
１９７７；１９：３９８-４０７
内視鏡的膵胆管造影法（ERCP）における胆嚢不影例の検討
中島　　真１）、澤武　紀雄１）、牧野　　博１）、米田　正夫１）、島崎　圭一１）、中源　雅俊１）

高橋　洋一１）、広瀬昭一郎１）、服部　　信１）、西村　　功２）、杉岡　五郎２）

　金沢大学　第一内科１）、国立金沢病院　内科２）

１９７９；２１：１２２５-１２３５
内視鏡的膵胆管造影法による慢性膵炎と膵癌の鑑別診断　－閉塞型，狭窄型症例を中心として－
高橋　洋一１）、澤武　紀雄１）、牧野　　博１）、米田　正夫１）、中源　雅俊１）、千代　英夫１）

米島　正廣１）、尾崎　監治１）、若林　時夫１）、登谷　大修１）、服部　　信１）、西村　　功２）

杉岡　五郎２）、広瀬昭一郎３）

　金沢大学　第一内科１）、国立金沢病院　内科２）、富山県立中央病院　内科３）

１９７９；２１：１４２５-１４３４
胃粘膜腸上皮化生の初期変化
竹内　　功１）、磨伊　正義２）、小西二三男３）

　石川県河北郡竹内病院１）、金沢大学附属　がん研外科２）、金沢医科大学　第１病理３）

１９８０；２２：２２-３５
慢性膵炎における膵管造影像の診断的意義に関する実験的研究
牧野　　博１）

　金沢大学　第一内科１）

１９８０；２２：２４７-２６１
十二指腸における粘液分泌型ポリープ（mucus secreting polyp）
田中三千雄１）、藤倉信一郎１）、斉藤　清二１）、佐々木　博１）、堤　　京子２）、大森　尚文２）

丸山　正隆２）、大井　　至２）、鈴木　　茂２）、鈴木　博孝２）、竹本　忠良３）

　富山医科薬科大学　第三内科１）、東京女子医科大学　消化器病センター２）

　山口大学医学部　第一内科３）

１９８１；２３：９６-１０３
内視鏡的膵胆管造影にて胆管狭窄像を呈した慢性膵炎例の検討
尾崎　監治１）、澤武　紀雄１）、牧野　　博１）、高橋　洋一１）、登谷　大修１）、米島　正廣１）

若林　時夫１）、竹森　康弘１）、千代　英夫１）、中源　雅俊１）、服部　　信１）、杉岡　五郎２）

西村　　功３）、宇野　伝治３）、広瀬昭一郎３）

　金沢大学　第一内科１）、国立金沢病院　内科２）、富山県立中央病院　内科３）

１９８１；２３：９５２-９５８
十二指腸リンパ小節に関する研究　－第１報：臨床統計的考察－
藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、窪田　芳樹１）、島田　一彦１）、樋口　清博１）、斉藤　清二１）

佐々木　博１）、麓　　耕平２）、斉藤　寿一２）、竹本　忠良３）

　富山医科薬科大学　第３内科１）、富山医科薬科大学　第２外科２）、山口大学　第１内科３）

 

原　著



１９８１；２３：１２１９-１２２５
食道粘膜の拡大観察第１報：実体顕微鏡による観察所見とその意義
斎藤　寿一１）、麓　耕平１）、坂本　隆１）、藤巻　雅夫１）、田中三千雄２）、島田　一彦２）

藤倉信一郎２）、斉藤　清二２）

　富山医科薬科大学　第２外科１）、富山医科薬科大学　第３内科２）

１９８１；２３：１７４６-１７５１
シメチジンによる胃潰瘍治癒過程の内視鏡的・病理組織学的検討
笠島　　眞１）、森川　俊洋１）、金山　隆一１）、高田　　昭１）、小西二三男２）

　金沢医科大学　消化器内科１）、金沢医科大学　第１病理２）

１９８２；２４：６１６-６２６
膵管形成異常の鑑別診断に関する臨床的検討
斎藤　清二１）、樋口　清博１）、窪田　芳樹１）、島田　一彦１）、藤倉信一郎１）、市田　隆文１）

田中三千雄１）、佐々木　博１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

１９８２；２４：１２３８-１２４７
ERCPにおけるStretching Methodと超広視野角十二指腸ファイバースコープの併用について
斎藤　清二１）、田中三千雄１）、樋口　清博１）、窪田　芳樹１）、青山　圭一１）、島田　一彦１）

紺田　健彦１）、藤倉信一郎１）、佐々木　博１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

１９８３；２５：４００-４０７
内視鏡的ポリペクトミーにより発見された大腸早期癌症例の検討
沢口　　潔１）、磨伊　正義１）、秋本　龍一１）、荻野　知己１）、上田　　博１）、北川　一雄１）

高橋　　豊１）、北村　徳治２）、　中西　功夫２）

　金沢大学がん研究所附属病院　外科１）、金沢大学　第１病理２）

１９８３；２５：１１７８-１１８７
腸上皮化生における胃粘液の免疫電気泳動およびムコ物質の電気泳動. Ⅰ．
　－胃粘液採取，泳動前処置および泳動について－
竹内　　功１）

　石川県河北郡七塚町　竹内病院１）

１９８４；２６：５１４-５２５
内視鏡像の客観的表示に関する研究（第１報）
　－色調の客観的表示を目的とした装置の開発とその性能について－
田中三千雄１）、若林　泰文１）、坂東　　毅１）、七沢　　洋１）、本間　　保１）、稲土　修嗣１）

野尻　裕之１）、渋谷　　隆１）、窪田　芳樹１）、島田　一彦１）、藤倉信一郎１）、斎藤　清二１）

佐々木　博１）、加藤　弘巳２）、土佐　　寛３）、龍村　俊樹４）、麓　　耕平５）

　富山医科薬科大学　第３内科１）、富山医科薬科大学　第１内科２）

　富山医科薬科大学　和漢診療部３）、　富山医科薬科大学　第１外科４）

　富山医科薬科大学　第２外科５）



１９８４；２６：５４８-５５６
２チャンネル型Ropeay式小腸鏡（FIS-W）の開発
藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、若林　泰文１）、坂東　　毅１）、七沢　　洋１）、稲土　修嗣１）

窪田　芳樹１）、野尻　裕之１）、島田　一彦１）、　佐々木　博１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

１９８４；２６：１２４６-１２６１
終末回腸のPeyer板に関する研究（第１報）内視鏡検査例および剖検例における粘膜表面形態およ
び組織学的検討
藤倉信一郎１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

１９８４；２６：１２７８-１２８４
膵管癒合不全症例における膵管像の検討
渋谷　　隆１）、斎藤　清二２）、稲土　修嗣１）、野尻　裕之１）、東　　　貢１）、若林　泰文１）

坂東　　毅１）、本間　　保１）、田中三千雄１）、佐々木　博１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）、富山医科薬科大学　保健管理センター２）

１９８５；２７：３２６-３３６
終末回腸のPeyer板に関する研究（第２報）臨床統計学的検討
藤倉信一郎１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

１９８６；２８：３０６４-３０７２
超音波内視鏡による陥凹型早期胃癌の壁深達度診断
　－特に潰瘍合併の有無による鑑別点を中心に－
岡井　　高１）、太田　英樹１）、里村　吉威１）、澤武　紀雄１）、北村　徳治２）、米島　　学３）

米村　　豊４）

　金沢大学がん研究所　内科１）、金沢大学がん研究所　外科２）、金沢大学　第１内科３）

　金沢大学　第２外科４）

１９８７；２９：４９２-５０３
内視鏡的分類にもとづく十二指腸炎の機能的ならびに形態学的研究
稲土　修嗣１）、　田中三千雄１）、　佐々木　博１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

１９８７；２９：１７０２-１７０６
化生性胃炎初期変化としての若年鳥肌胃炎の検討
小西二三男１）、　伊藤　　透２）、竹内　　功３）

　金沢医科大学　第１病理１）、金沢大学附属がん研究所　外科２）、竹内病院３）

１９８７；２９：２４５２-２４５５
超音波内視鏡による胃癌の間質反応の判定とその臨床的意義
高橋　　豊１）、岡井　　高２）、磨伊　正義１）、上野　雅資２）、荻野　知己１）、上田　　博１）

　金沢大学がん研究所　外科１）、金沢大学がん研究所　内科２）



１９８８；３０：３０３-３１３
舌苔の変化と胃病変の関連性に関する検討
土佐　寛順１）、　嶋田　　豊１）、寺沢　捷年１）、三瀦　忠道１）、田中三千雄２）

 　富山医科薬科大学　和漢診療部１）、富山医科薬科大学　第３内科２）

１９８８；３０：３１４-３２０
Gastritis cystica polyposaと合併した残胃早期癌の検討
細川　　治１）、山道　　昇２）、中泉　治雄１）、武田　孝之１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）

　福井県立病院　外科１）、金沢医科大学　病理２）

１９８９；３１：８４８-８５５
胃過形成性ポリープの癌化に関する検討
白崎　信二１）、細川　　治１）、渡辺　国重１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）、山道　　昇１）

小西二三男３）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　病理２）、金沢医科大学　第１病理３）

１９８９；３１：１１７３-１１７９
難治性胃潰瘍の内視鏡所見の検討
佐藤　博之１）、根井　仁一１）、上島　康洋１）、浦島左千夫１）、民野　　均１）、円山　恵子１）

