　　　　　　　　　　　　　　　　第二会場：第一研修室会　長：小川医院　小川　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　秀宏１）、大西　定司１）　前川　直美１）、菅原　由夏１）、加藤　浩司１）、山本　　誠１）　濱中　英樹２）、長谷川保弘２）、木村　成里２）、天谷　博一２）　佐々木　久２）、山道　　昇２）、高橋　範雄３）０２　進行食道癌の放射線化学療法（CRT）後に大量吐血しIVR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）　野ッ俣和夫１）、田中　延善１）、宮山　士朗２）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　光明２）　杉本　立甫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　佳史１）　島崎　英樹２）、大森　俊明３）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）　大森　俊明２）、島崎　英樹３）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　　桂１）　村上　　真１）、廣野　靖夫１）、前田　浩幸１）、五井　孝憲１）　飯田　　敦１）、片山　寛次１）、山口　明夫１）、今村　好章２）１０　内視鏡的核出術を施行した胃GIST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GIST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）　萱原　正都１）、太田　哲生１）、魚谷　知佳２）１４　胃壁原発calcifying fibrous tumor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　秀樹１）　斉藤健一郎１）、芝原　一繁１）、佐々木正寿１）、小西　孝司１）　前田　宜延２）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）　太田　　肇１）、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　　栄１）、河合　博志１）　卜部　　健１）１７　胃からのEUS-FNA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“Direct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）　又野　　豊１）、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）　前川　直美１）、大西　定司１）、加藤　浩司２）、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　Billroth Ⅱ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　一博１）　岡田　俊英１）、金子　周一１）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Peutz-Jeghers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）　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　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virtual colonographyとvirtual colonoscopy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Virtual Endoscopy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）　辻　　重継１）、辰巳　　靖１）、細川　　治２）、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lymphangiosis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）　龍沢　泰彦２）、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　明子１）　大槻　忠良１）、富田　剛治１）、平沼知加志１）、伊藤　祥隆１）　大田　浩司１）、宮永　太門１）、林　　裕之１）、服部　昌和１）　細川　　治１）、武田　孝之１）、海崎　泰治２）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）　吉野　裕司１）、森田　克哉１）、山田　哲司１）



第９１回　北陸地方会日　時：平成２０年６月２９日㈰会　場：福井県済生会病院　第一会場：研修講堂
 　　　　　　　　第二会場：大研修室会　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verruciform xanthoma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　　誠１）　長谷川保弘２）、木村　成里２）、天谷　博一２）、佐々木　久２）　濱中　英樹２）０２　毎年の胃集検にて異常なく１８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）　後藤　義則１）、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　正明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）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　浩平１）　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　高宏１）、藤岡　雅子１）　小練　研司１）、本多　　桂１）、村上　　真１）、廣野　靖夫１）　前田　浩幸１）、五井　孝憲１）、飯田　　敦１）、片山　寛次１）　山口　明夫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）　李　　相植１）、根本　朋幸１）、須藤　弘之１）、伊藤　義幸１）　山崎　幸直１）、大野　　克２）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）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）　恩地　英年１）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Henoch-Schänlein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）　道上　　学１）、中川　有仁２）、西村　陽一２）、小西二三男３）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）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　　靖１）　伊部　直之１）、宮永　太門２）、細川　　治２）２３　Brunner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）　高田　佳子１）、太田　　肇１）、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）　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）　岡田　俊英１）、金子　周一１）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）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）２９　カプセル内視鏡が滞留したCrohn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　健志１）　上田　晃之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）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）　三井　　毅１）、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）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）３３　膵癌による胆管狭窄をきたしたBillroth-Ⅱ法再建症例に対しSengstaken-Blakemoretube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）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）　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）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）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）　熊野　貴規１）、福島　　栄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）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）　野ッ俣和夫１）、登谷　大修１）、田中　延善１）



第９２回　北陸地方会日　時：平成２０年１１月９日㈰会　場：金沢大学医学類講義棟Ｇ棟　第一会場：第三講義室
   　　第二会場：第四講義室会　長：金沢赤十字病院　外科　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）　松田耕一郎１）、平松　活志１）、荻野　英朗１）、野田　八嗣１）４．当院における胃ESD-IT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―pit pattern 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　内視鏡センター　　鶴田　　修◆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　聡子１）　後藤　善則１）、三輪　一博１）、山田　真也１）、金子　佳史１）　高柳　智保２）、角谷　慎一２）、稲木　紀幸２）

