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この度、第 68 回日本泌尿器科学会中部総会を私共名古屋大学泌尿器科で開催させていただ
き、同門ならびに教室員一同、大変光栄に存じます。名古屋大学泌尿器科主宰による中部総会
の開催は、故三矢英輔名誉教授が 1982 年（第 32 回中部総会）に主宰させていただいて以来 36 年
振りとなります。
泌尿器科は、以前はマイナー科と言われていましたが、小児から高齢者、良性疾患から悪性

疾患、また内科的疾患から外科的疾患まで幅広い領域の多岐に渡る疾患を扱い、今では多くの
専門分野を内包するメジャー診療科となっています。また、泌尿器科は薬物治療、外科的技
術、再生治療、医療機器などのイノベーションが最も発展している診療科といっても過言では
なく、膨大な知識と技術が集積されています。本中部総会では、単に学術集会を開催するにと
どまらず、メインテーマを「泌尿器科の知と技：極意の伝承」として、蓄積された泌尿器科の
知識と技術を集約し、その極意を次世代に伝える重要な役割を果たすような学術大会にするべ
く名古屋大学泌尿器科及び同門すべての力を結集して準備をさせていただきました。
招請講演・特別講演・教育講演には、名古屋大学の誇る「知」を結集しました。2014 年ノー

ベル物理学賞を受賞された“世界の知”、名古屋大学未来材料・システム研究所の天野 浩教授
には「世界を照らす LED」、医用画像・AI の世界的第一人者、名古屋大学情報学研究科の森
健策教授には「人工知能による医用画像処理」、腫瘍免疫学の rising sun としてご活躍の名古屋
大学医学部微生物・免疫学講座の西川博嘉教授には「がん免疫応答のがん治療への応用―現状
と今後の展開―」、名古屋大学出身で現愛知医科大学病院・病理診断科の都築豊徳教授には「泌
尿器科にとって、病理学はいつまで有用な存在であり続けられるのか？」のタイトルでご講演
いただきます。また、今回の学会テーマと関連して「極意伝承」シリーズを企画し、8名のエ
キスパートの先生に泌尿器科の重点領域の知と技の極意を伝承していただきます。また 4つの
シンポジウム、パネルディスカッション、ディベートディスカッション、ビデオシンポジウ
ム、小児特別企画、オフィスウロロジー企画を準備いたしました。
一般演題については 289 題と過去最高の応募をいただき、誠にありがとうございました。今

回は、特に一般演題発表を重視するようプログラム構成に配慮させていただきました。さら
に、本会では従来にない企画として、一般演題に会長賞を設けました。審査の上、優秀な演題
20～30 題程度を表彰させていただきたいと思います。
観光地としては人気の低い名古屋ではありますが、名古屋城の本丸御殿復元も完了していま

すし、名古屋めしをはじめ、名古屋駅付近は今や多様な食文化の宝庫となっています。ぜひ、
多数のご参加をいただき、本学会および名古屋をお楽しみください。

ご挨拶

第 68 回日本泌尿器科学会中部総会
会長 後藤 百万

（名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 教授）
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第68回日本泌尿器科学会中部総会

会 長 後藤 百万（名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 教授）
会 期 2018 年 10 月 4 日（木）～7日（日）
会 場 名古屋国際会議場

第 1 会 場 名古屋国際会議場 1号館 4 F レセプションホール
第 2 会 場 名古屋国際会議場 2号館 1 F 展示室 211
第 3 会 場（C会場※） 名古屋国際会議場 2号館 2 F 会議室 222+223
第 4 会 場（A会場※） 名古屋国際会議場 2号館 2 F 会議室 224
第 5 会 場 名古屋国際会議場 3号館 3 F 国際会議室
第 6 会 場 名古屋国際会議場 4号館 3 F 会議室 431+432
ポスター会場 1 名古屋国際会議場 2号館 3 F 会議室 231
ポスター会場 2（B会場※） 名古屋国際会議場 2号館 3 F 会議室 232+233
※10 月 7 日（日）のみ

学会事務局 第 68 回日本泌尿器科学会中部総会 総会事務局
名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学教室
〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町 65
TEL 052-744-2985 FAX 052-744-2319
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各種委員会・会合

運営委員会
日時： 2018 年 10 月 4 日（木） 10：00～11：30
会場： 名古屋国際会議場 4号館 3 F 会議室 432

保険委員会
日時： 2018 年 10 月 4 日（木） 9：30～11：30
会場： 名古屋国際会議場 4号館 3 F 会議室 431

日本泌尿器科学会におけるNCD運営の現状と課題
日時： 2018 年 10 月 6 日（土） 7：45～8：45
会場： 名古屋国際会議場 第 1会場 1号館 4 F レセプションホール
説明予定者：山本 博之（慶應義塾大学／東京大学）、小林 恭（京都大学）

日本泌尿器科学会「新専門医制度」に関する説明会
日時： 2018 年 10 月 6 日（土） 8：45～9：15
会場： 名古屋国際会議場 第 1会場 1号館 4 F レセプションホール
説明予定者： 小川 良雄（昭和大学医学部 泌尿器科学講座）
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教育セミナー 1
最新 PSA検診ガイドラインから
臨床医と疫学者の相違点を再
考する
司会：野々村祝夫
演者：伊藤一人
共催：武田薬品工業株式会社

会長講演
極意の伝承：
Translational Research
実現への道（シーズから臨
床応用へ）
司会：杉村芳樹
演者：後藤百万

サテライトセミナー 1
LUTS/BPHの薬物療法
司会：加藤久美子
演者：西井久枝

松川宜久
共催：グラクソ・スミスクライン

株式会社

シンポジウム 2
慢性骨盤痛症候群の
現在・未来
司会：上田朋宏

舟橋康人

極意伝承1
小児泌尿器科手術
司会：吉野 薫
演者：林祐太郎
極意伝承 2
前部尿道狭窄症に対する尿道形成術
司会：有馬公伸
演者：堀口明男

教育セミナー 2
ライフステージ、
リスクに応じた膀胱癌
治療の最適化
司会：原 勲
演者：横溝 晃
共催：日本化薬株式会社

サテライトセミナー 2
腎がん診療における
これまでとこれから
司会：西村和郎
演者：佐々直人

三宅秀明
共催：ノバルティスファーマ株式会社

卒後教育プログラム3
前立腺肥大症に対する
エンドウロロジー
（手技と合併症予防）
演者：設楽敏也

卒後教育プログラム4
限局性前立腺癌の診
断と治療
演者：木村高弘

腎癌
（O-001～O-007）
座長：山﨑俊成

感染症
（O-008～O-014）
座長：石川清仁

尿路上皮腫瘍 1
（O-015～O-021・O-126）
座長：中村小源太

卒後教育プログラム1
泌尿器科感染症の救急
演者：安田 満

前立腺癌 1
（O-022～O-028）
座長：田中宣道

手術 1
（O-029～O-035）
座長：影山 進

症例
（O-036～O-042）
座長：田中達朗

卒後教育プログラム2
間質性膀胱炎の
病態・診断・治療
演者：南里正晴

機器
展示

開会式

10月 4日（木）

男女共同参画委員会企画
目の前にせまりくる
働き方改革の荒波を
乗りこなす
～行列のできる法律相談
所・医師編～
司会：藤本清秀

西田幸代

保険教育プログラム
知って得する泌尿器科
保険診療の基礎的知識
～平成 30年度泌尿器科領
域診療報酬改定を含めて～
（中部編）
司会：小林峰生
演者：北村浩二

シンポジウム 1
尿路結石の治療戦略：
温故知新
司会：宮澤克人

安井孝周

第1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場 第 5会場 第 6会場 展示会場
1号館 2号館 3号館 4号館 1 Fロビー

4 F レセプションホール 1 F 展示室 211 2 F 会議室 222+223 2 F 会議室 224 3 F 国際会議室 3 F 会議室 431+432 3 Fロビー

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

招請講演 シンポジウム ディベートディスカッション ポスター イブニングセミナー

会長講演 極意伝承 パネルディスカッション 卒後教育プログラム オフィスウロロジー

特別講演 男女共同参画委員会 小児特別企画 教育セミナー

教育講演 保険教育プログラム 一般口演 サテライトセミナー

指導医教育コース
認定プログラム

軽食あり
（えびふりゃーサンドイッチ）

新専門医制度対応
泌尿器科領域講習 指導医教育コース

認定プログラム
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招請講演1
世界を照らす LED
司会：大島伸一
演者：天野 浩

特別講演
がん免疫応答の
がん治療への応用
―現状と今後の展開―
司会：藤澤正人
演者：西川博嘉

ディベートディスカッション
I-O drug 時代を迎えた
泌尿器科癌の薬物治療
司会：住友 誠

北村 寛

教育セミナー 3
どう使う？
β3 作動薬と抗コリン薬
司会：横山 修
演者：柿崎秀宏
共催：アステラス製薬株式会社

第 1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場 第 5会場 第 6会場 ポスター会場1、2 展示会場
1 号館 2号館 3号館 4号館 2号館 1 Fロビー

4 F レセプションホール 1 F 展示室 211 2 F 会議室 222+223 2 F 会議室 224 3 F 国際会議室 3 F 会議室 431+432 1：3 F会議室231 3 Fロビー

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

パネルディスカッション
ｍHSPCに対する
upfront 治療：
パラダイムシフトを
迎えて
司会：植村天受

三宅秀明

イブニングセミナー 1
尿路上皮癌に対する免疫チェック
ポイント阻害剤の現状と課題
司会：小川 修
演者：西村和郎
共催：MSD株式会社・

大鵬薬品工業株式会社

教育セミナー 4
尿路上皮癌におけるがん免疫
療法の意義 ～複合免疫療法
の可能性を考える～
司会：東 治人
演者：西山博之
共催：アストラゼネカ株式会社

教育セミナー 5
夜間頻尿の診断と治療
―排尿日誌をどう生かすか―
司会：河内明宏
演者：武井実根雄
共催：フェリング・ファーマ株式会社

メディカル・アフェアーズ部

イブニングセミナー 2
3D Image fusion biopsy がも
たらす前立腺癌治療に対する可
能性
司会：武中 篤
演者：宇野裕巳
共催：株式会社アムコ

極意伝承 3
腹腔鏡手術手技の極意
司会：戸澤啓一
演者：川喜田睦司
極意伝承 4
LUTS に対する併用薬物治療
司会：伊藤秀明
演者：吉田正貴

教育セミナー 6
BPH/LUTS 治療の未来を考える
－血管内皮機能の観点から－
司会：吉田正貴
演者：東 幸仁

桑原勝孝
共催：日本新薬株式会社

極意伝承 5
腹腔鏡手術を通じ消化器外科からみた骨盤内解剖
司会：吉野 能
演者：上原圭介
極意伝承 6
ロボット支援腎部分切除術
司会：日下 守
演者：日向信之

シンポジウム 3
女性泌尿器科（ウロギ
ネ）に手を広げてみま
せんか：
腹腔鏡下仙骨膣固定術
（LSC）の新規導入
司会：松田公志

竹山政美

イブニングセミナー 3
過活動膀胱に対する治療の
今とこれから
司会：古家琢也
演者：松川宜久
共催：杏林製薬株式会社

卒後教育プログラム 5
〔医療倫理〕

泌尿器科における医療倫理
の諸問題
演者：児玉 聡
（第 106回日泌総会時実施
プログラムのビデオ）

卒後教育プログラム 7
進行性精巣癌に対する治療
演者：岸田 健

教育セミナー 7
PDDを併用した経尿道的膀胱腫瘍
一塊切除術（Transurethral resection of
bladder tumor in one piece TURBO）
司会：杉村芳樹
演者：太田純一
共催：中外製薬株式会社

卒後教育プログラム 8
副腎皮質腫瘍の診断と治療
演者：市川智彦

イブニングセミナー 4
超高齢社会への対応
－フレイルと LUTS－
司会：浮村 理
演者：吉田正貴
共催：第一三共株式会社・

キッセイ薬品工業株式会社

卒後教育プログラム 6
加 齢 男 性 性 腺 機 能 低 下
（LOH）症候群と男性更年期
障害
演者：福原慎一郎

尿路上皮腫瘍 2
（O-043～O-049）
座長：鞍作克之

小児泌尿器
（O-050～O-056）
座長：水野健太郎

尿路結石 1
（O-057～O-063）
座長：吉川和朗

尿路結石 2
（O-064～O-070）
座長：岡田淳志

前立腺癌 2
（O-071～O-077）
座長：吉村耕治

前立腺癌 3
（O-078～O-084）
座長：仲野正博

前立腺癌 4
（O-085～O-091）
座長：田中一志

前立腺肥大症
（O-092～O-098）
座長：黒松 功

下部尿路機能障害
（O-099～O-105）
座長：窪田泰江

性機能・外傷・排尿
（O-106～O-112）
座長：兼松明弘

手術 2
（O-113～O-119）
座長：杉 素彦

18 : 20～20 : 20 全員懇親会

名古屋国際会議場 4号館 1 F

「白鳥ホール」

ポスター
貼付

ポスター
撤去

ポスター
閲覧

10月 5日（金）

機器
展示

ポスター
発表

15 : 20～17 : 05

2：3 F会議室232+233

ポスター会場 1
�
�
�

P-001～P-007 腎癌 RAPN
P-008～P-014 腎腫瘍・症例
P-015～P-021 腎腫瘍

ポスター会場2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

P-022～P-028 尿路上皮癌 1
P-029～P-035 尿路上皮癌 2
P-036～P-042 前立腺癌・化学療法
P-043～P-049 感染症 1
P-050～P-056 症例
P-057～P-063 泌尿器一般
P-064～P-070 尿路結石・TUL
P-071～P-077 手術 1
P-078～P-084 手術 2
P-085～P-090 前立腺癌・診断

指導医教育コース
認定プログラム

会長賞授賞式①
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招請講演2
人工知能による医用画像処理
司会：小川 修
演者：森 健策

教育セミナー 8
進行性前立腺癌治療の新時代
司会：溝上 敦
演者：大山 力
共催：ヤンセンファーマ株式会社・

アストラゼネカ株式会社

ビデオシンポジウム
ロボット支援根治的前立腺全摘除術：
Challenge case に対する
ロボット手術
司会：白木良一

吉野 能
共催：インテュイティブ

サージカル合同会社

卒後教育プログラム 11
夜間頻尿の診断と治療
演者：小川輝之

小児特別企画
これだけは伝えたい
小児泌尿器科の知と技
司会：林祐太郎

佐々木ひと美

教育セミナー 10
Management of mCRPC
- Where do we stand in 2018?
司会：北村 寛
演者：塩田真己

木村高弘
共催：サノフィ株式会社

教育セミナー 9
最新知見で考える
女性過活動膀胱診療
司会：出口 隆
演者：本田正史
共催：ファイザー株式会社

極意伝承 7
腹腔鏡技術認定合格のために
司会：木下秀文
演者：服部良平
極意伝承 8
プレゼンテーションスキル ～デリバリーテクニック～
司会：田中宣道
演者：井上貴昭

教育セミナー 11
Immuno-Oncology 時代に
おけるmRCCの治療戦略
司会：藤澤正人
演者：木村 剛
共催：小野薬品工業株式会社・ブリストル・

マイヤーズ スクイブ株式会社

オフィスウロロジー企画
オフィスウロロジー
何が出来るのか？
どこまで出来るのか？
司会：増田光伸

成田晴紀

教育セミナー 12
去勢抵抗性前立腺癌 骨転移治療：
Ra-223の位置づけと治療効果判定の展望
司会：山本新吾
演者：加藤真史

加藤克彦
共催：バイエル薬品株式会社

卒後教育プログラム 12
これだけは知っておきたい
洗浄・消毒・滅菌；実践編
演者：石川清仁

前立腺癌 5
（O-127～O-133）
座長：松田陽介

尿路上皮腫瘍 3
（O-120～O-125）
座長：内田潤次

腎不全・透析・移植
（O-134～O-139）
座長：能勢和宏

卒後教育プログラム 9
バスキュラーアクセスの
管理と手術
演者：長沼俊秀

卒後教育プログラム 10
小児の尿路感染症の
診断と治療
司会：林祐太郎
演者：金子一成

ポスター貼付

ポスター撤去

ポスター閲覧

総会

閉会式

日本泌尿器科学会に
おけるNCDの運営

の現状と課題

日本泌尿器科学会
「新専門医制度」に関する

説明会

機器
展示

第1会場 第 2会場 第 3会場 第 4会場 第 5会場 ポスター会場1、2 展示会場
1号館 2号館 3号館 2号館 1 Fロビー

4 F レセプションホール 1 F 展示室 211 2 F 会議室 222+223 2 F 会議室 224 3 F 国際会議室 1：3 F 会議室 231 3 Fロビー

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

ポスター閲覧

10月 6日（土）

シンポジウム4
抗体関連拒絶反応治療に
おける新しい展開
司会：仲谷達也

野島道生

教育講演
泌尿器科にとって、病理
学はいつまで有用な存在
であり続けられるのか？
司会：絹川常郎
演者：都築豊徳

ポスター発表
10 : 40～11 : 40

2：3 F会議室 232+233
ポスター会場1
�
�
P-091～P-096 尿路上皮癌 3
P-097～P-102 下部尿路機能障害

ポスター会場2
�
�
�
�
�
�
�
�
�

P-103～P-108 前立腺癌・放射線治療
P-109～P-114 去勢抵抗性前立腺癌
P-115～P-120 前立腺癌
P 121～P-126 前立腺癌・骨転移
P-127～P-132 精巣腫瘍
P-133～P-138 感染症 2
P-139～P-144 女性・小児・性機能
P-145～P-150 腎移植・腎不全・透析

指導医教育コース
認定プログラム

会長賞授賞式②

新専門医制度対応
泌尿器科領域講習
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A会場 B会場 C会場
2号館 2 F 2号館 3 F 2号館 2 F
会議室 224 会議室 232+233 会議室 222+223