高瀬修二郎１）、高田　　昭１）

　金沢医科大学　消化器内科１）

１９８９；３１：２０８９-２０９７
慢性関節リウマチ患者における消化性潰瘍の検討
　－薬剤起因性潰瘍，通常の消化性潰瘍との比較－
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）

中崎　　聡３）、村山　隆司３）

　石川勤労者医療協会城北病院　外科１）、石川勤労者医療協会城北病院　内科２）

　金沢リハビリテーション病院　リウマチ・膠原病センター３）

１９９３；３５：９-１４
幽門側胃切除後の残胃胃炎におけるHelicobacter Pyloriの関与について
清崎　浩一１）、根井　仁一２）、早瀬　　満３）

　城端厚生病院　外科１）、城端厚生病院　内科２）、金沢医科大学　中央検査部細菌学３）

１９９３；３５：１９-２５
遊離空腸粘膜の機能的，形態学的変化
川浦　幸光１）、川上　和之２）、道伝　研司２）、大竹由美子２）、石川　　昇２）、小川　滋彦２）

小市　勝之２）

　石川県済生会金沢病院　外科１）、石川県済生会金沢病院　内科２）

１９９３；３５：９７９-９８９
Barrett上皮のneoplastic　potentialに関する実験的検討
川浦　幸光１）、川上　和之２）、道伝　研司２）、大竹由美子２）、小川　滋彦２）、小市　勝之２）

　石川県済生会金沢病院　外科１）、石川県済生会金沢病院　内科２）



１９９３；３５：２０９８-２１０５
胃生検組織診断におけるproliferating cell nuclear antigen（PCNA）免疫組織化学的染色の意義
鈴木　邦夫１）、加藤　卓次１）、郡　　大裕１）

　福井医科大学　第２内科１）

１９９４；３６：１３７３-１３７８
肝硬変症の胃粘膜病変と門脈血行動態
北野　善郎１）、卜部　　健１）、太田　　肇１）、種井　政信１）、松下　栄紀１）、稲垣　　豊１）

金子　周一１）、鵜浦　雅志１）、小林　健一１）、松井　　修２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　放射線科２）

１９９４；３６：１９３５-１９４２
切除不能進行胃癌に対する化学療法有効例の治癒形態の検討
小栗　　光１）、卜部　　健１）、太田　　肇１）、荻野　英朗１）、柳　　昌幸１）、松下　栄紀１）

稲垣　　豊１）、金子　周一１）、鵜浦　雅志１）、小林　健一１）

　金沢大学　第１内科１）

１９９５；３７：７２０-７２６
経頚静脈的肝内門脈大循環短絡術によるportal hypertensive gastropathyの変化
北野　善郎１）、卜部　　健１）、小浦　隆義１）、荻野　英朗１）、寺崎　修一１）、河合　博志１）

柳　　昌幸１）、稲垣　　豊１）、金子　周一１）、鵜浦　雅志１）、小林　健一１）、松井　　修２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　放射線科２）

１９９５；３７：１３９４-１４００
がん登録を利用した胃癌に対する上部消化管内視鏡検査の精度の検討
細川　　治１）、岡本　理花２）、海崎　泰治１）、白崎　信二１）、渡辺　国重１）、津田　昇志１）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　内科２）

１９９６；３８：８３８-８４５
十二指腸潰瘍瘢痕部の色調に関する検討
田中三千雄１）、寺崎　禎一１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

１９９８；４０：１５０-１５９
糖尿病患者の内視鏡検査時におけるグルカゴンの安全性の検討
　－グルカゴンの血糖値とケトン体への影響－
増永　高晴１）、篠崎　公秀１）、高山　嘉宏１）、武田　亮祐１）

　国家公務員共済組合連合会北陸病院　内科１）

１９９９；４１：２０４４-２０５０
反転引き抜き観察を用いた上行結腸病変の見逃し率の検討
道傳　研司１）、白崎　信二１）、武田　孝之１）、高山　英之１）、北島　竜美１）、林　　裕之１）

細川　　治１）、渡辺　国重１）、津田　昇志１）

　福井県立病院　外科１）



２０００；４２：１４３-１４７
Helicobacter pylori（HP）陽性消化性潰瘍におけるHP除菌成功後の潰瘍再発について
北村　和哉１）、竹森　康弘１）、野田　八嗣１）

　富山労災病院　内科１）

２００１；４３：８２８-８３２
胆管造影困難例に対する工夫
　－膵管ガイドワイヤー留置法－
林　　裕之１）、前田　重信１）、細川　　治１）、道傳　研司１）、服部　昌和１）、谷川　　裕１）

渡辺　国重１）、伊部　直之２）、辰巳　　靖２）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　内科２）

２００８；５０：１０９３-１０９８
慢性膵炎の診断のおける超音波内視鏡の有用性
大坪公士郎１）、岡井　　高１）、土山　智也１）、毛利　久継１）、山口　泰志１）、渡邊　弘之１）

元雄　良治１）、澤武　紀雄１）

　金沢大学がん研究所　腫瘍内科１）

２０１１；５３：１６００-１６０８
肝硬変に伴う門脈圧亢進症における小腸病変の検討
水野　秀城１）、加賀谷尚史１）、大石　尚毅１）、鷹取　　元１）、山下　竜也１）、水腰英四郎１）

酒井　明人１）、中本　安成２）、本多　政夫１）、金子　周一１）

　金沢大学附属病院　消化器内科１）、福井大学附属病院　第２内科２）

２０１２；５４：４２４-４３１
胃腫瘍の多発病変における内視鏡検査偽陰性の検討
冨永　　桂１）、土山　寿志１）、金子　佳史１）、辻　　国広１）、稲垣　聡子１）、吉田　尚弘１）

早稲田洋平１）、辻　　重継１）、林　　宣明１）、鳴海　兼太１）、三林　　寛１）、後藤　善則１）

竹村　健一１）、岡本　昌代１）、三輪　一博１）、山田　真也１）、齋藤奈津子１）、大森　俊明２）

島崎　英樹３）、山本　道宏４）、稲木　紀幸４）、山田　哲司４）

　石川県立中央病院　消化器内科１）、おおもりクリニック２）、大滝病院３）

　石川県立中央病院　消化器外科４）

２０１２；５４：３５６０-３５６６
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
林　　智之１）、土山　寿志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）、稲垣　聡子１）、冨永　　桂１）、早稲田洋平１）、辻　　重継１）

竹村　健一１）、岡田　俊英２）

　石川県立中央病院　消化器内科１）、石川県立中央病院　総合診療科２）

 



１９８３；２５：１９５４-１９６１
ルーチンERCP検査における被験者の苦痛とその対策
斎藤　清二１）、渋谷　　隆２）、稲土　修嗣２）、野尻　裕之２）、窪田　芳樹２）、松井俊二郎２）

田中三千雄２）、佐々木　博２）

　富山医科薬科大学　保健管理センター１）、富山医科薬科大学　第３内科２）

１９８４；２６：５４８-５５６
２チャンネル型Ropeay式小腸鏡（FIS-W）の開発
藤倉信一郎１）、田中三千雄１）、若林　泰文１）、坂東　　毅１）、七沢　　洋１）、稲土　修嗣１）

窪田　芳樹１）、野尻　裕之１）、島田　一彦１）、佐々木　博１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

１９８４；２６：２３９７-２４０２
閉塞性黄疸における内視鏡的経鼻的胆道ドレナージの減黄効果
泉　　良平１）、小西　孝司１）、倉知　　圓１）、永川　宅知１）、宮崎　逸夫１）

　金沢大学　第２外科１）

１９８５；２７：７１５-７２５
一般健康住民の胃粘膜変化
郡　　大裕１）、鈴木　邦夫１）、加藤　卓次１）、藤木　典生２）、三崎　文夫２）、川井　啓市２）

　福井医科大学　第２内科１）、京都府立医科大学　公衆衛生２）

１９８６；２８：９７-１０３
慢性膵炎における胆管狭窄の臨床的意義
若林　時夫１）、澤武　紀雄１）、尾崎　監治１）、米島　正広１）、登谷　大修１）、竹森　康広１）

米島　　学１）、木谷　　恒１）、北川　浩文１）、高橋　洋一１）、牧野　　博１）、服部　　信１）

杉岡　五郎２）、広瀬昭一郎３）

　金沢大学　第１内科１）、国立金沢病院　内科２）、富山県立中央病院　内科３）

１９８６；２８：１２５４-１２６１
ビデオエンドスコープによる胃内視鏡像の画像処理の試み
鈴木　邦夫１）、郡　　大裕１）、加藤　卓次１）、多田　利男１）、野村　元積１）、木下　晴生１）

中永　昌夫１）、浅田　尚紀２）、山下　敬司２）、浜中大三郎２）

　福井医科大学　第２内科１）、福井医科大学　放射線科２）

１９８６；２８：３０９１-３０９９
電子内視鏡による胃内視鏡像の画像処理（第２報）
　－その試みと臨床的意義－
鈴木　邦夫１）、郡　　大裕１）、加藤　卓次１）、多田　利男１）、野村　元積１）、木下　晴生１）

浅田　尚紀２）、山下　敬司２）、浜中大三郎２）

　福井医科大学　第２内科１）、福井医科大学　放射線科２）

研　究



１９８７；２９：１１７３-１１８０
胆嚢腺筋腫症の超音波内視鏡像の検討
　－慢性胆嚢炎との比較を中心に－
岡井　　高１）、中村　勇一１）、渡辺　弘之１）、太田　英樹１）、里村　良威１）、竹森　康弘１）