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　善則１）　三輪　一博１）、山田　真也１）、土山　寿志１）、角谷　慎一２）　稲木　紀幸２）、片柳　和義３）、車谷　　宏３）、山田　哲司２）



０３　リンパ節再発を来たしたT１a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　洋平１）　田中　伸佳１）、遠藤　直樹１）、平沼知加志１）、林田　有市１）　伊藤　祥隆１）、大田　浩司１）、道傳　研司１）、林　　裕之１）　服部　昌和１）、細川　　治１）、武田　孝之１）、海崎　泰治２）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　秀岳１）　大野　　崇１）、真崎　竜邦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）、伊藤　義幸１）　山崎　幸直１）０５　胃体上部小彎のGIST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）　早稲田洋平２）、山田　真也２）、三輪　一博２）、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Group ３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　Photo-Dynamic Therapy（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）　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）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　聡子１）　三輪　一博１）、金子　佳史１）、後藤　善則１）、土山　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　　寛１）　岡田　俊英１）、金子　周一１）、小林　武嗣２）

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　博志１）　ト部　　健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）　小村　卓也２）、鈴木　正行３）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　BillrothⅡ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）　高田　佳子１）、丸川　洋平１）、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）　藤岡　雅子１）、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）　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）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富山県立中央病院　内科（消化器）１）○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）　羽柴　　厚３）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）　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）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）　荻野　英朗１）、野田　八嗣１）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　聡子１）　三輪　一博１）、金子　佳史１）、後藤　善則１）、土山　寿志１）３０　大腸腫瘍におけるNBI拡大観察の有用性－大腸Ⅱc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）　石井　浩統１）、大西　顕司１）、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　洋平１）　田中　伸佳１）、遠藤　直樹１）、浅海　吉傑１）、林田　有市１）　伊藤　祥隆１）、宮永　太門１）、大田　浩司１）、林　　裕之１）　服部　昌和１）、細川　　治１）、武田　孝之１）、海崎　泰治２）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　博一１）、長谷川保弘１）　濱中　英樹１）、東田　　元２）、道鎭　正規２）、高橋　秀宏２）　山本　　誠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　美樹１）　吉谷新一郎１）、中野　泰治１）、小坂　健夫１）、黒田　雅利２）　高島　茂樹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）　辻　　重継１）、辰巳　　靖１）、細川　　治２）、海崎　泰治３）



第９３回　北陸地方会日　時：平成２１年６月２１日㈰会　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号室会　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）　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）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）　遠藤　直樹２）、浅海　吉傑２）、海崎　泰治３）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　　斗１）　西川　　潤１）、宮嵜　孝子１）、杉山　敏郎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）　三輪　一博２）、山田　真也２）、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Group３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　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　昌志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）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T1a-MM、SM１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　cyanoacrylate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　和子１）　圓谷　朗雄１）、岡田　和彦１）、稲土　修嗣１）

１５　当院で最近経験した十二指腸原発GIST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）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）　荻野　英朗１）、野田　八嗣１）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　EMR-L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）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）　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）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　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）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）　藤村　　隆１）、萱原　正都１）、太田　哲生１）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）　平井　信行１）、寺田　光宏１）、増田　信二２）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　宏佳１）、伊藤　錬磨１）　稲垣　聡子１）、冨永　　桂１）、吉田　尚弘１）、竹村　健一１）　三輪　一博１）、山田　真也１）、金子　佳史１）、土山　寿志１）　片柳　和義２）、車谷　　宏２）

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　宏佳１）　平野　　桂１）、吉田　尚弘１）、稲垣　聡子１）、冨永　　桂１）　竹村　健一１）、三輪　一博１）、金子　佳史１）、土山　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）　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）