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

卒後教育プログラム13
（ビデオ 1）
泌尿器科感染症の
救急
演者：安田 満

卒後教育プログラム16
（ビデオ 4）
限局性前立腺癌の診断
と治療
演者：木村高弘

卒後教育プログラム19
（ビデオ 7）
進行性精巣癌に対する治療
演者：岸田 健

卒後教育プログラム22
（ビデオ 10）
小児の尿路感染症
の診断と治療
演者：金子一成

卒後教育プログラム14
（ビデオ 2）
間質性膀胱炎の
病態・診断・治療
演者：南里正晴

卒後教育プログラム17
（ビデオ 5）
〔医療倫理〕泌尿器科にお
ける医療倫理の諸問題
演者：児玉 聡
（第106回日泌総会時実施プログラムのビデオ）

卒後教育プログラム20
（ビデオ 8）
副腎皮質腫瘍の診断と治療
演者：市川智彦

卒後教育プログラム23
（ビデオ 11）
夜間頻尿の診断と
治療
演者：小川輝之

卒後教育プログラム15
（ビデオ 3）
前立腺肥大症に対する
エンドウロロジー（手技
と合併症予防）
演者：設楽敏也

卒後教育プログラム18
（ビデオ 6）
加齢男性性腺機能低下
（LOH）症候群と男性
更年期障害
演者：福原慎一郎

卒後教育プログラム21
（ビデオ 9）
バスキュラーアク
セスの管理と手術
演者：長沼俊秀

卒後教育プログラム24
（ビデオ 12）
これだけは知っておきたい
洗浄・消毒・滅菌；
実践編
演者：石川清仁

10月 7日（日）

昼食として「天むす」を
ご用意しております
配布場所：2号館 3 Fロビー
※数に限りがございます

―11―
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交通案内

名古屋国際会議場
〒456-0036

名古屋市熱田区熱田西町 1番 1号
TEL 052-683-7711 FAX 052-683-7777

―12―

12

ＪＣＳ）／０６＿日本泌尿器科学会＿中部総会＿Ａ４版／下版／前付／Ｐ１２＿交通案内／　／下版／

更新 2018.08.30 10.50.21／Page 12
印刷 2018. 9. 4 20:10: 9

12199834_12_NB.pdf.1.pdf

2018-09-04 21:30:14.000



ポスター会場１

ポスター会場2

総合受付　　　 ロビー

ドリンク・スウィーツ
　　　　コーナー
座長受付（ポスター）
　：会議室231/
　　232＋233前

・卒後教育
プログラム受講
チケット発券

ドリンク・スウィーツコーナー
座長受付（口演）：ロビー

会場案内図

1 号館 2号館 3号館 4号館

1F

第 2会場（展示室 211）
クローク（展示室 212）
総合受付（ロビー）
PC受付（会議室 213）
機器展示・ドリンク・

スウィーツコーナー（ロビー）

10/5
会員懇親会（白鳥ホール）

2F

第 3会場（会議室 222＋223）
第 4会場（会議室 224）

A会場（会議室224）※10/7のみ
C会場（会議室222＋223）※10/7のみ
総合受付（ロビー）※10/7 のみ

卒後教育プログラム
受講チケット発券所

3F

ポスター会場 1（会議室 231）
ポスター会場 2（会議室 232＋233）

学会本部（会議室 234）
B会場（会議室232＋233）※10/7のみ

機器展示・ドリンク・
スウィーツコーナー（ロビー）

第 5会場（国際会議室）
第 6会場（会議室 431＋432）
保険委員会（会議室 431）10/4 のみ
運営委員会（会議室 432）10/4 のみ

4F 第 1会場（レセプションホール）

名古屋国際会議場 概観図
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・総合案内
・抄録集販売
・参加受付・招待者受付
・参加単位登録カウンター

開設日時
10月
10月
10月 45

ドリンク・
スウィーツコーナー

会場案内図
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15

卒後教育プログラム
受講チケット発券

ドリンク・
スウィーツコーナー

会場案内図
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会場案内図
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１．学会参加について
１） 以下の学術集会参加費をお支払いの上、参加証をお受け取りください。参加手続きは参加受付にて行いま

す。また、会期中は必ず参加証をお付けください。
参加費 学会員・非会員・・・・・・13,000 円

コメディカル・・・・・・・3,000 円（身分証明書をご提示ください）
初期研修医・学生・・・・・無料 （身分証明書をご提示ください）

受付場所 10 月 4 日（木）～6日（土） 名古屋国際会議場 2号館 1 F ロビー
10 月 7 日（日） 名古屋国際会議場 2号館 2 F ロビー

受付時間 10 月 4 日（木）9：30 ～ 17：50
10 月 5 日（金）7：30 ～ 18：00
10 月 6 日（土）7：30 ～ 16：45
10 月 7 日（日）8：30 ～ 14：15

２） プログラム・抄録集は、必ずご持参ください。会場では一部 2,000 円で販売させていただきますが、数に限
りがあります。

３） 教育セミナーではお弁当をご用意いたします。数に限りがございますので予めご了承ください。整理券の
配布は行いませんので当日、直接会場へお越しください。

２．会員懇親会
日 時：10 月 5 日（金） 18：20 より
会 場：名古屋国際会議場 4号館 1 F 白鳥ホール
参加費：無料

３．抄録
「泌尿器科紀要」掲載用の抄録は、演題申込時に登録いただいたものを使用いたします。変更のある方のみ、
10 月 6 日までにUSB メモリー（機種・ソフト名を明記、合計 400 字以内、テキストファイルもしくはMS Word）
を PC 受付（名古屋国際会議場 2号館 1 F会議室 213）にご提出ください。
※ テキストファイルだけでは、上付きなど特殊な文字が表示できないので、プリントアウトしたものも「泌尿器
科紀要」に送る必要があります。

４．会長賞について
今大会では全一般演題（口演、ポスター）の中から、主として国内で行った独創性に優れた研究を発表した医師、
およびメディカルスタッフ（コメディカル）の演者、20 名程度に会長賞を贈呈いたします。
授賞式は下記の通り開催いたします。皆様、お越しください。

会長賞 授賞式：
日時 会場 対象演題

10 月 5 日（金）18 : 20～20 : 20
名古屋国際会議場

4号館 1 F 白鳥ホール
（全員懇親会にて）

10 月 4 日（木）、5日（金）
発表演題

10 月 6 日（土）12 : 50～13 : 20
第 1 会場

1号館４F レセプションホール
（総会にて）

10 月 6 日（土）発表演題

５．機器展示
会 場：名古屋国際会議場 2号館 1 Fロビー、3 Fロビー

開催時間
10 月 4 日（木）12：00 ～ 17：00
10 月 5 日（金） 9：00 ～ 17：00
10 月 6 日（土） 9：30 ～ 16：00

参加者へのご案内
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６．ドリンクコーナー・スウィーツコーナー（機器展示会場内）
会場：名古屋国際会議場 2号館 1 Fロビー 3 Fロビー
ドリンクと名古屋の銘菓をご用意しております。是非、お立ち寄りください。

７．クローク
日にち 受付時間 受付場所

10 月 4 日（木） 9：30 ～ 18：00
名古屋国際会議場 2号館 1 F 展示室 21110 月 5 日（金） 7：30 ～ 20：30

10 月 6 日（土） 7：30 ～ 18：00
10 月 7 日（日） 8：30 ～ 15：15 名古屋国際会議場 2号館 2 F 会議室 221

８．託児所について
・会期中、会場内に託児所を設置いたします。（無料）（事前登録制）
詳細、お申込みについては、総会ホームページをご確認ください。
（www2.convention.co.jp/68uro-c/index.html）
2018 年 9 月 21 日（木）締切
※定員になり次第、締め切らせていただきますのでお早目にお申込みください。

９．報道関係者の方へ
・学会期間中、取材を希望される方は、当日「総合案内」へお立ち寄りください。
プレス用ネームカードを発行いたします。

・受付の場所および受付時間
日にち 受付時間 受付場所

10 月 4 日（木） 9：30 ～ 17：50
名古屋国際会議場
2号館 1 F ロビー10 月 5 日（金） 7：30 ～ 18：00

10 月 6 日（土） 7：30 ～ 16：00

10．写真撮影・ビデオ録画について
・学会期間中、許可を得ていない発表演題に関する写真撮影・ビデオ録画は一切禁止いたします。

11．公衆無線LAN（Free Wi-Fi）について
・名古屋国際会議場の以下の場所では、無線 LAN によるインターネット接続サービスを用意しております。

2号館 1階ロビー、2号館 2階ロビー、2号館 3階ロビー
無線 LAN SSID：ncc（パスワードは不要）

12．呼び出し
会場内の呼び出しは行いません。参加者用の連絡板を受付付近にご用意いたしますので、呼び出しやご連絡にご
利用ください。

13．携帯電話のご利用
講演会場内での通話はご遠慮ください。会場内では、電源を切るかマナーモードに設定してください。

14．プログラム短縮版の案内
総会ホームページ（www2.convention.co.jp/68uro-c/index.html）に、抄録集を含まない短縮版プログラムを掲載し
ております。事前にプリントアウトしてお持ちいただくなど、ご活用ください。
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一般口演 一般ポスター
名古屋国際会議場
2号館 1 F ロビー

名古屋国際会議場
2号館 3 F 会議室 231/232＋233 前

司会・座長・会長賞審査員の先生方へのお知らせ
１） 指定演題
・ 10 分前までに、ご担当会場の次座長席にお着きください。

２） 一般演題（口演）
・ 担当セッション開始 30 分前までに「座長受付」へお越しください。
・ 一般演題（口演）のお一人の持ち時間は、発表 5分・討論 3分 計 8分です。

３） 一般演題（ポスター）
・ 担当セッション開始の 30 分前までにポスター会場前の「ポスター座長受付」にお越しください。

座長用のリボンと指示棒をお渡しいたします。
・ 一般演題（ポスター）のお一人の持ち時間は、発表 3分・討論 2分 計 5分です。

４） 会長賞審査について
（1）受付方法

審査方法の説明および審査用紙をお渡ししますので、担当セッションの 30 分前までに「座長受付」へお越し
ください。
※口演、ポスターセッションにより受付場所が異なりますのでご注意ください。
【座長受付】

受付後はセッション開始 5分前までに、口演の座長・審査員の方は次座長席へ、ポスター座長・審査員の方は
担当セッションのパネル前へお越しください。

（2）審査方法
ご担当いただくセッションにて、お一人 1枚、審査用紙のご記入をお願いいたします。
口演では、記入後の審査用紙をセッション終了後に会場左手の進行席にご提出くださいますようお願いいたし
ます。
ポスターでは、審査用紙をポスター座長受付にご提出ください。

演者の先生方へのお知らせ
COI（利益相反）開示のお願い
（１）当日のご発表時に利益相反（COI）についての情報開示をお願いいたします（全演題該当）。
（２）該当するCOI 状態について、口演での発表の場合は、発表スライドの最初（または演題・発表者などを紹介

するスライドの次）に、ポスター発表の場合は、ポスターの下端に記載してください。
（３）利益相反（COI）自己申告に関するスライド例は学会ホームページよりダウンロードすることができます。
（４）詳細（臨床研究の利益相反に関する指針）は日本泌尿器科学会に準じます。

日本泌尿器科学会ホームページ「臨床研究の利益相反に関する指針」をご確認ください。

第 68 回日本泌尿器科学会中部総会 会長賞について（一般演題）
本学会では、主として国内で行った独創性に優れた研究を発表した医師、メディカルスタッフ（コメディカル）の演
者に対して、20 題程度、会長賞を授与します（全演題対象）。なお、会長賞の選考は、学会事務局にて行います。
選考結果は大会長に御一任ください。 表彰式は、10 月 4 日（木）、5日（金）に発表される方は 5日（金）の夕刻に行わ
れる会員懇親会で、6日（土）に発表される方は午後の総会の際に行います。

1．学術発表について
１）口演
（１）口演は、PC（パソコン）での発表のみとさせていただきます。

発表時間 5分・討論 3分です。指定演題は、お知らせしている時間です。時間厳守のほど宜しくお願いします。

司会・座長・演者の先生方へご案内
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日時 受付時間 受付場所
10 月 4 日（木） 9：30～17：00

名古屋国際会議場
2号館 1 F 会議室 213

10 月 5 日（金） 7：30～17：00
10 月 6 日（土） 8：30～16：30

（２）原則として、USBメモリーによるメディア持ち込みとさせていただきます。
Macintosh を使用の場合、ご自身の PC をお持ち込みください。
なお、CD-R、MO、FD、ZIP などは受付できません。iPad は使用できません。

（３）発表データのファイル名は、「演題番号・氏名」（例 : 「O-068 名古屋太郎」）としてください。
（４）メディア（USBメモリー）持ち込みでの注意点
・事務局にてご用意しております PC（Windows）には PowerPoint 2010・2013・2016 をインストールしております。
同環境にて正常に作動するデータをご用意ください。 ご自身で、演台にセットされているマウスを使って、発表
スライドの送り戻しの操作を行ってください。

・使用フォントはOSに標準装備されているものでお願いいたします。
文字ずれの原因となりますので特殊なフォントの使用は避け、標準フォントをお使いください。

・動画データは、Windows Media Player 12 初期状態にて再生される動画ファイルを推奨します。
（WMV形式、MP 4 形式を推奨いたします）動画形式によっては PowerPoint 上で再生されないものもございま
すので事前確認をお願いします。

・静止画像は JPEG形式で作成されることをお勧めします。
・画面の解像度は、XGA（1024×768）でお願いします。
（５）PC持ち込みでの注意点
・ご発表に使用されるデータに、動画（Movie）ファイルを添付されている場合は、ご自身の PC 持ち込みをお勧め
します。PC持込みの場合でも、バックアップ用データとしてメディア（CD-R、USBメモリー）をご持参ください。

・PC のAC アダプターを必ずご持参ください。
・会場で使用する PC 外部出力のケーブルコネクタの形状は、D-sub 15 ピンです。
この形状にあった PCをご使用ください。また、この形状に変換するコネクタを必要とする場合は、必ずご自身
でお持ちください。

２）PC受付について
受付場所および受付時間は、下記のとおりです。

・メディア（USBフラッシュメモリ）及びお持ち込みのご自身のパソコンの動作確認は、発表開始 45 分前までに PC
受付にお越しの上、試写を行ってください。

・お持ち込みのパソコンはご自身で試写後、発表開始 30 分前までに、各会場内左手前方の PCオペレーター席（演
台横）までお越しの上、お渡しください。

・お持ち込みのパソコンは、発表終了後に発表会場内の PCオペレーター席（演台横）にて返却をいたします。
お受け取り忘れのないようご注意ください。

・データ受付では、翌日以降の発表データの受付も行います。
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会場 場所
演題番号

10 月 5 日（金） 10 月 6 日（土）

ポスター会場 1
名古屋国際会議場

2号館 3 F 会議室 231 P-001～P-021 P-091～P-102

ポスター会場 2
名古屋国際会議場

2号館 3 F 会議室 232＋233 P-022～P-090 P-103～P-150

貼付 発表 撤去
10 月 5 日（金） 9：00～11：00 15：20～17：05 17：05～18：00
10 月 6 日（土） 8：30～ 9：30 10：40～11：40 14：00～15：00

※上記時間は、ポスター会場 1、2、ともに共通です。
20cm 70cm

20cm 演題
No.

演題名、発表者名、所属
（発表者各自でご用意ください）

210cm160cm

演題番号は事務局にて用意します。

掲示スペース

30cm ※見えづらい為、こちらの箇所には
できるだけ貼らないでください。

90cm

３）一般演題（ポスター）
（1）ポスター会場は 2か所ございます。ご自身の演題番号をご確認の上、お間違いのないようにご注意ください。

（2）ポスターは、各日張り替えとなります。ご自身の発表日の指定時間にポスターの貼付、および撤去をお願い
します。なお、撤去時間を過ぎても貼付けてあるポスターにつきましては、事務局にて廃棄いたします。

（3）ポスター前での発表となります。セッションごとに座
長の進行に従い、発表時間・討論時間を厳守してくだ
さい。

（4）ポスター演者受付はありませんので、当日、ポスター
会場まで直接お越しいただき、セッション開始 10 分
前までにリボンを付けてご自身のパネル前に待機して
ください。リボン、掲示用のピンは、各パネルにご用
意しております。

（5）展示パネルは図のとおりです。各自で演題名、所属、
発表者名および本文がパネルに収まるように作成して
ください。

（6）演題番号（20 cm×20 cm）は事務局にて準備します。
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男女共同参画委員会企画
目の前にせまりくる働き方改革の荒波を乗りこなす ～行列のできる法律相談所・医師編～
日 時 ： 10 月 4 日（木）14：00～15：00
会 場 ： 第 4会場 （名古屋国際会議場 2号館 2 F 会議室 224）

保険教育プログラム
知って得する泌尿器科保険診療の基礎的知識
～平成 30 年度泌尿器科領域診療報酬改定を含めて～（中部編）
日 時 ： 10 月 4 日（木）15：20～16：20
会 場 ： 第 4会場 （名古屋国際会議場 2号館 2 F 会議室 224）

パネルディスカッション
ｍHSPCに対する upfront 治療：パラダイムシフトを迎えて
日 時 ： 10 月 5 日（金）15：20～16：50
会 場 ： 第 1会場 （名古屋国際会議場 1号館 4 F レセプションホール）

シンポジウム 4
抗体関連拒絶反応治療における新しい展開
日 時 ： 10 月 6 日（土）14：20～15：50
会 場 ： 第 5会場 （名古屋国際会議場 3号館 3 F 国際会議室）

シンポジウム 1
尿路結石の治療戦略：温故知新
日 時 ： 10 月 4 日（木）15：10～16：40
会 場 ： 第 1会場 （名古屋国際会議場 1号館 4 F レセプションホール）

教育講演
泌尿器科にとって、病理学はいつまで有用な存在であり続けられるのか？
日 時 ： 10 月 6 日（土）13：20～14：20
会 場 ： 第 1会場 （名古屋国際会議場 1号館 4 F レセプションホール）

指導医教育コース認定プログラム

新専門医制度対応 講習単位認定プログラム
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一般社団法人 日本泌尿器科学会
理事長 藤澤 正人

専門医制度審議会委員長 小川 良雄

●総会終了後に日本泌尿器科学会事務局へご連絡頂いても、単位登録できません。
●卒後教育プログラム・指導医教育コースの受講／講師の記録または筆頭発表を、総会への参加証明
とすることはできません。
●単位登録を行った証明となる日泌事務局受付印が押された参加証は、WEB上で単位登録が確認で
きるまで大切に保管しておいてください。

総会会場「参加単位登録カウンター」での、会員カード
または会期中のみ有効な単位登録用コードの読み取りに
よる登録のみ認定する。参加証貼付での申請は不可。

・会員カードを持参なさらなかった場合は、身分証明証（運転免許証等）による本人確認を行った上で、
会期中のみ有効な登録用コードを発行します。身分証の呈示がない場合は、単位登録はできません。

第 68 回日本泌尿器科学会中部総会（名古屋）参加単位認定方法について

会期中の参加受付時間内に「参加単位登録カウンター（10 月 4 日～6日 総合受付 2
号館 1 F）」で単位登録をなさらない場合、単位は取得できません！会員カードを必
ずご持参ください。

現在、会員カードをお持ちでない方へ
会員カードの作製にはお時間がかかりますので、今からお申し込み頂きましても中部総会には間に
合いませんが、会員カードをお持ちでない場合でも、総会会期中に必ず「参加単位登録カウンター」
にお越しくださいますようお願い申し上げます。
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「指導医教育コース認定プログラム」について

一般社団法人 日本泌尿器科学会
理事長 藤澤 正人

教育委員長 松原 昭郎

「第 68 回中部総会」における指導医教育コース認定プログラム受講手続きにつきまして、下記の通り
お知らせ致します。指導医初回申請および更新申請予定の先生方は、5年間に 1コース以上の受講が
義務づけられております。

記

1．受付場所：各会場入り口前
受講記録が必要な先生方は、受付にて必ず会員カードを呈示し、バーコードチェックを
受けてください。「受講登録控」を発行いたします。この控は後日WEB上で登録が確
認できるまで保管しておいてください。

2．受付時間：各コースとも講演 30 分前から受付を開始し、講演開始 15 分後に締め切ります。締め切
り後、バーコードチェックは行いませんので受講登録はされませんが、入場は自由です。

3．受講料：無料

※受講記録が必要で会員カード・単位登録用コードをお持ちでない先生方には、受付の際「受講記
録票」に必要事項をご記入頂き、受講印を押印致します。ご面倒な手続きになるかと存じますの
で、会員カードをお忘れなくご持参ください。
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一般社団法人日本泌尿器科学会
理事長 藤澤 正人