澤武　紀雄１）、若林　時夫２）、杉岡　五郎２）、熊谷　幹男３）

　金沢大学がん研究所　内科１）、国立金沢病院　内科２）、市立敦賀病院　内科３）

１９８７；２９：１４４２-１４４７
非ステロイド系消炎鎮痛剤による薬剤起因性潰瘍の検討
原　　和人１）、宮岸　清司２）、山本　和利２）、　清光　義則２）

　石川勤労者医療協会城北病院　外科１）、石川勤労者医療協会城北病院　内科２）

１９８７；２９：３０７０-３０７９
十二指腸腺腫の臨床病理学的検討
山中　貴世１）、山道　　昇１）、小西二三男１）

　金沢医科大学　病理１）

１９８８；３０：３６８-３７４
難治性胃潰瘍の臨床的検討
　－背景因子についての分析－
英尚　　良１）、民野　　均１）、根井　仁一１）

　金沢医科大学　消化器内科１）

１９８８；３０：５４７-５５３
胃潰瘍治療に関する臨床的研究
　－S１よりS２治癒への導入治療を中心に－
平井　信行１）、田中　延善１）、澤武　紀雄２）、服部　　信１）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学がん研究所　内科２）

１９８８；３０：１１９８-１２０４
内視鏡的食道静脈瘤硬化療法後の静脈瘤の壊死・脱落についての検討
佐藤　博之１）、堤　　幹宏１）、安原　　稔１）、円山　恵子１）、根井　仁一１）、高瀬修二郎１）

高田　　昭１）

　金沢医科大学　消化器内科１）

１９８８；３０：１２１８-１２２７
迷入膵の超音波内視鏡像の検討
米島　　学１）、卜部　　健１）、老子　善康１）、村田　高志１）、元雄　良治１）、鵜浦　雅志１）

小林　健一１）、服部　　信１）、若林　時夫２）、杉岡　五郎２）

　金沢大学　第１内科１）、国立金沢病院　内科２）

１９８９；３１：８９６-９０４
電子内視鏡を用いた胃ポリープの観察と画像処理による表面構造のパターン抽出
鈴木　邦夫１）、郡　　大裕１）、加藤　卓次１）、多田　利男１）、伊藤　重二１）

　福井医科大学　第２内科１）



１９９０；３２：２２１２-２２２２
肝硬変症例における内視鏡的食道静脈瘤硬化療法の臨床的有用性
　－硬化療法未施行例との予後の比較を中心に－
米島　　学１）、卜部　　健１）、平井　信行１）、鵜浦　雅志１）、小林　健一１）、若林　時夫２）

登谷　大修３）

　金沢大学　第１内科１）、国立金沢病院　内科２）、福井県立済生会病院　内科３）

１９９０；３２：２５９１-２５９７
胃切除後胆汁逆流性胃炎における残胃内胆汁酸組成の検討
清崎　浩一１）、寺中　正昭２）、根井　仁一２）

　城端厚生病院　外科１）、城端厚生病院　内科２）

１９９１；３３：１３７１-１３８４
パターン投影法による三次元形状計測
　－歪曲収差の補正とカラースリットパターンの使用－
田中　松平１）、大村　健二１）、金平　永二１）、宗本　義則１）、足立　　巌１）、林　　裕之１）

道伝　研司１）、渡辺　俊一１）、大竹由美子１）、川浦　幸光１）、岩　　　喬１）、松浦　弘毅２）

堀田　素志２）、川原　寛之２）

　金沢大学　第１外科１）、金沢大学工学部　電気・情報工学科２）

１９９２；３４：１２８３-１２９１
大腸ポリペクトミー後の追跡症例の検討
田中　正樹１）、細川　　治１）、山脇　　優１）、山道　　昇１）、三崎　明孝１）、中川　公三１）

武田　孝之１）、谷川　　裕１）、渡辺　国重１）、津田　昇志１）、山崎　　信１）

　福井県立病院　外科１）

１９９４；３６：９３９-９４８
Strip biopsyにおける４点固定法の開発と胃病変に対する臨床的評価
稲土　修嗣１）、田中　三千雄２）

　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）

１９９５；３７：５７３-５７８
内視鏡検査既往のある胃癌３１４例の検討
細川　　治１）、岡本　理花２）、海崎　泰治１）、白崎　信二１）、渡辺　国重１）、津田　昇志１）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　内科２）

１９９５；３７：７２７-７３２
経皮内視鏡的胃瘻造設術の胃食道逆流における有用性
　－経鼻胃管との比較検討－
小川　滋彦１）、小市　勝之１）、中野由美子１）、池田　直樹１）、若林　時夫１）、川上　和之２）

川浦　幸光２）

　石川県済生会金沢病院　消化器内科１）、石川県済生会金沢病院　消化器外科２）



１９９５；３７：７３３-７３８
経皮内視鏡的胃瘻造設患者の胃排出機能に対するエリスロマイシンの効果
小川　滋彦１）、小市　勝之１）、中野由美子１）、池田　直樹１）、若林　時夫１）、川上　和之２）

川浦　幸光２）

　石川県済生会金沢病院　消化器内科１）、石川県済生会金沢病院　消化器外科２）

１９９６；３８：８４６-８５０
早期胃癌・胃腺腫の内視鏡的切除後の瘢痕部に生じた良性の隆起性病変の検討
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）、鵜浦　雅志１）

　富山県立中央病院　内科１）

１９９６；３８：８６６-８７５
消化性潰瘍維持療法の現況
　－多施設の集計報告－
田中三千雄１）、安藤　隆夫１）、伊部　直之２）、卜部　　健３）、荻野　正樹４）、竹越　國夫５）

堤　　幹宏６）、中川　彦人７）、七澤　　洋８）、米島　　學９）、根井　仁一１０）、野田　八嗣１１）

平井　圭彦１２）、稲土　修嗣１３）、磨伊　正義１４）

　富山医科薬科大学　第３内科１）、福井県立病院　内科２）、金沢大学　第１内科３）、大滝病院４）

　竹越内科クリニック５）、金沢医科大学　消化器内科６）、富山県立中央病院　内科７）

　高岡市民病院　胃腸科８）、金沢市立病院　消化器科９）、城端厚生病院　内科１０）

　富山労災病院　内科１１）、福井赤十字病院　消化器科１２）、富山赤十字病院　消化器科１３）

　金沢大学がん研究所　外科部門１４）

１９９６；３８：２５８３-２５９０
内視鏡検査後に発生した急性胃粘膜病変例におけるHelicobactey pyloriの性状に関する検討
酒井　佳夫１）、竹森　康弘１）、野田　八嗣１）

　富山労災病院　内科１）

１９９７；３９：１２１９-１２２４
内視鏡像、ならびに組織像が異なったブルンネル腺由来の十二指腸腫瘍の２例
榊原　年宏１）、小田切春洋１）、内海　邦輔２）、田中　　昇２）、坂本　　隆３）、藤巻　雅夫３）

田中三千雄４）

　神岡町病院　外科１）、BML病理細胞診センター（PCL）２）、富山医科薬科大学　第２外科３）

　富山医科薬科大学附属病院　光学医療診療部４）

 



１９８７；２９：５９４-６０１
新生児消化管内視鏡検査
　－自験例を中心に－
北谷　秀樹１）、梶本　照穂１）

　金沢医科大学　小児外科１）

１９８８；３０：４３９-４４２
大腸大量出血に対する高張Na-Epinephrine液局注療法の経験
原　　和人１）、宮岸　清司２）、山本　和利２）、清光　義則２）

　石川勤労者医療協会城北病院　外科１）、石川勤労者医療協会城北病院　内科２）

１９９２；３４：２４００-２４０８
経皮内視鏡的胃瘻造設術の長期観察例における問題点
　－呼吸器感染症と胃排出機能における検討－
小川　滋彦１）、鈴木　文子２）、森田　達志２）、小市　勝之２）、田中　　功２）、山田　隆千２）

道伝　研司２）、川浦　幸光３）、増永　高晴３）、竹田　康男３）、竹田　亮祐３）、川上　　究４）

川岸　一郎５）、松井　　晃６）

　石川県済生会金沢病院　内科１）、石川県済生会金沢病院　外科２）、金沢大学　第２内科３）

　川上医院４）、万葉病院５）、志雄病院６）

１９９４；３６：１７９２-１８０１
内視鏡的粘膜切除後の粘膜欠損部に対するクリッピング閉鎖の経験
疋島　一徳１）、森　　明弘１）、綱村　幸夫１）、宮崎　誠示１）

　医療法人南ケ丘病院　外科１）

１９９４；３６：２４８８-２４９２
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術
　－Nissen Fundoplicationの経験－
八木　真悟１）、田中　松平１）、龍沢　泰彦１）、川上　卓久１）、横山　浩一１）、伴登　宏行１）

山田　哲司１）、北川　　晋１）、中川　正昭１）

　石川県立中央病院　一般消化器外科１）

１９９５；３７：８３５-８４０
国際医療協力プロジェクト（ブラジル）における消化器内視鏡検査前感染症スクリーニングの意義
斎藤　清二１）、龍門　育子２）、樋口　清博１）、田中三千雄１）、渡辺　明治１）、坂本　　隆３）

藤巻　雅夫３）

　富山医科薬科大学　第３内科１）、琉球大学　寄生虫学２）、富山医科薬科大学　第２外科３）

１９９７；３９：１６３０-１６３３
Helicobacter pylori除菌治療後に新たに発生した逆流性食道炎の３例
平井　雅道１）、登谷　大修２）、橘　　良哉２）、福岡　賢一２）、田中　延善２）、三井　　毅３）

