
□第２０回腎癌研究会プログラム 

開催日：平成 12 年 10 月 21 日 

会 場：フォレスト仙台・フォレストホール 

主 題：EBM より見た腎癌の標準術式をもとめて 

 

 Sesson １ 小さい腎癌，腎摘除術に及ぼす因子  

座長：大西 哲郎(東京慈恵会医科大学附属青戸病院） 

井坂 茂(幸手病院） 

 

１．小さな腎腫瘍に対する経過観察について 

国立がんセンター中央病院泌尿器科  

北村 寛  藤元博行 

 

２．直径 5㎝以下の小さな腎細胞癌に対する手術療法 

奈良県立医科大学泌尿器科１） 杏林大学泌尿器科２）  

藤本清秀１） 趙 順規１） 植村天受１） 吉田克法１） 大園誠一郎１） 平尾佳彦１）  

吉井誠人２） 

 

３．同側副腎温存根治的腎摘除術の検討 

京都大学泌尿器科１） 神戸市立中央市民病院泌尿器科２）  

小林 恭１） 福澤重樹２） 竹内秀雄２） 中村英二郎１） 山本新吾１） 賀本敏行１） 

奥野 博１） 寺井章人１） 筧 善行１） 小川 修１） 

 

４．腎摘除術式決定に及ぼす因子(腎機能，副腎転移)の検討 

  防衛医科大学泌尿器科  

  水口靖規  朝隈純一  栫井成彦  望月 勉  辻  明  宮嶋 哲   

浅野友彦  早川正道



５．腎摘除術を行った StageⅣ腎癌症例の予後因子 

千葉大学泌尿器科１） 旭中央病院２）  

関山和弥１） 五十嵐辰男１） 溝口研一１） 戸辺豊総１） 鈴木規之２） 中津裕臣２） 

村上信乃２） 伊藤晴夫１） 

 

 Sesson ２ Ｎephron sparing surgery  

座長：中沢 速和(東京女子医科大学泌尿器科) 

      丸茂 健(慶応大学医学部泌尿器科） 

 

６．腎細胞癌に対する nephron sparing surgery の臨床的検討 

  京都府立医科大学泌尿器科  

  中内博夫  中尾昌宏  水谷陽一  野本剛史  中村晃和  中西弘之 

三木恒治 

 

７．偶発腎細胞癌に対する nephron sparing surgery の適応 

住友病院泌尿器科 

岸川英史  長谷川圭司  岡本大亮  関井謙一郎  吉岡俊昭  板谷宏彬 

 

８．腎部分切除術の選択的適応－小さな腎癌に対する腎部分切除術は妥当か 

東京女子医科大学泌尿器科  

橋本恭伸  中沢速和  伊藤文夫  鬼塚史朗  近藤恒徳  龍治 修 

合谷信行  東間 紘 

 

９．サテライト病巣の検索結果に基づいた腎細胞癌における腎部分切除術の適応と 

治療成績 

慶応義塾大学医学部泌尿器科  

堀永 実  大家基嗣  堀口明男  堀口 裕  中島 淳  朝倉博孝 

大東貴志  丸茂 健  村井 勝 

 

 

 腎癌研究会共同研究報告  

１．腎癌の自然史 

    奈良県立医科大学泌尿器科  

    大園誠一郎  

 

２．腎癌発生頻度全国集計 

    慶応義塾大学医学部泌尿器科  

    丸茂 健 



 

 Sesson ３ 鏡視下腎摘除術  

座長：寺地 敏郎(天理よろず相談所病院泌尿器科) 

      徳田 倫章(九州大学医学部泌尿器科）  

 

１0．EBM より見た腎癌の標準術式を求めて－腹腔鏡下根治的腎摘除術 

   名古屋大学医学部泌尿器科  

 小野佳成  

 