教育委員長 松原 昭郎

「卒後教育プログラム」受講手続きは下記の通りとなっておりますのでご確認ください。なお、正会員（入会
手続中含む）・名誉会員の申込みが優先されます。

①まず「総会参加受付」をお済ませください。
※参加単位が必要な方は、会期中に「参加単位登録カウンター」での単位登録も必ず行ってください。

②受講申込受付は、名古屋国際会議場 2号館 2階に設置されます。

③ 2月中旬に届いた「JUA academy 年間利用料」振込用紙にて、既に１万円をお振込み済みの場合は、「卒
後教育プログラム受講チケット発券機」に会員カード（または単位登録用QR コード）をかざし、画面の指
示に従って、希望する当日開催分講座の受講チケットを発券してください。
（先着順・人数制限あり）
チケットは入場時に提示、退場時に回収しますので、紛失しないよう十分ご注意ください。

④ JUA academy年間利用料を会期直前にお振込みなさった場合、受講チケット発券機に会員カードをかざ
すと「年間利用料のお支払いが確認できません」と表示されるケースがあります。その場合は、払込受領
証（コピー可）を、チケット発券機付近の「管理デスク」担当者にご提示ください。上記③のチケット発券
機がご利用できるよう、入金確認処理を行います。
※「管理デスク」で受領証をご提示頂けない場合は、入金の確認が取れないため、１万円を現金でお支払
い頂きます。後日、重複入金を確認した場合は、翌年分に充当させて頂きます。

⑤ JUA academy年間利用料１万円をお支払い頂けない場合、受講チケット発券機はご利用頂けませんの
で、「管理デスク」にてその都度お申し込みください。受講料は１講座 5,000 円を現金払いとなります。な
お、JUA academy年間利用料には研修単位管理料も含まれておりますので、毎年のお支払いがない場合は
Web上の単位業績システムにアクセス出来なくなり、専門医申請に関する手続きが煩雑となります旨、予
めご了承ください。

★チケットは入場時に提示、退場時に回収となりますので、紛失しないようご注意ください。退場時にチ
ケットが回収されなかった場合、単位は取得できません。

★別紙のチャートもあわせてご覧ください。

第 68 回日本泌尿器科学会中部総会（名古屋）における
「卒後教育プログラム」受講手続きについて重要
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◆～総会・地区総会会場における卒後教育プログラム受講の流れ～◆

Yes 

総会・地区総会の参加受付を行う ≪必要に応じて単位登録も行う≫ 

会員カード
持参 

当日実施されるコースが
PCの画面に表示される

後日、Web上で単位付与確認 

「年間利用料未払い」
と表示される

No 

退場時、係員がチケットを回収
 

卒後教育プログラム受講チケット発券機に、会員カード
（または登録用 QRコード）をかざす。

受講会場入り口にて、係員にチケットを提示して入場

管理デスクにて JUA academy年間利
用料の入金確認
◆払込受領証の提示
または
◆その場で現金支払い

受講希望コースを選択し、チケット発券
※先着順・人数制限あり

参加単位登録デスクで身分証
を提示し、登録用QRコードの
発行を受ける

※テキストはございません。受講者用ハンドアウトが会員専用ページ内「JUA 
academy」にて9月下旬頃から PDFダウンロード出来ますので、事前にご自
身でご準備下さい。　但し、JUA academy年間利用料（研修単位管理料含む）
1万円の入金が確認されるまではアクセス出来ませんので、ご了承下さい。

―26―

26

６＿日本泌尿器科学会＿中部総会＿Ａ４版／下版／前付／Ｐ２６＿プログラム受講の流れ／　／下版／

更新 2018.08.30 11.24.15／Page 26
印刷 2018. 9. 4 20:12:18

12199834_26_NM.pdf.1.pdf

2018-09-04 21:31:18.000



下記のプログラムについて、日本専門医機構による専門医制度における泌尿器科領域講習単位認定
プログラムとして実施することになりましたので、受講手続きについてご確認いただきますようお願
い申し上げます。
なお、本プログラムは機構専門医更新のための「領域講習」のひとつとして実施するもので、本プ
ログラムの受講が必須となるものではありません。

●どなたでも受講いただけます。

●単位認定のための手続きについて
①単位取得が必要な先生方は、受講会場前の受付で会員カード（または会期中のみ有効な単位登録用
コード）のQRコードの読み取りにてチケットをお受け取りください。
②質疑応答なども含むプログラム終了時（またはプログラム終了予定時刻）にご退出いただきチケッ
トを回収いたします。
③回収されたチケットのデータにより各プログラム１単位を付与いたします。
注１）受付時間は各プログラムの前のプログラム終了時よりプログラム開始 20 分後までですが、

入場者の数の関係で、受付ができない場合もありますのでご了承ください。前のプログラ
ムがない場合や延長されている場合は、プログラム開始 10 分前を目処に受付開始いたしま
す。

注２）チケットの回収はご退出時のみとさせていただきますので、同会場における次のプログラ
ムに参加される場合でも必ず一旦ご退室いただき、チケットを係員にお渡しください。

注３）途中退場された場合は、単位となりません。

●機構専門医のための講習単位付与が不要な先生方は入退場自由です。

●当プログラムの受講は、学会専門医のための単位とはなりませんのでご注意ください。

●ご入場者数が会場定員をオーバーする場合は、単位取得のための受講受付を中止する場合もござい
ますのでご了承ください。

シンポジウム 1
尿路結石の治療戦略：温故知新
日 時 ： 10 月 4 日（木）15：10～16：40
会 場 ： 第 1会場 （名古屋国際会議場 1号館 4 F レセプションホール）

教育講演
泌尿器科にとって、病理学はいつまで有用な存在であり続けられるのか？
日 時 ： 10 月 6 日（土）13：20～14：20
会 場 ： 第 1会場 （名古屋国際会議場 1号館 4 F レセプションホール）

第 68回日本泌尿器科学会中部総会（名古屋）における
新専門医制度対応 講習単位認定プログラムについて

―27―
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◇主要プログラム◇
招請講演 1
10月 5日（金）14：20～15：10（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 大島 伸一

世界を照らす LED

名古屋大学 未来材料・システム研究所未来エレクトロニクス集積研究センター 天野 浩

招請講演 2
10月 6日（土）10：40～11：30（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：京都大学医学研究科 泌尿器科学 小川 修

人工知能による医用画像処理

名古屋大学大学院情報学研究科／名古屋大学情報基盤センター 森 健策

特別講演
10月 5日（金）13：20～14：10（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：神戸大学大学院医学研究科外科系講座 腎泌尿器科学分野 藤澤 正人

がん免疫応答のがん治療への応用 ―現状と今後の展開―

名古屋大学大学院医学系研究科 微生物・免疫学講座分子細胞免疫学／

国立がん研究センター研究所 腫瘍免疫研究分野 / 先端医療開発センター 免疫 TR分野 西川 博嘉

教育講演 ★新専門医制度対応泌尿器科領域講習
10月 6日（土）13：20～14：20（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 絹川 常郎

泌尿器科にとって、病理学はいつまで有用な存在であり続けられるのか？

愛知医科大学病院 病理診断科 都築 豊徳

会長講演
10月 4日（木）14：10～15：00（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：三重大学大学院医学系研究科 腎泌尿器外科学 杉村 芳樹

極意の伝承：Translational Research実現への道（シーズから臨床応用へ）

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 後藤 百万
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シンポジウム 1 ★新専門医制度対応泌尿器科領域講習
10月 4日（木）15：10～16：40（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

尿路結石の治療戦略：温故知新

司会：金沢医科大学 泌尿器科学 宮澤 克人

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 安井 孝周

ESWLを再考する

金沢医科大学 泌尿器科学 森田 展代

TUL：手術術式を再考する ～術前管理から手術、術後フォローまで～

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 石田 昇平

腎盂腎杯穿刺のコツとルーティーンワーク

関西医科大学 腎泌尿器外科学講座 井上 貴昭

合併症を減らすためのマネジメント

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 濵本 周造

小児の尿路結石治療で考慮すべきこと

地域医療機能推進機構中京病院 泌尿器科 木村 亨

シンポジウム 2
10月 4日（木）15：10～16：40（第２会場 2号館 1 F 展示室 211）

慢性骨盤痛症候群の現在・未来

司会：医療法人朋友会泌尿器科上田クリニック 上田 朋宏

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 舟橋 康人

変貌する慢性骨盤痛症候群：overview

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 泌尿器外科 西井 久枝

膀胱水圧拡張術の現状と問題点

医療法人南里泌尿器科医院 南里 正晴

膀胱内注入療法

浜松医科大学 泌尿器科学講座 大塚 篤史

高気圧酸素（HBO）療法は効果がある ～臨床・基礎の両面から～

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 南 彰紀

新規治療開発のシーズ

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 髙井 峻

総括 慢性骨盤痛症候群の未来

医療法人朋友会泌尿器科上田クリニック 上田 朋宏

32
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シンポジウム 3
10月 5日（金）15：20～16：50（第 4会場 2号館 2 F 会議室 224）

女性泌尿器科（ウロギネ）に手を広げてみませんか：腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の新規導入

司会：関西医科大学 腎泌尿器外科学講座 松田 公志

第一東和会病院 女性泌尿器科・ウロギネコロジーセンター 竹山 政美

腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の新規導入、効率よく行うには

岐阜赤十字病院 泌尿器科・ウロギネセンター 三輪 好生

当院における LSCの新規導入のポイント

社会福祉法人大阪暁明館病院 腎・泌尿器科センター 松下 千枝

１人 LSCの手術手技と成績

名鉄病院 泌尿器科 成島 雅博

シンポジウム 4 ★指導医教育コース認定プログラム
10月 6日（土）14：20～15：50（第 5会場 3号館 3 F 国際会議室）

抗体関連拒絶反応治療における新しい展開

司会：大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 仲谷 達也

兵庫医科大学 泌尿器科学講座 野島 道生

名古屋第二赤十字病院における抗体関連型拒絶反応の予防と治療の実際

名古屋第二赤十字病院腎臓病総合医療センター 移植外科 渡井 至彦

末梢血単核球を用いた腎移植後抗体関連型拒絶反応に対する早期診断法の確立

大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学講座（泌尿器科学） 今村 亮一

抗ドナー抗体陽性の腎移植レシピエントに対する脱感作療法における低用量ガンマグロブリン療法（IVIG）療法の有用性の検討

兵庫医科大学 泌尿器科・腎移植センター 山田 祐介

当院における腎移植後抗体関連拒絶に対する取り組み

地域医療機能推進機構中京病院 泌尿器科 小松 智徳
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パネルディスカッション ★指導医教育コース認定プログラム
10月 5日（金）15：20～16：50（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

ｍHSPCに対する upfront治療：パラダイムシフトを迎えて

司会：近畿大学医学部 泌尿器科学教室 植村 天受

浜松医科大学 泌尿器科学講座 三宅 秀明

Keynote lecture「エビデンスレビュー」

近畿大学医学部 泌尿器科学教室 植村 天受

診断時有転移前立腺癌（mHSPC）に対する治療方針～パラダイムシフトは日本人でも迎えられるか？

金沢大学大学院医学系研究科 集学的治療分野（泌尿器科） 泉 浩二

転移性ホルモン感受性前立腺癌（mHSPC）に対する治療戦略

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 加藤 真史

ホルモン感受性オリゴメタ前立腺がんに対する治療戦略

京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座 井上 貴博

日本人に対するmHSPC治療はまだ時期尚早ではないか？

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 井口 太郎

ディベートディスカッション
10月 5日（金）10：10～12：10（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

I-O drug時代を迎えた泌尿器科癌の薬物治療

司会：愛知医科大学 泌尿器科学講座 住友 誠

富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座 北村 寛

1部 腎癌「セカンドラインとしてのアキシニブ vsニボルマブ」

Keynote lecture 進行性腎細胞癌に対するセカンドライン治療の現状

愛知医科大学 泌尿器科学講座 住友 誠

転移性腎癌に対する 2nd lineの治療選択 ～アキシチニブを推奨する立場から～

神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 原田 健一

ニボルマブを推奨

三重大学大学院医学系研究科 腎泌尿器外科学分野 神田 英輝

2部 膀胱癌「化学療法 vs免疫チェックポイント阻害薬」

Keynote lecture 進行膀胱がんの薬物療法：海外ガイドラインと国内の現状

富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座 北村 寛

I-O時代でも化学療法を推奨する

大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室 稲元 輝生

進行膀胱癌に対する免疫チェックポイント阻害薬による治療

金沢大学大学院医学系研究科 集学的治療学（泌尿器科学） 角野 佳史
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ビデオシンポジウム
10月 6日（土）14：20～16：00（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

ロボット支援根治的前立腺全摘除術：Challenge caseに対するロボット手術

司会：藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科学講座 白木 良一

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 泌尿器科 吉野 能

巨大前立腺 / TUR-P後の手術

滋賀医科大学 泌尿器科学講座 成田 充弘

High risk 前立腺癌の手術

近畿大学医学部 泌尿器科学教室 野澤 昌弘

リンパ節郭清の意義：extended vs limited

和歌山県立医科大学 泌尿器科学 柑本 康夫

小線源療法後の salvage robot-assisted radical prostatectomy

藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科学講座 深見 直彦

共催：インテュイティブサージカル合同会社

極意伝承 1
10月 4日（木）15：20～15：50（第３会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

司会：あいち小児保健医療総合センター 泌尿器科 吉野 薫

小児泌尿器科手術

名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 林 祐太郎

極意伝承 2
10月 4日（木）15：50～16：20（第３会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

司会：三重大学大学院医学系研究科 腎泌尿器外科学 有馬 公伸

前部尿道狭窄症に対する尿道形成術

防衛医科大学校 泌尿器科学講座 堀口 明男

極意伝承 3
10月 5日（金）11：10～11：40（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：名古屋市立大学大学院医学研究科 医療安全管理学分野 戸澤 啓一

腹腔鏡手術手技の極意

神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科 川喜田睦司

極意伝承 4
10月 5日（金）11：40～12：10（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：福井大学医学部器官制御医学講座 泌尿器科学 伊藤 秀明

LUTSに対する併用薬物治療

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 泌尿器外科 吉田 正貴
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極意伝承 5
10月 5日（金）13：20～13：50（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 泌尿器科 吉野 能

腹腔鏡手術を通じ消化器外科からみた骨盤内解剖

名古屋大学大学院医学系研究科 腫瘍外科 上原 圭介

極意伝承 6
10月 5日（金）13：50～14：20（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科学講座 日下 守

ロボット支援腎部分切除術

神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 日向 信之

極意伝承 7
10月 6日（土）10：40～11：10（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：関西医科大学 腎泌尿器外科学講座 木下 秀文

腹腔鏡技術認定合格のために

名古屋第一赤十字病院 泌尿器科 服部 良平

極意伝承 8
10月 6日（土）11：10～11：40（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：奈良県立医科大学 泌尿器科学講座 田中 宣道

プレゼンテーションスキル ～デリバリーテクニック～

関西医科大学 腎泌尿器外科学講座 井上 貴昭

オフィスウロロジー企画
10月 6日（土）14：30～15：30（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

オフィスウロロジー 何が出来るのか？どこまで出来るのか？

司会：増田泌尿器科 増田 光伸

成田クリニック 成田 晴紀

内科・泌尿器科での開業

加南クリニック 野尻 佳克

医院建て替えの戦略

田代ひ尿器科 山内 智之

泌尿器科クリニックにおける日帰り手術の実際～ハイリスク・ハイリターン？～

まるやま泌尿器科クリニック 丸山 高広
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小児特別企画
10月 6日（土）14：40～15：50（第 2会場 2号館 1 F 展示室 211）

これだけは伝えたい小児泌尿器科の知と技

司会：名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 林 祐太郎

藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科学講座 佐々木ひと美

“知”の伝承

先天性水腎症；診療手引きのキーポイント

兵庫県立こども病院 泌尿器科 杉多 良文

小児 VUR；診療手引きのキーポイント

京都府立医科大学大学院医学研究科 泌尿器外科学 内藤 泰行

停留精巣；診療ガイドラインのキーポイント

名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 西尾 英紀

夜尿症診療ガイドラインのキーポイント

滋賀医科大学 泌尿器科学講座 上仁 数義

“技”の伝承

小児腎結石：ESWLのワンポイントレッスン

地域医療機能推進機構中京病院 泌尿器科 辻 克和

精索静脈瘤手術のワンポイントレッスン

名古屋市立西部医療センター 泌尿器科 梅本 幸裕

小児腹腔鏡手術に対するワンポイントレッスン

大阪市立総合医療センター 小児泌尿器科 石井 啓一

尿道下裂手術のワンポイントレッスン

あいち小児保健医療総合センター 泌尿器科 吉野 薫

男女共同参画委員会企画 ★指導医教育コース認定プログラム
10月 4日（木）14：00～15：00（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

目の前にせまりくる働き方改革の荒波を乗りこなす～行列のできる法律相談所・医師編～

司会：奈良県立医科大学 泌尿器科学講座 藤本 清秀

NTT東日本札幌病院 泌尿器科 西田 幸代

2017年版泌尿器科医アンケートから見えた泌尿器科医師の現状

日本泌尿器科学会男女共同参画委員会／大阪暁明館病院 泌尿器科 松下 千枝

名古屋大学における男女共同参画と働き方の工夫

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 舟橋 康人

医師の労働環境と法律 労働者として～ 管理者として～

弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所 池野由香里
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保険教育プログラム ★指導医教育コース認定プログラム
10月 4日（木）15：20～16：20（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：小林クリニック 小林 峰生

知って得する泌尿器科保険診療の基礎的知識～平成 30年度泌尿器科領域診療報酬改定を含めて～（中部編）

日本泌尿器科学会中部保険委員会／済生会京都府病院 泌尿器科前立腺センター 北村 浩二
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卒後教育プログラム
卒後教育プログラム 1
10月 4日（木）10：30～11：30（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

泌尿器科感染症の救急

岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター 安田 満

卒後教育プログラム 2
10月 4日（木）10：30～11：30（第５会場 3号館 3 F 国際会議室）

間質性膀胱炎の病態・診断・治療

医療法人南里泌尿器科医院 南里 正晴

卒後教育プログラム 3
10月 4日（木）14：00～15：00（第５会場 3号館 3 F 国際会議室）

前立腺肥大症に対するエンドウロロジー（手技と合併症予防）

渕野辺総合病院 泌尿器科 設楽 敏也

卒後教育プログラム 4
10月 4日（木）15：20～16：20（第５会場 3号館 3 F 国際会議室）

限局性前立腺癌の診断と治療

東京慈恵会医科大学 泌尿器科 木村 高弘

卒後教育プログラム 5
10月 5日（金）7：50～8：50（第５会場 3号館 3 F 国際会議室）

〔医療倫理〕第 106回日泌総会時実施プログラムのビデオ

泌尿器科における医療倫理の諸問題

京都大学大学院文学研究科 倫理学専修 児玉 聡

卒後教育プログラム 6
10月 5日（金）7：50～8：50（第６会場 4号館 3 F 会議室 431＋432）

加齢男性性腺機能低下（LOH）症候群と男性更年期障害

大阪大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 福原慎一郎

卒後教育プログラム 7
10月 5日（金）11：10～12：10（第５会場 3号館 3 F 国際会議室）

進行性精巣癌に対する治療

神奈川県立がんセンター 泌尿器科 岸田 健

卒後教育プログラム 8
10月 5日（金）15：50～16：50（第５会場 3号館 3 F 国際会議室）

副腎皮質腫瘍の診断と治療

千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 市川 智彦
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卒後教育プログラム 9
10月 6日（土）9：30～10：30（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