浅田　康行３）、飯田　善郎３）、三浦　将司３）、藤沢　正清３）

　福井県済生会病院　健診センター１）、福井県済生病院内科２）、福井県済生病院　外科３）

経　験



１９８０；２２：１７８２-１７８６
Barrett潰瘍の１例
森川　俊洋１）、金山　隆一１）、中谷　泰康１）、根井　仁一１）、高田　　昭１）

　金沢医科大学　消化器内科１）

１９８１；２３：１４７-１５１
蛋白漏出性胃腸症を伴い、“Bull’s eye”signを呈した小腸転移性悪性黒色腫の１例
山本　哲郎１）、千代　英夫１）、山本　正和２）、澤武　紀雄２）、服部　　信１）、大槻　典男２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　皮膚科２）

１９８１；２３：６８６-６９０
隆起性胃癌の内視鏡所見と組織型の比較
川浦　幸光１）、金子　芳夫１）、岩　　　喬１）

　金沢大学　第１外科学教室１）

１９８１；２３：１２７６-１２８２
膵管癒合不全の３症例
　－内視鏡的経副乳頭膵管造影の重要性に関する考察－
斎藤　清二１）、樋口　清博１）、島田　一彦２）、窪田　芳樹１）、藤倉信一郎１）、市田　隆文１）

田中三千雄１）、佐々木　博１）、竹本　忠良２）

　富山医科薬科大学　第３内科１）、山口大学　第１内科２）

１９８２；２４：１５９３-１５９７
直腸のBarium granulomaの１例
根井　仁一１）、金山　隆一１）、松田　芳郎１）、高瀬修二郎１）、時国　信弘１）、佐藤　博之１）

高田　　昭１）、松能　久雄２）

　金沢医科大学　消化器内科１）、金沢医科大学　病理２）

１９８３；２５：６１２-６１７
基礎疾患を欠く高齢者に生じたいわゆる原発性食道カンジダ症の１例
荒木　一郎１）、島崎　英樹１）、北野　博嗣１）、川上　　究１）、柳瀬　晴也１）、京井　優典１）

上野　敏男１）、竹田　亮祐１）

　金沢大学　第２内科１）

１９８３；２５：７４０-７４７
特異な内視鏡像を呈したLymphangiectasiaによる十二指腸腫瘤の１例
若林　泰文１）、田中三千雄１）、渋谷　　隆１）、野尻　裕之１）、稲土　修嗣１）、窪田　芳樹１）

島田　一彦１）、藤倉信一郎１）、斉藤　清二１）、佐々木　博１）、鈴木　康将２）、宗像　周二２）

麓　　耕平２）、田近　貞克２）、伊藤　　博２）、　藤巻　雅夫２）

　富山医科薬科大学　第３内科１）、富山医科薬科大学　第２外科２）

症　例



１９８３；２５：１０７９-１０８３
十二指腸粘膜に特異な病変がみられたCystic fibrosisの１例
堤　　幹宏１）、金山　隆一１）、根井　仁一１）、時国　信弘１）、佐藤　博之１）、安原　　稔１）

木村　　透１）、高田　　昭１）、松能　久雄２）

　金沢医科大学　消化器内科１）、金沢医科大学　病理２）

１９８３；２５：１０８４-１０８８
内視鏡的純膵液採取による細胞診が陽性であった膵野型膵癌の１例
稲垣　　豊１）、木谷　　恒１）、北野　　均１）、米島　　学１）、登谷　大修１）、小林　健一１）

服部　　信１）、澤武　紀雄２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学がん研究所附属病院　内科２）

１９８３；２５：１５４２-１５４５
純膵液採取により腹痛の軽快した慢性膵炎の１例
北野　　均１）、澤武　紀雄１）、米島　正廣１）、尾崎　監治１）、若林　時夫１）、登谷　大修１）

竹森　康弘１）、米島　　学１）、木谷　　恒１）、北川　浩文１）、服部　　信１）

　金沢大学　第１内科１）

１９８３；２５：１９８１-１９８５
偽膜性大腸炎の１例
小坂　健夫１）、上野　桂一１）、上村　卓良１）、片山　外一１）、喜多　一郎１）、山口　明夫１）

高島　茂樹１）、宮崎　逸夫１）

　金沢大学　第２外科１）

１９８４；２６：４４７-４６２
色素染色法併用拡大内視鏡検査法が有用であった早期十二指腸癌の１例
若林　泰文１）、村山　久夫１）、小島　豊雄２）、味方　正俊２）、鈴木　邦夫２）、渡辺　　裕２）

立川　信三１）、田中三千雄２）、藤倉信一郎２）、佐々木　博２）

　長岡市立川総合病院　内科１）、富山医科薬科大学　第３内科２）

１９８４；２６：１１１８-１１２５
胃衝突癌の１例
南部　修二１）、田中三千雄１）、渋谷　　隆１）、藤倉信一郎１）、佐々木　博１）、広川慎一郎２）

山田　　明２）、藤田　敏雄２）

　富山医科薬科大学　第３内科１）、富山医科薬科大学　第２外科２）

１９８５；２７：３８１-３８８
食道微小平滑筋腫の２例
高原　照美１）、田中三千雄１）、舟木　　淳１）、井田　一夫１）、坂東　　毅１）、稲土　修嗣１）

若林　泰文１）、渋谷　　隆１）、野尻　裕之１）、島田　一彦１）、藤倉信一郎１）、佐々木　博１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

 



１９８５；２７：５５３-５５８
Colitis cystica profundaの２例
堤　　幹宏１）、根井　仁一１）、民野　　均１）、英　　尚良１）、佐藤　博之１）、安原　　稔１）

木村　　透１）、高瀬修二郎１）、松田　芳郎１）、高田　　昭１）、伊藤　　透２）、小西二三男２）

　金沢医科大学　消科器内科１）、金沢医科大学　病理２）

１９８５；２７：７３８-７４２
内視鏡的に切除した食道脂肪腫の１例
細川　　治１）、白崎　　功１）、山道　　昇２）

　町立三国病院　外科１）、金沢医科大学　第１病理２）

１９８５；２７：１００１-１００７
内視鏡的に切除した上行結腸Ganglioneuromaの１例
白崎　信二１）、細川　　治１）、山道　　昇２）

　町立三国病院　外科１）、金沢医科大学　第１病理２）

１９８６；２８：１１６-１１９
胃幽門前部の穿通性潰瘍の治癒過程に形成されたDouble Pylorusの１例
三林　　裕１）、藤岡　正彦２）

　公立能登総合病院　胃腸科１）、公立能登総合病院　内科２）

１９８６；２８：６０６-６１３
長期経過観察した原発性硬化性胆管炎の１例
平井　信行１）、加登　康洋１）、松下　栄紀１）、米島　　学１）、田中　延善１）、小林　健一１）

服部　　信１）、中沼　安二２）、油野　民雄３）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　第２病理２）、金沢大学　核医学診療科３）

１９８６；２８：２０７４-２０８３
内視鏡的に摘除した十二指腸脂肪腫の１例
伊藤　重二１）、青木　幸平１）、三浦　正博１）、中川　公三１）、渡辺　国重２）、中泉　治雄３）

寺畑信太郎４）

　高浜病院　内科１）、高浜病院　外科２）、福井県立病院　外科３）、金沢大学病院　中央検査部４）

１９８６；２８：３１５３-３１５９
胃粘膜下腫瘍像を呈した後腹膜原発のparagangliomaの１例
高橋　　豊１）、磨伊　正義１）、荻野　知己１）、上田　　博１）、北村　徳治１）、上野　雅資１）

菅　　敏彦１）、太田　孝仁１）、浅井　　透１）

　金沢大学がん研究所　外科１）

１９８７；２９：２０４４-２０５１
明瞭な膵管像を描出しえた胃迷入膵の１例
米島　　学１）、平井　信行１）、老子　善康１）、卜部　　健１）、田中　延善１）、小林　健一１）

服部　　信１）

　金沢大学　第１内科１）



１９８７；２９：２４７１-２４７６
末梢血好酸球増多を伴った一過性胃巨大皺襞症の１例
里村　吉威１）、岡井　　高１）、竹森　康弘１）、中村　勇一１）、森岡　　健１）、太田　英樹１）

澤武　紀雄１）、津田　功雄２）

　金沢大学がん研究所　内科１）、石川県松任市　津田医院２）

１９８７；２９：３１２２-３１２９
腹部超音波検査により発見された胃漿膜嚢胞の１例
老子　善康１）、米島　　学１）、平井　信行１）、卜部　　健１）、古沢　明彦１）、田中　延善１）

小林　健一１）、服部　　信１）、田尻　　潔２）、小西　孝司２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　第２外科２）

１９８８；３０：１２５０-１２５４
下血をみたSchönlein-Henoch紫斑病の１例における消化管粘膜病変の内視鏡的検討
　－本邦報告例３２例の集計を含む－
阪上　　学１）、野田　八嗣１）、越野　慶隆１）、神保　正樹１）、千代　英夫１）、山崎　隆吉１）

岡田　保典２）

　富山労災病院　内科１）、金沢大学医療短期大学部２）

１９８８；３０：３１２１-３１２４
特発性食道静脈瘤の１例
西村　浩一１）、老子　善康１）、野田　　隆１）、卜部　　健１）、野ツ俣和夫１）、元雄　良治１）

米島　　学１）、鵜浦　雅志１）、小林　健一１）、服部　　信１）、松井　　修２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　放射線科２）

