
 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
胆道癌の診断と治療 

司会 岡村毅與志・加藤 絋之 

 
1 胆嚢癌の画像診断 
 札幌厚生病院 消化器内科      ○佐藤 高啓 
        原  信彦・森田ゆかり・信田亜一郎 
        長川 達哉・有山 悌三・明神美弥子 
        夏井 清人・東野  清・栃原 正博 
        宮川 宏之・小井戸一光・今村 哲理 
        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 
 
2 胆嚢癌に対する拡大手術の意義 
  ─とくに肝膵合併切除について─ 
 北海道大学 第1外科 
       ○真鍋 邦彦・植林  隆・中島 信久 
        倉内 宣明・佐治  裕・中島 保明 
        高橋 雅俊・内野 純一 
 
3 胆道癌の内視鏡的診断と治療 
 旭川医科大学 第3内科 
             ○真田 宏介・小池 裕二 
 
4 胆管癌のCT,血管造影による進展度,深達度診断 
  と進行胆管癌に対するEMBE,放射線併用療法 
 旭川厚生病院 放射線科       ○齋藤 博哉 
        高邑 明夫・桜井 康雄・影井 兼司 
 北海道大学 放射線科 
        鎌田  正・森田  譲・入江 五朗 
 
5 肝門部胆管癌の診断と治療をめぐって 
 北海道大学 第2外科 
             ○奥芝 俊一・加藤 絋之 
 
6 中・下部胆管癌症例に対する外科治療 
 札幌医科大学 第1内科 
             ○及川 郁雄・平田 公一 
 
 
 
 

一 般 演 題 
 
1 門脈圧亢進症のX-CTによる脾腎短絡路─特に胃 
  静脈瘤─形成についての検討 
 道内勤医協函館陵北病院 内科 
       ○木田 史朗・金川 博史・犬童 伸行 
        高梨 節二・後藤賢一郎・佐藤  章 
        大城  忠・内山  清・畑中 直人 
 
2 肝 Nodular Hyperplasiaを伴った特発性門脈圧 
  亢進症の1例 
 旭川医科大学 第3内科 
       ○河島 哲也・幸也 弘信・村住ゆかり 
        塚平 俊久・村住 和彦・太平 賀子 
        太平 基之・太田 人可・小野  稔 
        矢崎 康幸・関谷 千尋・並木 正義 
 
3 特異な画像所見を示した肝エキノコックス症の1例 
 釧路協立病院 内科 ○栗林 秀樹・田辺 利男 
        奥山  敬・嶋本 義夫・時沢  享 
 勤医協中央病院 内科 
        金川 博史・香山 明一・水尾 仁志 
        井尻 正廣・美馬 聰昭 
 
4 両葉型肝内結石症に対する治療法 
 北海道大学 第1外科  ○中島 信久 
        真鍋 邦彦・佐治  裕・倉内 宣明 
        上井 直樹・植林  隆・大久保 尚 
        蒲地 浩文・齋藤  卓・内野 純一 
 
5 総胆管結石に対する経乳頭的内視鏡治療 
 旭川医科大学 第3内科 
       ○小池 裕二・真口 宏介・小原  剛 
        斉藤 裕輔・山口  芳・並木 正義 
 
6 経皮経肝的胆道癌による胆管病変の検討 
 札幌厚生病院 消化器内科      ○長川 達哉 
        原  信彦・森田ゆかり・信田亜一郎 
        有山 悌三・明神美弥子・東野  清 
        栃原 正博・夏井 清人・佐藤 隆啓 
        宮川 宏之・小井戸一光・今村 哲理 
        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 

 
 
       日時／平成 3年 9月 22 日（日） 
       会場／札幌医科大学講堂 
       会長／旭川医科大学 第 3内科 並木 正義 
       （当番幹事／北海道大学 第 1内科 鈴木 潤一） 

第 63 回 北海道地方会 



 同 臨床病理科            佐藤 利宏 
 
7 総胆管腺腫の1症例 
 幌南病院 内科            ○関 英幸 
        松本香緒理・伊藤 利道・常田 育宏 
        西浦 洋一・高橋  亘・鈴木 克男 
        加藤 寿子・川合 栄邦・小幡 恵一 
 同 外科         赤坂 嘉宣・奥野 利幸 
 
8 胆道内CDDP注入が,PTCD内瘻化に有効で 
  あった1症例 
 釧路労災病院 内科         ○伊東 修一 
        片桐 雅樹・関  圭子・土田 敏之 
        城下 紀幸・永坂  敦・中野 雅規 
        鵜飼 徹朗・藤本  望・樋口 晶文 
 