バスキュラーアクセスの管理と手術

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 長沼 俊秀

卒後教育プログラム 10
10月 6日（土）9：30～10：30（第５会場 3号館 3 F 国際会議室）

司会：名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 林 祐太郎

小児の尿路感染症の診断と治療

関西医科大学 小児科学講座 金子 一成

卒後教育プログラム 11
10月 6日（土）16：30～17：30（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

夜間頻尿の診断と治療

信州大学医学部 泌尿器科 小川 輝之

卒後教育プログラム 12
10月 6日（土）16：30～17：30（第５会場 3号館 3 F 国際会議室）

これだけは知っておきたい洗浄・消毒・滅菌；実践編

藤田保健衛生大学病院 医療の質・安全対策部／医学部腎泌尿器外科学講座 石川 清仁

卒後教育プログラム 13 （ビデオ 1）
10月 7日（日）9：20～10：20（A会場 2号館 2 F 会議室 224）

泌尿器科感染症の救急

岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター 安田 満

卒後教育プログラム 14 （ビデオ 2）
10月 7日（日）9：20～10：20（B会場 2号館 3 F 会議室 232+233）

間質性膀胱炎の病態・診断・治療

医療法人南里泌尿器科医院 南里 正晴

卒後教育プログラム 15 （ビデオ 3）
10月 7日（日）9：20～10：20（C会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

前立腺肥大症に対するエンドウロロジー（手技と合併症予防）

渕野辺総合病院 泌尿器科 設楽 敏也

卒後教育プログラム 16 （ビデオ 4）
10月 7日（日）10：40～11：40（A会場 2号館 2 F 会議室 224）

限局性前立腺癌の診断と治療

東京慈恵会医科大学 泌尿器科 木村 高弘

40

―40―

学会＿中部総会＿Ａ４版／下版／プログラム（主要）／Ｐ３１－４６＿プログラム＿主要／　／下版／

更新 2018.09.03 14.13.51／Page 40
印刷 2018. 9. 4 20:15:44

12199834_40_NM.pdf.1.pdf

2018-09-04 21:31:37.000



卒後教育プログラム 17 （ビデオ 5）
10月 7日（日）10：40～11：40（B会場 2号館 3 F 会議室 232+233）

〔医療倫理〕第 106回日泌総会時実施プログラムのビデオ

泌尿器科における医療倫理の諸問題

京都大学大学院文学研究科 倫理学専修 児玉 聡

卒後教育プログラム 18 （ビデオ 6）
10月 7日（日）10：40～11：40（C会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

加齢男性性腺機能低下（LOH）症候群と男性更年期障害

大阪大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 福原慎一郎

卒後教育プログラム 19 （ビデオ 7）
10月 7日（日）12：40～13：40（A会場 2号館 2 F 会議室 224）

進行性精巣癌に対する治療

神奈川県立がんセンター 泌尿器科 岸田 健

卒後教育プログラム 20 （ビデオ 8）
10月 7日（日）12：40～13：40（B会場 2号館 3 F 会議室 232+233）

副腎皮質腫瘍の診断と治療

千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 市川 智彦

卒後教育プログラム 21 （ビデオ 9）
10月 7日（日）12：40～13：40（C会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

バスキュラーアクセスの管理と手術

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 長沼 俊秀

卒後教育プログラム 22 （ビデオ 10）
10月 7日（日）14：00～15：00（A会場 2号館 2 F 会議室 224）

小児の尿路感染症の診断と治療

関西医科大学 小児科学講座 金子 一成

卒後教育プログラム 23 （ビデオ 11）
10月 7日（日）14：00～15：00（B会場 2号館 3 F 会議室 232+233）

夜間頻尿の診断と治療

信州大学医学部 泌尿器科 小川 輝之

卒後教育プログラム 24 （ビデオ 12）
10月 7日（日）14：00～15：00（C会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

これだけは知っておきたい洗浄・消毒・滅菌；実践編

藤田保健衛生大学病院 医療の質・安全対策部／医学部腎泌尿器外科学講座 石川 清仁
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◇教育（ランチョン）セミナー・サテライトセミナー・イブニングセミナー◇
＜10月 4日（木）＞

教育セミナー 1
10月 4日（木）11：50～12：40（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学 泌尿器科 野々村祝夫

最新 PSA検診ガイドラインから臨床医と疫学者の相違点を再考する

医療法人社団美心会 黒沢病院 伊藤 一人

共催：武田薬品工業株式会社

教育セミナー 2
10月 4日（木）11：50～12：40（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：和歌山県立医科大学 泌尿器科 原 勲

ライフステージ、リスクに応じた膀胱癌治療の最適化

原三信病院 泌尿器科 横溝 晃

共催：日本化薬株式会社

サテライトセミナー 1
10月 4日（木）17：00～17：50（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

LUTS/BPHの薬物療法

司会：名古屋第一赤十字病院 女性泌尿器科 加藤久美子

男性下部尿路症状・前立腺肥大症治療の新時代

国立長寿医療研究センター 泌尿器外科 西井 久枝

改めて考えてみるデュタステリドの LUTS/BPHに対する有用性

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 松川 宜久

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

サテライトセミナー 2
10月 4日（木）17：00～17：50（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

腎がん診療におけるこれまでとこれから

司会：大阪国際がんセンター 泌尿器科 西村 和郎

腎細胞癌一次治療～TKIの治療効果を発揮するための副作用マネージメント～

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 佐々 直人

I-O drug導入後の腎癌薬物療法の展望

浜松医科大学 泌尿器科学講座 三宅 秀明

共催：ノバルティスファーマ株式会社
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＜10月 5日（金）＞

教育セミナー 3
10月 5日（金）12：20～13：10（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：福井大学医学部器官制御医学講座 泌尿器科学 横山 修

どう使う？β3作動薬と抗コリン薬

旭川医科大学 腎泌尿器外科学講座 柿崎 秀宏

共催：アステラス製薬株式会社

教育セミナー 4
10月 5日（金）12：20～13：10（第 2会場 2号館 1 F 展示室 211）

司会：大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室 東 治人

尿路上皮癌におけるがん免疫療法の意義 ～複合免疫療法の可能性を考える～

筑波大学医学医療系 腎泌尿器外科学 西山 博之

共催：アストラゼネカ株式会社

教育セミナー 5
10月 5日（金）12：20～13：10（第３会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

司会：滋賀医科大学 泌尿器科講座 河内 明宏

夜間頻尿の診断と治療―排尿日誌をどう生かすか―

原三信病院 泌尿器科 武井実根雄

共催：フェリング・ファーマ株式会社 メディカル・アフェアーズ部

教育セミナー 6
10月 5日（金）12：20～13：10（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

BPH/LUTS治療の未来を考える－血管内皮機能の観点から－

司会：国立長寿医療研究センター 泌尿器外科 吉田 正貴

BPH/LUTSと血管内皮機能障害

広島大学原爆放射線医科学研究所 ゲノム障害医学研究センター／広島大学病院 未来医療センター 東 幸仁

血管から見た BPH/LUTSの病態～タダラフィルの役割について～

長久保病院 桑原 勝孝

共催：日本新薬株式会社

教育セミナー 7
10月 5日（金）12：20～13：10（第 5会場 3号館 3 F 国際会議室）

司会：三重大学大学院医学系研究科 腎泌尿器外科学 杉村 芳樹

PDDを併用した経尿道的膀胱腫瘍一塊切除術（Transurethral resection of bladder tumor in one piece TURBO）

横浜市立市民病院 泌尿器科 太田 純一

共催：中外製薬株式会社
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イブニングセミナー 1
10月 5日（金）17：15～18：05（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学分野 小川 修

尿路上皮癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の現状と課題

大阪国際がんセンター 泌尿器科 西村 和郎

共催：MSD株式会社・大鵬薬品工業株式会社

イブニングセミナー 2
10月 5日（金）17：15～18：05（第３会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

司会：鳥取大学医学部器官制御外科学講座 腎泌尿器学分野 武中 篤

3D Image fusion biopsyがもたらす前立腺癌治療に対する可能性

JA岐阜厚生連中濃厚生病院泌尿器科 泌尿器内視鏡部 宇野 裕巳

共催：株式会社アムコ

イブニングセミナー 3
10月 5日（金）17：15～18：05（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：岐阜大学大学院医学系研究科 病態制御学講座泌尿器科学分野 古家 琢也

過活動膀胱に対する治療の今とこれから

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 松川 宜久

共催：杏林製薬株式会社

イブニングセミナー 4
10月 5日（金）17：15～18：05（第 5会場 3号館 3 F 国際会議室）

司会：京都府立医科大学大学院医学研究科 泌尿器外科学 浮村 理

超高齢社会への対応 －フレイルと LUTS－

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター手術・集中治療部 泌尿器外科部 吉田 正貴

共催：第一三共株式会社・キッセイ薬品工業株式会社
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＜10月 6日（土）＞

教育セミナー 8
10月 6日（土）11：50～12：40（第１会場 1号館 4 F レセプションホール）

司会：金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学 溝上 敦

進行性前立腺癌治療の新時代

弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座 大山 力

共催：ヤンセンファーマ株式会社・アストラゼネカ株式会社

教育セミナー 9
10月 6日（土）11：50～12：40（第 2会場 2号館 1 F 展示室 211）

司会：社会医療法人厚生会 木沢記念病院 出口 隆

最新知見で考える女性過活動膀胱診療

鳥取大学医学部 腎泌尿器学分野 本田 正史

共催：ファイザー株式会社

教育セミナー 10
10月 6日（土）11：50～12：40（第３会場 2号館 2 F 会議室 222+223）

Management of mCRPC - Where do we stand in 2018?

司会：富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座 北村 寛

改めて考える CRPC治療の最適化～AR driven processを通して～

九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 塩田 真己

CRPC治療新時代における化学療法の位置づけ

東京慈恵会医科大学附属病院 泌尿器科 木村 高弘

共催：サノフィ株式会社

教育セミナー 11
10月 6日（土）11：50～12：40（第４会場 2号館 2 F 会議室 224）

司会：神戸大学大学院医学研究科外科系講座 腎泌尿器科学分野 藤澤 正人

Immuno-Oncology時代におけるmRCCの治療戦略

日本医科大学 泌尿器科 木村 剛

共催：小野薬品工業株式会社・ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

教育セミナー 12
10月 6日（土）11：50～12：40（第 5会場 3号館 3 F 国際会議室）

去勢抵抗性前立腺癌 骨転移治療：Ra-223の位置づけと治療効果判定の展望

司会：兵庫医科大学 泌尿器科・腎移植センター 山本 新吾

去勢抵抗性前立腺癌 骨転移治療における Ra-223の位置づけ

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 加藤 真史

去勢抵抗性前立腺癌 骨転移に対する Ra-223治療効果判定の展望

名古屋大学大学院医学系研究科 医療技術学専攻医用量子科学講座 加藤 克彦

共催：バイエル薬品株式会社
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一般演題（口演）
＜10月 4日（木）：プログラム＞
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第 1会場 （1号館 4 F レセプションホール）

12：50～13：50 腎癌
座長：山﨑 俊成（京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学）

10124 O-001 転移を有する進行性腎癌に対するニボルマブの初期治療経験：多施設後ろ向き観察研究

富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座 ○西山 直隆 菱川裕一朗 安川 瞳
池端 良紀 飯田 裕朗 伊藤 崇敏
渡部 明彦 藤内 靖喜 北村 寛

高岡市民病院 泌尿器科 菊島 卓也 林 典宏
市立砺波総合病院 泌尿器科 一松 啓介 江川 雅之

10148 O-002 転移性腎細胞癌に対する Nivolumabの治療成績

大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室 ○加納 陽祐 伊夫貴直和 小林 大介
堤 岳之 児島 彬 林 和賢
大北 恭平 小村 和正 上原 博史
能見 勇人 稲元 輝生 東 治人

城山病院 小山 耕平

10023 O-003 進行腎細胞癌に対する分子標的薬による PRESURGICAL療法長期成績の検討

近畿大学医学部 泌尿器科 ○大関 孝之 浜口 守 國重 玲紋
豊田 信吾 橋本 士 西本 光寿
清水 信貴 森 康範 南 高文
野澤 昌弘 能勢 和宏 吉村 一宏
植村 天受

10085 O-004 スニチニブ、アキシチニブによる逐次療法の治療成績

大阪市立大学医学部 泌尿器科 ○濱田 晃佑 玉田 聡 加藤 実
山崎 健史 井口 太郎 仲谷 達也

10084 O-005 MSKCCリスク分類 Intermediate群の heterogeneityについて

大阪市立大学医学部 泌尿器科 ○玉田 聡 加藤 実 山崎 健史
井口 太郎 仲谷 達也

10230 O-006 腎細胞癌の腫瘍悪性度は癌組織内 T細胞の機能低下と有意な相関を示す

大阪大学医学部 泌尿器科 ○河嶋 厚成 中野 剛祐 林 裕次郎
石津谷 祐 王 聡 山本 致之
加藤 大悟 氏家 剛 永原 啓
藤田 和利 植村 元秀 野々村祝夫

大阪大学医学部 泌尿器腫瘍標的治療学 植村 元秀
大阪大学医学部 臨床腫瘍免疫学 和田 尚

10069 O-007 紡錘細胞型腎癌の 2例

静岡赤十字病院 泌尿器科 ○早川 将平 柳岡 正範
古庄さとう泌尿器科クリニック 佐藤 元

10月4日（木）
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第 2会場 （2号館 1 F 展示室 211）

12：50～13：50 感染症
座長：石川 清仁（藤田医科大学医学部 腎泌尿器外科学講座）

10003 O-008 健常人男性において ESBL産生菌は直腸内で長期間保有されている

恵寿総合病院 泌尿器科 ○川村 研二

10115 O-009 当院における主要腸内細菌の抗菌薬感受性について

独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター ○大岡 均至

10139 O-010 経直腸的前立腺生検におけるポビドンヨード直腸洗浄併用イセパマイシン単回投与の有用性に関す

る検討

金沢医科大学 泌尿器科 ○中澤 佑介 國井建司郎 牛本千春子
井上 慎也 森田 展代 菅 幸大
近沢 逸平 田中 達朗 宮澤 克人

10080 O-011 当院における糖尿病合併結石性腎盂腎炎の検討

半田市立半田病院 泌尿器科 ○田中 順子 田村 正隆 浅井健太郎
古川 亨

10209 O-012 急性腎盂腎炎の菌血症症例における、抗菌薬選択についての検討

兵庫県立尼崎総合医療センター ○安福 富彦 中山慎太郎 佐野 貴紀
今井 聡士 村蒔 基次 山田 裕二

10257 O-013 前立腺全摘除術後にイレウスから敗血症を併発し重篤化した 1例

滋賀医科大学 泌尿器科 ○富田 圭司 小林 憲市 村井 亮介
水流 輝彦 吉田 哲也 影山 進
上仁 数義 成田 充弘 河内 明宏

草津総合病院 佐藤 亘
長浜赤十字病院 田口 俊亮

10114 O-014 Nocardia cyriacigeorgicaによる腎膿瘍の 1例

独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 泌尿器科 ○石川 智啓 鶴田 勝久 伊藤 康雄
湯口 友梨 佐野 優太 小松 智徳
木村 亨 辻 克和 絹川 常郎

10月4日（木）
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第 3会場 （2号館 2 F 会議室 222+223）

12：50～14：00 尿路上皮腫瘍 1
座長：中村小源太（愛知医科大学医学部 泌尿器科学講座）

10005 O-015 適切な治療の提供を目的とした上部尿路上皮癌を有する患者の生物学年齢の予測

大阪医科大学泌尿生殖発達医学講座 泌尿器科 ○稲元 輝生 伊夫貴直和 小村 和正
東 治人

山口大学大学院医学系研究科 泌尿器科学講座 松山 豪泰 坂野 滋 長尾 一公
奈良県立医科大学大学院医学研究科 泌尿器科学教室 藤本 清秀 三宅 牧人

島根大学医学部 泌尿器科学教室 椎名 浩昭 安本 博晃

10049 O-016 尿沈渣にて診断した肉眼的血尿を伴わない尿路上皮癌 8症例の検討

泌尿器科くろだクリニック ○黒田 秀也

10066 O-017 当院における腹腔鏡下膀胱全摘術の臨床的検討

名鉄病院 泌尿器科 ○荒木 英盛 角田夕紀子 花井 一旭
成田 英生 成島 雅博

10014 O-018 5-アミノレブリン酸を用いた蛍光尿細胞診の有用性の検討

大阪労災病院 泌尿器科 ○山道 岳 谷 優 辻村 剛
中田 渡 辻本 裕一 任 幹夫
辻畑 正雄

大阪労災病院 病理診断科 三輪 秀明

10249 O-019 5-ALAを用いた光力学的診断による膀胱腫瘍切除術の初期経験

藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科 ○中村 渉 城代 貴仁 友澤 周平
吉澤 篤彦 西野 将 引地 克
深谷 孝介 高原 健 市野 学
深見 直彦 佐々木ひと美 日下 守
石川 清仁 白木 良一

10149 O-020 回腸利用尿路変向を伴う膀胱全摘術に対する ERASプロトコルの有用性

豊橋市民病院 泌尿器科 ○内藤 祐志 岡田百合香 永山 洵
庄 紀江 山本 晃之 小嶋 一平
寺島 康浩 長井 辰哉

10050 O-021 膀胱に発生した Inflammatory myofibroblastic tumorの 1例

大阪暁明館病院 泌尿器科 ○篠原 雅岳 松下 千枝 坂 宗久
平尾 佳彦

10067 O-126 低リスク筋層非浸潤性膀胱癌に対するピノルビン短時間即時単回膀胱内注入療法の治療成績

滋賀医科大学 泌尿器科 ○窪田 成寿 影山 進 吉田 哲也
成田 充弘 河内 明宏

公立甲賀病院 泌尿器科 金 哲將
済生会滋賀県病院 泌尿器科 佐野 太一

東近江総合医療センター 泌尿器科 坂野 祐司
宇治徳洲会病院 泌尿器科 長船 崇

10月4日（木）
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第 4会場 （2号館 2 F 会議室 224）

12：50～13：50 前立腺癌 1
座長：田中 宣道（奈良県立医科大学）

10001 O-022 ADT施行中前立腺癌患者に対する FRAXを用いた骨折リスク評価とゾレドロン酸水和物を用いた

改善効果の検討

豊橋市民病院 泌尿器科 ○小嶋 一平 内藤 祐志 庄 紀江
山本 晃之 寺島 康浩 長井 辰哉

10047 O-023 アンドロゲン除去療法を受けた前立腺癌患者に発症した骨塩低下に対するゾレドロン酸の効果

済生会明和病院 泌尿器科 ○岩本 陽一

10262 O-024 アンドロゲン除去療法を受けている非転移性前立腺癌患者における骨粗鬆症の累積罹患率の検討

大垣市民病院 ○加藤 成一 川瀬 真 加藤 大貴
石田 貴 宇野 雅博 藤本 佳則

10288 O-025 前立腺癌 CTIBL（Cancer treatment induced bone loss）に対するデノスマブの長期治療成績

ながえ前立腺ケアクリニック ○永江 浩史 前堀 直美

10055 O-026 CRPCに対するラジウム-223の当院での初期使用経験

大阪鉄道病院 泌尿器科 ○森本 和也 米田 幸生 吉村 力勇

10089 O-027 当院における去勢抵抗性前立腺癌に対する塩化ラジウム-223の初期使用経験

大阪警察病院 泌尿器科 ○山本 顕生 金城 友紘 山中 庸平
金城 孝則 惣田 哲次 本郷 祥子
吉岡 巌 高田 晋吾

10285 O-028 滋賀医科大学における去勢抵抗性前立腺癌に対する塩化ラジウム 223の初期使用経験

滋賀医科大学 泌尿器科学講座 ○村井 亮介 成田 充弘 上仁 数義
影山 進 吉田 哲也 小林 憲市
富田 圭司 沖中 勇輝 和田 晃典
永澤 誠之 窪田 成寿 河内 明宏