１９８９；３１：２１５４-２１５９
多発早期胃癌を合併したcommon variable immunodeficiencyの１症例
小川　滋彦１）、鈴木　文子１）、岡田　俊英１）、森田　達志１）、山田　隆千１）、平井　圭彦１）

竹田　康男１）、上野　敏男１）、竹田　亮祐１）、川浦　幸光２）、大村　健二２）、島崎　英樹３）

京井　優典４）

　金沢大学　第２内科１）、金沢大学　第１外科２）、３）　石川県立中央病院　消化器内科３）

　桜井病院４）

１９８９；３１：２４６３-２４７１
超音波内視鏡と塩化インジウムスキャンを用いて検討しえたMenetrier症の１例
池田　直樹１）、野田　八嗣１）、竹森　康弘１）、山崎　隆吉１）、太田　五六２）、岡田　保典３）

油野　民雄４）

　富山労災病院　内科１）、富山労災病院　病理２）、金沢大学医療短期大学部３）

　金沢大学　核医学科４）

１９８９；３１：２４７２-２４７７
内視鏡的経鼻胆道ドレナージとウロキナーゼ局所洗浄が減黄に有効であった肝細胞癌の１例
早川　康浩１）、卜部　　健１）、米島　　学１）、寺田　光宏１）、水野　恭嗣１）、松下　栄紀１）

稲垣　　豊１）、鵜浦　雅志１）、小林　健一１）、服部　　信１）

　金沢大学　第１内科１）



１９８９；３１：２６８８-２６９３
経時的に施行した超音波内視鏡により嚢胞形成が確認された胃迷入膵の１例
米島　　学１）、卜部　　健１）、老子　善康１）、稲垣　　豊１）、木谷　　恒１）、鵜浦　雅志１）

小林　健一１）、服部　　信１）、北川　浩文２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢市民病院　内科２）

１９８９；３１：２７０４-２７０
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
老子　善康１）、西村　浩一１）、村田　高志１）、米島　　学２）

　公立穴水総合病院　内科１）、金沢大学　第１内科２）

１９９１；３３：５３５-５４３
サイトメガロウィルス感染症による多発性胃びらんの１例
藤村　　隆１）、嶋　　祐一２）、沢崎　邦広２）、巴陵　宣彦２）、藤田　秀春２）、竹越　国夫２）

七澤　　洋３）、岡田　英吉４）、田中三千雄５）

　高岡市民病院　外科１）、高岡市民病院　内科２）、高岡市民病院　胃腸科３）

　富山医科薬科大学　第１病理４）、富山医科薬科大学　第３内科５）

１９９１；３３：２０６８-２０７１
経過観察中に隆起型瘢痕を形成した巨大食道潰瘍の１例
清崎　浩一１）、根井　仁一２）

　城端厚生病院　外科１）、城端厚生病院　内科２）

１９９１；３３：２６２５-２６３０
超音波内視鏡が診断に有用であった胆嚢静脈瘤の１例
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）、小林　健一１）、松井　　修２）、角谷　真澄２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　放射線科２）

１９９２；３４：３９５-４０１
食道静脈瘤硬化療法が誘因となった門脈血栓症の２例
池田　直樹１）、卜部　　健１）、種井　政信１）、西村　浩一１）、下田　　敦１）、松下　栄紀１）

稲垣　　豊１）、金子　周一１）、米島　　学１）、鵜浦　雅志１）、小林　健一１）、上田　和彦２）

寺田　忠史２）、中沼　安二２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　第２病理２）

１９９２；３４：５７６-５８０
胃アニサキス症を伴ったAFP産生早期胃癌の１例
白崎　信二１）、三浦　正博２）、会田　隆志２）、藤野　　晋３）、佐藤富貴子３）、窓岩　清治３）

松能　久雄３）、小西二三男３）

　社会保険高浜病院　外科１）、社会保険高浜病院　内科２）、金沢医科大学　病理３）

 



１９９２；３４：１３１８-１３２３
先天性表皮水疱症に合併した食道狭窄の１例
岡田　俊英１）、竹田　廉男１）、増永　高晴１）、大森　俊明１）、善田　貴裕１）、竹田　亮祐１）

　金沢大学　第２内科１）

１９９２；３４：１９００-１９０７
結石の形成を認めた胃迷入膵の１例
加藤　充朗１）、米島　　学１）、本多　政夫２）、北野　善郎２）、飯田　茂穂２）、橋爪　泰夫２）

　金沢市立病院　内科１）、金沢市立病院　外科２）

１９９２；３４：２３４７-２３５３
食道静脈瘤硬化療法後に出現した食道癌を含む，胃癌，肺癌の三重癌の１例
　－本邦報告例９例の検討－
寺田　光宏１）、荻野　英朗１）、足立　浩司１）、中川　彦人１）、広瀬昭一郎１）、三輪　淳夫２）

　富山県立中央病院　内科１）、富山県立中央病院　病理２）

１９９２；３４：２３６１-２３６４
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
石浦　嘉久１）、牧野　　博１）、藤井　保治１）、谷村　慶一１）、森岡　　健１）

　黒部市民病院　内科１）

１９９３；３５：２９１０-２９１５
MALT由来で多彩な内視鏡像を呈した表層拡大型胃悪性リンパ腫の１例
安田　俊一１）、増永　高晴２）、竹田　康男２）、竹田　亮祐２）、藤村　　隆２）、米村　　豊２）

宮崎　逸夫２）、野々村昭孝３）

　金沢大学　第２内科１）、金沢大学　第２外科２）、金沢大学附属病院　病理３）

１９９３；３５：２９３４-２９３８
大腸内視鏡検査で診断された大腸動静脈奇形の１例
加治　正英１）、小西　孝司１）、横山　義信２）、仲井　培雄２）、角谷　直孝２）、藪下　和久２）

黒田　吉隆２）、辻　　政彦１）、小栗　　光２）、中川　彦人２）、出町　　洋３）、三輪　淳夫４）

　富山県立中央病院　外科１）、富山県立中央病院　内科２）、富山県立中央病院　放射線科３）

　富山県立中央病院　病理４）

１９９３；３５：２９７３-２９７８
多彩な内視鏡所見を呈した分類困難な多発性大腸潰瘍の１症例
森本日出雄１）、岡部外志彦１）、大野　秀彰１）、若林　時夫１）、鈴木　邦彦１）、田辺　　釧１）

杉岡　五郎１）

　国立金沢病院　内科１）

１９９４；３６：４０４-４１１
胆嚢全体に波及した黄色肉芽腫性胆嚢炎の１例
加藤　充朗１）、寺崎　修一１）、卜部　　健１）、金子　周一１）、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）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　第１外科２）



１９９４；３６：７２２-７２７
化学療法が著効を示した肝・肺転移を伴った食道癌の１例
八木　一芳１）、柳　　雅彦１）、前田　裕伸１）、市田　文弘２）、原田　　武３）、岩渕　三哉４）

　南部郷総合病院　内科１）、富山赤十字病院　内科２）、新潟大学　第３内科３）

　新潟大学　第１病理４）

１９９４；３６：１００１-１００７
超音波内視鏡検査（EUS）で術前診断しえたMirizzi症候群の１例
坂東　　正１）、山田　　明１）、新井　英樹１）、岸本　浩史１）、霜田　光義１）、山岸　文範１）

榊原　年宏１）、坂本　　隆１）、田沢　賢次１）、藤巻　雅夫１）、田中三千雄２）

　富山医科薬科大学　第２外科１）、富山医科薬科大学　第３内科２）

１９９４；３６：１００８-１０１１
大腸内視鏡検査にて診断された蟯虫症の３例
宇野　雄祐１）、岩瀬　孝明１）、上村　　清２）、荒川　　良１）、西浦　和男１）

　北陸中央病院　外科１）、富山医科薬科大学　寄生虫学教室２）

１９９４；３６：１２０４-１２０８
食道切除後再建胃管に発生した潰瘍の１例
榊原　年宏１）、山田　　明１）、野村　直樹１）、黒木　嘉人１）、東山　考一１）、清水　哲朗１）

斉藤　光和１）、坂本　　隆１）、藤巻　雅夫１）、田中三千雄２）

　富山医科薬科大学　第２外科１）、富山医科薬科大学　第３内科２）

１９９４；３６：１７２７-１７３３
表在型（０－Ⅱa型）食道類基底細胞－（扁平上皮）癌の１例
荻野　知己１）、磨伊　正義２）、伊藤　　透３）、出口　　康３）、大井　章史３）、川島　篤弘３）

見谷　　巖４）

　おぎの胃腸科クリニック１）、金沢大学がん研究所　外科２）、金沢大学　第１病理３）

　見谷内科医院４）

１９９４；３６：１９９２-１９９７
組織学的に偽肉腫像を呈した食道胃接合部の隆起性病変（pseudosarcomatous granulation）の１例
笠原　善郎１）、浅田　康行１）、飯田　善郎１）、永里　　敦１）、宗本　義則１）、三井　　毅１）

三浦　将司１）、藤沢　正清１）、木村　顕子２）、小西二三男３）

　福井県済生会病院　外科１）、福井県済生会病院　病理２）、金沢医科大学　病理３）

１９９４；３６：２０１１-２０１９
化学療法と肝動脈塞栓が有効であった肝転移合併α-fetoprotein産生胃癌の１例
土島　　睦１）、川原　　弘１）、高瀬修二郎１）、堤　　幹宏１）、上嶋　康洋１）、浦島左千夫１）

