
日　程　表
■　第１日目　9月27日（木）

第1会場
（1号館4階・レセプションホール）

第2会場
（2号館1階・展示室211）

第3会場
（2号館2階・会議室222+223）

第4会場
（2号館2階・会議室224）

第5会場
（2号館3階・会議室232+233）

第6会場
（2号館3階・会議室234）

機器展示
（2号館2階ロビー、2号館3階ロビー）

8:00 8:00

8:40～10:10　シンポジウム 1
LUTS とフレイル・サルコペニア
 司会：後藤 百万、西村 かおる　
演者：高橋 競、野宮 正範、　　

　　　 大内 みふか、佐藤 和佳子
共催：アステラス製薬株式会社

8:40～10:00
口演1：尿失禁・腹圧性尿失禁

O-001～O-009
座長：嘉村 康邦、前田 佳子

8:40～9:20　口演5：基礎 1
O-027～O-031

座長：高橋 良輔、嘉手川 豪心

8:40～9:15　口演10：夜間頻尿 1
O-056～O-059

座長：曽根 淳史、平山 暁秀

8:40～9:30
口演12：ウロダイナミクス 1

O-066～O-071
座長：仙石 淳、内山 智之

8:40～9:15　口演17：OAB 1
O-093～O-096

座長：宮里 実、小川 輝之

8:40～17:10
9:00 9:00

9:20～10:00　口演6：基礎 2
O-032～O-036

座長：米納 誠、西島 さおり

9:20～10:10
口演11：夜間頻尿 2 

O-060～O-065
座長：吉村 耕治、松尾 朋博

9:20～10:10
口演18：OAB 2
O-097～O-102

座長：中川 晴夫、舟橋 康人

9:30～10:10 口演13：ウロダイナミクス 2
O-072～O-076

座長：谷口 成実、松川 宜久10:00 10:00
10:15～10:55　特別講演 1
Lower Urinary Tract Symptoms in later life: a final common pathway to frailty?
司会：武田 正之　　演者：Adrian Wagg

11:00 11:0011:00～11:30　特別講演 2
超高齢社会と健康長寿

11:40～12:40　教育セミナー 1-1
座長：柿崎 秀宏　　 　　
演者：菅谷 公男、横山 修
共催：杏林製薬株式会社　

11:40～12:40　教育セミナー 1-2
座長：後藤 百万
演者：髙橋 悟　

共催：ファイザー株式会社

11:40～12:40　教育セミナー 1-3
座長：松本 哲朗　 　　　
演者：稲村 聡、石川 清仁

共催：扶桑薬品工業株式会社・東菱薬品工業株式会社

11:40～12:40
教育セミナー 1-4

座長：河内 明宏　 　　　　
演者：根来 宏光、鳥本 一匡

11:40～12:40
教育セミナー 1-5

座長：山田 静雄　 　　　　
演者：山田 静雄、影山 慎二

12:00 12:00

13:00 12:50～13:30　特別講演 3
次世代へ繋げる排尿障害の研究

司会：河邉 香月　　演者：山口 脩

13:00

13:40～14:20　基調講演
地域包括ケアシステムにおける排せつ支援の重要性

司会：荒井 秀典　　演者：新畑 覚也
14:00 13:50～14:30　口演2：BPH 1

O-010～O-014
座長：関 成人、田中 國晃

13:50～14:30　口演7：前立腺癌手術とLUTS 1
O-037～O-041

座長：中川 昌之、藤本 直浩

13:50～14:20　招請講演
司会：井川 靖彦　　演者：吉村 直樹

13:50～14:30 口演14：ウロダイナミクス 3
O-077～O-081

座長：浮村 理、山本 徳則

13:50～14:50
口演19：OAB 3 
O-103～O-109

座長：山下 博志、相川 健

14:00

14:20～15:30　JCS 認定医セミナー 1
排尿管理と地域包括ケアシステム

司会：本間 之夫、西井 久枝
コメンテーター：新畑 覚也

演者：松本 哲朗、横山 茂紀、太田 有美、土屋 邦洋

14:25～15:55
シンポジウム 3

Pelvic ischemia とLUTS
司会：齊藤 源顕、野宮 正範

 演者：舟橋 康人、澤田 智史、
 　　　清水 翔吾、和田 直樹、
　　　羽賀 宣博　　　 　　

14:30～15:20
口演3：BPH 2
O-015～O-020

座長：小島 祥敬、渡邉 豊彦

14:30～15:40
口演8：前立腺癌手術とLUTS 2

O-042～O-049
座長：三股 浩光、神波 大己

14:30～15:20
口演15：神経因性膀胱 1

O-082～O-087
座長：木元 康介、百瀬 均

15:00 14:50～15:40
口演20：OAB 4
O-110～O-115

座長：秋野 裕信、小川 総一郎

15:00

15:20～16:00 口演16：神経因性膀胱 2
O-088～O-092

座長：榊原 隆次、北 雅史
15:30～16:20

口演4：BPH 3
O-021～O-026

座長：辻村 晃、鈴木 啓悦

15:40～17:10
シンポジウム 2

難治性過活動膀胱の最新治療
司会：横山 修、本田 正史  　　　　　
演者：井上 倫恵、本田 正史、林 篤正、

松田 陽介、相澤 直樹　　

15:40～16:30
口演9：前立腺癌手術とLUTS 3

O-050～O-055
座長：植村 天受、加藤 真史

15:40～16:30
口演21：薬物療法
O-116～O-121

座長：大岡 均至、長岡 明

16:00 16:0016:00～17:10　シンポジウム 4
男性の前部尿道狭窄症に対する尿道形成術
司会：武田 正之、堀口 明男　
演者：武田 正之、兼松 明弘、
　　　三井 貴彦、堀口 明男　17:00 17:00