10月4日（木）
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第 1会場 （1号館 4 F レセプションホール）

09：00～10：00 尿路上皮腫瘍 2
座長：鞍作 克之（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学）

10013 O-043 転移性尿路上皮癌に対する 2次化学療法の長期成績

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 ○加藤 実 武山 祐士 鞍作 克之
山崎 健史 井口 太郎 玉田 聡
仲谷 達也

10162 O-044 筋層浸潤膀胱癌に対する術前化学療法としての DDMVACの使用経験

名古屋医療センター 泌尿器科 ○副田 雄也 光成 有加 鈴木 知秀
鈴木 晶貴 岡本 典子 吉野 能

名古屋医療センター 腫瘍内科 白石 和寛 能澤 一樹 杉山 圭司

10073 O-045 当院における既治療尿路上皮癌に対する Pembrolizumabの初期使用経験

浜松医科大学 泌尿器科学講座 ○竹村 綾奈 田村 啓多 久世 俊輔
松下 雄登 渡邉 弘充 鈴木 孝尚
本山 大輔 伊藤 寿樹 杉山 貴之
大塚 篤史 三宅 秀明

10087 O-046 当院におけるペムブロリズマブの初期使用経験

大阪国際がんセンター 泌尿器科 ○岡 利樹 波多野浩士 奥田 洋平
朝倉 寿久 中井 康友 中山 雅志
垣本 健一 西村 和郎

10151 O-047 九州がんセンターにおける進行性尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの使用経験

国立病院機構九州がんセンター 泌尿器科 ○古林 伸紀 根岸 孝仁 高松 大
廣瀬 大祐 中村 元信

10196 O-048 膀胱癌におけるmicroRNA-145と、KLF 4ならびに PTBP 1を介したWarburg効果の関係性

大阪医科大学三島南病院 泌尿器科 ○南 幸一郎
大阪医科大学泌尿生殖発達医学講座 泌尿器科学教室 南 幸一郎 上原 博史 小村 和正

伊夫貴直和 稲元 輝生 能見 勇人
東 治人

10231 O-049 年齢別に見た GC術前化学療法施行の有無と膀胱全摘除術周術期合併症頻度の関連

慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室 ○村上 哲史 菊地 栄次 福本桂資郎
早川 望 大家 基嗣

練馬総合病院 早川 望

10月 5日（金）

プ
ロ
グ
ラ
ム

一
般
演
題
（
口
演
）

―57―

57

総会＿Ａ４版／下版／プログラム（一般）／Ｐ５７－６８＿プログラム（口演）１００５／　／下版／

更新 2018.09.03 09.53.10／Page 57
印刷 2018. 9. 4 20:19: 4

12199834_57_NM.pdf.1.pdf

2018-09-04 21:32:10.000



第 2会場 （2号館 1 F 展示室 211）

09：00～10：00 小児泌尿器
座長：水野健太郎（名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野）

10106 O-050 小児期における精索静脈瘤手術の治療成績と問題点

名古屋市立大学大学院医学研究科 高度医療教育研究センター ○梅本 幸裕
名古屋市立西部医療センター 泌尿器科 梅本 幸裕 岩月正一郎

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 梅本 幸裕 武田 知樹 野崎 哲史
窪田 裕樹 神谷 浩行 安井 孝周

名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 西尾 英紀 水野健太郎 林 祐太郎
岡崎北クリニック 佐々木昌一

10138 O-051 悪性疾患との鑑別が必要であった小児の好酸球性膀胱炎の１例

大阪市立総合医療センター 小児泌尿器科 ○西原千香子 石井 啓一 山本 与毅
坂本 亘

10142 O-052 尿流曲線における揺らぎと下部尿路機能障害の検討

名古屋市立東部医療センター 泌尿器科 ○丸山 哲史
名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 加藤 大貴 安井 孝周

名古屋徳洲会総合病院 泌尿器科 黒川 覚史
名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 水野健太郎 林 祐太郎

10205 O-053 Lesch-Nyhan症候群に合併したキサンチン結石に対して f-TULを行った１例

大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター 泌尿器科 ○山本 与毅 石井 啓一 松田 博人
西原千香子 羽阪 友宏 北本興市郎
青山 真人 浅井 利大 金 卓
上川 禎則 坂本 亘

10011 O-054 二分脊椎の膀胱尿管逆流において逆流防止術のみで治療可能な症例を予測できるか？

あいち小児保健医療総合センター 泌尿器科 ○鈴木 裕子 久松 英治 小山花南江
柴田 涼平 吉野 薫

10020 O-055 永久膀胱皮膚瘻を造設したものの尿路管理の再考が必要となった二分脊椎の一例

あいち小児保健医療総合センター 泌尿器科 ○小山花南江 柴田 涼平 鈴木 裕子
久松 英治 吉野 薫

10161 O-056 精巣捻転症例における精巣鞘膜パッチ術の検討

兵庫県立こども病院 ○大西 篤史 波越 朋也 春名 晶子
大饗 政嗣 杉多 良文

10月5日（金）
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10：00～11：00 尿路結石 1
座長：吉川 和朗（和歌山県立医科大学 泌尿器科）

10150 O-057 当院における f-ＴＵＬの検討

金沢医科大学 泌尿器科 ○菅 幸大 國井建司郎 牛本千春子
井上 慎也 中澤 佑介 福田 悠子
森田 展代 近沢 逸平 田中 達朗
宮澤 克人

10281 O-058 高齢者の上部尿路結石に対する TUL施行症例の検討

愛仁会千船病院 泌尿器科 ○新開 康弘 楊 東益 樋口 喜英
川口 理作

10076 O-059 TUL術後有熱性尿路感染症についての検討

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 ○香束 昌宏 行松 直 南 彰紀
北 和晃 井口 太郎 内田 潤次
仲谷 達也

大阪市立大学大学院医学研究科 医療統計学 石原 拓磨
八尾徳洲会総合病院 泌尿器科 香束 昌宏 金丸 知寛 八田 康佑

飯盛 宏記
八尾徳洲会総合病院 看護部 八鍬 貴則

10101 O-060 腎憩室内結石による気腫性腎盂腎炎の一例

姫路赤十字病院 泌尿器科 ○前田 光毅 上田 進 神野 雅
西川 昌友 原口 貴裕 小川 隆義

10104 O-061 CTガイド下腎杯穿刺がトラクト作成に有用であった Percutaneous nephrolithotomy（PNL）の 2例

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 ○浜田 晃佑 井口 太郎 加藤 実
山崎 健史 玉田 聡 仲谷 達也

大阪市立大学大学院医学研究科 放射線診断学·IVR学/放射線腫瘍学 寒川 悦次 浜本 晋一 城後 篤志
山本 晃

10204 O-062 猪苓湯は未治療尿管結石の排石を本当に促進するか？

平尾病院 泌尿器科 ○岩本 崇史
奈良県立医科大学 泌尿器科 後藤 大輔 鳥本 一匡 穴井 智

田中 宣道 藤本 清秀
高清会高井病院 泌尿器科 上田 勉 原本 順規

10292 O-063 生活習慣病栄養指導と尿路結石再発についての検討

関西電力病院 泌尿器科 ○坂元 宏匡 中嶋 正和 今井 一登
赤羽 瑞穂 青山 輝義

京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学分野 木村 博子

10月 5日（金）
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11：00～12：00 尿路結石 2
座長：岡田 淳志（名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野）

10275 O-064 当院における経尿道的尿管結石砕石術（TUL）の治療成績

岐阜赤十字病院 泌尿器科 ○伊藤 裕基 三輪 好生 守山 洋司

10146 O-065 尿管アクセスシース挿入困難と筋肉量・筋肉の質との関係

地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 泌尿器科 ○中濱 智則 市川 和樹 大森 千尋
初鹿野俊輔 松本 吉弘 百瀬 均

10119 O-066 当院における一期的治療で完遂不能であった f-TUL/TUL症例の検討

名鉄病院 泌尿器科 ○花井 一旭 角田夕紀子 成田 英生
荒木 英盛 成島 雅博

10241 O-067 鉱物学・隕石学的手法を用いた尿路結石構造解析

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 ○田中勇太朗 杉野 輝明 海野 怜
田口 和己 浜本 周造 安藤 亮介
岡田 淳志 郡 健二郎 安井 孝周

メテオ プロジェクト 丸山美帆子 田尻 理恵 門馬 綱一
吉村 政志 森 勇介

10173 O-068 長期間観察し得たシスチン結石患者の臨床経過

医仁会武田総合病院 泌尿器科 ○高橋 俊文 渕上 靖史 寒野 徹
岡田 崇 東 義人 山田 仁

10126 O-069 腎盂腎炎治療後に実施した TULの検討

JA愛知厚生連江南厚生病院 泌尿器科 ○岡田 朋記 阪野 里花 坂倉 毅

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 田口 和己 浜本 周造 岡田 淳志
広瀬 真仁 安井 孝周

10095 O-070 急性胃腸炎罹患後に尿管結石嵌頓による腎後性腎不全を発症した幼児の 1例

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 ○加藤 大貴 濱本 周造 岡田 淳志
安井 孝周

名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 水野健太郎 西尾 英紀 林 祐太郎

10月5日（金）
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第 3会場 （2号館 2 F 会議室 222+223）

09：00～10：00 前立腺癌 2
座長：吉村 耕治（静岡県立総合病院 泌尿器科）

10015 O-071 術前後の Gleason scoreからなる、高 GP scoreは、前立腺全摘除後の生化学的再発を有意に予測す

る因子である

愛知県がんセンター中央病院 泌尿器科 ○曽我倫久人 古澤 淳 脇田 利明
小倉 友二

わきたクリニック 脇田 利明

10024 O-072 当院における生検発見前立腺癌の受診理由と臨床病期の経時的変遷

名古屋泌尿器科病院 ○高田 英輝 小島 宗門 矢田 康文
吉田 和彦

丸善クリニック 早瀬 喜正

10242 O-073 前立腺癌の腫瘍形態とmpMRIにおける検出率との関係

愛知医科大学医学部 泌尿器科 ○森永 慎吾 金尾 健人 杉江 美穂
村松 洋行 梶川 圭史 小林 郁生
西川 源也 渡邊 將人 全並 賢二
中村小源太 住友 誠

10183 O-074 当院における前立腺癌の針生検・MRIと全摘標本での癌局在の比較

地域医療機能推進機構九州病院 泌尿器科 ○安達 拓未 麻生 健 永富 裕子
佐藤 暢晃 筒井 顕郎 原野 正彦

10064 O-075 MRI/US fusion biopsyにおけるターゲット径別陽性率の検討

JA岐阜厚生連中濃厚生病院 泌尿器科 ○宇野 裕巳 斉藤 昭弘
犬山中央病院 泌尿器科 尾崎 由美

10070 O-076 Biojetシステムを用いた経会陰的前立腺針生検法導入による癌局在診断法の確立

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 ○内木 拓 浜本 周造 飯田啓太郎
惠谷 俊紀 安藤 亮介 長谷部憲一
磯谷 正彦 河合 憲康 安井 孝周

JA愛知厚生連安城更生病院 泌尿器科 永井 隆
JA愛知厚生連江南厚生病院 泌尿器科 永田 大介

10118 O-077 BioJetシステムを用いたMRI/US融合下経会陰的前立腺生検の初期経験

金沢医科大学 泌尿器科学 ○近沢 逸平 國井建司郎 牛本千春子
井上 慎也 中澤 佑介 菅 幸大
森田 展代 田中 達朗 宮澤 克人

金沢医科大学 放射線科 豊田 一郎 近藤 環 的場 宗孝
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10：00～11：00 前立腺癌 3
座長：仲野 正博（岐阜大学大学院医学系研究科病態制御学講座 泌尿器科学分野）

10051 O-078 当院における新規内分泌治療薬の使用経験

近江八幡市立総合医療センター 泌尿器科 ○原田 雄基 大橋 宗洋 朴 英寿
岩田 健 宮下 浩明

松下記念病院 腎不全科 萩原 暢久

10086 O-079 当院におけるホルモン療法未治療前立腺癌（HNPC）に対するアビラテロンとプレドニゾロン併用

療法の初期経験

近畿大学医学部附属病院 泌尿器科 ○豊田 信吾 浜口 守 國重 玲紋
橋本 士 西本 光寿 大関 孝之
清水 信貴 森 康範 南 高文
野澤 昌弘 能勢 和宏 吉村 一宏
植村 天受

10200 O-080 前立腺癌患者におけるゴセレリン投与後の HbA 1 c値に影響を及ぼす要因の検討

桑名市総合医療センター 薬剤部 ○小出 哲朗 有松 冴 桐生 浩子
原 美由紀 小松 由佳 伊藤久美子

桑名市総合医療センター 糖尿病内科 堀田 康広
桑名市総合医療センター 泌尿器科 木瀬 英明

10218 O-081 再燃前立腺癌における AR依存性ホルモン感受性再獲得因子の検討

藤田保健衛生大学 腎泌尿器外科 ○高原 健 吉澤 篤彦 猿田 真庸
引地 克 深谷 孝介 市野 学
深見 直彦 佐々木ひと美 日下 守
白木 良一

10193 O-082 去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの使用経験

姫路赤十字病院 泌尿器科 ○原口 貴裕 上田 進 前田 光毅
神野 雅 西川 昌友 小川 隆義

10237 O-083 DTX療法と EP療法の連続的な化学療法が奏効した去勢抵抗性前立腺癌の一例

京都府立医科大学 泌尿器科 ○荘子 万可 松田 旭夫 多賀 英人
金子 正大 井上 裕太 上野 彰久
白石 匠 牛嶋 壮 本郷 文弥
浮村 理

京都府立医科大学 北部医療センター 沖原 宏治

10056 O-084 去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセル療法施行中にフルニエ壊疽を発症した 1例

上越総合病院 泌尿器科 ○林 哲章 里見 定信
富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座 池端 良紀 菱川裕一朗 安川 瞳

飯田 裕朗 伊藤 崇敏 西山 直隆
渡部 明彦 藤内 靖喜 北村 寛

10月5日（金）
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11：00～12：00 前立腺癌 4
座長：田中 一志（北播磨総合医療センター先端医療センター（ロボット手術部門） 泌尿器科）

10071 O-085 早期尿禁制回復を目指した Retzius腔温存ロボット支援前立腺全摘（Retzius spearing RARP : RS-

RARP）の取り組み

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 ○浜本 周造 内木 拓 安藤 亮介
岡田 淳志 河合 憲康 戸澤 啓一
安井 孝周

10103 O-086 術前MRIにおける骨盤底所見を中心としたロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の尿禁制の予測

因子の検討

富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座 ○安川 瞳 菱川裕一朗 池端 良紀
飯田 裕朗 伊藤 崇敏 西山 直隆
渡部 明彦 藤内 靖喜 北村 寛

10110 O-087 中間・高リスク群前立腺癌に対する RALP症例の PSA再発の臨床的検討とリンパ節郭清の意義

奈良県総合医療センター 泌尿器科 ○辰巳 佳弘 家村 友輔 松村 善昭
影林 頼明 三馬 省二

地域医療機能推進機構大和郡山病院 泌尿器科 福井 真二

10121 O-088 高リスク前立腺癌における前立腺全摘除術症例の臨床的検討

金沢医科大学 泌尿器科学 ○近沢 逸平 國井建司郎 牛本千春子
井上 慎也 中澤 佑介 菅 幸大
森田 展代 田中 達朗 宮澤 克人

浅ノ川総合病院 福田 悠子 喜久山 明
石川県済生会金沢病院 石井 健夫

恵寿総合病院 川村 研二

10158 O-089 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における術後ドレン排液量についての検討

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 ○大年 太陽 山崎 健史 清水 一希
北 和晃 加藤 実 井口 太郎
玉田 聡 内田 潤次 仲谷 達也

10207 O-090 限局性前立腺癌に対する手術療法術式別の QOL評価

国立病院機構京都医療センター 泌尿器科 ○内田 稔大 荒木 博賢 伊藤 克弘
真鍋 由美 宮崎 有 伊東 晴喜
三品 睦輝 奥野 博

10203 O-091 前立腺癌における強度変調放射線治療（IMRT）の有害事象に関する検討

福井県済生会病院 泌尿器科 ○福田 理恵 武田 匡史 島田 貴史
岡田 昌裕 山本 秀和
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第 4会場 （2号館 2 F 会議室 224）

09：00～10：00 前立腺肥大症
座長：黒松 功（名古屋セントラル病院 泌尿器科）

10044 O-092 前立腺肥大症患者に対するタダラフィル継続予測因子解析

医療法人協和会協立病院 泌尿器科 ○東郷 容和 梶尾 圭介 近藤 宣幸

10260 O-093 経皮的冠動脈インターベンション（PCI）後の患者へのタダラフィルの使用経験

西野クリニック ○西野 好則
岐阜赤十字病院 泌尿器科 三輪 好生 守山 洋司 伊藤 裕基

藤広 茂
ますえクリニック 増栄 孝子

トヨタ記念病院 泌尿器科 中井 千愛
東海中央病院 泌尿器科 菊地 美奈

10045 O-094 LUTS/BPH症例に対するナフトピジルの効果予測因子の検討

北海道社会事業協会函館病院 泌尿器科 ○田沼 康
北海道立江差病院 泌尿器科 田中 吉則

国立病院機構函館病院 泌尿器科 竹山 康
岡本ひ尿器科医院 岡本 知士

10081 O-095 デュタステリドを投与された前立腺肥大症患者のMRI画像における ADC値の有用性に関する検討

東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器腹腔鏡センター ○森 堂道 遠藤 匠 飯島 正太
三田 真朗 米田 慧 李 芳菁
岡 了 西見 大輔 矢野 仁
神谷 直人 高波眞佐治 鈴木 啓悦

10133 O-096 接触式前立腺レーザー蒸散術（CVP）による日帰り前立腺手術の検討

鶴泌尿器科クリニック ○鶴 信雄

10167 O-097 HoLEP術後尿失禁改善に対する骨盤底筋体操早期介入時期のランダム化比較試験

東北医科薬科大学医学部 泌尿器科 ○阿南 剛 岩村 大径 伊藤 淳
海法 康裕 佐藤 信

10226 O-098 推定前立腺容積 200ｍL以上の前立腺肥大症に対する 30 W低出力 HoLEPの手術成績

厚生連高岡病院 泌尿器科 ○四柳 智嗣 加納 洋 池田 大助

10月5日（金）
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10：00～11：00 下部尿路機能障害
座長：窪田 泰江（名古屋市立大学看護学部 臨床生理学）

10035 O-099 下部尿路症状を有する患者に対する UDSを用いたアコチアミド塩酸塩水和物追加投与の検討

国立病院機構大阪南医療センター 泌尿器科 ○杉本 公一 西野 安紀 松村 直紀
上島 成也

堺温心会病院 秋山 隆弘
近畿大学医学部 泌尿器科 清水 信貴 南 高文 能勢 和宏

植村 天受
和泉市立総合医療センター 西岡 伯

10046 O-100 名古屋大学における仙骨神経刺激療法の初期経験

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 ○栃木 宏介 舟橋 康人 髙井 峻
馬嶋 剛 松川 宜久 後藤 百万