松田　芳郎１）、松能　久雄２）、小西二三男２）

　金沢医科大学　消化器内科１）、金沢医科大学　病理２）

 



１９９５；３７：３０２-３０７
超音波内視鏡にて経過を追求できたS状結腸腸管嚢胞様気腫の１例
佐々木　都１）、米島　　学１）、酒井　明人２）、中本　安成２）、飯田　茂穂２）、橋爪　泰夫３）

河合　博志３）

　金沢市立病院　内科１）、金沢市立病院　外科２）、金沢大学医学部附属病院　第１内科３）

１９９５；３７：５８８-５９４
長期にわたって逆追跡しえた胃MALTリンパ腫の１例
北　　俊之１）、牧野　　博１）、森岡　　健２）、竹山　　茂２）、高嶋　　達３）、野々村昭孝３）

岡井　　高４）

　黒部市民病院　内科１）、黒部市民病院　外科２）、金沢大学医学部附属病院　病理３）

　金沢大学がん研究所　内科４）

１９９５；３７：８２０-８２６
経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術が有効であったportal hypertensive colopathyと考えられた
１例
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）

小林　健一１）、吉川　　淳２）、松井　　修２）

　金沢大学　第１内科１）、金沢大学　放射線科２）

１９９５；３７：１１８２-１１８５
Dieulafoy潰瘍からの大量出血に対して内視鏡的結紮法（EVL）が有用であった２例
伊井　　徹１）、安居　利晃１）、森　　和弘１）、鎌田　　徹１）、秋本　龍一１）、神野　正博１）

　恵寿総合病院　外科・胃腸科１）

１９９５；３７：１４２８-１４３５
Expandable metallic stentが有効であった悪性食道狭窄の２例
浦島左千夫１）、上嶋　康洋１）、土島　　睦１）、佐藤　育子１）、陳　　文筆１）、川原　　弘１）

堤　　幹宏１）、高瀬修二郎１）

　金沢医科大学　消化器内科１）

１９９５；３７：２２０１-２２０４
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
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）、川浦　幸光１）

　石川県済生会金沢病院　消化器科１）

１９９５；３７：２４７５-２４８０
嚢胞形成を来した胃迷入膵の１例
魚谷　英之１）、坂本　　隆１）、沢田石　勝１）、東山　考一１）、黒木　嘉人１）、増子　　洋１）

清水　哲郎１）、唐木　芳昭１）、田沢　賢次１）、藤巻　雅夫１）、田中三千雄２）

　富山医科薬科大学　第２外科１）、富山医科薬科大学　第３内科２）



１９９６；３８：５９-６３
内視鏡切除を行った大腸顆粒細胞腫の２例
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）

　城北病院　内科１）、城北病院　病理１）

１９９６；３８：１１５５-１１６１
食道平滑筋腫上に併存した食道表在癌の１例
東田　　元１）、矩　　照幸２）、小坂星太郎２）、鈴木　智恵２）、高橋　利彰２）、奥野　資夫２）

山崎　時雄２）、金崎　周造２）、松本　啓一３）、小山　茂樹４）、馬場　忠雄４）、横山　慶一４）

　友仁山崎病院　内科１）、友仁山崎病院　放射線科２）、滋賀医科大学　第２内科３）

　滋賀医科大学　第１病理４）

１９９６；３８：２１７４-２１７８
逆流性食道炎の経過中乳頭腫様形態変化を示した肥厚性食道炎の１例
安田　俊一１）、根井　仁一１）

　城端厚生病院　内科１）

１９９７；３９：８３１-８３５
術後難治性胆汁漏出に対して内視鏡的経鼻胆管ドレナージ（ENBD）が有効であった肝門部原発の悪
性リンパ腫の１例
井上　哲也１）、小西　孝司１）、江嵐　充治１）、木村　寛伸１）、前田　基一１）、薮下　和久１）

里村　吉威２）

　富山県立中央病院　外科１）、富山県立中央病院　内科２）

１９９７；３９：９４２-９４８
蛋白漏出性胃症を合併しHelicobacter pyloriの除菌治療が奏効したhypertrophic lymphocytic 
gastritisの１例
森岡　　健１）、牧野　　博１）

　黒部市民病院　内科１）

１９９７；３９：２２９２-２２９８
潰瘍性大腸炎の経過中に出現したS状結腸腸管嚢胞様気腫の１例
米島　　学１）、竹内　正勇２）、辻　　宏和２）、橋爪　泰夫２）

　金沢市立病院　内科１）、金沢市立病院　外科２）

１９９８；４０：５６５-５７１
S状結腸の腺管絨毛腺腫に起因した逆行性腸重積の１例
　－特徴的な内視鏡所見を中心に－
家接　健一１）、中島　久幸１）、小杉　光世１）、酒徳　光明１）、清原　　薫１）、片田　正一１）

伴登　宏行１）、松　　智彦１）、笠島　史成１）、山口聖次郎１）、安念　有声２）

　市立砺波総合病院　外科１）、市立砺波総合病院　病理２）

 



１９９８；４０：６８１-６８５
内視鏡的に診断し得た腹部大動脈十二指腸瘻の一救命例
森　　和弘１）、岩田　啓子１）、仲井　培雄１）、小林　弘信１）、渡辺　俊雄１）、竹山　　茂１）

戸島　雅宏２）

　黒部市民病院　外科１）、富山県立中央病院　心臓血管外科２）

１９９８；４０：９２５-９３０
経時的な内視鏡観察を行った胃への直接浸潤をきたした原発性肝細胞癌の１例
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）

　富山県立中央病院　内科１）、富山県立中央病院　臨床病理科２）

１９９８；４０：１２９５-１３００
十二指腸粘膜表層に高度のリンパ管侵襲を認めた幽門部胃癌の一例
浅田　康行１）、笠原　善郎１）、平山　一久１）、呉　　哲彦１）、土田　　敬１）、齊藤　英夫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）、藤沢　正清１）

登谷　大修２）、田中　延善２）

　福井県済生会病院　外科１）、福井県済生会病院　内科２）

１９９８；４０：１８９７-１９０３
潰瘍性大腸炎に合併した原発性硬化性胆管炎の１例
東田　　元１）、小坂星太郎１）、東　　征樹１）、中沼　安二２）、宮森　　勇１）

　福井医科大学　第３内科１）、金沢大学医学部　第２病理２）

１９９７；４０：１９９８-２００３
術前に内視鏡観察しえた小腸angiodysplasiaの１例
斉藤　典才１）、５）、関　　　誠１）、上野　雅資１）、石原　　省１）、新井　正美１）、重田　英隆１）

太田　博俊１）、高橋　　孝１）、佐藤　栄一２）、小泉　　満３）、柳澤　昭夫４）

　癌研究会附属病院　外科１）、癌研究会附属病院　内科２）、癌研究会附属病院　放射線科３）

　癌研究所　病理部４）、石川勤労者医療協会城北病院　外科５）

１９９９；４１：１８２-１８７
多彩な消化管病変を伴う原発性アミロイドーシスの１例
須藤　弘之１）、東　　　健１）、大谷　昌弘１）、伊藤　義幸１）、宮地　英生１）、山崎　幸直１）

伊藤　重二１）、栗山　　勝１）

　福井医科大学　第２内科１）

１９９９；４１：１４７８-１４８３
Gastritis cystica polyposaを追跡して発見した残胃吻合部早期癌の１例
細川　　治１）、海崎　泰治２）、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）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　病理２）

 



１９９９；４１：２２２４-２２２８
スキルス胃癌穿孔の１例
森　　和弘１）、河原　　太１）、仲井　培雄１）、嶋　　裕一１）、竹山　　茂１）

　黒部市民病院　外科１）

１９９９；４１：２５５０-２５５４
術前に診断しえた乳癌大腸転移の１例
大野　健次１）、清光　義則１）、渡辺　博之１）、古田　和雄２）、袖本　幸男３）

　城北病院　内科１）、城北病院　外科２）、城北病院　病理３）

２０００；４２：３２-３５
Expandable metallic stent留置で通過障害が改善した胃体部狭窄型４型胃癌の１例
鰺坂　秀之１）、藤村　　隆１）、伏田　幸夫１）、米村　　豊１）、三輪　晃一１）

　金沢大学　第２外科１）

２０００；４２：２６６-２７１
壁内転移によって多発性粘膜下腫瘍の形態を示した胃癌の１例
浅田　康行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）、登谷　大修２）、田中　延善２）

　福井県済生会病院　外科１）、福井県済生会病院　内科２）

２０００；４２：８２２-８２８
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
１例
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）

　富山県立中央病院　内科１）、富山県立中央病院　臨床病理科２）

２０００；４２：１００６-１０１１
急性虫垂炎を契機に発見された早期虫垂癌の１例
前田　一也１）、川浦　幸光１）、龍沢　泰彦１）、清水　淳三１）、若林　時夫２）、早川　康浩２）

池田　直樹２）

　石川県済生会金沢病院　外科１）、石川県済生会金沢病院　消化器科２）

２０００；４２：１０３６-１１０１
急性無石胆嚢炎症例に経乳頭的胆嚢ドレナージ術を施行した１例
北島　竜美１）、林　　裕之１）、伊部　直之２）、辰巳　　靖２）、道傳　研司１）、白崎　信二１）

細川　　治１）、武田　孝之１）、渡辺　国重１）、津田　昇志１）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　内科２）