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．Endo capsule　　当院におけるカプセル内視鏡初期導入状況～Olympus社製Endo Capsule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）　野ッ俣和夫１）、登谷　大修１）、田中　延善１）３．Video capsule endoscopy　　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．Single balloon endoscopy　　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）　稲垣　聡子１）、竹村　健一１）、三輪　一博１）、金子　佳史１）、土山　寿志１）５．「Double balloon endoscopy」　　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.pylori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）　稲垣　聡子１）、冨永　　桂１）、吉田　尚弘１）、金子　佳史１）　三輪　一博１）、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　大輔１）　山本　道宏１）、小竹　優範１）、石黒　　要１）、黒川　　勝１）　森田　克哉１）、伴登　宏行１）、山田　哲司１）、土山　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）　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）０５　術前、imatinib投与にて腫瘍縮小効果が得られ手術可能となった食道GIST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）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）　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）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）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　里和１）　小村　卓也１）、太田　　肇１）、森本日出雄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）　稲垣　聡子１）、吉田　尚弘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）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　Ball valve syndrome（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）

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）　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）、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　　豊１）　亀田　正二１）１５　Osler-Rendu-Weber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）　青木　創吾１）、熊本　倫子１）、松田　秀岳１）、大野　　崇１）　松永　心祐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）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）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）　柿木嘉平太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）、中本　安成１）　本多　政夫１）、岡田　俊英１）、金子　周一１）１８　短期間に０- Ⅰ型から０- Ⅱc+Ⅱa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　G-CSF 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　　勇１）　中村　慶史１）、藤田　秀人１）、二宮　　致１）、伏田　幸夫１）　藤村　　隆１）、萱原　正都１）、太田　哲生１）２０　早期胃癌と鑑別が困難であったgastritis cystica profunda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）　廣野　靖夫１）、前田　浩幸１）、五井　孝憲１）、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GIST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）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）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　　辰彦１）　藤浪　　斗１）、工藤　俊彦１）、杉山　敏郎１）２５　EUSを併用し、安全に内視鏡的切除し得た十二指腸Brunner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）　稲垣　聡子１）、吉田　尚弘１）、冨永　　桂１）、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CHF B２６０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）　佐藤　就厚２）、安居　利晃２）、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EUS-FNA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　昌志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）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NSAIDs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）

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）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）　矢野　正明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）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　Colonic muco-submucosal elongated polyp（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　　桂１）　吉田　尚弘１）、冨永　　桂１）、稲垣　聡子１）、竹村　健一１）　三輪　一博１）、金子　佳史１）、土山　寿志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FDG-PET/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）　藤村　　隆１）、萱原　正都１）、太田　哲生１）



第９５回　北陸地方会日　時：平成２２年６月２７日㈰会　場：福井県済生会病院　第一会場：２F　研修講堂
 　　　　　　　　第二会場：東館３F　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）　平松　活志１）、松田　　充１）、荻野　英朗１）、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）　野ッ俣和夫１）、登谷　大修１）、田中　延善１）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）　矢野　聖二１）、渡邊　弘之２）◆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　修◆特別講演「IPMN／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　　山雄　健次同　消化器外科　　　　　　　　　　　　　　清水　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◆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）　金子　佳史１）、土山　寿志１）
 



０４　EUS-FNA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）０５　Ball valve syndrome（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）　遠藤　直樹２）、伊藤　　誉２）、浅海　吉傑２）、宮永　太門２）　海崎　泰治３）０６　術中出血コントロールのためのIT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）　山田　真也１）、三輪　一博１）、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）　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）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）　小村　卓也１）、太田　　肇１）、森本日出雄１）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）
JA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）　稲垣　聡子４）、吉田　尚弘１）、富永　　桂１）、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Cronkhite-Canada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）　岡田　俊英１）、金子　周一１）

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　時夫１）　佐藤　勝明２）、小浦　隆義３）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　　健１）　八木　雅夫１）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）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Dieulafoy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）　吉田　尚弘１）、冨永　　桂１）、竹村　健一１）、金子　佳史１）　土山　寿志１）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）　木南　伸一１）、上田　順彦１）、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）　荻野　英朗１）、野田　八嗣１）、内山　明央２）、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IPMN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wire-guided cannulation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）　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）

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）　飯田　善郎１）、三浦　將司１）、須藤　嘉子２）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　聖子１）　山本　道宏１）、石黒　　要１）、稲木　紀幸１）、黒川　　勝１）　森田　克哉１）、伴登　宏行１）、山田　哲司１）