9 胆管空暢吻合部静脈瘤の1例 
 北海道大学 第2外科 
       ○宮坂 祐司・加藤 絋之・高橋 利幸 
        中島 公博・奥芝 俊一・下沢 英二 
        岡安 健至・田辺 達三 
 北海道消化器科病院 内科       堀田 彰一 
 
10 Methy1 tert buthyl ether（MTBE）により完全 
  溶解し得た胆嚢結石の1例 
 釧路市医師会病院    ○田屋 登康・森谷  満 
        藤井 常志・西村 克人・高橋  篤 
 旭川医科大学 第3内科        並木 正義 
 
11 Weber-Christian病に合併し特異な合流形式を 
  呈した膵胆管合流異常症の1例 
 旭川厚生病院 消化器科 
       ○佐藤 健誠・村上 雅則・太田 智之 
        安田 淳美・山野 三紀・折居  裕 
        都丸  久・峯本 博正 
 旭川医科大学 第3内科 
              蘆田 知史・真口 宏介 
 名寄市三愛病院            長尾  恒 
 
12 当院における背腹膵肝癒合不全について 
 北海道消化器科病院 内科 
       ○宮坂 史路・井上 善之・田辺 達雄 
        西沢 正明・堀田 彰一 
 同 外科   池永 治親・藤田 美芳・森田 高行 
 北海道大学 第2外科   下沢 英二・加藤 絋之 
 札幌厚生病院 病理          佐藤 利宏 
 
13 リンパ管侵襲を有した食道粘膜癌2例の検討 
 恵佑会札幌病院 外科 
       ○竹馬  彰・田辺  康・草野 真暢 
        久須美貴哉・渡辺 幹雄・金子 行宏 
        管野 紀明・川村  健・細川 正夫 
 同 内科   小端 順一・川原崎 暢・塚越 洋元 

 国立札幌病院 病理          藤田 昌宏 
 
14 食道原発未分化癌の1例 
 函館五稜郭病院 消化器内科 
       ○川崎 君主・武井  崇・平田 博巳 
        鈴木  隆・角本 芳隆 
 同 外科               鎌田 國尋 
 同 病理科              尾崎 鉄也 
 札幌医科大学 第1内科 
        佐藤 幸彦・木村 裕一・杉山 敏朗 
        矢花  剛・谷内  昭 
 
15 多発性筋炎の寛解後に発症した食道癌の1例 
 札幌医科大学 第1内科 
       ○得能 徹也・矢和田 敦・佐々木 茂 
        矢花  剛・谷内  昭 
 市立釧路総合病院内科・消化器科 
        小野 晃裕・米沢 和彦・安部  敬 
        石橋 文利・登坂 松三 
 札幌医科大学 リハビリ部       本井ゆみ子 
 国立療養小樽病院 内科        石井 禎郎 
 釧路赤十字病院 病理         鈴木 知勝 
 市立釧路総合病院 病理        吉田  豊 
 
16 食道静脈瘤硬化療法（EIS）前後に発生する胃静脈 
  癌（Lg）の形態 
 北海道勤医協中央病院 内科 
       ○水尾 仁志・香山 明一・金川 博史 
        井尻 正廣・田辺 利男・美馬 聰昭 
 
17 バルーン下逆行性経静脈的塞栓術（Balloon-oc- 
  cluded retrograde transvenousobliteration:B 
  -RTO）による胃静脈瘤の治療 
 北海道勤医協中央病院 内科 
       ○香山 明一・金川 博史・井尻 正廣 
        水尾 仁志・田辺 利男・美馬 聰昭 
 
18 生検によって推測しえた,胃のLeiomyoblastoma 
  の 1例 
 幌南病院 内科 
       ○高橋  亘・松本香緒里・伊藤 利道 
        西浦 洋一・常田 育宏・鈴木 克男 
        加藤 寿子・川合 栄邦・小幡 恵一 
 同 外科         赤坂 嘉宣・奥野 利幸 
 
19 肺を原発とした転移性胃癌の1例 
 市立札幌病院 消化器内科      ○内田多久実 
        松永  崇・開田 博之・小池 章之 
 同 呼吸器内科            佐々木孝逸 
 同 病理               深沢雄一郎 
 
