プログラム
― A会場 ―

椿山荘

5階 『オリオン 1』 8:30〜18：10

7:30 〜 受付開始
8:30

会長挨拶

内藤 誠二（九州大学 泌尿器科）

Session１ 『疫学、診断（画像、病理、分子発生学）、予後因子』
【座長】松嵜 理（君津中央病院 病理科）／水谷 陽一（大阪医科大学 泌尿器科）
8:35

腎癌の疫学

【演者】丸茂 健（東京歯科大学市川総合病院 泌尿器科）

8:47

腎腫瘍の画像診断の現状

【演者】陣崎 雅弘（慶應義塾大学 放射線診断科）

8:59

腎腫瘍の病理学的分類の現状

【演者】黒田 直人（高知赤十字病院 病理診断科部）

9:11

腎癌：分子発生学

【演者】矢尾 正祐（横浜市立大学 泌尿器科）

9:23

予後因子

【演者】金山 博臣（徳島大学 泌尿器科）

9:35

Discussion

9:45

休憩（5 分）

Session ２ 『小径腎癌の診断・治療』
【座長】大西 哲郎（聖隷佐倉市民病院 泌尿器科）／和田 孝浩（熊本大学 泌尿器科）
9:50

小径腎腫瘍の病理

10:02 小径腎癌の診断・治療

【演者】藤井 靖久（東京医科歯科大学 泌尿器科）
開腹腎部分切除術

【演者】近藤 恒徳（東京女子医科大学 泌尿器科）

10:14 腹腔鏡下部分切除術

【演者】寺地 敏郎（東海大学 泌尿器科）

10:26 小径腎癌の診断・治療−凍結療法、ラジオ波焼灼療法

【演者】浅野 友彦（防衛医科大学校 泌尿器科）

10:38 Surveillance

【演者】大園 誠一郎（浜松医科大学 泌尿器科）

10:50

小径腎癌の治療、経過観察中に急速に進行した 2 症例
（Case presentation）

【演者】立神 勝則（九州大学 泌尿器科）

10:55 Discussion
11:05 休憩（10 分）
Session ３ 『 T3b腎癌に対する手術療法の実際』
【座長】中澤 速和（東京女子医科大学東医療センター 泌尿器科）／舛森 直哉（札幌医科大学 泌尿器科）
11:15 V2 腎癌の手術療法

【演者】小林 幹男（伊勢崎市民病院 泌尿器科）

11:30 下大静脈腫瘍血栓を伴う左腎癌での左腎静脈先行切断

【演者】小松 秀樹（亀田総合病院 泌尿器科）

11:45 Discussion
11:55 休憩（35 分）
ランチョンセミナー
【座長】内藤 誠二（九州大学 泌尿器科）
12:30 転移性腎がんに対する薬物療法の変遷と今後の展望

【演者】赤座 英之（東京大学先端科学技術研究センター）

13:20 休憩（10 分）
English

session１ 『Sequential therapy,combination therapy』

【座長】野々村 祝夫（大阪大学 泌尿器科）
【演者】Nicholas J.Vogelzang
13:30 Sequential therapy,combination therapy

14:20 Discussion
14:30 休憩（5 分）

（Chair and Medical Director, Developmental Therapeutics
and Co-Chair GU Committee, US Oncology Research c/o
Comprehensive Cancer Centers of NV）

English

session ２ 『進行腎癌における腎摘の位置づけ』

【座長】大家 基嗣（慶應義塾大学 泌尿器科）／堀江 重郎（帝京大学 泌尿器科）
【演者】Robert G. Uzzo
Neoadjuvant, Cytoreductive and Adjuvant Strategies for （G. Willing "Wing" Pepper Chair in Cancer Research Professor
14:35
and Chairman, Department of Surgery Fox Chase Cancer
Kidney Cancer in the Molecular Targeted Therapy Era
Center Temple University School of Medicine）

15:05

Cytoreductive nephrectomy in targeted therapy era.
【演者】冨田 善彦（山形大学 泌尿器科）
With or without targeted therapy? No need of nephrectomy?