第９６回　北陸地方会日　時：平成２２年１１月２１日㈰会　場：金沢大学医学類講義棟Ｇ棟　第一会場：第三講義室
 　　　　　　　　　　　　第二会場：第四講義室会　長：金沢大学附属病院　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）　矢野　聖二１）４．当院におけるEUS-FNA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）　平松　活志１）、松田　　充１）、荻野　英朗１）、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、 Collagenous colitis」藤田保健衛生大学　消化管内科　　　　　　　平田　一郎◆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）　福村　　敦１）、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）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）０７　消化管出血に伴う貧血を契機に診断し得た小腸MSEP（Muco-submucosal elongated polyp）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）　中浜　　亨１）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）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）　安松比呂志１）、斎藤　典才１）、坂本　茂夫２）、大野　健次２）１２　オメプラゾールの関与が示唆されたCollagenous colitis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）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）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）　寺田　光宏１）、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）

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）１７　EUS-FNA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）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（EUS-TD）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）　荻野　英朗１）、野田　八嗣１）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）　岡田　俊英１）、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）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）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）　神野　正博１）、上田　善道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）２５　EUS-FNA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IgG４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Biloma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Scheuer ２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B-RTO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　里和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）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）　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）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　浩司１）　杉本　立甫１）３４　消化管術後吻合部狭窄に対するRadial Incision and Cutting（RIC）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）　伊藤　　透１）

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）　波佐谷兼慶１）、真崎　竜邦１）、伊部　直之１）、辰巳　　靖１）　海崎　泰治２）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　　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）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）　小村　卓也１）、太田　　肇１）、笠島　里美１）、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diffuse large B cell lymphoma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　時夫１）　大和　太郎２）、藤森　英希２）、今井　哲也２）、龍沢　泰彦２）　尾崎　公美３）、佐藤　勝明４）

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）　荻野　英朗１）、野田　八嗣１）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　北陸地方会日　時：平成２３年６月２６日㈰会　場：富山県医師会館　第一会場：１階　大ホール
 　　　　　　　第二会場：４階　会議室会　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　美香１）、大藤　和也１）　大野　　崇１）、里見　聡子１）、大谷　昌弘１）、李　　相植１）、根本　朋幸１）、山崎　幸直１）　中本　安成１）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　英之１）、浦島左千夫１）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　　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）◆特別講演「Endoscopic Forum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Up To Date」
JA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）　浦島左千夫１）、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　錬磨１）　中西　宏佳１）、林　　智之１）、辻　　国広１）、冨永　　桂１）　辻　　重継１）、金子　佳史１）、山田　真也１）、土山　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　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）、野田　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　美香１）　大藤　和也１）、大野　　崇１）、松永　心祐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）　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　慶次１）　青山　　庄１）、樋上　義伸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　長義２）　島多　勝夫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（EIS）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）　舩木　雅也１）、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　敏彦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）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）　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）、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　陽介１）、伊藤　錬磨１）　林　　智之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）　山本　道宏２）、稲木　紀幸２）、山田　哲司２）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）　東　　勇気１）、渡邉　利史１）、大澤　宗士１）、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）　辻　　重継１）、竹村　健一１）、山田　真也１）、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Vanishing tumor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Inflammatory fibroid polyp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　von Recklinghausen病に合併した十二指腸GIST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　慶次１）　青山　　庄１）、樋上　義伸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）　笠島　里美３）、川島　篤弘３）、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　　宣明１）　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　洋児１）　清水さつき１）、田中　伸廣１）、八木　大介１）、浅海　吉傑１）　佐藤　嘉紀１）、前田　一也１）、宮永　太門１）、林　　裕之１）　道傳　研司１）、橋爪　泰夫１）、海崎　泰治２）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colonic type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　Single-incision laparoscopic colectomy with D3 dissection focused upon counter traction for right sided colon cancer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）　三川　正人３）、野田　八嗣１）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　IgA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）　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）　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Cronkhite-Canada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）　竹田　利弥２）、八木　雅夫２）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　　浩一１）　渡邊　弘之１）、野ツ俣和夫１）、登谷　大修１）、田中　延善１）４３　NSAID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）　西川　　潤１）、藤浪　　斗１）、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）　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　昭夫２）、野田　八嗣１）