20 胃粘膜下嚢腫に早期胃癌を合併した1例 
 釧路労災病院 内科         ○中野 雅規 



        片桐 雅樹・関  圭子・土田 敏之 
        城下 紀幸・伊東 修一・永坂  敦 
        鵜飼 徹朗・藤本  望・樋口 晶文 
 同 病理科              高橋 達郎 
 
21 Ⅱc類似の病変を呈し,組織学的にRLHとの識別 
  が困難であった胃悪性リンパ腫の1例 
 札幌医科大学 第4内科 
       ○池田  薫・高橋 康雄・蟹沢 祐司 
        瀧本 理修・藤井 重之・茂木 良弘 
 
22 内視鏡的に切除された胃Inflammatory Fibroid 
  polyp（IFP）22例の検討 
 勤医協中央病院 内科 
       ○城山 一男・吉松 高志・草間 敬司 
        芝田 行徳・内沢 政英・鎌田 直子 
        宮崎 有広・升田和比古・河内 秀希 
 勤医協札幌病院 内科         腰山 達美 
        今津 純夫・山口 修史・仲  絋嗣 
 
23 AgNORの胃生検診断への適用 
 旭川医科大学 第3内科 
       ○横田 欽一・奥山 修兒・北澤 俊治 
        原  久人・北守  茂・斎藤 裕輔 
        真口 宏介・岡村毅與志・並木 正義 
 
24 経内視鏡的CO2レーザー照射による早期胃癌症例 
  の治療経験 
 小樽掖済会病院 内科        ○漆崎 洋一 
        近江 直仁・小野寺義光・本多  憲 
 板谷内科胃腸科医院          板谷 晴隆 
 札幌医科大学 第4内科        小船 雅義 
 
25 超音波内視鏡検査が診断に有用であった胃fi- 
 bromaの 1例 
 旭川赤十字病院 消化器内科     ○寺田 省樹 
        幸田 久平・呉  禎吉・中澤  修 
 同 病理               安藤 政克 
 札幌医科大学 第4内科 
         林  修也・辻  靖・瀧本 理修 
 旭川癌検診センター          大塚  忍 
 
26 超音波内視鏡による胃悪性腫瘍のリンパ節転移診 
  断の検討 
 国立札幌病院 消化器科 
       ○斉藤 忠範・池田 成之・本間 久登 
        安保 智典・潘  紀良 
 同 外科 
        内藤 春彦・永瀬  厚・佐々木廸郎 
 国立登別病院             別役  孝 
 
27 超音波内視鏡による胃筋原性腫瘍の良・悪性鑑別 
  診断について 

 札幌医科大学 機器診断部 
       ○望月  環・辰口 治樹・三谷 正信 
        平田健一郎・福田 守道 
 
28 SLEに合併したアミロイドーシスの1例 
 北海道大学 第1内科 
       ○別役 智子・足立 智昭・羽田  均 
        鈴木 潤一・川上 義和 
 
29 内視鏡的に切除した十二指腸脂肪腫の1例 
 恵佑会札幌病院 内科 
       ○小端 順一・河原崎 暢・塚越 洋元 
 同 外科               細川 正夫 
 国立札幌病院 病理          藤田 昌宏 
 
30 内視鏡的に摘出し得た巨大な十二指腸ブルンネル 
  腺誤腫の1例 
 岩見沢市立病院 内科 
       ○井手  宏・渡辺 尚吉・鈴木 章彦 
        井上 幹朗・山本 宏司・黒田 練介 
 北海道大学 第1内科   渡辺 直巳・鈴木 潤一 
 旭川医科大学 第1内科        太田 貴文 
 
31 十二指腸乳頭部腺腫の検討 
 札幌厚生病院 消化器科       ○宮川 宏之 
        森田ゆかり・原  信彦・長川 達哉 
        信田亜一郎・有山 悌三・明神美弥子 
        佐藤 隆啓・夏井 清人・東野  清 
        栃原 正博・小井戸一光・今村 哲理 
        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 
 同 病理科              佐藤 利宏 
 
32 突然の下血で発生し,術中内視鏡検査が有用で 
  あった小腸動脈瘤破裂の1例 
 小樽協会病院 内科・札幌医科大学 第1内科 
       ○山野 泰穂・吉田 幸成・伊東 英人 
        遠藤 高夫 
 小樽協会病院 内科 
        伴  紀宏・斉藤丹羽子・福田 洋之 
 札幌医科大学 第1内科 
        畑  英司・矢花  剛・福田 洋之 
 
