
 

 

 

 

 

 

 

シンポジウム（消化器病学会との合同） 
膵癌の診断と治療 

司会：平山 亮太・平田 公一 

 

1 腫瘍マーカー・膵酸素─遺伝子診断を中心に 

 札幌医科大学 第4内科       ○渡辺 直樹 

 国立がんセンター内視鏡部 消化器科 

                    近藤  仁 

 

2 膵癌の診断 

  ─超音波,超音波内視鏡を中心に─ 

 札幌医科大学 機器診断部 

             ○平田健一郎・福田 守道 

 

3 膵癌の診断と治療 

 5.CT,MRI,血管造影を中心に 

 旭川厚生病院 放射線科 

             ○齋藤 博哉・櫻井 康雄 

 

4 小膵癌の診断 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○真口 宏介・丹野 誠志・藤井 常志 

        伊藤 彰規・浦   等・小原  剛 

 

5 膵癌診断 

  ─ERCP・膵管鏡を中心として─ 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○宮内 浩之・村島 義男・須賀 俊博 

        八百坂 透・今村 哲理・藤永  明 

        小井戸一光・東野  清・栃原 正博 

        佐藤 隆啓・夏井 清人・安保 智典 

        長川 達哉・曽田 光彦・石崎  彰 

        加藤 茂治・麻生 和信 

 

6 進行膵癌に対する5-FU持続静注,CDDP持続静 

  注併用療法の検討 

 斗南病院 内科           ○辻   靖 

        佐川  保・中村とき子・片桐 江理 

        川西 謙児・半田  洋・本庄 恭輔 

        上原総一郎・泉山  茂・平山 亮夫 

 

7 膵癌における標準手術とその成績 

 北海道大学 第1外科 

       ○佐治  裕・内野 純一・数井 啓蔵 

        山賀 昭二・廣瀬 邦弘・篠原 敏樹 

        倉内 宣明・有里 仁志 

 

8 当科における膵癌に対する手術方針 

 旭川医科大学 第2外科       ○真口 昌介 

        葛西 眞一・矢吹 英彦・岡田 昌生 

        唐崎 秀則・星  智和・稲垣 光裕 

        澤  雅之・小野寺一彦・水戸 廸郎 

 

9 膵頭部癌に対する縮小手術と拡大手術 

 札幌医科大学 第1外科 

       ○向谷 充宏・木村 雅美・中野 昌志 

        山城 一弘・三伸 俊彦・木村 弘通 

        伝野 隆一・平田 公一 

 

10 膵癌拡大手術治療の成績と問題点 

 北海道大学 第2外科 

       ○高橋 利幸・奥芝 俊一・道家  充 

        下沢 英二・加藤 絋之 

 

 

 

 

 

 
 
      日  時／平成 6年 9月 11 日（日）9：00〜17：22 
      会  場／札幌医科大学臨床教育研究棟講堂 
      会  長／旭川医科大学 並木 正義 名誉教授 
      当番幹事／北海道大学 第 2外科 加藤 絋之 

第 69 回 北海道地方会 



一 般 演 題 
 

1 食道顆粒細胞腫の1例 

 小樽掖済会病院 内科        ○石垣 聖史 

        漆崎 洋一・小野寺義光・近江 直仁 

 札幌医科大学 第1病理        佐藤 昇志 

 同 機器診断部            平田健一郎 

 

2 食道顆粒細胞腫3例の検討 

 恵佑会札幌病院 外科 

       ○山崎 成夫・安部 達也・石原 邦洋 

        三浦 哲哉・田邉  康・草野 真暢 

        大原 正範・岡安 健至・細川 正夫 

 同 内科         清水 勇一・塚越 洋元 

 国立札幌病院 病理          藤田 昌宏 

 

3 食道癌再建胃管に発生したⅠ型早期胃癌の1例 

 市立札幌病院 消化器内科 

      ○若松  理・西川 秀司・松永  崇 

       樋口 晶文・小池 章之 

 同 外科  小池 能宣・岩永 力三・中西 昌美 

 同 病理        高田 明生・佐藤 英俊 

 

4 当科における食道静脈瘤治療成績の検討 

 日鋼記念病院 消化器科      ○乾  典明 

       土居  忠・潘  紀良・荒谷 英二 

 同 内科  太田  薫・小田島柳絵・渡辺 秀樹 

       中野洋一郎・堀本 正禎・三比 和美 

 札幌医科大学 第4内科 

             佐藤  勉・勝木 伸一 

 

5 EIS時に抜針後出血に対するHPU-STの有用性 

  について 

 北海道勤医協中央病院 肝臓内科 

       ○金川 博史・香山 明一・後藤賢一郎 

        水尾 仁志・田辺 利男・美馬 聰昭 

 