第９８回　北陸地方会日　時：平成２３年１１月２７日㈰会　場：石川県地場産業振興センター　新館　第一会場：１階　コンベンションホール
 　　　　　　　　　　　　　　　　第二会場：５階　第１２研修室会　長：石川県立中央病院　消化器内科　土山　寿志◆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　消化器内科部門 中原　慶太◆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 八尾　建史◆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　　快１）　寺島　健志１）、丸川　洋平１）、太田　　肇１）、笠島　里美２）　川島　篤弘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）　辻　　重継１）、竹村　健一１）、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sedation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）　辻　　重継１）、竹村　健一１）、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）　小山　　信１）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）　稲垣　聡子２）、冨永　　桂１）、吉田　尚弘３）、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　　実２）　荒能　義彦２）、湊　　　宏３）１１　Lymphomatoid gastropathy（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　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）、石澤　　伸２）、野田　八嗣１）１２　胃粘膜下腫瘍に対する低侵襲手術 ～Reduced Port Surgery～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）　斎藤健一郎１）、寺田　卓郎１）、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）

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）　亀田　正二１）１６　GISTに対するEUS-FNA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）　梶浦　新也１）、安藤　孝将１）、三原　　弘１）、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GIST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）　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）、藤本　大裕２）、寺田　卓郎２）、三井　　毅２）　山城　正司３）、宮山　士朗３）２１　胃切除術後（Billroth２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　Billroth II再 建 後 の 総 胆 管 結 石 に 対 しPCF-PQ２６０I（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IPMN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IgG４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）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）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）　荒木　一郎２）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　正樹１）　高畠　　央１）、中河　秀俊１）、守護　晴彦１）、上田　晃之１）　砂子阪　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）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　晃之１）、砂子阪　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）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）　青柳　裕之１）、辰巳　　靖１）、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）

３４　原因不明の消化管出血（OGIB）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）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）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Collagenous colitis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）　門　　卓生１）、道上　　学１）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Collagenous Colitis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）　平井　信行１）、寺田　光宏１）、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、lansoprazoleによるcollagenous colitis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）　岡田　俊英１）、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　昌和１）、清水さつき１）　田中　伸廣１）、伊藤　朋子１）、八木　大介１）、浅海　吉傑１）　佐藤　嘉紀１）、前田　一也１）、大田　浩司１）、宮永　太門１）　道傳　研司１）、橋爪　泰夫１）、海崎　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）　中本　安成２）、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　英之１）　浦島左千夫１）、伊藤　　透１）



第９９回　北陸地方会日　時：平成２４年７月１日㈰会　場：福井商工会議所　第一会場：B１F　コンベンションホール
  　　第二会場：B１F　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EUS-FNA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「EUS-FNA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、EUS-FNA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EUS-FNA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．EUS-FNA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（EUS-FNA）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）　荒井　邦明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）、金子　周一１）５．当院におけるEUS-FNA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）　吉田　尚弘１）、早稲田洋平１）、辻　　重継１）、山田　真也１）　土山　寿志１）、岡田　俊英２）