２０００；４２：１１９０-１１９７
発症前後に内視鏡観察をしたCronkhite-Canada症候群の１例
西野　隆平１）、竹森　康弘１）、野田　八嗣１）

　富山労災病院　内科１）



２０００；４２：１２１８-１２２２
術前に消失したと考えられる早期大腸癌の１例
亀水　　忠１）、宗本　義則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）、藤沢　正清１）、月岡　照晴２）

　福井県済生会病院　外科１）、月岡医院２）

２０００；４２：１３０４-１３０９
内視鏡的に進展経過を追跡し得たDiffuse Antral Vascular Ectasiaの１例
飯田　　恵１）、里村　吉威１）、橘　　良哉１）、柿木嘉平太１）、米島　博嗣１）、荻野　英朗１）

鵜浦　雅志１）、三輪　淳夫２）

　富山県立中央病院　内科１）、富山県立中央病院　臨床病理科２）

２０００；４２：１８５１-１８５６
内視鏡的経胃嚢胞ドレナージ術とsomatostatin analogueの併用が奏功した膵仮性嚢胞の１例
服部　昌和１）、２）、石田　文生１）、関健　一郎１）、飯田　茂穂１）、中川原儀三１）

　市立敦賀病院　外科１）、福井県立病院　外科２）

２０００；４２：１９８８-１９９３
舌根部転移をきたした胃癌の１例
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）

　厚生連高岡病院　外科１）、厚生連高岡病院　病理２）

２０００；４２：２１１７-２１２２
大腸内視鏡検査後にみられた上腸間膜静脈血栓症の１例
中屋　孝清１）、細川　　治１）、津田　昇志１）、渡辺　国重１）、武田　孝之１）、白崎　信二１）

道傳　研司１）、林　　裕之１）、中村　伸一１）

　福井県立病院　外科１）

２０００；４２：２２６３-２２６７
Helicobacter pylori除菌成功後潰瘍再発を繰り返し約４年後に早期胃癌を認めた１例
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）

　富山労災病院　内科１）、富山労災病院　外科２）

２００１；４３：２０-２４
食道裂孔ヘルニアに伴う胃軸捻転に経皮内視鏡的胃瘻造設術が有効であった１例
小市　勝之１）、宮西　秀二１）、岩根　弘明１）、小川　滋彦２）

　北陸中央病院　内科１）、小川医院２）

２００１；４３：１６７-１７１
悪性転化を来たしてS状結腸、膀胱に穿通したと考えられる卵巣成熟嚢胞性奇形腫の１例
梶田　剛司１）、藤沢　克憲１）、宗本　義則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）、藤沢　正清１）、野ツ俣和夫２）、松能　久雄３）

　福井県済生会病院　外科１）、福井県済生会病院　内科２）、福井県済生会病院　病理部３）



２００１；４３：２６１-２６５
同時性７多発早期胃癌の１例
龍沢　泰彦１）、前田　一也１）、清水　淳三１）、川浦　幸光１）、若林　時夫２）、早川　康浩２）

池田　直樹２）、松田耕一郎２）

　石川県済生会金沢病院　外科１）、石川県済生会金沢病院　消化器内科２）

２００１；４３：２９１-２９４
大腸内視鏡検査にて発見された盲腸早期低分化腺癌の１例
桐山　正人１）、藤田　秀人１）、伊藤　　博１）、川村　泰一１）、伊井　　徹１）、竹川　　茂１）

小島　靖彦１）、足立　浩司２）、森本日出雄２）、渡辺騏七郎３）

　国立金沢病院　外科１）、国立金沢病院　消化器内科２）、国立金沢病院　臨床検査科３）

２００１；４３：１１８７-１１９１
内視鏡的に摘出しえた胆道内回虫完全迷入症の１例
宮地　英生１）、西川　邦寿１）、林　　重之１）、永井　勝也１）、山崎　幸直１）、畑　　正典１）

大瀧　哲朗１）、野口　正人２）

　福井赤十字病院　消化器科１）、福井赤十字病院　放射線科２）

２００２；４４：１７-２２
酸性洗剤服用による腐食性胃腸炎後の瘢痕狭窄症の１例
田島　秀浩１）、佐々木省三１）、中川原寿俊１）、藤田　秀春１）、福地　将彦２）、伊藤　博行２）

七澤　　洋２）、田中三千雄３）

　高岡市民病院　外科１）、高岡市民病院　胃腸科２）

　富山医科薬科大学附属病院　光学医療診療部３）

２００２；４４：６６７-６７２
アニサキスによる回腸末端部vanishing tumorの１例
岩根　弘明１）、小市　勝之１）

　公立学校共済組合北陸中央病院　内科１）

２００２；４：１９３０-１９３６
食道内多発隆起型表在癌の１例
川浦　幸光１）、龍沢　泰彦１）、寺田　卓郎１）、石田　善敬１）、清水　淳三１）、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）

　石川県済生会金沢病院　外科１）、石川県済生会金沢病院　消化器内科２）

　石川県立看護大学　健康科学科病理部門３）

２００２；４４：２０９５-２１００
麻痺性イレウスで発症した劇症型アメーバ性大腸炎の１例
角谷　慎一１）、道傳　研司２）、海崎　泰治２）、細川　　治１）、前田　重信１）、林　　裕之１）

服部　昌和１）、武田　孝之１）、渡辺　国重１）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　病理２）



２００３；４５：２６１-２６６
内視鏡切除が有効であったIntraluminal Duodenal Diverticulumの１例
能登　正浩１）、二宮　　致１）、佐々木省三１）、西村　元一１）、藤村　　隆１）、萱原　正都１）

清水　康一１）、太田　哲生１）、三輪　晃一１）

　金沢大学大学院医学系研究科　がん局所制御学分野１）

２００３；４５：２２０９-２２１４
Tyrosine Kinase阻害薬（Imatinib）が奏功した胃原発GISTの１例
服部　昌和１）、大野　徳之１）、細川　　治１）、海崎　泰治２）、道伝　研司１）、林　　裕之１）

森田　信人１）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　病理２）

２００４；４６：１３５０-１３５４
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１例
野上　達也１）、小尾　龍右１）、堀　　亮太２）、柴原　直利３）、嶋田　　豊１）、田中三千雄４）

　富山医科薬科大学　和漢診療学１）、富山医科薬科大学　同第１病理２）

　富山医科薬科大学　和漢薬研究所漢方診断部門３）

　富山医科薬科大学　光附属病院学医療診療部４）

２００４；４６：１３５５-１３５９
十二指腸乳頭腺腫の切除後再発に内視鏡的なAPCによる腫瘍焼灼術が奏功した１例
渋谷　和人１）、坂東　　正１）、神山　公希１）、橋本伊佐也１）、津田　祐子１）、斎藤　文良１）

塚田　一博１）、清水　哲朗２）、霜田　光義２）、田中三千雄３）

　富山医科薬科大学　第２外科１）、氷見市民病院　外科２）

　富山医科薬科大学附属病院　光学医療診療部３）

２００４；４６：２１１８-２１２３
内視鏡的十二指腸乳頭切除後１か月目に発生した乳頭部狭窄の１例
前田　重信１）、林　　裕之１）、海崎　泰治２）、細川　　治１）、道伝　研司１）、服部　昌和１）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　臨床病理研究科２）

２００４；４６：２３０４-２３０９
管腔外発育潰瘍型原発性空腸粘液癌の１切除例
坂本　茂夫１）、大野　健次１）、斉藤　典才２）、袖本　幸男３）

　石川勤労者医療協会城北病院　内科１）、石川勤労者医療協会城北病院　外科２）

　石川勤労者医療協会城北病院　病理３）

２００５；４７：１１０１-１１０６
扁平隆起型十二指腸腺腫の１例
野上　達也１）、小尾　龍右１）、折原　正周２）、柴原　直利３）、嶋田　　豊１）、田中三千雄４）

　富山医科薬科大学　和漢診療部１）、富山医科薬科大学　第３内科２）

　富山医科薬科大学　和漢研究所漢方診断学３）、富山大学附属病院　光学医療診療部４）



２００６；４８：１０２１-１０２６
アルゴンプラズマ凝固療法が奏功したが処置後狭窄をきたした難治性出血性放射線腸炎の１例
尾山　勝信１）、森田　晃彦１）、寺田　逸郎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）、松田　　充２）、野田　八嗣２）

　富山県立中央病院　外科１）、富山県立中央病院　消化器内科２）

２００６；４８：１４３７-１４４１
Von Recklinghausen病に５重癌として発症した十二指腸乳頭部衝突癌の１例
森川　充洋１）、林　　裕之１）、細川　　治１）、海崎　泰治２）、道傳　研司１）、服部　昌和１）

武田　孝之１）、谷川　　裕１）、渡辺　国重１）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　臨床病理科２）

２００６；４８：１４４２-１４４６
内視鏡的切開排膿術で治癒した直腸Ｓ状部周囲膿瘍の１例
中嶋　隆彦１）、平井　　聡２）、國谷　　等２）、中村　　暁２）、杉山　敏郎１）、田中三千雄３）

　富山大学　第３内科１）、氷見市民病院　内科２）、富山大学附属病院　光学医療診療部３）

２００７；４９：１９５-２０１
内視鏡的摘出後に短期間で進行癌にて局所再発したS状結腸癌の１例
川口　雅彦１）、宗本　義則１）、斉藤　英夫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）、三浦　将司１）、須藤　嘉子２）