6 EVL翌日0-リングの脱落による出血性潰瘍に対 

  し HPUで止血した1例 

 北海道勤医協中央病院 肝臓内科   ○森園竜太郎 

        金川 博史・香山 明一・後藤賢一郎 

        水尾 仁志・田辺 利男・美馬 聰昭 

 

7 低分化腺癌の組織象を呈したⅠ型早期胃癌の1例 

 北海道大学 第3内科 

       ○鈴木真理子・穂刈  格・加藤 元嗣 

        露口 雅子・加賀谷英俊・中村由美子 

        片桐 雅樹・工藤 峰生・大饗 由之 

        髭  修平・武田 宏司・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬 

 南一条病院 外科           井齋 偉矢 

 

8 進行胃癌における生検組織型と術後成績について 

 札幌厚生病院 外科         ○小林  功 

        片岡 昭彦・東  常規・高橋 雅俊 

        浪江野 力・中村 隆志・西田 靖仙 

        小川 秀彰・横山 良司・近藤 征文 

 旭川医科大学 第2外科        山下 晃史 

 

9 胃過形成性ポリープ癌化の1症例 

 村立神恵内診療所          ○趙  重文 

 札幌医科大学 第1病理 

              佐藤 昇志・菊地 浩吉 

 

10 癌化を示した井過形成性ポリープの1例 

 町立長沼病院 内科   ○倉  敏郎・茂木 良弘 

 札幌医科大学 第4内科        瀧本 理修 

 

11 外科的切除後,同一部位に再発を繰り返した胃ポ 

  リープの1症例 

 市立名寄総合病院 内科 

       ○谷  光憲・松本 学也・平原 睦庸 

        横山 和典・寺沢 憲一 

 旭川医科大学 第2内科        牧野  勲 

 

12 特異な形態を示した胃平滑筋腫の1例 

 旭川赤十字病院 消化器内科 

       ○寺田 省樹・松本 修二・幸田 久平 

        呉  禎吉・中澤  修 

 同 外科         池田 淳一・菱山 豊平 

 同 病理               安藤 政克 

 札幌医科大学 第4内科 

        江副 彩乃・信岡  純・平山 泰生 

 旭川がん検診センター         大塚  忍 



13 Lymphocytic grastritisの 2例 

 旭川医科大学 第3内科 

       ○太田 知明・横田 欽一・奥山 修兒 

        結城 正光・原  久人・斉藤 裕輔 

        小原  剛・柴田  好 

 旭川医科大学病院 病理部       三代川斉之 

 市立帯広病院 内科    竹村 清一・北守  茂 

 釧路医師会病院 消化器内科      安田 淳美 

 

14 胃石症に対する体外衝撃波結石破砕療法（ESWL） 

  の経験 

 北海道消化器科病院 内科      ○井上 善之 

        吉田 達也・合田 峰千・宮坂 史路 

        目黒 高志・西沢 正明・堀田 彰一 

 

15 ルゴール液による胃アニサキス症の治療 

 旭川医科大学 第3内科 

             ○小路 悦郎・矢崎 康幸 

 はらだ病院 

        渡辺 泰男・原田 一道・原田 一民 

 

16 Cowden病の1例 

 勤医協北区病院           ○森川 貴仁 

        水尾 仁志・築島 恵理・伊古田明美 

        田村 裕昭・真尾 泰生・入宇田能順 

 

17 Ⅱa様形態を呈した十二指腸腺腫の1例 

 札幌厚生病院 消化器科 

       ○加藤 茂治・夏井 清人・今村 哲理 

        村島 義男・須賀 俊博・八百坂 透 

        藤永  明・小井戸一光・宮川 宏之 

        栃原 正博・東野  清・佐藤 隆啓 

        安保 智典・長川 達哉・曽田 光彦 

        石崎  彰・麻生 和信 

 

18 大腸3重多発癌の1例 

 斜里国保病院 内科 

       ○泉  信一・藤井 常志・首藤 龍人 

 網走厚生病院 外科          伊藤  毅 

 旭川厚生病院 病理          近藤 信夫 

 旭川医科大学 第3内科 

              斉藤 裕輔・並木 正義 

19 肉眼形態が変化した大腸表面型sm癌の1例 

 札幌厚生病院 消化器内科 

       ○夏井 清人・今村 哲理・安保 智典 

        加藤 茂治・村島 義男・須賀 俊博 

        八百坂 透・藤永  明・小井戸一光 

        宮川 宏之・栃原 正博・東野  清 

        佐藤 隆啓・長川 達哉・曽田 光彦 

        石崎  彰・麻生 和信 

 

20 当科における表面型大腸腫瘍の検討 

 旭川医科大学 第3内科       ○野村 昌史 

        斉藤 裕輔・垂石 正樹・榮浪 克也 

        綾部 時芳・蘆田 知史・柴田  好 

 

