
 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 

膵癌の早期診断と治療 
司会 福田 守道・加藤 絋之 

 

1 モノクローナル抗体による免疫診断 

 札幌医科大学 第1内科       ○遠藤 高夫 

        今井 浩三・伴  紀宏・谷内  昭 

 同 第 1外科 平田 公一・白松 幸爾 

 

2 膵癌の画像診断,超音波および超音波ガイド下細 

  胞診を中心に 

 札幌医科大学 機器診断部 

             ○平田健一郎・福田 守道 

 

3 膵癌における各種検査法の診断能の検討 

  ─小膵癌診断への展望─ 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○堀田 彰一・工藤 浩市・佐藤 隆啓 

        夏井 清人・大村 卓味・杉本 友照 

        小井戸一光・近間 敏治・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

4 膵癌に対する外科的治療 

 旭川医科大学 第2外科 

       ○江端 英隆・林  宏一・浅川 全一 

        草野 満夫・葛西 眞一・水戸 廸郎 

 

5 膵癌の外科治療上の問題点 

 北海道大学 第2外科 

       ○阿部一九夫・加藤 絋之・児嶋 哲文 

        平  康二・立石  直・鈴木 雅行 

        高橋 利幸・奥芝 俊一・田辺 達三 

 

 

一 般 演 題 
 

1 内視鏡的ポリペクトミー後幸発をきたした食道扁 

  平上皮乳頭腫の1例 

 勤医協中央病院 内科        ○木村  孝 

        内沢 政英・羽賀 正人・安達 哲夫 

        宮崎 有広・浅沼 建樹・升田和比古 

        仲  絋嗣・河内 秀希・上田 則行 

 同 病理         中井 祐子・小玉 孝郎 

 

2 食道扁平上皮乳頭腫の1例 

 坂本医院              ○坂本  仁 

 舟木胃腸クリニック          舟木 昭蔵 

 

3 食道潰瘍を認めた腸管ベーチェット病の1例 

 北海道大学 第1内科        ○久村 正也 

        高井 重紀・田代 典夫・川上 義和 

 みやた胃腸科             宮田 康邦 

 

4 吐血を呈した食道粘膜剥離の1例 

 札幌徳洲会病院 内科 

       ○藤田  勉・矢崎 一雄・熊谷みどり 

        郡山栄次郎・畑  俊一 

 

5 当院で経験した食道異物8例の件と 

 市立稚内病院 内科   ○加賀谷英俊・菅原  斉 

        佐藤 泰男・曽根崎 聡・竹村 清一 

        加藤 元嗣・木山 善雄・石崎 忠文 

 北海道大学 第3内科   斉藤 雅雄・宮崎  保 

 

6 色素内視鏡が有効であった早期食道癌の3例 

 道北勤医協一条通病院通病院 内科 

       ○仲谷  了・小林多加志・渡辺 一晶 

 同 外科         高橋 康幸・清水 泰裕 

 北海道勤医協中央病院 病理科 

              岡本 賢三・佐藤富士夫 

 

7 上部消化管狭窄に対する非観血的治療 

 旭川厚生病院 内科 

       ○有里 智志・真口 宏介・宮野  修 

        斉藤 義徳・中沢 郁生・折居  裕 

        峯本 博正・杉村  巌・小西 行夫 

 旭川医科大学 第3内科 

              柴田  好・岡村毅与志 

 

8 吐血を主症状とした新生児胃潰瘍の1例 

 旭川医科大学 第3内科       ○佐藤 健誠 

        柴田  好・三好 幸宣・林  朋子 

        男澤 伸一・奥山 修兒・黒川  洋 
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           会場／札幌医大講堂 

           日時／昭和 62 年 9 月 20 日（日） 

第 55 回 北海道地方会 



        原田 一道・岡村毅與志・並木 正義 

 旭川医科大学 小児科         帰山 雅人 

 

9 当科における小児内視鏡検査の現況 

 北海道大学 第3内科 

       ○西川 秀司・斉藤 雅雄・目黒 高志 

        大滝 敏裕・武田 宏司・佐賀 啓良 

        狩野 吉康・林下 尚之・木村 宗士 

        三谷 亮子・吉田 純一・浅香 正博 

        松嶋 喬・宮崎  保 

 

10 内視鏡的レーザー治療を試みた,CLLに胃腫瘍を 

  合併した2症例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○仲野 龍己・吉田 博清・在間 和弘 

        中田 雅之・森 正光・遠藤 高夫 

        小林 壮光・楢崎 義一・矢花  剛 

        赤保内良和・河内  昭 

 

