
 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 

「食道静脈癌」をめぐって 
司会   水島 和雄・磯松 俊夫 

 

1 易出血性食道静脈瘤：内視鏡的診断基準ならびに 

  合併病変 

 旭川医科大学 第3内科       ○矢崎 康幸 

 

2 出血中の食道静脈瘤に対する保存的治療 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○塚越 洋元・夏井 清人・大村 卓味 

        宮坂 史路・小井戸一光・西沢 正明 

        近間 敏治・坂井 洋一・堀田 彰一 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

3 出血中の食道静脈瘤に対する緊急手術：適応と手技 

 札幌医科大学 胸部外科       ○草島 勝之 

 

4 食道静脈瘤に対する待期的処置 

  ─内視鏡的栓塞療法─ 

 勤医協中央病院 内科        ○水尾 仁志 

 

5 食道静脈瘤の待期手術 

 市立旭川病院 外科         ○伊藤 紀之 

 

6 合併病変を有する食道静脈瘤の対策 

 北海道大学 第2外科 

             ○加藤 絋之・田辺 達三 

 札幌厚生病院       堀田 彰一・村島 義男 

 北海道大学 放射線科   森田  穣・入江 五郎 

 

7 食道静脈瘤出血に伴う肝不全の予防と対策 

  ─内科の立場からみた病態管理─ 

 北海道大学 第3内科 

       ○浜田 結城・斉藤 雅雄・浅香 正博 

        前久保博士・松嶋  喬・宮崎  保 

 

 

一 般 演 題 
 

1 mucosal bridge様形態を伴った微小食道早期癌 

  の 1例 

 旭川赤十字病院 消化器内科 

       ○幸田 久平・寺田 省樹・呉  禎吉 

        佐崎 捷彦・中澤  修 

 同 外科         宮本 和俊・柴野 信夫 

 札幌医科大学 第4内科 

              照井  健・平山 真章 

 旭川医科大学 第1病理        高橋 達郎 

 

2 内視鏡的切除（ER-HS・E）を施行した食道顆粒 

  細胞腫の1症例 

 勤医協中央病院 内科        ○黒川 聡則 

        山口 俊和・山下 英世・浅沼 建樹 

        升田和比古・仲  絋嗣・河内 秀希 

 同 外科         山崎 左雪・平尾 雅紀 

 同 病理科 

        佐々木 豊・佐藤冨士雄・小玉 孝郎 

 

3 超音波内視鏡による胃粘膜下腫瘍の診断について 

 札幌医科大学 検査診断部 

        ○平田健一郎・福田守道・斉藤斐之助 

 小樽掖済会病院 内科         板谷 晴隆 

 旭川赤十字病院 内科         寺田 省樹 

 

4 超音波内視鏡が診断に有用であった早期胃癌の1例 

 なかの内科胃腸科          ○中野 良昭 

 札幌医科大学検査診断部 

              平田健一郎・福田 守道 

 同 第1外科             戸塚 守夫 

 高須内科医院             高須 重家 

 

5 Video-Endoscopeの臨床使用経験 

 北海道大学 第1内科 

       ○久村 正也・竹内 文英・斉藤 俊平 

        高井 重紀・鈴木 潤一・川上 義和 

 

6 胃生検にて真菌を検出した13例のまとめ 

 勤医協札幌病院 内科        ○高柳 慈治 

        酒井 俊彦・腰山 達美・山本  毅 

        岸野 吉博・奥山  敬・山口 修史 

 

7 興味ある臨床像を呈した胃悪性リンパ腫の3例 

 
 

         会長／旭川医科大学第 3 内科 並木正義 

         会場／田辺製薬ビル 

         日時／昭和 60 年 9 月 21 日（土） 

第 51 回 北海道地方会 



 札幌医科大学 第1内科       ○達山三四夏 

        高橋 結樹・山根 美雪・谷村 章子 

        成松 信一・楢崎 義一・上条 桂一 

        矢花  剛・赤保内良和・谷内  昭 

 同 リハビリテーション部       千葉  進 

 同 病理              大山田ゆみこ 

 

8 最近経験したRLHの 2手術例 

 旭川医科大学 第3内科       ○藤本 桂範 

        北守  茂・黒川  洋・山野 三紀 

        男澤 伸一・柴田  好・原田 一道 

        水島 和雄・岡村毅與志・並木 正義 

 