17:20～18:20　イブニングセミナー 1-1 
座長：舛森 直哉 　　　　　
演者：和田 直樹、福多 史昌

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

17:20～18:20 イブニングセミナー 1-4
座長：辻村 晃 　　　　　　
演者：田中 智章、松川 宜久
共催：日本新薬株式会社  　18:00 18:00

18:30～20:00

19:00 19:00

20:00 20:00

展　示

情報交換会
名古屋国際会議場 4号館 1階　白鳥ホール

司会：藤澤 正人
演者：大島 伸一

Recent Basic Research of Lower Urinary Tract Dysfunction 
(LUTD)

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

共催：  小林製薬株式会社・タカラバイオ
株式会社/宝ヘルスケア株式会社

8:30～8:40　開会の辞



日　程　表
■　第２日目　9月28日（金）

第1会場
（1号館4階・レセプションホール）

第2会場
（2号館1階・展示室211）

第3会場
（2号館2階・会議室222+223）

第4会場
（2号館2階・会議室224）

第5会場
（2号館3階・会議室232+233）

機器展示
（2号館2階ロビー、2号館3階ロビー）

8:00 8:008:00～9:00　学会賞候補演題
G-001～G-004

（基礎）座長：井川 靖彦、増田 均 　　
　　　 演者：赤井畑 秀則、上田 倫央、

　　　　　望月 孝規、清水 翔吾9:00 9:009:00～10:00　学会賞候補演題
G-005～008

（臨床）座長：吉村 耕治、西井 久枝　
　　　 演者：青木 芳隆、本城 久司、
　　　　　　吉田 美香子、吉良 聡

9:00～18:00

10:00 10:0010:00～11:00

代議員総会

11:00 11:0011:00～11:40　特別講演4
フレイルの考え方と予防

司会：西澤 理　　演者：鳥羽 研二
11:10～11:50　口演32：女性泌尿器科 1

O-184～O-187
座長：関口 由紀、金城 真実11:40～12:00　会長発言

12:00 12:00
12:10～13:10　教育セミナー 2-1

座長：武田 正之  　　　　　　
演者：Adrian Wagg、井川 靖彦
共催：アステラス製薬株式会社

12:10～13:10　教育セミナー 2-2
座長：山西 友典 　　　　　
演者：青木 芳隆、古川 慎哉
共催：小野薬品工業株式会社

12:10～13:10　教育セミナー 2-3 
座長：野村 昌良 　　　　　
演者：舟橋 康人、勝野 秀稔
共催：日本光電工業株式会社

12:10～13:10　教育セミナー 2-4 
座長：巴 ひかる、朝倉 博孝
演者：仙石 淳、野上 雅子　
共催：コロプラスト株式会社

12:10～13:10　教育セミナー 2-5
座長：西澤 理　 　　　　　
演者：皆川 倫範、吉村 直樹
共催：大鵬薬品工業株式会社13:00 13:00

13:20～14:00
特別講演 5

13:20～14:20
口演30：女性泌尿器科 2

O-171～O-177
座長：成島 雅博、小林 知子14:00 14:00

14:05～15:35　シンポジウム5
低活動膀胱(UAB)： 

新しい疾患概念へのチャレンジ
司会：山口 脩、吉田 正貴  　　　　　
演者：吉田 正貴、松川 宜久、米納 誠、

関戸 哲利、山口 脩　　　

14:10～15:00　口演22：排尿管理 1
O-122～O-127

座長：井上 勝己、夏目 修

14:10～15:00　口演26：間質性膀胱炎 1 
O-149～O-154

座長：巴 ひかる、野宮 明

14:10～15:20　JCS 認定医セミナー 2
小児下部尿路機能障害

座長：野口 満、河内 明宏 　
演者：野口 満、市野 みどり、
　　 東武 昇平、河内 明宏

14:20～15:10
口演31：女性泌尿器科 3

O-178～O-183
座長：山下 かおり、成本 一隆15:00 15:0015:00～16:00

口演23：排尿管理 2 
O-128～O-134

座長：青木 芳隆、山本 恭代

15:00～15:40　口演27：間質性膀胱炎 2 
O-155～O-159

座長：馬嶋 剛、秋山 佳之 15:25～16:45
シンポジウム 6

F-LUTS と骨盤底障害
司会：髙橋 悟、巴 ひかる 　　
演者：小内 友紀子、野村 昌良、

 橘田 岳也、吉澤 剛

15:30～16:20　口演33：小児
O-188～O-193

座長：中井 秀郎、林 祐太郎
15:40～16:40　Pros and Cons 1

α1 遮断薬 vs PDE5 阻害薬
司会：舛森 直哉、小島 祥敬
演者：秦 淳也、林 圭一郎、　
　　　松川 宜久、福多 史昌

15:50～16:30　口演28：基礎 3
O-160～O-164

