
 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 

原発性肝癌の診断と治療をめぐって 
司会 柿田  章・松嶋  喬 

 

1 画像診断 

 札幌厚生病院 消化器科 

             ○小井戸一光・村島 義男 

 北海道消化器科病院          堀田 彰一 

 

2 原発性肝癌の診断・治療における腹腔鏡検査の役割 

 旭川医科大学 第3内科 

             ○関谷 千尋・石川 裕司 

 

3 診断困難例の実際 

 北海道大学 第3内科 

       ○目黒 高志・佐賀 啓良・宮崎  保 

 

4 肝細胞癌（HCC）の内科的治療 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○管  充生・小玉 俊典・谷内  昭 

 

5 原発性肝癌に対する外科治療の進歩 

 北海道大学 第1外科 

       ○宇根 良衛・柿田  章・内野 純一 

 

6 肝癌の外科療法 

  ─手術適応基準の再検討─ 

 旭川医科大学 第2外科 

       ○草野 満夫・江端 英隆・水戸 廸郎 

 

 

一 般 演 題 
 

1 食道原発悪性黒色腫の1例 

 市立岩見沢病院 内科        ○五十嵐 毅 

        山本 宏司・渡辺 尚吉・黒田 練介 

 勤医協中央病院 病理科        岡本 賢三 

 恵佑会札幌病院 外科         細川 正夫 

 

2 腐蝕性上部消化管炎の2例 

 市立旭川病院 内科   ○太田 知明・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        岡野 重幸 

        柴田  好・岡村毅与志・並木 正義 

 

3 食道静脈癌硬化療法の治療成績 

 勤医協中央病院     ○水尾 仁志・金川 博史 

        堀井 清一・山口 義生・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       横田 守道 

 

4 上部消化管狭窄に対する内視鏡的治療 

 市立札幌病院 第1内科 

             ○開田 博之・髭  修平 

 

5 胃潰瘍の超音波内視鏡像の検討 

  深部低エコーの推移について 

 札幌厚生病院 消化器科 

       ○夏井 清人・渡辺 雅男・佐藤 隆啓 

        岡田 邦明・宮川 宏之・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 

 

6 H2受容体拮抗剤投与例にみる胃潰瘍の治療経過 

  の内視鏡的検討 

 小樽協会病院 内科 

       ○畑  英司・小林 壮光・小池 容史 

 札幌医科大学 第1内科  山根 美雪 

        伊勢 英明・矢花  剛・谷内  昭 

 手稲ルカ病院             関山 伸男 

 

7 11年間の経過観察の後、内視鏡的切除を施行した 

  Inflammatory Fibroid polypの 1例 

 勤医協中央病院 内科 

       ○佐伯 英司・田村  修・古川 芳蔵 

        加山 寿也・今津 純夫・浅沼 建樹 

        升田和比古・河内 秀希 

 

8 巨大胃石の1治療例 

 釧路市医師会病院 内科 

       ○高野 英哉・野村 昌史・平井 克幸 

        池   薫・高橋  篤 
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 旭川医科大学 第3内科        垂石 正樹 

         柴田 好・岡村毅與志・並木 正義 

 

9 HSE局注を併用した内視鏡的切除法（ERHSE） 

  施行後5年以上経過した早期胃癌27症例の検討 

 勤医協中央病院 内科 

       ○田村  修・古川 芳蔵・佐伯 英司 

        加山 寿也・今津 純夫・浅沼 建樹 

        升田和比古・河内 秀希 

 

10 当院におけるstrip biopsyの成績と合併症に 

  関する検討 

 ─早期胃癌及びATPの診断,治療的意義について─ 

 旭川赤十字病院 内科 

       ○藤川 幸司・幸田 久平・寺田 省樹 

        呉  禎吉・中沢  修 

 札幌医科大学 第4内科 

        村松 博士・高橋  稔・潘  則良 

        由崎 直人・信太  治 

 

11 レーザー内視鏡による早期胃癌治療の1経験例 

 市立札幌病院 消化器内科 

       ○内田多久實・水越 睦朗・小池 章之 

 

12 レーザーを用いたハイパーサーミアの胃癌への試み 

 北海道消化器科病院 内科 

       ○宮坂 史路・西沢 正明・堀田 彰一 

 同 外科               安友 紀幸 

 北海道大学 第2外科   坂入 隆人・下沢・英一 

 札幌厚生病院 病理          佐藤 利宏 

 

13 十二指腸球部腫瘍との鑑別が困難であった胃癌の 

   1例 

 手稲渓仁会病院 内科 

       ○久保田達也・水野 正巳・姜  貞憲 

        柳田 健司・高橋 博道・前久保博士 

 同 外科         増田 知重・樫村 暢一 

 旭川医科大学 第3内科 

              関谷 千尋・並木 正義 

 

14 胃癌の深達度診断─第3報─ 

  隆起型胃癌の組織学的検討と異型上皮巣との鑑別 

  診断 

 旭川厚生病院 消化器科       ○真口 宏介 

        有里 智志・村住 和彦・中沢 郁夫 

        都丸  久・折居  裕・峯本 博正 

 旭川医科大学 第3内科        岡村毅与志 

 