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）　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）、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　明彦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）、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　拓郎１）　國谷　　等１）、平井　信行１）、寺田　光宏１）、奥田　俊之２）　原　　拓央２）、増田　信二３）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traumatic neuromaおよび胃壁外後腹膜にdesmoid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）　神野　正博１）１４　難治性十二指腸潰瘍を伴ったIgG４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　達男１）　山宮　大典１）、梶　喜一郎１）、原　　泰将１）、在原　文教１）　北原　征明１）、砂子阪　肇１）、島上　哲郎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）、酒井　明人１）　本多　政夫１）、金子　周一１）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）　北川　裕久３）、牧野　　勇３）、北村　星子４） 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　慶英１）　藤永　晴夫１）、林　　宣明１）、青柳　裕之１）、辰巳　　靖１）　伊部　直之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）　木村　俊久１）２０ EUS-FNA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）　卜部　　健１）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Double balloon endoscopy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）　大野　　崇２）、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collagenous colitis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）　寺崎　修一１）、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　史穂１）　佐野　周生１）、島田　麻里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）　高嶋　吉浩１）、土田　　敬１）、飯田　善郎１）、三井　　毅１）３３　長期経過観察を行っているPolypoid Prolapsing Mucosal Folds with Diverticulosis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）　石田　　誠１）、土田　　敬１）、飯田　善郎１）、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　嘉彦１）、原　　季衣１）　大野　　崇１）、道上　　学１）３６　大腸内視鏡的粘膜下層剥離術（大腸ESD）を施行した３４０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）　松田耕一郎１）、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pathological complete response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　EUS-FNA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　北陸地方会日　時：平成２４年１１月２５日㈰会　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会　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  田中三千雄討 論 者：日本消化器内視鏡学会・理事長  上西　紀夫
 甲信越支部長、長野県立須坂病院内視鏡センター 赤松　泰次
 北陸支部長、市立敦賀病院  米島　　學
 富山逓信病院　内科  稲土　修嗣
 金沢医科大学　内視鏡科  伊藤　　透
 福井赤十字病院　健診センター  西川　邦寿
 金沢大学附属病院　消化器内科  加賀谷尚史特別発言：日本消化器内視鏡学会・名誉理事長・最高顧問 丹羽　寛文◆特別講演Ⅰ「IBD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）　吉田　尚弘１）、早稲田洋平１）、辻　　重継１）、山田　真也１）　土山　寿志１）、岡田　俊英２）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）　稲垣　聡子１）、早稲田洋平１）、辻　　重継１）、山田　真也１）　土山　寿志１）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）　吉田　尚弘１）、早稲田洋平１）、辻　　重継１）、山田　真也１）　岡田　俊英２）、土山　寿志１）０４　Plummer－Vinson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）　中沼　伸一１）、酒井　清祥１）、牧野　　勇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）　中川原寿俊１）、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　俊和１）　布居　剛洋１）、笠原　勝宏１）、山内　淳一１）、口出　将司１）０７　食道吻合部狭窄に対するInsulation－Tipped（IT）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）　澤田　成朗２）、松井　恒志２）、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）　三輪　武史２）、河合　裕輔２）、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）　中川原寿俊１）、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　英之１）　浦島左千夫１）、伊藤　　透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）　吉田　尚弘１）、早稲田洋平１）、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「Narrow－band imaging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（Still image）と動画（Moving image）の診断能の検討（略称：NBI－SM Study）」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）　三輪　一博４）、辻　　宏和５）、増永　高晴６）、寺崎　修一７）　又野　　豊８）、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　考一２）　松能　久雄３）

１７　早期胃癌に対してESDが施行された９０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）　内藤　慶英１）、藤永　晴夫１）、林　　宣明１）、辰巳　　靖１）　海崎　泰治２）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　明彦１）　水上　敦喜１）、在原　文教１）、平井　　聡１）、島谷　明義１）　堀田　洋介１）、松田耕一郎１）、酒井　明人１）、野田　八嗣１）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　　学１）　中浜　　亨１）、上山本伸治１）、丸山　　仁２）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）　岩田　　章１）、冨田冨士夫２）、原田　憲一３）、水上　勇治４）２５　EMRにて切除し得た十二指腸duplication cyst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）　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）２７　消化管出血により発見された十二指腸Brunner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　弘樹１）　大和　雅敏１）、竹越　　快１）、北原　征明１）、小村　卓也１）　砂子坂　肇１）、島上　哲郎１）、鷹取　　元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）、本多　政夫１）　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　慶英１）　藤永　晴夫１）、林　　宣明１）、青柳　裕之１）、辰巳　　靖１）　伊部　直之１）、浦崎　晃司２）、海崎　泰治２）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）　堀田　洋介１）、松田　　充１）、酒井　明人１）、野田　八嗣１）　石澤　　伸２）、清水　康一３）３３　門脈血栓症をきたしたIPNB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）　鹿熊　一人３）、常山　幸一４）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　克久１）　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　　要１）　竹田　利弥１）、谷　　　卓１）、八木　雅夫１）、浅井　　淳１）　友影　美貴１）、高畠　　央１）、西川　昌志１）、卜部　　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）　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）３７　異時性出血性小腸びらんとGAVE（Gastric antral vascular ectasia）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　智美１）、吉田真理子１）　丹尾　幸樹１）、丸川　洋平１）、太田　　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）　吉田　尚広１）、早稲田洋平１）、辻　　重継１）、竹村　健一１）　土山　寿志１）４３　経直腸的EUS-FNA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）　吉田　尚弘１）、早稲田洋平１）、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Collagenous Colitis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）