10188 O-101 難治性過活動膀胱に対する仙骨神経刺激療法の初期経験 ～導入時における治療受容度の検証～

静岡県立総合病院 泌尿器科 ○藤本 健尊 今村 正明 杉山 恭平
千原尉智蕗 室 悠介 公平 直樹
吉村 耕治

10178 O-102 当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の手術成績

名古屋市立東部医療センター 泌尿器科 ○池上 要介 松山奈有佳 服部 竜也
河瀬 健吾 濱川 隆 丸山 哲史

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 安井 孝周
海南病院 泌尿器科 神沢 英幸

10277 O-103 非高齢者における肥満と下部尿路症状の関連-大阪大学職員 2,666人での検討-

大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学講座（泌尿器科） ○竹澤健太郎 関井 洋輔 稲垣 祐介
上田 倫央 福原慎一郎 木内 寛
野々村祝夫

大阪急性期・総合医療センター 泌尿器科 高尾 徹也
住友病院 泌尿器科 宮川 康

順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科 辻村 晃
大阪大学キャンパスライフ健康支援センター 西田 誠 守山 敏樹 瀧原 圭子

10215 O-104 Genitourinary syndrome of menopauseによる女性下部尿路症状に対する CO2フラクショナルレー

ザーの効果

女性医療クリニック LUNA心斎橋 ○二宮 典子 大林 美貴
大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 二宮 典子 仲谷 達也
LUNA骨盤底トータルサポートクリニック 中村 綾子 関口 由紀

10223 O-105 膀胱における水および Na再吸収機構の検討

奈良県立医科大学 泌尿器科 ○森澤 洋介 鳥本 一匡 後藤 大輔
堀 俊太 中井 靖 三宅 牧人
田中 宣道 藤本 清秀
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第 5会場 （3号館 3 F 国際会議室）

10：00～11：00 性機能・外傷・排尿
座長：兼松 明弘（兵庫医科大学 泌尿器科）

10062 O-106 総合犬山中央病院における性機能外来の臨床統計

総合犬山中央病院 泌尿器科 ○尾崎 由美 武田 明久
東邦大学医療センター大森病院 リプロダクションセンター 尾崎 由美 永尾 光一

10176 O-107 外傷性尿道損傷後に尿道形成を施行した 1例

トヨタ記念病院 泌尿器科 ○中井 千愛 河田 啓 永井 真吾
久保田恵章

長野市民病院 加藤 晴朗

10258 O-108 当院で経験した膀胱異物の 3例

神戸大学医学部 泌尿器科 ○高瀬 雄太 小田 晃廉 寺川 智章
古川 順也 原田 健一 松下 経
石村 武志 重村 克巳 日向 信之
中野 雄造 藤澤 正人

10091 O-109 腸腰筋面積と下部尿路症状との関係

近畿大学医学部附属病院 泌尿器科 ○橋本 士 清水 信貴 浜口 守
國重 玲紋 豊田 信吾 西本 光寿
大關 孝之 南 高文 野澤 昌弘
吉村 一宏 植村 天受

近畿大学医学部奈良病院 泌尿器科 平山 暁秀

10012 O-110 OABの分類と、尿意切迫感と僅かな排尿量にMgOが著効を示した全例 86例。Mg欠乏症の可能性

について

坂口泌尿器科クリニック ○坂口 強

10117 O-111 排尿ケアにおけるリリアムα-200の有用性：残尿測定におけるカテーテル導尿との比較

福井大学医学部 泌尿器科 ○青木 芳隆 糸賀 明子 横山 修
寿人会木村病院 笹村 栄治 木村 知行

10192 O-112 当院における排尿ケアチームの立ち上げと活動実績

大阪回生病院 泌尿器科 ○大西美貴子 星山 文明 田中 雅博
大阪回生病院 看護部 石田 早紀 福崎 真子 永田 菜摘

藤田 美沙 荻野 寛子
大阪回生病院 リハビリテーションセンター 太田 尚吾 春本千保子

10月5日（金）
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第 6会場 （4号館 3 F 会議室 431+432）

10：00～11：00 手術 2
座長：杉 素彦（関西医科大学附属病院）

10198 O-113 前立腺全摘術後の下肢リンパ浮腫に蜂窩織炎を繰り返す患者にリンパ管細静脈吻合術を施行した一例

名古屋第二赤十字病院 泌尿器科 ○石黒 茂樹 浅野 彰之 服部 恭介
山内 裕士 石田 亮 錦見 俊徳
山田 浩史 小林 弘明

10276 O-114 ロボット支援前立腺全摘術における術中リークチェックと術後膀胱造影検査の関連性についての検討

奈良県立医科大学 泌尿器科 ○宮本 達貴 井上 剛志 阪本 慧一
清水 卓斗 後藤 大輔 中井 靖
三宅 牧人 穴井 智 鳥本 一匡
青木 勝也 田中 宣道 藤本 清秀

奈良友紘会病院 泌尿器科 田中 洋造 森田 昇

10286 O-115 尿管損傷・尿管浸潤に対する尿管再建術の臨床的検討

関西労災病院 泌尿器科 ○植木 秀登 仁科 勇佑 角井 健太
奥野 優人 田口 功 川端 岳

10184 O-116 abdominal wall stabilization法による尿管皮膚瘻造設術の成績

地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 泌尿器科 ○初鹿野俊輔 大森 千尋 市川 和樹
中濱 智則 松本 吉弘 百瀬 均

岡波総合病院 泌尿器科 藤本 健

10261 O-117 腎摘出後に発生した巨大 Urinomaの一例

松波総合病院 泌尿器科 ○浜本 幸浩 富岡 奨幸 近藤 啓美
萩原 徳康

松波総合病院 放射線科 高杉美絵子 福田 千春 大河内慶行
竹田 太郎 伊原 昇

10206 O-118 5-アミノレブリン酸による光線力学診断を利用した経尿道的膀胱腫瘍切除術の初期使用経験

金沢医科大学 泌尿器科 ○井上 慎也 國井建司郎 牛本千春子
中澤 佑介 森田 展代 菅 幸大
近沢 逸平 田中 達朗 宮澤 克人

10034 O-119 開放性尿道形成術を行った外傷性完全尿道断裂の 1例

名古屋第二赤十字病院 泌尿器科 ○山内 裕士 浅野 彰之 石黒 茂樹
服部 恭介 石田 亮 山田 浩史
錦見 俊徳 小林 弘明

10月 5日（金）
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第 1会場 （1号館 4 F レセプションホール）

09：30～10：20 尿路上皮腫瘍 3
座長：内田 潤次（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学）

10208 O-120 転移性尿路上皮癌における pembrolizumab の初期経験

伊勢赤十字病院 泌尿器科 ○関戸 翔 寺邊 隆史 芝原 拓児
大西 毅尚

10147 O-121 CDDP抵抗性尿路上皮癌に対する Pembrolizumabの使用経験

大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室 ○伊夫貴直和 稲元 輝生 木下 将大
徳永 雄希 土井由紀子 中森 啓太
藤原 裕也 加納 陽祐 小村 和正
上原 博史 能見 勇人 東 治人

城山病院 小山 耕平
第一東和会病院 和田 誠次

10143 O-122 当院における進行性尿路上皮癌に対する Pembrolizumab投与症例の臨床的検討

愛知医科大学医学部 泌尿器科学講座 ○小林 郁生 杉江 美穂 村松 洋行
森永 慎吾 梶川 圭史 西川 源也
渡邊 將人 全並 賢二 金尾 健人
中村小源太 住友 誠

10048 O-123 膀胱癌胸椎転移にて下肢麻痺にいたった症例に対しペムブロリズマブが奏効した一例

市立吹田市民病院 腎泌尿器科 ○長谷 太郎 斉藤 英彦 北野 裕子
西浦 彰洋 佐竹 伸 松田 淳
熊田 憲彦

10078 O-124 NBIを併用した PDD下 TURBTの初期経験

長浜市立湖北病院 泌尿器科 ○岡本 麻 塩田 晃司 森 優
伊達 成基 納谷 佳男

土浦ベリルクリニック 泌尿器科 森 優

10153 O-125 5-アミノレブリン酸を用いた経尿道的膀胱腫瘍切除術 16例の初期経験

神戸大学医学部 泌尿器科 ○戸邉 泰将 岡田 桂輔 山口 雷蔵
藤澤 正人

神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター 泌尿器科 戸邉 泰将 岡田 桂輔 山口 雷蔵

10月 6日（土）
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第 2会場 （2号館 1 F 展示室 211）

09：30～10：30 前立腺癌 5
座長：松田 陽介（福井大学学術研究院医学系部門医学領域附属病院部 泌尿器科）

10172 O-127 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術（RALP）後の尿禁制と膜様部尿道長（MUL）の関連

地域医療機能推進機構九州病院 泌尿器科 ○永冨 裕子 麻生 健 佐藤 暢晃
安達 拓未 筒井 顕郎 原野 正彦

10090 O-128 ロボット支援前立腺全摘除術の術前診断における PI-RADS V 2所見の病理学的被膜外進展予測能

に関する検討

和歌山県立医科大学 泌尿器科 ○山下 真平 柑本 康夫 塔筋 央庸
間島 伸行 松浦 昌三 岩橋 悠矢
上田 祐子 井口 孝司 若宮 崇人
西澤 哲 吉川 和朗 原 勲

10264 O-129 M０ CRPCにおける ARTの治療成績

大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室 ○藤原 裕也 伊夫貴直和 稲元 輝生
東 治人

野崎徳洲会病院 反田 直希 内本 晋也
済生会中津病院 内本 泰三 後藤 絢子 木山 賢
市立ひらかた病院 西本 優大 和辻 利和

高槻病院 市橋 淳 谷口 俊理 右梅 貴信

10168 O-130 リスク分類別のmHSPCにおける予後予測因子の検討

大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室 ○堤 岳之 伊夫貴直和 小林 大介
内本 泰三 能見 勇人 稲元 輝生
東 治人

高槻病院 泌尿器科 市橋 淳 谷口 俊理 右梅 貴信
市立ひらかた病院 泌尿器科 西本 優大
済生会中津病院 泌尿器科 河野 絢子 木山 賢

城山病院 泌尿器科 小山 耕平

10026 O-131 低リスク限局性前立腺癌に対する監視療法の成績

三重大学 腎泌尿器外科 ○神田 英輝 北野 剛士 西川 武友
景山 拓海 杉野 友亮 佐々木 豪
加藤 学 舛井 覚 西川 晃平
吉尾 裕子 有馬 公伸 杉村 芳樹

10180 O-132 経尿道的前立腺切除によって偶発的に発見された前立腺癌の臨床的検討

天理よろづ相談所病院 泌尿器科 ○星山 英泰 高橋 雄大 高森 一
高島 靖 河野 有香 川西 博晃
奥村 和弘

10022 O-133 前立腺癌尿管転移の一例

寿泉堂綜合病院 泌尿器科 ○千葉 茂寿 矢部 通弘 百瀬 昭志
熊川健二郎 白岩 康夫

星総合病院 亀岡 浩

10月6日（土）
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第 3会場 （2号館 2 F 会議室 222+223）

09：30～10：30 腎不全・透析・移植
座長：能勢 和宏（近畿大学医学部 泌尿器科）

10144 O-134 JCHO星ヶ丘医療センターにおける尿路変向術後の腎機能の長期成績

地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 泌尿器科 ○松本 吉弘 大森 千尋 市川 和樹
初鹿野俊輔 中濱 智則 百瀬 均

10155 O-135 維持透析患者における限局性前立腺癌に対する臨床的検討

高清会高井病院 泌尿器科 ○大西 健太 上田 勉 原本 順規

10216 O-136 シャント過剰血流に対する橈骨動脈テーパリングバンディング法についての検討

（特医）桃仁会病院 バスキュラーアクセスセンター ○佐藤 暢 人見 泰正 高田 博弥
延命寺俊哉 渡邊慶太郎 北村 悠樹
長嶋 隆夫

（特医）桃仁会病院 泌尿器科 佐藤 暢 北村 悠樹 長嶋 隆夫
関 英夫 橋本 哲也

10291 O-137 腎不全患者における骨細胞性骨代謝回転

インディアナ大学医学部 Anatomy and Cell Biology ○矢島 愛治
東京女子医科大学 血液浄化療法科 土谷 健 Burr David B

小川クリニック 小川 肇
東京女子医科大学 第四内科 新田 孝作

10102 O-138 腹膜透析カテーテル腹腔内断裂の一例

府中病院 ○小熊 一輔 木村 薫 榮井 広嗣
加島 秀泰 岡崎 祐樹 黒木 慶和
播本 幸司 西川慶一郎 西本 憲一

10197 O-139 ラットモデルにおける抗酸化ポリマープロドラッグ APP-103による腎移植後の虚血再灌流障害の

改善の検討

大阪医科大学三島南病院 泌尿器科 ○南 幸一郎
大阪医科大学泌尿生殖発達医学講座 泌尿器科学教室 南 幸一郎 上原 博史 小村 和正

伊夫貴直和 稲元 輝生 能見 勇人
東 治人

10月 6日（土）
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ポスター会場 1（2号館 3 F 会議室 231）

15：20～15：55 腎癌 RAPN
座長：深見 直彦（藤田保健衛生大学 腎泌尿器外科）

10065 P-001 当院におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除の初期経験

名鉄病院 泌尿器科 ○角田夕紀子 花井 一旭 成田 英生
荒木 英盛 成島 雅博

名古屋医療センター 泌尿器科 吉野 能

10157 P-002 当院におけるロボット支援腎部分切除術の初期経験

福井大学医学部 泌尿器科 ○多賀 峰克 小林 久人 稲村 聡
関 雅也 土山 克樹 福島 正人
伊藤 秀明 横山 修

10272 P-003 当科における RAPNの治療成績

野崎徳洲会病院 ○反田 直希
大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室 伊夫貴直和 上原 博史 小村 和正

稲元 輝生 東 治人
大阪医科大学三島南病院 泌尿器科 南 幸一郎 辻野 拓也

松原徳洲会病院 泌尿器科 斎藤 賢吉 西田 剛 松浦 健
生駒市民病院 泌尿器科 枝川 右

10000 P-004 単一術者による da vinci Xiを用いた RAPNのラーニングカーブの検討

浜松医科大学 泌尿器科 ○本山 大輔 竹村 綾奈 久世 俊輔
松下 雄登 渡邉 弘充 田村 啓多
伊藤 寿樹 杉山 貴之 大塚 篤史
三宅 秀明

10122 P-005 馬蹄腎に合併した腎癌に対し、ロボット支援腎部分切除術を施行した 1例

京都府立医科大学 泌尿器外科学 ○野村 武史 高橋 輝 太田 雄基
辻 恵介 宮下 雅亜 鳴川 司
山田 剛司 鈴木 啓 藤原 敦子
本郷 文弥 浮村 理

10154 P-006 ロボット支援腎部分切除術（RAPN）における pT3aの検討

愛知医科大学医学部 泌尿器科学講座 ○杉江 美穂 中村小源太 全並 賢二
村松 洋行 森永 慎吾 梶川 圭史
小林 郁生 西川 源也 渡邊 將人
金尾 健人 住友 誠

愛知医科大学病院 病理診断科 高原 大志 都築 豊徳
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10250 P-007 腎門部腫瘍に対するロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の検討

関西医科大学附属病院 腎泌尿器外科 ○吉田 健志 高安 健太 元木 佑典
神尾 絵里 松崎 和洞 吉田 崇
井上 貴昭 谷口 久哲 矢西 正明
渡辺 仁人 杉 素彦 木下 秀文
松田 公志

関西医科大学附属香里病院 小糸 悠也

15：55～16：30 腎腫瘍・症例
座長：横井 繁明（社会医療法人厚生会木沢記念病院）

10042 P-008 肝硬変による門脈圧亢進症を合併した腎癌に対し部分的脾動脈塞栓術を施行し安全に腎摘除術を施

行できた１例

中東遠総合医療センター 泌尿器科 ○渡邉 俊輔 松本 力哉 古瀬 洋
中東遠総合医療センター 放射線科 橋本 成弘 橋本奈々子

10083 P-009 Stauffer症候群を伴う腎細胞癌の 1例

地域医療機能推進機構可児とうのう病院 ○原 浩司 青木 重之 山田 芳彰

10132 P-010 急速な進展、術後再発を認めた透析患者に発生した肉腫様変化を伴う腎細胞癌の 1例

市立吹田市民病院 腎泌尿器科 ○佐竹 伸 松田 淳 斉藤 英彦
北野 裕子 西浦 彰洋 長谷 太郎
熊田 憲彦

10156 P-011 透析腎に発生したMultilocular cystic renal neoplasm of low malignant potentialの１例

国立病院機構名古屋医療センター 泌尿器科 ○鈴木 知秀 光成 有加 副田 雄也
鈴木 晶貴 岡本 典子 吉野 能

国立病院機構東名古屋病院 泌尿器科 岡村 菊夫 青田 泰博

10238 P-012 嚢胞性腎癌の鑑別に苦慮した腎嚢胞内血腫の 2例

焼津市立総合病院 泌尿器科 ○團野 哲也 栗原 啓輔 森 洋一
田邊 邦明 杉山 和隆 森本 裕彦
太田 信隆

東京大学医学部付属病院 泌尿器科学教室 久米 春喜

10282 P-013 鏡視下腎部分切除後にドレーンからの尿瘻が長期化した一例

千葉県済生会習志野病院 ○杉山 真康 藤村 正亮 白石 智大
中森 央貴 西川 里佳 三上 和男

船橋中央病院 泌尿器科 関田 信之

10189 P-014 腎血管筋脂肪腫の破裂に対して腎動脈塞栓術を施行した一例

名古屋第二赤十字病院 泌尿器科 ○浅野 彰之 石田 亮 石黒 茂樹
服部 恭介 山内 裕士 錦見 俊徳
山田 浩史 横井 圭介 小林 弘明

10月5日（金）
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16：30～17：05 腎腫瘍
座長：岡村 武彦（安城更生病院 泌尿器科）

10057 P-015 7 cm以上の腎癌における予後因子の検討

名古屋第一赤十字病院 泌尿器科 ○松井 宏考 服部 良平
社会保険中京病院 泌尿器科 辻 克和 絹川 常郎
小牧市民病院 泌尿器科 上平 修
岡崎市民病院 泌尿器科 山田 伸

名古屋大学医学部附属病院 泌尿器科 佐々 直人 藤田 高史 後藤 百万

10283 P-016 小径腎腫瘍に対するエラストグラフィの検討

藤田保健衛生大学医学部 腎泌尿器外科 ○吉澤 篤彦 日下 守 中村 渉
友澤 周平 城代 貴仁 西野 将
引地 克 深谷 孝介 高原 健
市野 学 深見 直彦 佐々木ひと美
白木 良一

藤田保健衛生大学 臨床検査部 西川 徹

10269 P-017 末期腎不全患者における進行腎癌に対し分子標的剤を使用した 6症例の検討

大阪医科大学附属病院 血液浄化センター ○能見 勇人 東 治人
大阪医科大学泌尿・生殖発達医学講座 泌尿器科学教室 能見 勇人 藤原 裕也 加納 陽祐

小林 大介 堤 岳之 児島 彬
林 和賢 大北 恭平 上原 博史
小村 和正 伊夫貴直和 稲元 輝生
東 治人

城山病院 泌尿器科 小山 耕平

10239 P-018 転移を有する腎細胞癌に対するニボルマブの初期経験

関西医科大学 腎泌尿器外科 ○大杉 治之 吉田 健志 神尾 絵里
松崎 和炯 吉田 崇 谷口 久哲
井上 貴昭 矢西 正明 渡邉 仁人
杉 素彦 木下 秀文 松田 公志