21 大腸隆起性病変とpiy patternの関連性と5mm 

  以下の中等度異型以上の腺腫の臨床的検討 

 新日鐵室蘭総合病院 消化器科 

       ○村松 博士・野尻 秀一・長町 康弘 

 北海道大学 第2病理   藤田 美悧・長嶋 和郎 

 洞爺温泉病院 内科          中谷 玲二 

 札幌医科大学 第4内科        小池 和彦 

        渡邊 直樹・高後  裕・新津洋司郎 

 

22 横行結腸に発生したImflammatory fibroid 

  poiypの 1例 

 清田内科消化器科病院 

       ○久我  貴・沼田 隆明・中島 隆晴 

        武田 光顕・井原 康二・西里 卓次 

 札幌医科大学 第4内科        大井 雅夫 

 

23 虫垂に慢性炎症病変を伴った左側結腸型潰瘍性 

  大腸炎（UC）の1例 

 北海道大学 第1内科 

       ○松田 知巳・足立 智昭・道鎮 明晴 

        定岡 邦昌・関  英幸・北浜 秀一 

        浜本 浩英・金井 哲伸・三浦 淳彦 

        鈴木 潤一・川上 義和 

 幌南病院 外科            赤坂 嘉宣 

 竹内医院               竹内 四郎 

 

24 特異な形態を呈した翻転虫垂切除断端の1例 

 北海道大学 第3内科 



       ○荻原 晃子・加藤 元嗣・大川原辰也 

        片桐 雅樹・信田亜一郎・永坂  敦 

        加賀谷英俊・露口 雅子・佐々木由理 

        渡辺 雅男・西川 憲子・工藤 峰生 

        大響 由之・穂刈  格・大原 行雄 

        髭  修平・武田 宏司・吉田 純一 

        浅香 正博・松嶋  喬 

 

25 大腸アニサキスの1症例 

 村立神恵内診療所          ○趙  重文 

 札幌医科大学 第1病理 

        石倉  肇・佐藤 昇志・菊地 浩吉 

 

26 内視鏡的に虫体を摘除し得た大腸アニサキス症の 

  3例 

 釧路市医師会病院 消化器内科 

       ○藤城 貴教・前本 篤男・大竹 孝明 

        山懸 一夫・佐藤 信司 

 旭川医科大学 第3内科 

              綾部 時芳・柴田  好 

 北海道立衛生研究所          木村 浩男 

 

27 術前に大腸癌と鑑別が困難であった虚血性腸炎の 

  1例 

 北海道消化器科病院 内科      ○吉田 達也 

        合田 千峰・井上 善之・目黒 高志 

        宮坂 史路・西澤 正明・堀田  彰 

 同 外科               大柏 秀樹 

        宮坂 祐司・藤田 美芳・森田 高行 

 

28 虚血性大腸炎20例の検討 

 札幌北楡病院 人工臓器・移植研究所 消化器科 

       ○鈴木  岳・大泉 弘子・斎藤 雅雄 

 同 内科               政氏 伸夫 

        小笠原正浩・小林 直樹・木山 善雄 

        直原  徹・比嘉 敏夫・笠井 正晴 

 

29 食道癌深達度診断における食道EUSの評価 

 北海道大学 第2外科 

       ○越田 高行・大野 耕一・成田 吉明 

        高橋 利幸・道家  充・奥芝 俊一 

        下沢 英二・加藤 絋之 

 同 第3内科             吉田 純一 

        工藤 峰生・加藤 元嗣・穂刈  格 

 

30 超音波内視鏡による胃癌の深達度診断 

 国立札幌病院 消化器科 

       ○齊藤 忠範・池田 成之・川上 篤実 

        松山 友彦・本間 久登 

 札幌医科大学 第4内科        女沢 慎一 

 

31 大腸腫瘍性病変に対する高周波（20MHz）超音波 

  細径プローブ検査の有用性 

 旭川医科大学 第3内科       ○斉藤 裕輔 

        榮浪 克也・野村 昌史・垂石 正樹 

        綾部 時芳・蘆田 知史・柴田  好 

 

32 上行結腸癌に合併し超音波内視鏡（EUS）で診断 

  された直腸リンパ管腫の1例 

 日鋼記念病院 消化器科       ○土居  忠 

        潘  紀良・小田嶋柳絵・渡辺 秀樹 

        藤井 重之・乾  典明・荒谷 英二 

 同 内科               太田  薫 

        堀本 正禎・中野洋一郎・三比 和美 

 同 外科               辻  寧重 

 札幌医科大学 第4内科 

              佐藤  勉・勝木 伸一 

 北海道大学 第2病理         藤岡 保範 

 