　福井県済生会病院　外科１）、福井県済生会病院　病理２）

２００７；４９：１４３３-１４３９
経動脈的塞栓術が有効であった直腸動静脈奇形の１例
安居　利晃１）、尾山　勝信１）、中野　達夫１）

　浅ノ川総合病院　外科１）

２００８；５０：２１２-２１６
ステント留置によりQOLの著明な改善が得られた切除不能スキルス胃癌による十二指腸狭窄の１例
藤岡　雅子１）、出口　正秋１）、廣瀬　和郎１）

　坂井市立三国病院　外科１）

２００８；５０：２４８４-２４８７
経鼻内視鏡を用いて経皮的胃瘻造設術“Direct法”を施行した気管切開後の１症例
羽田　匡宏１）、大竹由美子１）、橋爪　泰夫１）

　金沢市立病院　外科１）

２００８；５０：２８３４-２８３９
病理組織学的にpseudosarcomatous granulationの像を呈した食道胃粘膜接合部炎症性ポリープ
の１例
又野　　豊１）、４）、本田ゆかり１）、亀田　正二１）、細川　　治２）、海崎　泰治３）、岡田　俊英４）

　国保小松市民病院　内科１）、福井県立病院　外科２）、福井県立病院　臨床病理学３）

　金沢大学　臓器機能制御学４）



２００９；５１：１２９５-１３００
内視鏡的粘膜下層剥離術を施行し、粘膜内に限局した胃リンパ球浸潤性髄様癌（medullary 
carcinoma with lymphoid stroma）と判明した１例
又野　　豊１）、後藤　善則１）、本田ゆかり１）、亀田　正二１）、藤岡　重一２）、海崎　泰治３）

　国保小松市民病院　内科１）、国保小松市民病院　外科２）、福井県立病院　臨床病理科３）

２００９；５１：２８９３-２８９６
S状結腸癌術後吻合部への卵管采迷入の１例
森山　秀樹１）、芝原　一繁１）、佐々木正寿１）、小西　孝司１）

　富山赤十字病院　外科１）

２０１０；５２：３８-４３
内視鏡的クリッピング止血をおこなった新生児出血性胃潰瘍の２例
後藤　善則１）、土山　寿志１）、平野　　桂１）、早稲田洋平１）、三輪　一博１）、山田　真也１）

金子　佳史１）、石川　暢巳２）、大森　俊明３）、島崎　英樹４）

　石川県立中央病院　消化器内科１）、石川県立中央病院　小児外科２）、おおもりクリニック３）

　大滝病院４）

２０１０；５２：１４２１-１４２５
巨大直腸腫瘍ESD後に狭窄症状を来した１例
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）、片柳　和義２）、車谷　　宏２）

　石川県立中央病院　消化器内科１）、石川県立中央病院　臨床病理２）

２０１０；５２：２９２７-２９３２
Russell body gastritisの１例
田畑　信輔１）、田口　誠一１）、法木　左近２）

　福井循環器病院　消化器内科１）、福井大学　腫瘍病理学２）

２０１０；５２：３１１１-３１１６
貧血を契機にダブルバルーン小腸内視鏡で発見された小腸Adenomyomatous Hamartomaの１例
堀井　里和１）、山下　竜也１）、加賀谷尚史１）、鷹取　　元１）、砂子坂　肇１）、大石　尚毅１）

荒井　邦明１）、柿木嘉平太１）、北村　星子２）、金子　周一１）

　金沢大学附属病院　消化器内科１）、金沢大学附属病院　臨床病理科２）

２０１１；５３：１１０９-１１１６
Roux-en-Y再建の輸入脚の悪性狭窄部に対する金属ステント留置の経験
木田　明彦１）、松田耕一郎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）

　富山県立中央病院　内科１）

２０１１；５３：１６０９-１６１６
多発性骨髄腫の胃病変に対してnarrow-band imaging併用拡大観察を行った１例
中西　宏佳１）、金子　佳史１）、山田　真也１）、片柳　和義２）、車谷　　宏２）、土山　寿志１）

　石川県立中央病院　消化器内科１）、石川県立中央病院　病理診断科２）



２０１１；５３：３３０５-３３０９
歯肉転移にて発見された盲腸癌の１例
木村　洋平１）、道傳　研司１）、浅海　吉傑１）、林田　有市１）、宮永　太門１）、大田　浩司１）

林　　裕之１）、服部　昌和１）、橋爪　泰夫１）、海崎　泰治２）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　臨床病理科２）

２０１２；５４：１４５７-１４６３
ニガクリタケ中毒による消化管障害を内視鏡的に観察し得た１例
伊藤　錬磨１）、金子　佳史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）

　石川県立中央病院　消化器内科１）

２０１２；５４：２２４６-２２５１
ダブルバルーン小腸内視鏡検査が診断に有用であった小腸アニサキス症の１例
池辺美奈子１）、松田　　充１）、平井　　聡１）、堀田　洋介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）

　富山県立中央病院　内科１）

 



２００７；４９：１７１-１７７　
GIST：診断の現況
中嶋　隆彦１）、三輪　重治１）、澤崎　拓郎１）、塚田健一郎１）、藤浪　　斗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）

　富山大学　第３内科１）

２０１１；５３ ：１４１９-１４２５　
デジタル画像時代－何が問題か？
田中三千雄１）

　富山大学　名誉教授１）

　

 

総　説



２００８；５０：６８-７９　
胃におけるESD
稲土　修嗣１）、品川　和子１）、成瀬　睦子２）

　富山赤十字病院　消化器科１）、富山赤十字病院　麻酔科２）

　　

２０１１；５３：３８００-３８１０　
噴門部のESD、幽門輪のESD
松田　　充１）、野田　八嗣１）

　富山県立中央病院　内科１）

 

手技の解説

２０１１；５３：７４-７５　
術中出血コントロールを意識したITナイフ２による胃ESDの工夫
金子　佳史１）、山田　真也１）、土山　寿志１）

　石川県立中央病院　消化器内科１）

 

新しい手技・処置具・機器



２００４；４６：１２１８-１２１９　
十二指腸腺腫
田中三千雄１）、薄田　勝男１）、折原　正周２）

　富山医科薬科大学附属病院　光学医療診療部１）、富山医科薬科大学　第３内科２）

２００５；４７：１５５４-１５５５　
胃瘻造設後にmucosal bridgeが生じた１例
小川　滋彦１）、増永　高晴２）

　小川医院１）、KKR北陸病院　内科２）

２００５；４７：２４１２-２４１３　
虫垂粘液嚢胞腺腫（Mucinous cystadenoma of the vermiform appendix）
稲土　修嗣１）、八木　真悟２）、前田　宜延３）

　富山赤十字病院　消化器科１）、富山赤十字病院　外科２）、富山赤十字病院　病理部３）

２００６；４８：１１４４-１１４５　
A型胃炎に伴う多発胃カルチノイド
細川　　治１）、海崎　泰治２）、森下　　実１）

　福井県立病院　外科１）、福井県立病院　病理２）

２００６；４８：１２５０-１２５１　
ズビニ鉤虫症の１例
中嶋　隆彦１）、國谷　　等２）、中村　　暁２）

　富山大学　第３内科１）、氷見市民病院　内科２）

 

注目の画像



２００４；４６：２１４６

Helicobacter pyloriの除菌療法が球部炎と十二指腸の胃上皮化生に及ぼす影響
田中三千雄１）

　富山医科薬科大学附属病院　光学医療診療部１）　　

２００５；４７：１５７３

Dyspepsiaあるいは慢性胃炎の患者の胃粘膜病変におよばす胆汁逆流の影響
田中三千雄１）

　富山医科薬科大学附属病院　光学医療診療部１）

２００６；４８：１４８９

セリアック病に対する、生検に頼らない内視鏡的診断法の精度と経済効果への有効性
田中三千雄１）

　富山医科薬科大学附属病院　光学医療診療部１）

２００７；４９：２７４７

モサプリドの消化管通過時間への作用とカプセル内視鏡時投与の診断学的有用性
田中三千雄１）

　富山大学附属病院　光学医療診療部１）

２００８；５０：２５４３

OBIシステム：セリアック病における十二指腸絨毛パターンの明瞭化のための新しい方法
田中三千雄１）

　桜井病院１）

２００９；５１：２７６６

コンピュータシステムを用いたカプセル内視鏡のトレーニングは、病変拾い上げの能力を養ってく
れる
田中三千雄１）

　桜井病院１）

２０１０；５２：２９９３

十二指腸の胃腺窩上皮化生と異所性胃粘膜：その成因にHelicobacter pyloriが関与している証拠は
ない
田中三千雄１）

　富山大学　名誉教授１）

２０１１；５３：２０５３

十二指腸の胃上皮化生：endomicroscopyによる生体内診断とfunctional dyspepsiaとの関連性
田中三千雄１）

　富山大学　名誉教授１）

最新文献紹介



２００８；５０：３６７４-３６７８
　　今日までの北陸支部の活動
　    田中三千雄１）

　　　日本消化器内視鏡学会北陸支部長１）

２０００；４２：９４１-９５２
自然史からみた胃癌の生物学的特性と診断・治療への展開
磨伊　正義１）

第５７回日本消化器内視鏡学会総会会長

　金沢大学がん研究所　外科１）

 

各支部の活動

会長講演



１９９６；３８：１５７２-１５７４　
色の診断
　－現状と展望－
田中三千雄１）

　富山医科薬科大学　第３内科１）

   

２００８；５０：１１９９-１２０１
﨑田賞を受賞して
伊藤　　博１）

　伊藤病院１）

　

 

宿題講演

第１回﨑田賞受賞者論文


