
□第７回腎癌研究会プログラム 

日 時：平成 6年 4月 10 日（日）午前 9時 30 分～午後 4時 45 分 

場 所：電気ビル別館地下 1階（電気ホール）13 号会議室 

主 題：腎細胞癌の手術療法 

リンパ節郭清は必要か？腫瘍血栓切除術の適応と限界 

 

           Sesson Ⅰ             

座長 坂田安之輔（県立がんセンター新潟病院） 

 

１．腎細胞癌のリンパ節転移に関する検討  

慶應義塾大学 

門間哲雄  大家基嗣  上野宗久  中村 薫  丸茂 健  村井 勝  

田崎 寛 

 

２．腎細胞癌の手術成績  

東北大学 

鈴木謙一  星 宣次  吉川和行  斎藤誠一  大山 力  川村貞文  

折笠精一 

 

３．pN(+)、pM0 症例の検討  

県立がんセンター新潟病院 

北村康男  渡辺 学  小松原秀一  坂田安之輔 

 

 

           Sesson Ⅱ             

座長 藤目 真（順天堂大学） 

 

４．腎癌リンパ節転移症例の検討  

岩手医科大学 

長谷川道彦  松下 靖  佐藤正嗣  吉田直人  石倉功一  野村一雄  

丹治 進  岡本知士 

藤岡知昭  久保 隆 

 

５．栃木県立がんセンターにおける腎細胞癌の手術治療と成績  

栃木県立がんセンター 

中薗昌明  村木淳郎   

６．腎癌のリンパ節郭清  



神奈川県立足柄上病院 1)  横須賀共済病院 2)  茅ヶ崎市立病院 3) 

大口東総合病院 4)  横浜市立大学 5) 

中橋 満 1)  里見佳昭 2)  仙賀 裕 3)  福田百邦 4)  穂坂正彦 5) 

 

７．リンパ節転移例の病態と予後  

順天堂大学 

藤目 真  花澤喜三郎  藤田和彦 

 

 

           Sesson Ⅲ             

座長 井坂茂夫（千葉大学） 

 

８．腎静脈あるいは下大静脈腫瘍塞栓を有する腎細胞癌の臨床経過に関する検討  

札幌医科大学 

塚本泰司  宮尾則臣  舛森直哉  高橋 敦  柳瀬雅裕  熊本悦明 

 

９．腎癌、腹部大静脈腫瘍血栓切除術の経験  

岩手医科大学 

吉田直人  松下 靖  佐藤正嗣  長谷川道彦  石倉功一  野村一雄  

丹治 進  岡本知士   藤岡知昭  久保 隆 

 

１０．腎静脈、下大動脈に浸潤もしくは腫瘍塞栓のある腎細胞癌  

－体外循環を用いた症例－ 

三重大学 

奥野利幸  栃木宏水  杉村芳樹  柳川 真  有馬公伸  林 宣男 

中野清一  梅田佳樹  小川和彦  川村壽一 

 

１１．腎細胞癌下大動脈進展の手術：腫瘍栓先端の位置に応じた工夫  

千葉大学 1)  旭中央病院 2) 

井坂茂夫 1)  岡野達弥 1)  安原克彦 1)  島崎 淳 1)  五十嵐辰男 2)   

村上信乃 2) 

  

           小 講 演             

座長 里見佳昭 (横須賀共済病院) 

「下大静脈浸潤例腎細胞癌の手術のポイント」 

講 師  岡留健一郎 (済生会福岡総合病院) 

  

 



           Sesson Ⅳ             

座長 横山正夫(虎の門病院) 

 

１２．腎細胞癌に対する腫瘍血栓切除術の経験  

京都府立医科大学 

杉本浩造  中川修一  三神一哉  野本剛史  浦野俊一  中村晃和  

渡辺 泱 

 

１３．V2 腎癌に対する外科的治療  

広島大学 

中本貴久  三谷信二  薄井昭博  碓井 亞 

 

１４．腎細胞癌 V2 手術施行症例の検討  

奈良県立医科大学 

高島健次  大園誠一郎  岡島英二郎  永吉純一  田中宣道  谷 善啓  

山本雅司  平尾佳彦  岡島英五郎 

 

１５．下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎細胞癌の検討  

慶應義塾大学 

大家基嗣  丸茂 健  上野宗久  門間哲雄  中村 薫  村井 勝  

田崎 寛 

 

１６．下大静脈腫瘍塞栓を伴った腎細胞癌 12 例の治療成績  

虎の門病院 

藤戸収作  小田祐之  北原 研  金村三樹郎  横山正夫 

 

 

           Sesson Ⅴ             

座長 上田豊史（九州大学） 

 

１７．下大静脈に腫瘍塞栓を有する腎細胞癌の検討  

岡山大学 

津島知靖  高松正武  那須保友  明比直樹  牧 佳男  井上高明  

大森弘之 

 

 

 

 



１８．Robson Stage ⅢA 腎癌 29 例の治療成績  

大阪大学 1)  市立豊中病院 2) 

野々村祝夫 1)  近藤雅彦 1)  児島康行 1)  瀬口利信 1)  三木恒治 1)   

中野悦次 2)  奥山明彦 1) 

 

１９．下大静脈内腫瘍血栓切除術を施行した腎癌の 3例  

九州大学 

安増哲生  上田豊史  熊澤浄一 

 

２０．インターフェロン予防投与の静脈浸潤度別の予後の検討  

日本医科大学 

大澤秀一  寺島保典  長谷川 潤  杉澤 裕  沖  守  本田 了 

木村 剛  服部智任  吉田和宏  秋元成太 

 

２１．静脈内腫瘍血栓を伴う腎細胞癌の臨床的検討 

群馬大学 

小林幹男  内田達也  土屋清隆  岡村桂吾  松本和久  栗田 誠  

山中英寿 

 