33 逆行性回腸二重造影法により術前診断しえた回腸 
  癌の1症例 
 札幌厚生病院 消化器内科      ○長川 達哉 
        原  信彦・森田ゆかり・信田亜一郎 
        有山 悌三・明神美弥子・東野  清 
        栃原 正博・夏井 清人・佐藤 隆啓 
        宮川 宏之・小井戸一光・今村 哲理 
        八百坂 透・須賀 俊博・村島 義男 
 同 外科   高橋 宏明・長谷川紀光・宮内  甫 
 同 臨床病理科      得地 史郎・佐藤 利宏 
 



34 炎症性腸疾患の小腸病変における拡大電子スコー 
  プ（フジノンEVC-HM）の有用性 
 旭川医科大学 第3内科 
       ○斉藤 裕輔・垂石 正樹・綾部 時芳 
        蘆田 知史・芝田  好・横田 欽一 
        小原  剛・山口  芳・並木 正義 
 
35 回盲部に発生したバーキットリンパ腫の1症例 
 倶知安厚生病院 内科        ○古河 秀介 
        板内 文男・松野 桂喜・能戸 久哉 
 札幌厚生病院 病理          佐藤 利宏 
 
36 糖尿病性昏睡が原因と考えられる虚血性大腸炎の 
  1例 
 小林病院 
       ○渡辺 泰男・紀野 修一・小林 達男 
 旭川医科大学 第3内科       ○斉藤 裕輔 
        長嶋 知朗・柴田  好・並木 正義 
 
37 術前診断困難であった下行結腸粘膜癌の1例 
 北海道大学 第1外科 
       ○平井 春美・近藤 征文・白戸 博志 
        大沢 昌平・益子 博幸・片岡 昭彦 
        福島  剛・富岡 伸元・中村 貴久 
        佐野 文男・内野 純一 
 同 第3内科       目黒 高志・斉藤 雅雄 
 
38 内視鏡学的に経過観察し得た大腸アフタ様潰瘍の 
  5例 
 北海道大学 第3内科 
       ○熊谷 研一・斎藤 雅雄・佐々木由里 
        佐藤 泰男・工藤 峰生・加藤 元嗣 
        佐賀 啓良・目黒 高志・吉田 純一 
        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 
 
39 急性骨髄性白血病の経過中に発生した多発性小腸 
  大腸潰瘍の1例 
 市立旭川病院 内科 
       ○栄浪 克也・北川  隆・鈴木 弘子 
        武藤 英二・武田 章三・前川  勲 
 同 病理               神田  誠 
 
40 消化管のmultiple lymphomatous polyposisの 
  1例 
 恵佑会札幌病院 消化器科 
       ○河原崎 暢・小幡 順一・塚越 洋元 
 同 外科               細川 正夫 
 国立札幌病院 病理          藤田 昌宏 
 北海道大学 第3内科 
        目黒 高志・今村 雅寛・宮崎  保 
 
41 隆起型直腸粘膜脱症候群を併発した潰瘍性大腸炎 
  の 1例 

 札幌医科大学 第1内科 
       ○伊藤 英人・山本 博幸・堀江 俊文 
        森  康喜・本谷  聡・瀬ノ田明範 
        川原田 仁・生田 茂夫・近藤 吉宏 
        管  充生・矢花  剛・谷内  昭 
 
42 内視鏡的ポリペクトミーにて切除した下行結腸 
  リンパ管腫の1例 
 勤医協中央病院 内科 
       ○草間  敬・吉松 高志・城山 一男 
        芝田 行徳・内沢 政英・宮崎 有広 
        舛田和比古・鎌田 直子・河内 秀希 
 同 病理科              佐々木 豊 
 森内科胃腸科医院           森  常明 
 
43 当院における大腸腫瘍の内視鏡的治療について 
 北海道消化器科病院 内科 
       ○西沢 正明・井上 善之・田辺 達雄 
        宮坂 史路・堀田 彰一 
 同 外科   池永 治親・藤田 美芳・森田 高行 
 
44 大きさが21mm以上の巨大ポリープに対する大腸 
  ポリペクトミーの検討 
 北海道大学 第3内科        ○鳥海 寛樹 
        加藤 元嗣・佐々木由理・加賀谷英俊 
        工藤 峰生・目黒 高志・斎藤 雅雄 
        浅香 正博・松嶋  喬・宮崎  保 
 愛育病院 消化器科          和泉  清 
        長尾 真幸・佐野 公昭・三和 公明 
 北海道消化器科病院 内科 
              西沢 正明・堀田 彰一 
 国立西札幌病院      館山 美樹・浜田 結城 






