15:10 Discussion
15:20

The role of cytoreductive nephrectomy in the era of VEGF【演者】江藤 正俊（熊本大学 泌尿器科）
targeted therapy (Case presentation)

15:25 Discussion
15:35 休憩（20 分）
Session ４ 『転移巣に対する局所療法』
【座長】中本 貴久（安田病院）／福田 百邦（福田泌尿器科皮膚科クリニック）
15:55 転移巣に対する手術療法

【演者】木村 剛（日本医科大学 泌尿器科）

16:15 転移巣に対するラジオ波焼灼術（RFA）

【演者】津島 知靖（岡山医療センター 泌尿器科）

16:30 肝転移巣に対して RFA を施行した腎癌症例（Case presentation）【演者】小原 航（岩手医科大学 泌尿器科）
16:35 Discussion
16:45 休憩（5 分）
Session ５ 『骨転移に対する治療戦略』
【座長】中尾 昌宏（明治国際医療大学 泌尿器科）
16:50 腎癌骨転移に対する治療戦略

【演者】篠原 信雄（北海道大学 泌尿器科）

17:10 腎癌骨転移に対する治療戦略（Case presentation）

【演者】神波 大己（京都大学 泌尿器科）

17:15 Discussion
17:25 休憩（5 分）
Session ６ 『非淡明細胞癌（肉腫様変化を含む）に対する治療戦略』
【座長】長嶋 洋治（横浜市立大学 分子病理学部門）
17:30 乳頭状腎細胞癌、嫌色素性腎細胞癌に対する治療戦略

【演者】岸田 健（神奈川県立がんセンター 泌尿器科）

17:40 集合管癌

【演者】徳田 倫章（佐賀県立病院好生館 泌尿器科）

17:50 非淡明細胞癌
（肉腫様変化を含む）
に対する治療戦略 肉腫様変化 【演者】舛森 直哉（札幌医科大学 泌尿器科）
18:00 Discussion
18:10 閉会の辞

内藤 誠二（九州大学 泌尿器科）

※12:30〜18:10までのプログラムは、ノバルティス ファーマ
（株）
・バイエル薬品
（株）
・ファイザー
（株）
・大塚製薬
（株）
・大日本住友製薬
（株）
・
塩野義製薬
（株）
との共催で開催いたします。

― B会場（コメディカルセッション）―

椿山荘

5階 『オリオン 2』 16：30〜18：30

Co-medical session １ 『緩和ケア』
【座長】永森 聡（北海道がんセンター 泌尿器科）
16:30 緩和ケアは医療の原型

【演者】鳶巣 賢一（静岡県立静岡がんセンター）

17:15 Discussion
17:25 休憩（5 分）
Co-medical session ２ 『分子標的治療の有害事象対策』
【座長】五十嵐 辰男（千葉大学大学工学研究科）／松山 豪泰（山口大学 泌尿器科）
17:30 腎細胞癌に対する分子標的治療の有害事象対策：チーム医療

【演者】高橋 俊二（癌研有明病院 化学療法科）

17:55 分子標的薬治療チーム YURCC における薬剤師の活動

【演者】志田 敏宏（山形大学 薬剤部）

18:20 Discussion
18:30 閉会の辞

―懇親会―

内藤 誠二（九州大学 泌尿器科）

フォーシーズンズホテル 椿山荘 東京

19:00 アドバイザリーボードからの言葉
町田 豊平（東京慈恵会医科大学） 初代会長
里見 佳昭（里見 腎・泌尿器科）
2 代目会長
川村 壽一（武田病院）
3 代目会長

1階 『ボールルーム』 19:00〜21：00

村井 勝（国際親善総合病院）
内藤 誠二（九州大学）

4 代目会長
5 代目会長