15 choledochoceleの 1症例 

 勤医協札幌病院 内科        ○三上  肇 

        高松  輝・内沢 政英・宮崎 有広 

        高平 敏一・芝田 行徳・山口 修史 

 

16 乳頭部癌に関する臨床的検討 

 旭川厚生病院 消化器科 

       ○伊藤 彰規・真口 宏介・有里 智志 

        村住 和彦・中沢 郁生・都丸  久 

        折居  裕・峯本 博正 

 旭川医科大学 第3内科        岡村毅與志 

 

17 腹腔鏡下持続腹腔洗浄が著効を呈した急性浮腫性 

 膵炎の1例 

 同仁会佐々木病院 内科 

             ○佐藤 喜夫・佐々木寿彦 

 由利組合総合病院 胃腸科       小松 寛治 

 

18 Relapsing pancreatitisに合併した十二指腸嚢胞 

 の 1例 

 札幌医科大学 第4内科 

       ○新居 直昭・乾  典明・斉藤 忠範 

 日鋼記念病院 内科          本間 久登 

        村上 俊吾・荒谷 英二・松田 幹人 

 

19 腹腔鏡的に興味深い変化を呈した晩発性皮膚ポル 

  フィン症の1例 

 市立士別総合病院          ○山田 政孝 

        渡  二郎・辻  邦彦・鈴木 貴久 

 旭川医科大学 第3内科       長谷部千登美 

        矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 

 

20 生検により診断し得たアメーバ性大腸炎の1例 

 市立旭川病院 内科   ○相馬 光宏・太田 知明 

        北川  隆・武藤 英二・武田 章三 

 同 病理               神田  誠 

 旭川厚生病院 消化器科 

        真口 宏介・折居  裕・峯本 博正 

 

21 孤立性直腸潰瘍症候群の1例 

 富良野協会病院 内科 

       ○白田 克美・鈴木 弘子・村住ゆかり 

        西村 克人・内海  真・高砂子憲嗣 

 旭川医科大学 第3内科 

        岡村毅与志・並木 正義 

 

22 当科における大腸隆起性病変の臨床病理学的検討 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○奥山 修兒・黒川  洋・柴田  好 

        蘆田 知史・原  久人・奥村 利勝 

        岡野 重幸・北守  茂・竹村 清一 

        小原  剛・高井 幸裕・原田 一道 

        岡村毅與志・並木 正義 

 

23 当院における大腸ポリペクトミー後の検討 

 愛育病院 消化器内科        ○中野 雅規 

        加賀谷英俊・小嶋 研一・三和 公明 

 同 内科               小笠原光隆 



        露口 雅子・黒川 美朝・白井  修 

 

24 幼児の若年性ポリープの3例 

 北海道大学 第3内科        ○及川由美子 

        斎藤 雅雄・目黒 高志・西川 秀司 

        大滝 敏裕・武田 宏司・林下 尚之 

        小笹 智永・木村 宗士・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 

25 S状結腸ファイバースコープによる下部大腸集検で 

  の腺部発見者の口側病変の検討 

 勤医協札幌病院 内科        ○高松  輝 

        三上  肇・内沢 政英・宮崎 有広 

        高平 敏一・芝田 行徳・山口 修史 

 

26 細径台帳FiberによるTotal Colonoscopy 

 北海道大学 第3内科 

       ○斎藤 雅雄・目黒 高志・小笹 智永 

        大饗 由之・大滝 敏裕・西川 秀司 

        武田 宏司・佐賀 啓良・林下 尚之 

        木村 宗士・小山  稔・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 

 

27 超音波用大腸スコープ試作1号（XCF-UM1） 

  及び, 2号機（XCF-UM2）の使用知見 

 札幌医科大学 機器診断部 

       ○三谷 正信・平田健一郎・福田 守道 

 同 第一外科              筒井 完 

 

28 消化管浸潤を示す悪性リンパ腫の治療効果判定に 

  おける超音波内視鏡の有用性 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○遠藤 高夫・近藤 吉宏・杉山 敏郎 

        遠藤 圭介・宮地 敏樹・斉藤丹羽子 

        東出 俊之・佐藤 之彦・得地  茂 

        矢花  剛・谷内  昭 

 同 機器診断部      平田健一郎・福田 守道 

 

29 陥凹型早期大腸癌の検討 

 旭川厚生病院 消化器科 

       ○折居  裕・村住 和彦・有里 智志 

        真口 宏介・中沢 郁生・都丸  久 

        峯本 博正・杉村  巌・小西 行夫 

 同 外科         宮森祥八郎・藤沢 純爾 

 旭川医科大学 第3内科        岡村毅與志 

 

30 潰瘍性大腸炎の内視鏡的経過観察例の検討 

 勤医協中央病院 内科 

       ○今津 純夫・田村  修・古川 芳蔵 

        佐伯 英司・加山 寿也・浅沼 建樹 

        升田和比古・河内 秀希 

 

 

31 大腸mucosal bridgeの 1例 

 旭川医科大学 第3内科       ○竹村 清一 

        柴田  好・奥村 利勝・蘆田 知史 

        原  久人・奥山 修兒・小原  剛 

        高井 幸裕・岡村毅與志・並木 正義 


