10202 P-019 当院での転移性腎細胞癌に対する Nivolumabの使用経験

JA愛知厚生連海南病院 ○野田 祐介 松本 大輔 神沢 英幸
廣瀬 泰彦 窪田 裕樹

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 中根 明宏 安井 孝周

10171 P-020 進行性腎癌に対するニボルマブ治療の臨床的検討

滋賀医科大学 泌尿器科学講座 ○永澤 誠之 吉田 哲也 沖中 勇輝
窪田 成寿 和田 晃典 小林 憲市
富田 圭司 村井 亮介 水流 輝彦
影山 進 上仁 数義 成田 充弘
河内 明宏

10185 P-021 当院での分子標的薬時代における cytoreductive nephrectomyの検討

近畿大学医学部奈良病院 泌尿器科 ○明石 泰典 喜馬 啓介 吉川 元清
山本 豊 平山 暁秀

10月 5日（金）
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ポスター会場 2（2号館 3 F 会議室 232+233）

15：20～15：55 尿路上皮癌 1
座長：小林 恭（京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学）

10278 P-022 関西医科大学附属病院腎泌尿器外科における尿路上皮癌に対するペンブロリズマブの初期治療経験

関西医科大学附属病院 腎泌尿器外科 ○松崎 和炯 谷口 久哲 増尾 有紀
佐藤 五郎 松下 純 元木 祐典
吉田 崇 大杉 治之 井上 貴昭
吉田 健志 矢西 正明 杉 素彦
木下 秀文 松田 公志

10025 P-023 転移性尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの使用経験

近畿大学医学部附属病院 泌尿器科 ○西本 光寿 野澤 昌弘 國重 玲紋
浜口 守 豊田 信吾 橋本 士
大關 孝之 清水 信貴 森 康範
南 高文 能勢 和宏 吉村 一宏
植村 天受

10031 P-024 当院における尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの初期投与経験

京都第二赤十字病院 泌尿器科 ○中尾美奈子 邵 仁哲 大石 正勝
齋藤友充子 早川 啓太

10040 P-025 当科における尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの初期使用経験

三重大学医学部附属病院 腎泌尿器外科 ○景山 拓海 舛井 覚 北野 剛士
西川 武友 杉野 友亮 佐々木 豪
加藤 学 西川 晃平 吉尾 裕子
神田 英輝 有馬 公伸 杉村 芳樹

10054 P-026 尿路上皮癌に対する Pembrolizumabの初期治療成績

聖隷浜松病院 泌尿器科 ○袴田 康宏 神田 裕佳 杉浦 皓太
今井 伸 米田 達明

10141 P-027 当院におけるペムブロリズマブの初期経験

りんくう総合医療センター 泌尿器科 ○宮井 晴加 小池 宏幸 児玉 芳季
萩野 惠三

10135 P-028 筋層浸潤性膀胱癌に対する放射線併用動注化学療法の検討

JA広島総合病院 泌尿器科 ○赤坂 保行 田坂 亮 増本 弘史
加藤 昌生 小深田義勝

10月5日（金）
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15：55～16：30 尿路上皮癌 2
座長：吉村 一宏（近畿大学医学部 泌尿器科学教室）

10169 P-029 当院における泌尿器科診療の立ち上げから現在までに施行した根治的膀胱全摘除術についての検討

君津中央病院 泌尿器科 ○三山 健 時田 貴史 橋爪 章仁
河合 正記

10094 P-030 神戸市立医療センター西市民病院における膀胱全摘術の臨床的検討

神戸市立医療センター西市民病院 泌尿器科 ○平田淳一郎 藤本 卓也 小泉 文人
八尾 昭久 中村 一郎

兵庫県立がんセンター 岡本 雅之

10072 P-031 当院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の初期経験

紀南病院 泌尿器科 ○楠本 浩貴 樋口 雅俊 松村 永秀

10136 P-032 80歳以上の膀胱癌に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討

広島市立安佐市民病院 泌尿器科 ○望月 英樹 野村 直史 村田 大城
三田 耕司

県立広島病院 泌尿器科 大原 慎也

10159 P-033 筋層浸潤膀胱癌に対する術前化学療法の抗腫瘍効果

弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科 ○阿南 剛 畠山 真吾 米山 高弘
橋本 安弘 古家 琢也 大山 力

東北医科薬科大学医学部 泌尿器科 阿南 剛 岩村 大径 佐藤 信
青森労災病院 泌尿器科 藤田 尚紀 伊藤 弘之
むつ総合病院 泌尿器科 吉川 和暁

青森県立中央病院 泌尿器科 川口 俊明

10179 P-034 当院における上部尿路上皮癌の手術治療成績

多根総合病院 泌尿器科 ○富澤 満 溝渕真一郎 冨岡 厚志
細川 幸成 林 美樹

奈良県立医科大学 泌尿器科 清水 卓斗 藤本 清秀

10108 P-035 腹腔鏡下腎尿管全摘除術における検討（pure laparoscopic procedureとの比較）

大阪市立大学医学部 泌尿器科 ○北 和晃 清水 一希 大年 太陽
加藤 実 山崎 健史 井口 太郎
玉田 聡 内田 潤次 仲谷 達也

八尾市立病院 町田 裕一
八尾徳洲会総合病院 金丸 知寛

市立伊丹病院 仁田有次郎

10月 5日（金）
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16：30～17：05 前立腺癌・化学療法
座長：曽我倫久人（愛知県がんセンター中央病院 泌尿器科）

10220 P-036 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の治療成績と皮下脂肪量の関連

地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター ○大森 千尋 市川 和樹 初鹿野俊輔
中濱 智則 松本 吉弘 百瀬 均

10273 P-037 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の至適投与回数の検討

奈良県立医科大学 泌尿器科 ○市川 和樹 中井 靖 田中 宣道
三宅 牧人 井上 剛志 穴井 智
阪本 慧一 宮本 達貴 藤本 清秀

奈良泌尿器疾患研究・治療グループ 中井 靖 田中 宣道 三宅 牧人
井上 剛志 吉川 聡 山本 雅司
穴井 智 阪本 慧一 宮本 達貴
藤本 清秀

白庭病院 山本 雅司
阪奈中央病院 吉川 聡

10265 P-038 ドセタキセル投与前の Neutrophile/Lymphocyte Ratio（NLR）、CRP/Albmin Ratio（CAR）について

の検討

愛媛県立中央病院 泌尿器科 ○中島 英 西田 敬悟 廣田 圭祐
赤澤 早紀 三宅 毅志 西村 謙一
藤方 史朗 岡本賢二郎 山師 定
菅 政治

10053 P-039 当院におけるカバジタキセルの使用経験

神戸市立西神戸医療センター 泌尿器科 ○小河 孝輔 請田 翔子 宇都宮紀明
清水 洋祐 金丸 聰淳

10074 P-040 当院におけるカバジタキセル投与例の検討

神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科 ○鈴木 一生 村田 詩織 牧田 哲幸
久保田聖史 土肥洋一郎 杉野 善雄
井上 幸治 川喜田睦司

神戸市立医療センター中央市民病院 腫瘍内科 旗智 幸政 辻 晃仁

10263 P-041 去勢抵抗性前立腺癌に対する低用量カバジタキセル療法の成績

安城更生病院 泌尿器科 ○茶谷 亮輔 小林 大地 永井 隆
守時 良演 秋田 英俊 岡村 武彦

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 安井 孝周

10130 P-042 当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの治療成績

天理よろづ相談所病院 泌尿器科 ○川西 博晃 星山 英泰 高橋 雄大
高森 一 高島 靖 河野 有香
奥村 和弘

10月5日（金）
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15：20～15：55 感染症 1
座長：福原慎一郎（大阪大学大学院医学系研究科 泌尿器科学）

10107 P-043 前立腺巨大膿瘍の一例

松波総合病院 泌尿器科 ○富岡 奨幸 濱本 幸浩 萩原 徳康

10063 P-044 当院で経験した前立腺膿瘍の 2例

医療法人藤井会 石切生喜病院 ○鶴島 宏祐 江崎 和芳 山越 恭雄
岩本 勝来 山肩 正輝 鎌田 英治

10212 P-045 会陰部膿瘍・壊死性筋膜炎 10例の治療経験

田附興風会医学研究所北野病院 泌尿器科 ○田代 結 池内 亮介 白石 裕介
宗田 武 岡田 卓也

10059 P-046 肉芽腫性前立腺炎におけるＭＲI画像所見の検討

大阪府済生会野江病院 泌尿器科 ○池田 純一 島田 誠治 河 源

10274 P-047 デブリードマン後に植皮術および形成外科的処置を施したフルニエ壊疽の 3例

刈谷豊田総合病院 泌尿器科 ○弓場 拓真 日比野貴文 大脇 貴之
前田 基博 近藤 厚哉 田中 國晃

10190 P-048 当院における男子尿道炎の臨床的検討

りんくう総合医療センター 泌尿器科 ○児玉 芳季 萩野 惠三 小池 宏幸
宮井 晴加

10232 P-049 恥骨骨髄炎を発症したロボット支援下前立腺全摘術後の 1例

地域医療機能推進機構大和郡山病院 泌尿器科 ○福井 真二
奈良県総合医療センター 泌尿器科 福井 真二 家村 友輔 辰巳 佳弘

松村 善昭 影林 頼明 三馬 省二

15：55～16：30 症例
座長：丸山 哲史（名古屋市立大学大学院医学研究科 高度医療教育研究センター）

10100 P-050 下腹壁動脈損傷に対する動脈塞栓術により右精巣区域梗塞が生じた１例

市立長浜病院 泌尿器科 ○吹上 優介 村元 暁文 横川 竜生

10235 P-051 腎動脈瘤を合併した径 4cmの腎静脈瘤を伴う腎動静脈瘻の 1例

富山県済生会富山病院 泌尿器科 ○保田 賢司 木村 仁美 風間 泰蔵
富山県済生会富山病院 放射線科 蔭山 昌成

10116 P-052 ステロイド療法にて画像上変化を認めた IgG 4関連前立腺炎の 1例

市立吹田市民病院 腎泌尿器科 ○斉藤 英彦 熊田 憲彦 北野 裕子
西浦 彰洋 佐竹 伸 長谷 太郎
松田 淳
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10131 P-053 心不全を合併した巨大腎動静脈瘻の経験

地域医療機能推進機構中京病院 泌尿器科 ○鶴田 勝久 伊藤 康雄 湯口 友梨
石川 智啓 佐野 優太 小松 智徳
木村 亨 辻 克和 絹川 常郎

10007 P-054 当院で経験した腺性膀胱炎（腸型）の１例

松下記念病院 泌尿器科 ○清水 輝記 村下 純輝 中尾美奈子
落合 厚

10028 P-055 膀胱原発の Non-Hodgkinリンパ腫の 1例

大野記念病院 泌尿器科 ○秦 健一郎 井口 圭子 浅川 純平
舟尾 清昭 杉田 省三 吉本 充

安本クリニック 安本 亮二

10187 P-056 膀胱内悪性リンパ腫の 2例

名古屋第二赤十字病院 泌尿器科 ○服部 恭介 石田 亮 浅野 彰之
石黒 茂樹 山内 裕士 錦見 俊徳
山田 浩史 横井 圭介 小林 弘明

16：30～17：05 泌尿器一般
座長：伊夫貴直和（大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座 泌尿器科学教室）

10222 P-057 ラットセルトリ細胞のミラベグロンによる分子細胞生物学的影響の検討

神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 ○田中 幹人 千葉 公嗣 石田 貴樹
福田 輝雄 岡田 桂輔 松下 経
藤澤 正人

10199 P-058 当科における泌尿器系悪性腫瘍症例に対する PET-CT検査の妥当性に関する検討～診療ガイドラ

インの視点から～

大垣市民病院 泌尿器科 ○宇野 雅博 川瀬 真 加藤 大貴
石田 貴史 加藤 成一 藤本 佳則

10243 P-059 尿中 L-FABPはシスプラチンによる薬剤性 AKIの早期診断マーカーになりうるか

関西医科大学 腎泌尿器外科 ○矢西 正明 佐藤 五郎 松下 純
増尾 有紀 松崎 和炯 吉田 崇
大杉 治之 井上 貴昭 谷口 久哲
吉田 健志 渡辺 仁人 杉 素彦
木下 秀文 松田 公志

10246 P-060 奈良県ドクターヘリ運航による腎・尿路疾患治療について

南奈良総合医療センター 泌尿器科 ○山本 広明 吉井 将人
南奈良総合医療センター 救急科 植山 徹 渡辺 知朗 鶴田 啓亮

10225 P-061 市立奈良病院における夜間・休日救急外来から泌尿器科へ紹介された患者の臨床調査

市立奈良病院 泌尿器科 ○森澤 洋介 岡島英二郎 堀 俊太
市立奈良病院 総合診療科 山口 恭一

10月5日（金）
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10289 P-062 多剤併用MaleLUTS/前立腺癌 ADT患者に対する薬剤師外来における減薬アプローチ

ながえ前立腺ケアクリニック ○前堀 直美 永江 浩史

10217 P-063 膀胱の炎症性偽腫瘍からの出血で貧血の進行を認めた一例

聖隷浜松病院 泌尿器科 ○廣部 航平 米田 達明 今井 伸
杉浦 皓太 神田 裕佳 袴田 康宏

15：20～15：55 尿路結石・TUL
座長：清家 健作（岐阜市民病院 泌尿器科）

10092 P-064 当院における TUL-assisted PNL（TAP）の治療成績

PL病院 泌尿器科 ○岩村 陽裕 出口 隆司 松江 泰佑
小林 裕也 立花 大和 園田 哲平
中村 敬弘 伊藤 哲二

10082 P-065 超高齢者における経尿道的尿路結石除去術の治療成績の検討

厚生連高岡病院 泌尿器科 ○加納 洋 四柳 智嗣 池田 大助

10099 P-066 TULにおける術前 CTによる尿管狭窄での手術可否予測の検討

市立長浜病院 泌尿器科 ○村元 暁文 吹上 優介 横川 竜生

10123 P-067 外径の異なるアクセスシースを使用した fTULの周術期成績に関する検討

国際医療福祉大学熱海病院 泌尿器科 ○高口 大 土橋 正人 平野 修平
雨宮 卓正 石井淳一郎

10004 P-068 公立那賀病院 泌尿器科における ESWL（Dornier社 Delta 2）の治療成績

公立那賀病院 泌尿器科 ○峠 弘 小倉 秀章

10255 P-069 当院におけるMiniECIRSの初期経験

りんくう総合医療センター 泌尿器科 ○小池 宏幸 宮井 晴加 児玉 芳季
萩野 惠三

10181 P-070 市立長浜病院における腎結石に対する ECIRSの初期経験

市立長浜病院 泌尿器科 ○横川 竜生 吹上 優介 村元 暁文

15：55～16：30 手術 1
座長：米田 達明（聖隷浜松病院 泌尿器科）

10268 P-071 当院における人工尿道括約筋植込術の初期治療成績

愛知医科大学 泌尿器科 ○金尾 健人 杉江 美穂 村松 洋行
森永 慎吾 小林 郁生 梶川 圭史
西川 源也 渡邊 將人 全並 賢二
中村小源太 住友 誠
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10293 P-072 当科における人工括約筋（AMS 800）埋め込み手術の成績

関西医科大学 腎泌尿器外科学講座 ○谷口 久哲 杉 素彦 松崎 和炯
吉田 崇 大杉 治之 井上 貴昭
吉田 健志 矢西 正明 渡邊 仁人
木下 秀文 松田 公志

10244 P-073 当院における腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討

刈谷豊田総合病院 泌尿器科 ○前田 基博 日比野貴文 弓場 拓真
成田 知弥 近藤 厚哉 田中 國晃

10284 P-074 A case of laparoscopic partial cystectomy for endometriosis of bladder

旭川厚生病院 泌尿器科 ○石崎 淳司 原田 茂 池城 卓
松ヶ瀬安邦 森 達也

10140 P-075 臍部処理を先行した腹腔鏡下尿膜管摘出術の工夫

名古屋市立東部医療センター 泌尿器科 ○河瀬 健吾 岩田奈有佳 服部 竜也
濱川 隆 池上 要介 丸山 哲史

名古屋市立大学大学院医学研究科 高度医療教育研究センター 丸山 哲史
名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 安井 孝周

10227 P-076 当院における尿膜管遺残症に対する単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術の経験

市立伊丹病院 泌尿器科 ○岡村 太裕 上宮健太郎 仁田有次郎
岩田 裕之

10256 P-077 広汎子宮全摘術後の尿管狭窄に対して、Boari flapを用いた膀胱尿管新吻合術を施行した１例

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 ○渡邉 亮典 栃木 宏介 馬嶋 剛
藤田 高史 加藤 真史 後藤 百万

16：30～17：05 手術 2
座長：北川 育秀（小松市民病院 泌尿器科）

10214 P-078 尿道バルン留置継続が困難な症例に対する括約筋部尿道ステント留置の経験

松波総合病院 泌尿器科 ○萩原 徳康 富岡 奨幸 近藤 啓美
濱本 幸浩

10088 P-079 コントロール不良な尿管腫瘍出血に対し尿管鏡下レーザー止血術が著効した一例

育和会記念病院 泌尿器科 ○畠中 聡 西川 徳彰 山本 晋史

10236 P-080 当院における全長型金属尿管ステントの初期経験

伊勢赤十字病院 泌尿器科 ○寺邊 隆史 関戸 翔 芝原 拓児
大西 毅尚

10254 P-081 da Vinciシミュレーターにおけるマスターコントローラーの術者把持力とミスターゲット数の関連性

関西医科大学総合医療センター 腎泌尿器外科 ○三島 崇生 室田 卓之
関西医科大学附属病院 腎泌尿器外科 吉田 健志 高安 健太 渡辺 仁人

木下 秀文 松田 公志

10月5日（金）
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10109 P-082 当院で経験した膀胱内異物・尿道内異物 10症例の検討

半田市立半田病院 泌尿器科 ○浅井健太郎 田村 正隆 田中 順子
古川 亨

10165 P-083 当院における膀胱結腸瘻および膀胱直腸瘻の検討

奈良県総合医療センター 泌尿器科 ○家村 友輔 辰巳 佳弘 松村 善昭
影林 頼明 三馬 省二

奈良県総合医療センター 消化器・肝胆膵外科 渡辺 明彦

10008 P-084 輪ゴムによる慢性陰茎絞扼により生じた巨大陰茎リンパ浮腫の 1例

千葉西総合病院 泌尿器科 ○三井 要造 上谷 将人 夏山 隆夫
太田 茂之 久末 伸一

東邦大学医学部 泌尿器科学講座 堀 俊介 中島 耕一 永尾 光一

15：20～15：50 前立腺癌・診断
座長：金尾 健人（愛知医科大学 泌尿器科）

10111 P-085 後期高齢者の前立腺生検の臨床的検討

大垣市民病院 泌尿器科 ○川瀬 真 加藤 大貴 石田 貴史
加藤 成一 宇野 雅博 藤本 佳則

10009 P-086 伊豆半島における PSA検診の有無と発見時患者背景の差異

～前立腺早期発見に向けての当院の取り組み～

順天堂大学医学部附属静岡病院 泌尿器科 ○中島 晶子 鶴 崇光 脇田 春彦
増田奈々子 野口 尊弘 斎藤 恵介
藤田 和彦

10164 P-087 PSA 4-10 ng/mL症例に対する不必要な生検回避は可能か？

～DRE・TRUS・MRI・PSAパラメータを用いた前向き研究

国立病院機構京都医療センター 泌尿器科 ○宮崎 有 荒木 博賢 伊藤 克弘
内田 稔大 真鍋 由美 伊東 晴喜
三品 睦輝 奥野 博

10247 P-088 前立腺癌における経会陰テンプレート生検と全摘標本の病理学的整合性に関する検討

関西電力病院 泌尿器科 ○今井 一登 坂元 宏匡 中嶋 正和
赤羽 瑞穂 青山 輝義

10019 P-089 当院におけるMRIエコーフュージョンターゲット生検の検討

三重大学医学部附属病院 腎泌尿器外科 ○加藤 学 西川 晃平 北野 剛士
西川 武友 景山 拓海 杉野 友亮
佐々木 豪 舛井 覚 吉尾 裕子
神田 英輝 有馬 公伸 杉村 芳樹
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10145 P-090 当院におけるMRI-TRUS融合画像ガイド下前立腺生検の初期経験