33 消化管カルチノイド腫瘍の超音波内視鏡所見の検 

  討 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○矢和田 敦・遠藤 高夫・石井  卓 

        小畑 俊郎・高木 秀安・田巻 知宏 

        千葉 邦生・伊藤 英人・山野 泰穂 

        須貝  茂・伊東 文生・坂本 裕史 

        仲川 尚明・矢花  剛・今井 浩三 

小樽協会病院 内科           伴  紀宏 

        斎藤丹羽子・青木 繁雄・細川 幸夫 

 

34 腹腔鏡下脾臓摘出術の検討 

 北海道大学 第2外科 

       ○柳 壮一郎・佐藤 兆昭・奥芝 知郎 

        高橋 利幸・道家  充・奥芝 俊一 



        下沢 英二・加藤 絋之 

 

35 当院における止血用留置スネアーの使用経験 

 札幌医科大学 第1内科 

       ○前田  聡・伊東 英人・山野 泰穂 

        遠藤 高夫・矢花  剛・今井 浩三 

小樽協会病院 内科           青木 繁雄 

        斎藤丹羽子・伴  紀宏・細川 幸夫 

 

36 デジタルイメージフカイル（DF-10M）に記録さ 

  れた内視鏡画像の画像処理適用性 

 札幌医科大学 第4内科       ○太田 英敏 

        高橋 康雄・高後  裕・新津洋司郎 

 道立札幌北野病院 

        松永 卓也・長井 忠則・小山 隆三 

 

37 腹腔鏡検査が診断に有用であっ多包性肝エキノ 

  コックス症の1例 

 旭川医科大学 第3内科 

      ○田中 俊英・長谷部千登美・藤本 佳範 

       水野 正巳・鳥本 悦宏・幸田 弘信 

       矢崎 康幸・関谷 千尋 

 

38 経皮経肝胆道鏡検査（PTCS）を施行した肝嚢胞性 

  腺癌の1例 

 函館赤十字病院 内科 

       ○木田 雅也・山科 哲朗・藤田 宏之 

        中島 正博・丸山  裕 

 

39 アセチルシステインを用いた肝内結石症の治療経 

  験 

 北海道大学 第1外科 

       ○橋本  卓・佐治  裕・数井 啓蔵 

        山賀 昭二・広瀬 邦弘・篠原 敏樹 

        砂原 正男・倉内 宣明・有里 仁志 

        上井 直樹・内野 純一 

 

40 当院における内視鏡的総胆管結石治療徳に経皮経 

  胆道鏡下砕石術について 

 日鋼記念病院 消化器科 

       ○藤井 重之・小田島柳絵・渡辺 秀樹 

        潘  紀良・乾  典明・荒谷 英二 

 同 内科   太田  薫・堀本 正禎・三比 和美 

 札幌医科大学 第4内科 

        佐藤  勉・土居  忠・勝木 伸一 

 

41 超音波内視鏡による胆嚢隆起性病変の検討 

 旭川厚生病院 消化開花       ○高橋 邦幸 

        山野 三紀・水上 裕輔・村中 茂人 

        渡  二郎・大田 人可・村上 雅則 

        都丸  久・折居  裕・峯本 博正 

 同 外科         澤口 裕二・藤澤 純爾 

 同 病理         櫻井 宏治・里  悌子 

 旭川医科大学 第3内科        真口 宏介 

 

42 膵癌切除例の画像診断の検討 

  ─病理組織像との比較─ 

 旭川厚生病院 消化器科       ○山野 三紀 

        高橋 邦幸・村中 茂人・水上 裕輔 

        渡  二郎・大田 人可・村上 雅則 

        都丸  久・折居  裕・峯本 博正 

 同 放射線科       櫻井 康雄・齋藤 博哉 

 同 外科         澤口 裕二・藤沢 純爾 

 同 病理         櫻井 宏治・里  悌子 

 旭川医科大学 第3内科        真口 宏介 

 

43 同様の組織像を呈する小膵体部癌と多発性小腸癌の 

  切除後,脳,皮膚転移が発現し死亡した1例 

 手稲渓仁会病院 消化器内科     ○北沢 俊治 

        辻  邦彦・佐藤 健誠・渡辺 晴司 

        松井真理子・北川 朋子・前久保博士 

 

44 通常型膵管癌に対する内視鏡的膵生検と細胞診 

 旭川医科大学 第3内科       ○藤井 常志 

        真口 宏介・丹野 誠志・伊藤 彰規 

        西野 徳之・浦   等・小原  剛 

旭川厚生病院 消化器科 

              高橋 邦幸・山野 三紀 

 

45 膵仮性嚢胞の穿により胃粘膜下血腫を形成した 

  1例 

 富良野協会病院 内科 

       ○鈴木 康秋・白田 克美・目良 秀哉 

        田屋 登康・内海  真・高砂子憲嗣 



 旭川厚生病院 放射線科        齋藤 博哉 

 

 


