１１．腎細胞癌に対するハンドアシスト法 腹腔鏡下根治的腎摘除術の検討 

   九州大学医学部泌尿器科  

 原野正彦  徳田倫章  中村元信  一倉晴彦  古賀寛史  田中正利 

内藤誠二  

 
１２．腎癌に対する腹腔鏡下根治的腎摘除術-前方到達法- 

   中津第一病院泌尿器科  

溝口裕昭 

 

１３．後腹膜鏡下根治的腎摘除術 

   天理よろず相談所病院１） 京都大学医学部泌尿器科２）  

   寺地敏郎１） 奥村和弘１） 今村正明１） 松村善昭１） 松本慶三１） 寺井章人２） 

賀本敏行２） 中村英二郎２） 筧 善行２） 小川 修２） 

 

１４．ｐＴ１腎細胞癌に対する開腹術後の非再発率・手術入院状況・入院費用に 

関する検討 

   東京慈恵会医科大学附属青戸病院泌尿器科  

 大西哲郎 

 

 Sesson ４ 下大静脈腫瘍血栓  

座長：五十嵐 辰男(千葉大学医学部泌尿器科) 

      小林 幹男(伊勢崎市民病院泌尿器科） 

 

１５．下大静脈内腫瘍血栓を伴う腎細胞癌症例の臨床的検討 

   和歌山県立医科大学  

   稲垣 武  児玉芳季  田中美江  南方良仁  藤井令央奈  新谷寧世 

鈴木淳史  平野敦之  新家俊明  

 



１６．下大静脈腫瘍血栓を伴う腎癌の手術 

   岩手医科大学泌尿器科  

   長谷川道彦  加藤利基  旗福文彦  松下 靖  鈴木 泰  丹治 進 

小池博之  藤岡知昭 

 

１７．下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎細胞癌症例の検討 

   三重大学医学部泌尿器科  

   大西穀尚  堀 靖英  西川晃平  坂田裕子  吉村暢仁  長谷川万里子 

脇田利明  有馬公伸  柳川 眞  川村壽一 

     

１８．静脈内腫瘍血栓を有する腎癌症例に対する手術術式 

   北海道大学医学部泌尿器科１） 千歳市立病院泌尿器科２）  

   篠原信雄１） 林原 透１） 佐澤 陽１） 佐藤聡秋２） 小柳知彦１） 

     

１９．下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎細胞癌に対する手術適応・方法の考察 

   新潟大学医学部泌尿器科１） 第二外科２）  

   糸井俊之１） 川崎 隆１） 高橋英裕１） 若月俊二１） 小原健司１） 冨田善彦１） 

高橋公太１） 諸 久永２） 林 純一２） 

     

２０．下大静脈に進展した腎細胞癌に対する外科的治療 

   広島大学医学部泌尿器科１） 高松病院泌尿器科２）  

   荒木映雄１） 中本貴久１） 池田 洋１） 碓井 亞１） 笠岡良信２） 

 

 Sesson ５ リンパ節郭清  

座長：大園 誠一郎（奈良県立医科大学泌尿器科） 

      福田 百邦(横須賀共済病院泌尿器科）  

 

２１．腎細胞癌におけるリンパ節郭清に対する検討 

   産業医科大学泌尿器科  

   藤本直浩  日田 官  原田修治  稲富久人  高橋康一  松本哲朗 

     

２２．リンパ節郭清術併用の根治的腎摘除術は腎癌の予後を改善するか？ 

－既知ｄａｔａとの比較－ 

   山口大学医学部泌尿器科  

   和田 尚  岸 弓景  松田健二  福永健二  松本洋明  長尾一公 

山口史朗  吉弘 悟  内藤克輔 

     



２３．根治的腎摘除術における所属リンパ節郭清の意義について 

   日本医科大学泌尿器科  

   木全亮二  木村 剛  大澤秀一  橋本義孝  坪井成美  秋元成太 

     

２４．腎癌における後腹膜リンパ節郭清の意義に関して 

   横須賀共済病院泌尿器科  

   福田百邦 