岐阜大学医学部附属病院 泌尿器科 ○竹内 慎一 大澤 華織 飯沼 光司
前川 由佳 堀江 憲吾 山田 佳輝
中根 慶太 加藤 卓 水谷 晃輔
土屋 朋大 仲野 正博

岐阜大学医学部附属病院 放射線科 加藤 博基
岐阜大学医学部附属病院 病理部 酒々井夏子 宮崎 龍彦

10月5日（金）
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ポスター会場 1（2号館 3 F 会議室 231）

10：40～11：10 尿路上皮癌 3
座長：高橋 義人（岐阜県総合医療センター 泌尿器科）

10163 P-091 非筋層浸潤膀胱癌の晩期再発例の臨床的検討

北野病院 泌尿器科 ○岡田 卓也 田代 結 池内 亮介
白石 裕介 宗田 武

10201 P-092 CISに対する BCG膀胱内注入療法後の病勢増悪に寄与する因子の検討

和歌山県立医科大学 泌尿器科 ○上田 祐子 西澤 哲 塔筋 央庸
間島 伸行 松浦 昌三 岩橋 悠矢
若宮 崇人 井口 孝司 山下 真平
吉川 和朗 柑本 康夫 原 勲

10058 P-093 高齢者に対する BCG膀胱内注入療法の臨床的検討

地域医療推進機構大阪病院 泌尿器科 ○山口唯一郎 伊藤 拓也 林 哲也
藤本 宜正

10006 P-094 左水腎症を伴う浸潤性膀胱がんの一例

AOI国際病院 泌尿器科 ○松田 隆晴 遠藤 雅也
AOI国際病院 内科 高良 毅

10259 P-095 上部尿路上皮癌における腎盂癌の予後の検討

小牧市民病院 泌尿器科 ○佐野 友康 上平 修
名古屋第一赤十字病院 服部 良平
名古屋第二赤十字病院 小林 弘明

名古屋大学医学部付属病院 後藤 百万
愛知医科大学病院 都築 豊徳

10060 P-096 両側上部尿路上皮内癌に対する BCG腎盂内還流療法に腎細胞癌が疑われた結核性肉芽腫の一例

南大阪病院 泌尿器科 ○大原 義和 鎌田 良子 竹垣 嘉訓
後藤クリニック 後藤 毅

11：10～11：40 下部尿路機能障害
座長：三輪 好生（岐阜赤十字病院 泌尿器科）

10137 P-097 過活動膀胱症状を伴う前立腺肥大症患者に対する TUEBの効果

関西医科大学総合医療センター 腎泌尿器外科 ○三島 崇生 中本 喬大 速水悠太郎
駒井 資弘 西田 晃久 室田 卓之

10245 P-098 当院における尿閉をきたした前立腺肥大症に対する HoLEPと TUR-Pの比較検討

大阪急性期・総合医療センター 泌尿器科 ○吉永 光宏 川村 憲彦 田中 亮
深江 彰太 中川 勝弘 蔦原 宏一
谷川 剛 高尾 徹也 山口 誓司

10月6日（土）
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10191 P-099 当院での前立腺肥大症に対するタダラフィルの使用経験

総合東京病院 泌尿器科 ○二宮 彰治 今荘智恵子

10096 P-100 血清 CRP値と前立腺の慢性炎症ならびに下部尿路症状との関係

福井大学医学部 泌尿器科 ○稲村 聡 伊藤 秀明 堤内 真実
多賀 峰克 土山 克樹 横山 修

福井大学医学部 腫瘍病理学 小林 基弘

10125 P-101 排尿障害のある認知症患者への薬物療法の影響について

総合上飯田第一病院 泌尿器科 ○服部 愼一

10240 P-102 高齢者の夜間多尿と塩分摂取量の関連

宮津康生会宮津武田病院 泌尿器科 ○曽根 淳史

10月6日（土）
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ポスター会場 2（2号館 3 F 会議室 232+233）

10：40～11：10 前立腺癌・放射線治療
座長：藤田 高史（名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学）

10134 P-103 当院における前立腺全摘除術後の PSA再発に対する救済放射線治療の検討

市立貝塚病院 泌尿器科 ○安富 正悟 齋藤 允孝 加藤 良成
井口 正典

市立貝塚病院 放射線科 酒井裕美子

10093 P-104 近畿大学における Brachytherapyの検討

近畿大学医学部 泌尿器科 ○南 高文 國重 玲紋 浜口 守
豊田 信吾 橋本 士 西本 光寿
大關 孝之 清水 信貴 森 康範
野澤 昌弘 能勢 和宏 吉村 一宏
植村 天受

10128 P-105 金沢大学病院での HDR brachytherapyの治療成績の検討

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学 ○坂本 次郎 牧野 友幸 中嶋 一史
飯島 将司 川口 昌平 野原 隆弘
重原 一慶 泉 浩二 角野 佳史
溝上 敦

金沢大学 放射線治療科 熊野 智康

10253 P-106 前立腺癌に対する I-125永久挿入小線源治療 100例の経験

地域医療機能推進機構中京病院 泌尿器科 ○辻 克和 伊藤 康雄 湯口 友梨
石川 智啓 佐野 優太 鶴田 勝久
小松 智徳 木村 亨 絹川 常郎

地域医療機能推進機構中京病院 放射線科 綾川 志保 小川 靖貴

10036 P-107 局所進行性前立腺癌に対する外照射併用高線量率組織内照射後の長期ホルモン療法の検討

和歌山県立医科大学 泌尿器科 ○吉川 和朗 塔筋 央庸 間島 伸行
松浦 昌三 岩橋 悠矢 上田 祐子
井口 孝司 若宮 崇人 山下 真平
西澤 哲 柑本 康夫 原 勲

10113 P-108 当院における永久挿入密封小線源療法（LDR）後の局所再発前立腺癌に対する救済小線源療法の検討

磐田市立総合病院 泌尿器科 ○佐藤 亮 青木 高広 水野 卓爾
磐田市立総合病院 放射線治療科 今井美智子

10月6日（土）
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11：10～11：40 去勢抵抗性前立腺癌
座長：坂倉 毅（愛知県厚生連江南厚生病院 泌尿器科）

10032 P-109 済生会京都府病院における去勢抵抗性前立腺がん症例についての検討

済生会京都府病院 泌尿器科 ○稲葉 光彦 北村 浩二

10029 P-110 CRPCに対する治療 新規ホルモン治療剤とエストラジオールの比較

市立三次中央病院 泌尿器科 ○瀬野 康之 丸山 聡

10038 P-111 去勢抵抗性前立腺癌に対するホルモン製剤についての検討

岐阜県総合医療センター 泌尿器科 ○秋田 和利 高橋 義人 谷口 友規
小鷹 博人 石田健一郎 山田 徹
谷口 光宏

10170 P-112 アンドロゲン除去療法後に去勢抵抗性前立腺癌に移行するまでの期間の検討

ベルランド総合病院 泌尿器科 ○松岡 悠大 松村健太郎 山口 一行
呉 偉俊 大町 哲史

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器科病態学 北 和晃 加藤 実 井口 太郎
玉田 聡 内田 潤次 仲谷 達也

10210 P-113 酢酸アビラテロンが著効した転移性去勢抵抗性前立腺癌の一例

公立能登総合病院 泌尿器科 ○高野 晃暢 南 秀朗 上木 修

10233 P-114 当院における去勢抵抗性前立腺癌に対する新規ホルモン治療薬（1st line）についての臨床的検討

関西医科大学医学部 腎泌尿器外科 ○杉 素彦 神尾 絵里 増尾 有紀
松崎 和炯 大杉 治之 井上 貴昭
谷口 久哲 吉田 健志 矢西 正明
渡邉 仁人 木下 秀文 松田 公志

10：40～11：10 前立腺癌
座長：奥村 和弘（天理よろづ相談所病院 泌尿器科）

10221 P-115 当院における RARP初期 100例の検討

名鉄病院 泌尿器科 ○成田 英生 角田夕紀子 花井 一旭
荒木 英盛 成島 雅博

10252 P-116 当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術の治療成績

千葉県がんセンター泌尿器科 前立腺センター ○白川 昇英 ペエサンジョン 鎌迫 智彦
宋本 尚俊 植村 俊彦 小林 将行
小丸 淳 深沢 賢

10166 P-117 ロボット支援下前立腺全摘除術（RARP）の予後予測における高リスク前立腺癌細分類の意義

愛知医科大学 泌尿器科学講座 ○村松 洋行 金尾 健人 杉江 美穂
森永 慎吾 梶川 圭史 小林 郁生
西川 源也 渡邊 將人 全並 賢二
中村小源太 住友 誠

10月6日（土）
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10033 P-118 後期高齢者に行った前立腺全摘除術の治療成績に関する検討

中部労災病院 泌尿器科 ○高木 康治 坂元 史稔 木村 祐介
六輪病院 小谷 俊一

10105 P-119 当院における転移性前立腺癌に対する治療成績

名古屋第二赤十字病院 泌尿器科 ○石田 亮 小林 弘明 浅野 彰之
石黒 茂樹 服部 恭介 山内 裕士
山田 浩史 錦見 俊徳 横井 圭介

10280 P-120 アビラテロン投与後、低カリウム血症が遷延した 1例

浜松医療センター 泌尿器科 ○秋 亮太 永田 仁夫

11：10～11：40 前立腺癌・骨転移
座長：庭川 要（静岡がんセンター 泌尿器科）

10010 P-121 Bone NAVIにて評価した当院における Radium 223の短期治療成績の検討

藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院 泌尿器科 ○伊藤 徹 飴本剛之介
名古屋掖済会病院 泌尿器科 竹中 政史 伊藤 正浩

10127 P-122 去勢抵抗性前立腺癌に対する Ra-223の短期治療成績

三重中央医療センター 泌尿器科 ○西井 正彦 長谷川嘉弘 加藤 雅史

10182 P-123 骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌に対する Ra 223の使用経験

豊橋市民病院 泌尿器科 ○寺島 康浩 内藤 祐志 庄 紀江
山本 晃之 小嶋 一平 長井 辰哉

10271 P-124 転移性去勢抵抗性前立腺癌に対する Ra-223の治療経験

磐田市立総合病院 泌尿器科 ○青木 高広 佐藤 亮 水野 卓爾
磐田市立総合病院 放射線治療科 今井美智子

10224 P-125 前立腺癌骨転移に対するゾレドロン酸とデノスマブの当院での治療成績

豊橋市民病院 泌尿器科 ○庄 紀江 岡田百合香 内藤 祐志
山本 晃之 小嶋 一平 寺島 康浩
長井 辰哉

10068 P-126 新規ホルモン療法剤および化学療法による転移性前立腺癌の予後改善効果

市立奈良病院 泌尿器科 ○岡島英二郎
白庭病院 泌尿器科 山本 雅司

しみず泌尿器科クリニック 清水 一宏
奈良やよいクリニック 中村 潤

きわもと泌尿器科クリニック 際本 宏

10月6日（土）
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10：40～11：10 精巣腫瘍
座長：山本 晃之（豊橋市民病院 泌尿器科）

10152 P-127 当院における転移性胚細胞腫瘍に関する治療成績

金沢大学大学院医薬保健研究域 集学的治療分野（泌尿器科） ○八重樫 洋 飯島 将司 中嶋 一史
川口 昌平 重原 一慶 野原 隆弘
泉 浩二 角野 佳史 溝上 敦

10248 P-128 進行性胚細胞腫瘍に対する TIP療法と IrN療法の治療成績

京都大学医学部附属病院 泌尿器科 ○鈴木 良輔 後藤 崇之 吉野 喬之
北 悠希 澤田 篤郎 齊藤 亮一
赤松 秀輔 小林 恭 山崎 俊成
井上 貴博 小川 修

10267 P-129 精巣鞘膜に発生した悪性中皮腫の 1例

大阪南医療センター 泌尿器科 ○松村 直紀 西野 安紀 杉本 公一
上島 成也 星田 義彦

10043 P-130 当院における精巣原発悪性リンパ腫症例の検討

八尾市立病院 泌尿器科 ○山本 匠真 村尾 昌輝 町田 裕一
上水流雅人 池本 慎一

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 内田 潤次 仲谷 達也

10061 P-131 精索原発脱分化型脂肪肉腫の 1例

独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 泌尿器科 ○飛梅 基
独立行政法人地域医療機能推進機構可児とうのう病院 泌尿器科 青木 重之 山田 芳彰

愛知医科大学病院 泌尿器科 西川 源也 村松 洋行
独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 病理部 小野 謙三
独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 外科 高野 学

10160 P-132 精索原発平滑筋肉腫の一例

静岡市立清水病院 泌尿器科 ○黒田 悟史 日暮 太朗 臼井 幸男
東海大学医学部付属病院 日暮 太朗 宮嶋 哲

11：10～11：40 感染症 2
座長：鳥本 一匡（奈良県立医科大学 泌尿器科）

10228 P-133 脊損後の長期臥床患者に発生した両側サンゴ状結石、左膿腎症の 1例

沖縄南部徳洲会病院 泌尿器科 ○仲宗根 啓 向山 秀樹

10027 P-134 去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）治療中に、水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV）による敗血症性ショッ

クをきたした 1例

岐阜県総合医療センター 泌尿器科 ○谷口 友規 高橋 義人 小鷹 博人
秋田 和利 石田健一郎 山田 徹
谷口 光宏

10月6日（土）
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10041 P-135 尿管結石を起因とした閉塞性尿路感染に対する緊急ドレナージ施行例の臨床的検討

高山赤十字病院 泌尿器科 ○小島圭太郎 亀山 紘司 柚原 一哉

10052 P-136 尿管結石による膿腎症に対し尿管カテーテルにて軽快せず気腫性腎盂腎炎となった 1例

中村病院 泌尿器科 ○石田 泰一 三輪 吉司

10195 P-137 キノロン耐性菌スクリーニングによる経直腸的前立腺針生検後の感染予防効果と抗菌薬選択につい

ての検討

三重大学医学部附属病院 腎泌尿器外科 ○西川 武友 吉尾 裕子 北野 剛士
景山 拓海 杉野 友亮 佐々木 豪
加藤 学 舛井 覚 西川 晃平
神田 英輝 有馬 公伸 杉村 芳樹

10219 P-138 当科に緊急入院された尿路感染症の血液培養陽性症例についての検討

兵庫県立尼崎総合医療センター 泌尿器科 ○安福 富彦 中山慎太郎 佐野 貴紀
今井 聡士 村蒔 基次 山田 裕二

10：40～11：10 女性・小児・性機能
座長：上仁 数義（滋賀医科大学 泌尿器科）

10079 P-139 繰り返し発生した陰唇癒着症の一例

高島平中央総合病院 泌尿器科 ○小松 秀樹 向山 佳宏 玉城 吉得
萩沢 茂 富山 裕介

10213 P-140 TVM手術 8年後に尿管内メッシュ露出を来した 1例

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学 ○中川 朋美 川口 昌平 加藤 佑樹
八重樫 洋 飯島 将司 中嶋 一史
重原 一慶 野原 隆弘 泉 浩二
角野 佳史 溝上 敦

10229 P-141 盲目的操作のない TVM手術

東名古屋病院 泌尿器科 ○岡村 菊夫 青田 泰博 小池 繭美
加藤 俊之

10097 P-142 腹腔鏡下精巣固定術における精巣下降経路作成の新しい試み

京都府立医科大学付属病院 泌尿器科 ○迫 智之 内藤 泰行 平野宗次郎
蒲田 勇介 安食 淳 乾 将吾
福井 彩子 高村 俊哉 金沢 元洪
本郷 文弥 浮村 理

10251 P-143 胎児診断された腎盂尿管移行部通過障害 grade 4 84例の臨床的検討

兵庫県立こども病院 泌尿器科 ○春名 晶子 大西 篤史 波越 朋也
大饗 政嗣 杉多 良文

10月6日（土）
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10129 P-144 LOH症候群における新 RIA法を用いた遊離テストステロン値の検討

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 ○鞍作 克之 松田 博人 長沼 俊秀
田中 智章 内田 潤次 仲谷 達也

11：10～11：40 腎移植・腎不全・透析
座長：矢西 正明（関西医科大学 腎泌尿器外科学講座）

10120 P-145 生体腎移植後の早期腎機能に関連する因子の検討

和歌山県立医科大学附属病院 泌尿器科 ○若宮 崇人 吉川 和朗 塔筋 央庸
間島 伸行 松浦 昌三 岩橋 悠矢
上田 祐子 井口 孝司 山下 真平
西澤 哲 柑本 康夫 原 勲

10017 P-146 当院透析患者のサルコペニアの実態調査と食事介入・運動療法を行って

長谷川病院 ○大武 礼文 島田 雅由 高松 佳世
浅野 公太 十二町 明 並木 幹夫
長谷川眞常 長谷川 徹

10279 P-147 IgG 4関連腎臓病再燃を認めた 1例

社会医療法人垣谷会 明治橋病院 ○任 起弘 牧野 哲也 上田 修子
桑村 幸伸 垣谷 隆介 石村 栄治

大阪市立大学附属病院 仲谷 達也

10021 P-148 当院維持血液透析患者における膀胱傍神経節腫瘍発生の一例

（医）仁真会白鷺病院 泌尿器科 ○三橋 誠 門脇 昭一 田部 茂
（医）仁真会白鷺南クリニック 加藤 禎一
（医）仁真会北巽白鷺クリニック 寺田 隆久

八尾市立病院 村尾 昌輝 山本 匠真 町田 裕一
上水流雅人 池本 慎一

大阪市立大学医学部付属病院 内田 潤次

10266 P-149 生体腎移植後非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）に対してエクリズマブが著効した 1例

近畿大学医学部 泌尿器科学教室 ○森 康範 菊池 尭 能勢 和宏
吉村 一宏 植村 天受

和泉市立総合医療センター 泌尿器科 林 泰司 西岡 伯
近畿大学医学部 小児科 宮沢 朋生
近畿大学医学部 外科 吉田 英樹

10290 P-150 腎移植直後より腎機能の悪化を認め、PGNMID（IgG 3κ型）と診断した生体腎移植の一例

小牧市民病院 泌尿器科 ○平林 毅樹 上平 修 吉川 羊子
水野 秀紀 守屋 嘉恵 佐野 友康
村木 厚紀

10月6日（土）
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