
□第４回腎癌研究会プログラム 

日 時：平成 4年 9月 16 日（水）午後 5時 30 分～午後 9時 

場 所：SRL セミナールーム（新宿 NS ビル 22 階） 

主 題：－腎癌における部分切除術、腫瘍核出術の是非－ 

 

           Sesson Ⅰ             

座長 五十嵐辰男（旭中央病院） 

 

１．機能的単腎に発生した腎細胞癌に対し部分切除術を施行した一例  

近畿大学 1)  泉大津市立病院 2)  耳原総合病院 3)  新仁会病院 4) 

上島成也 1)  梅川 徹 1)  光林 茂 1)  秋山隆弘 1)  栗田 孝 1) 

松田久雄 2)  永井信夫 3)  中西 淳 4) 

 

２．小径腎細胞癌の臨床的検討  

帯広厚生病院 

田中基幹  守屋仁彦  作田剛規  高橋和明  坂下茂夫 

 

３．腎癌に対する腎部分切除術の経験  

大阪大学 1)  国立大阪病院 2) 

中野悦次 1)  近藤雅彦 1)  瀬口利信 1)  菅尾英木 2) 

 

４．腎部分切除術を施行した腎癌 7例の検討  

旭中央病院 1)  千葉大学 2)  千葉県がんセンター臨床病理部 3) 

五十嵐辰男 1)  村上信乃 1)  井坂茂夫 2)  岡野達弥 2)  島崎 淳 2)   

松嵜 理 3) 

 

５．腎癌に対する腎保存手術の臨床的検討  

川崎医科大学 

絹川敬吾  古川洋二  田中啓幹 

 

 

           Sesson Ⅱ             

座長 小林幹男（伊勢崎市民病院） 

 

６．両側腎腫瘍に対し 1側腎摘後対側腫瘍を核出した 1例  

虎の門病院 

北原 研  小田裕之  金村三樹郎  横山正夫 



７．腎癌核出術後、局所再発をきたした 1例  

戸田中央総合病院 1)  東京女子医科大学 2) 

梅田千佳 1)  徳本直彦 1)  鬼塚史郎 1)  小林 裕 2)  田辺一成 2)   

伊藤文男 2)  中沢速和 2)  東間 紘 2) 

 

８．腎細胞癌 5例における腫瘍核出術  

大宮赤十字病院 

大和田文雄  藤井靖久  有澤千鶴  東  四雄 

 

９．腎腫瘍に対する腎保存手術の検討  

京都府立医科大学 

高田 仁  中川修一  杉本浩造  三神一哉  野本剛史  大江 宏  

渡辺 泱 

 

１０．腎腫瘍に対する腫瘍核出術の臨床的検討  

住友病院 

辻畑正雄  三宅 修  伊東 博  若月 晶  板谷宏彬 

 

１１．腎癌に対する腎部分切除術及び腫瘍核出術の経験 

－DMSA による残腎機能の評価  

三重大学 

中野清一  柳川 眞  亀田晃司  日置琢一  桜井正樹  有馬公伸  

杉村芳樹  栃木宏水  川村壽一 

 

１２．ドイツ・ザールラント大学における腎保存的腎癌手術の経験  

兵庫医科大学 1)  ザールラント大学泌尿器科 2) 

薮元秀典 1)  E.Becht 2)  M. Ziegler 2) 

 

 

           Sesson Ⅲ             

座長 三木 誠（東京医科大学） 

 

１３．腎細胞癌症例の微小病巣について－腎保存手術の適応に関する基礎的検討－  

慶應義塾大学 1)  同病理 2) 

大家基嗣 1)  馬場志朗 1)  中村 薫 1)  丸茂 健 1)  田崎 寛 1)   

泰 順一 2) 

 

 



１４．腎癌の satellite tumor nodules の検討  

原町赤十字病院 1)  群馬大学 2) 

土屋清隆 1)  栗田 誠 2)  松本和久 2)  岡村桂吾 2)  内田達也 2)   

小林幹男 2)  山中英寿 2) 

 

１５．腎癌における部分切除術および腫瘍核出術の病理組織学的検討  

鐘紡記念病院 1)  国立神戸病院 2)  神戸大学 3)  同病理 4) 

川井田徳之 1)  後藤章暢 2)  水野禄仁 3)  小川隆義 3)  守殿貞夫 3)   

埴岡啓介 4) 

 

１６．全割切片による nephron sparing operation の適応の検討  

東京女子医科大学腎センター 

奥田比佐志  伊藤文夫  中澤速和  東間 紘 

 

１７．腎癌の satellite tumor nodules(STN)からみた腎実質保存手術の適応に 

ついて  

茅ヶ崎市立病院 1)  横須賀共済病院 2)  大口東病院 3)  大和市立病院 4) 

県立足柄上病院 5)  横浜市立大学第 2病理 6) 

仙賀 裕 1)  里見佳昭 2)  福田百邦 3)  岸田 健 4)  中橋 満 5)   

田中祐吉 6)  三杉和章 6) 

 

１８．腎細胞癌に対する腎保存手術（摘出腎腫瘍核出術による病理組織学的検討）  

久留米大学 

岡本高明  宮原 茂  野田進士 

 

１９．腎癌に対する腫瘍核出術の検討 

－摘出腎を用いて病理組織学的検討を中心に－ 

東京医科大学 

栃本真人  伊藤貴章  辻野 進  相沢 卓  三木 誠  

 