11 早期胃癌に対するNd-YAGレーザー治療の検討 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○吉田 博清・高井 康博・在間 和弘 

        遠藤 高夫・小林 壮光・楢崎 義一 

        矢花  剛・谷内  昭 

 同 機器診断部      平田健一郎・福田 守道 

 

12 斑紋の経時的変化について 

 旭川医科大学 第3内科       ○斉藤 義徳 

        長谷部千登美・水野 正己・金井賀子 

        石川 裕司・幸田 弘信・小野  稔 

        矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

13 正常肝機能検査を示すことのある肝硬変例の検討 

 道東勤医協釧路協立病院 内科 

       ○田辺 利男・奥山  敬・黒川 聡則 

        溝口 弘美・嶋本 義雄・時沢  享 

 

14 内視鏡的食道静脈瘤栓塞療法の合併症の検討 

  ─とくに全身的影響を中心に─ 

 旭川赤十字病院 消化器内科     ○幸田 久平 

        寺田 省樹・呉  禎吉・中澤  修 

 同 麻酔科              表  圭一 

 札幌医科大学 第4内科 

              高橋  稔・山内 尚文 

 

15 内視鏡的食道静脈瘤硬化療法の検討 

  ─死亡例を中心として─ 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○佐藤 隆啓・工藤 浩市・夏井 清人 

        大村 卓味・杉本 友照・小井戸一光 

        近間 敏治・堀田 彰一・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 

 

16 特発性門脈圧亢進症の検討 

 勤医協中央病院     ○平尾 良親・金川 博史 

        佐藤 修二・水尾 仁志・美馬 聰昭 

 釧路協立病院             田辺 利男 

 札幌医科大学 機器診断部       福田 守道 

 

17 早期十二指腸乳頭部癌の1例 

 東札幌病院             ○近藤  敦 

        本多 利雄・石川 邦嗣・石谷 邦彦 

 札幌医科大学 第4内科 

              福嶋  誠・伊藤 信行 

 

18 内視鏡で診断し得た非特異性小腸潰瘍の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○高野 英哉・三好 幸宣・柴田  好 

        林  朋子・男澤 伸一・奥山 修兒 

        黒川  洋・小原  剛・高井 幸裕 

        岡村毅與志・並木 正義 

 

19 経口腸管洗浄液を用いた大腸内視鏡検査前処置法 

  の経験 

 富良野協会病院 内科 

       ○大田 人可・西村 克人・伊藤ゆかり 

        内海  真・高砂子憲嗣 

 

20 内視鏡的ポリペクトミーで診断しえた直腸 

   カルチノイドの1例 

 幌南病院 内科     ○高橋  亘・伊藤 昭英 

        西浦 洋一・鈴木 克男・加藤 寿子 

        川合 栄邦・高木  浩・小幡 憲一 

 

21 当院大腸ポリペクトミー後出血の対策の検討 

  ─HSE局注療法の効果を中心に─ 

 北海道勤医協総合病院札幌病院 内科 

        ○内沢 政英・今津 純夫・奥山  敬 

         鈴木 安名・山口 修史 

 

22 狭窄を伴ったサルモネラ大腸炎の1例 

 市立稚内病院 内科   ○加藤 元嗣・佐藤 泰男 

        加賀谷英俊・菅原  斉・曽根崎 聡 

        竹村 清一・木村 善雄・石崎 忠文 

 北海道大学 第3内科   斉藤 雅雄・宮崎  保 

 

23 日本住血吸虫症の1例 

  ─大腸病変を中心に─ 

 札幌厚生病院 消化器科 

       ○夏井 清人・工藤 浩市・佐藤 隆啓 

        大村 卓味・杉本 友照・近間 敏治 

        小井戸一光・堀田 彰一・塚越 洋元 

        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 同 病理科              佐藤 利宏 

 



 

24 軽微な消化器症状で発症した腸結核の1症例 

 道立札幌北野病院 内科 

       ○長井 忠則・笹川  裕・小川 隆三 

        三塚 真広・沖井 光栄 

 

25 胃十二指腸潰瘍を合併したクローン病の1例 

 市立旭川病院 内科   ○岡野 重幸・北川  隆 

        相馬 光宏・武藤 英二・武田 章三 

 同 病理               神田  誠 

 旭川医科大学 第3内科 

         柴田  好・岡村毅与志・並木正義 

 

26 de novo型と考えられた小大腸癌1例 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○平根 敏光・森  正光・柴田 香織 

        矢花  剛・谷内  昭 

 市立芦別病院 内科          小笠原徹也 

 同 外科         楊  萬和・玉置  明 


