9 同一腫瘍内に管状腺癌を共有する胃カルチノイド 

 （胃内分泌細胞癌）の1例 

 北海道対がん協会検診センター 

       ○井林 明雄・桧山 繁美・山口由美子 

        吉田 裕司・大塚  忍・池田 成之 

        有末 太郎・田村 浩一 

 札幌厚生病院 外科          前田  晃 

 札幌医大 第1病理    高見  剛・石井 良文 

 

10 山田Ⅲ型隆起を呈し、高周波ポリペクトシーにて 

  切除し得た胃粘膜下異所腺の1例 

 旭川医科大学 第3内科       ○山野 三紀 

        北守  茂・男沢 伸一・黒川  洋 

        柴田  好・原田 一道・梶   巌 

        岡村毅与志・水島 和雄・並木 正義 

 

11 純エタノール局注方にて止血し得たDieulafoy潰 

  瘍の1例 

 北海道大学 第3内科 

       ○露口 雅子・斉藤 雅雄・目黒 高志 

        佐久間千尋・林下 尚之・木村 宗士 

        狩野 吉康・武田 宏司・浅香 正博 

        松嶋  喬・宮崎  保 

 

12 形成過程を観察しえたDouble Pylorusの 1例 

 道立札幌北野病院 内科 

       ○長井 忠則・笹川  裕・小山 隆三 

 新札幌サンクリニック         金  有世 

 

13 抗生物質による急性出血性腸炎（第2報） 

 札幌徳洲会病院 内科 

       ○熊谷みどり・有岡  功・畑  俊一 

        田城 明子・矢崎 一雄・品田 雅博 

        前野  宏・三上 信久 

 同 外科               熊谷 明史 

 

14 潰瘍性大腸炎12例の検討 

 愛育病院 消化器科 

       ○曾根崎 聰・開田 博之・三和 公明 

 同 内科               穂刈  格 

        小林 威夫・山口 秀昭・白井  修 

 

15 特発性血小板減少症に合併した下行結腸穿通の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○男澤 伸一・芦田 知央・横田 欽一 

        岡村毅與志・並木 正義 

 旭川厚生病院 内科          斉藤 裕輔 

        黒沢 光俊・折居  裕・峰本 博正 

 同 外科               藤沢 純爾 

 

16 若年性ポリープのポリペクトミー経験例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○舛谷 治郎・垣内 英樹・藤田 伸夫 

        平根 敏光・小笠原 実・小林 壮光 

        楢崎 義一・矢花  剛・谷内  昭 

 同 検査診断部病理          成松 英明 

 

17 胃の粘膜下腫瘍を疑わせるような側副血行路を 

  形成した肝硬変の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

      ○石川 祐司・高橋  篤・奥野 一嘉 

       長谷部千登美・小野  稔・佐藤 仁志 

       矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

18 無黄疸で発見され、術後に内視鏡下の観察と病理 

  診断がなされた,早期胆管癌の1例 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○大村 卓味・夏井 清人・宮坂 史路 

        小井戸一光・西沢 正明・近間 敏治 

        坂井 洋一・堀田 彰一・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

19 総胆管癌3例に対するE,R,B,D,の試み 

 旭川赤十字病院 消化器内科 

       ○幸田 久平・寺田 省樹・呉  禎吉 

        佐崎 捷彦・中澤 修 

 同 外科   柴野 信夫・松下 元夫・菱山四郎治 

 札幌医科大学 第4内科 

             ○平山 真章・照井  健 

 

20 当院における内視鏡的乳頭切開術の検討 

 市立旭川病院 内科 

       ○岡野 重幸・鈴木 安名・内海  真 

        武藤 英二・武田 章三 

 旭川医科大学 第3内科 

              柴田  好・並木 正義 

 

21 びまん浸潤型大腸癌の1例 

 旭川医科大学 第3内科       ○北守  茂 

        吉田 浩二・黒川  洋・山野 三紀 

        男澤 伸一・柴田  好・原田 一道 

        水島 和雄・岡村毅與志・並木 正義 

 



22 後腹膜横紋筋肉腫の2例 

 市立旭川病院 内科   ○吉田 浩二・綾部 時芳 

        岡野 重幸・内海  真・鈴木 安名 

        柴田  好・武藤 英二・武田 章三 

 同 放射線科             上北 洋一 

 同 中央検査料            神田  誠 

 旭川医科大学 第3内科 

              上田 則行・並木 正義 
















