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評議員会

貼付

シンポジウム1
高齢者癌患者の薬物療法、

誰にどこまで

司会：植村 天受・大家 基嗣
演者：  宮島 直人・野澤 昌弘・

城武 卓・出嶋 卓・ 
木村 友和・三塚 浩二

アステラス製薬株式会社

一般口演1
女性泌尿器・間質性膀胱炎

OS1-1 ～ 5
座長：北川 育秀・金城 真実

一般口演3
腎・前立腺・その他

OS3-1 ～ 7
座長：伊藤 秀明・西井 久枝

一般口演6
排尿管理・その他

OS6-1 ～ 5
座長：阿部 桃子・溝口 晶子

一般口演2
排尿自立と夜間頻尿

OS2-1 ～ 6
座長：百瀬 均・吉川 羊子

一般口演7
排尿自立指導１

OS7-1 ～ 6
座長：天谷 佳恵・藤川 暢子

閲覧

ランチョンセミナー１
司会：本間 之夫・西村 かおる
演者：井川 靖彦・井上 倫恵

ファイザー株式会社

ランチョンセミナー２
司会：柿崎 秀宏・佐藤 和佳子
演者：古田 昭・吉田 美香子

キッセイ薬品工業株式会社
第一三共株式会社

ランチョンセミナー３
司会：舛森 直哉
演者： 横溝 晃

MSD株式会社
大鵬薬品工業株式会社

ランチョンセミナー４
司会：髙橋 悟・今西 里佳

演者：巴 ひかる・吉田 正貴

久光製薬株式会社

特別講演1
人生100年時代の健康を

考える
司会：横山 修

演者：新井 康通

教育セミナー

司会：藤原 俊之
演者：Teresa Cook
株式会社大塚製薬工場

シンポジウム2
高齢者に対する

泌尿器科手術の限界

司会：金山 博臣・髙橋 悟
演者：   伊藤 秀明・関 成人・

持田 淳一・高橋 正幸・
北村 寛

骨盤底筋
トレーニングセミナー

司会：青木 芳隆・井上 倫恵
演者：  吉川 羊子・ 

大内 みふか・ 
吉田 美香子・ 
田舎中 真由美

特別発言：  藤原 俊之
グラクソ・スミスクライン株式会社

一般口演4
前立腺がん・尿路上皮がん

OS4-1 ～ 7
座長：仲谷 達也・小島 祥敬

一般口演8
排尿自立指導２

OS8-1 ～ 6
座長：田中 悦子・平井 一成

一般口演9
腎・その他
OS9-1 ～ 5

座長：大桑 麻由美・西出 悠一般口演5
リハビリテーション・治療

OS5-1 ～ 5
座長：梅田 富子・嶋田 誠一郎

シンポジウム3
「排尿自立指導料」保険収載か

ら2年、その成果とこれから
司会：後藤 百万・真田 弘美
演者：  正源寺 美穂・ 

青木 芳隆・笹原 綾・
西井 久枝

コロプラスト株式会社

撤去
イブニングセミナー１

司会：藤澤 正人
演者：上村 博司

武田薬品工業株式会社

イブニングセミナー 2
司会：山口 秋人

演者：谷口 珠実・松尾 朋博

小野薬品工業株式会社

イブニングセミナー 3
司会：横山 修
演者：林 篤正

日本光電工業株式会社

イブニングセミナー 4
司会：金山 博臣・宮澤 克人
演者：中村 路夫・南 秀朗　

大鵬薬品工業株式会社

会員懇親会（参加費：無料）

会場：福井市にぎわい交流施設　3階　ハピリンホール
※学会会場より徒歩3分（福井駅の西口になります）

9：45-10：25

10：00-12：00

10：30－12：00 10：30－11：10 10：30－11：30 10：30－11：10

11：10－12：00 11：10－12：00

12：00-16：20
12：10－13：10 12：10－13：10 12：10－13：10 12：10－13：10

13：20－14：10 13：20－14：10
Physiotherapy 

management of female 
urinary incontinence and 

pelvic organ prolapse.

14：15－15：45 14：15－15：45
14：20－15：20 14：20－15：10

15：20－16：00

15：40－16：20
15：50－17：20

17：20-18：20
17：30－18：30 17：30－18：30 17：30－18：30 17：30－18：30

19：00-20：30

日本専門医機構
泌尿器科領域講習
対象プログラム

一般ポスター 1～4
PS1- 1～8（ポスター会場1）
　座長：斎藤 誠一・松山 豪泰
PS2- 1～7（ポスター会場1）
　座長：大川 麻子・岡村 菊夫
PS3- 1～8（ポスター会場2）
　座長：長岡 明・浪間 孝重
PS4- 1～9（ポスター会場3）
　座長：井川 掌・藤本 清秀

16：20-17：20

開会式
10：25-10：30

2