座長：古田 昭、清水 信貴
16:00 16:0016:00～17:00

口演24：排尿管理 3 
O-135～O-141

座長：大川 あさ子、東武 昇平
16:30～17:20　口演29：基礎 4

O-165～O-170
座長：櫛田 信博、相澤 直樹

16:30～17:10　口演34：手術療法などの治療
O-194～O-198

座長：兼松 明弘、海法 康裕
16:45～18:05　Pros and Cons 2

抗コリン薬 vs β3 作動薬
司会：山西 友典、石塚 修　　　　　　
演者：鈴木 都史郎、加賀 勘家、金城 真実、

鳥本 一匡、柿崎 秀宏　　　
共催：アステラス製薬株式会社

17:00 16:50～17:50　Pros and Cons 3
腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC） vs 経膣

メッシュ手術（TVM）, 従来型手術（NTR）
司会：嘉村 康邦、小林 知子

演者：江川 雅之、加藤 久美子

17:0017:00～18:00
口演25：リハビリテーション 

O-142～O-148
座長：鈴木 康之、伊藤 直樹

18:00 18:00
18:10～19:10　イブニングセミナー 2-1 

座長：本間 之夫 　　　　　
演者：武井 実根雄、横山 修

共催：キッセイ薬品工業株式会社・第一三共株式会社

18:10～19:10　イブニングセミナー 2-3
座長：山口 脩 　　　
演者：Matthias Oelke

共催：ファイザー株式会社

18:10～19:10　イブニングセミナー 2-4
座長：関戸 哲利   　　　　
演者：西野 好則、石塚 修
共催：久光製薬株式会社19:00 19:00

19:20～20:40

20:00 20:00

展　示

会員懇親会
名古屋国際会議場 4号館 1階　白鳥ホール

下部尿路機能障害の新薬展望
演者：吉田 正貴

Detrusor underactivity and underactive bladder
司会：柿崎 秀宏  　　
演者：Matthias Oelke



日　程　表
■　第3日目　9月29日（土）

第1会場
（1号館4階・レセプションホール）

第2会場
（2号館1階・展示室211）

第3会場
（2号館2階・会議室222+223）

第4会場
（2号館2階・会議室224）

第5会場
（2号館3階・会議室232+233）

機器展示
（2号館1階ロビー、2号館3階ロビー）

8:00 8:00

8:30～9:30
日本専門医機構泌尿器科専門医卒後教育セミナー

司会：朝倉 博孝
演者：宮里 実　

8:30～9:30
口演35：BPH 4
O-199～O-205

座長：山口 秋人、粕谷 豊

8:30～9:10　口演37：基礎 5
O-212～O-216

座長：澤田 智史、髙井 峻

8:30～10:00　シンポジウム 7
高齢者の尿排出障害に対するベストプラクティス
-フレイル、サルコペニア、認知症高齢者との向き合い方-
司会：青木 芳隆、横山 剛志 　　　　　
演者：西井 久枝、吉田 美香子、　　　　
　　　細川 雄平、永坂 和子、髙見 雅代

共催：株式会社大塚製薬工場

8:30～9:40
口演42：LUTS 1
O-240～O-247

座長：鳥本 一匡、高尾 徹也

8:30～12:00

9:00 9:00

9:20～10:10
口演38：基礎 6
O-217～O-222

座長：橘田 岳也、今村 哲也

9:30～10:20
口演36：BPH 5
O-206～O-211

座長：和田 直樹、宮前 公一

9:40～11:10
JCS 認定医セミナー 3

各種疾患における神経因性膀胱
司会：武井 実根雄、榊原 隆次

 演者：榊原 隆次、藤木 富士夫、
　 　山本 達也、高橋 良輔、

 関戸 哲利 　　　

9:40～10:20　口演43：LUTS 2
O-248～O-252

座長：稲留 彰人、大谷 将之
10:00 10:00

10:10～11:00
口演39：看護 1 
O-223～O-228

座長：𠮷川 羊子、伊藤 眞奈美11:00 11:0011:00～11:40　口演40：看護 2
O-229～O-233

座長：岡村 菊夫、谷口 珠実11:20～12:30
Take Home Message

司会：関戸 哲利
「基礎」 演者：中込 宙史
「臨床」 演者：新美 文彩

11:40～12:30
口演41：看護 3
O-234～O-239

座長：鈴木 基文、正源寺 美穂

12:00 12:00

13:00 13:0013:00～16:00

骨盤底筋トレーニング
ハンズオンセミナー

13:00～16:00

骨盤底筋トレーニング
ハンズオンセミナー

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

19:00 19:00

20:00 20:00

展　示

12:30～12:40　閉会の辞


