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2016 年11 月24 日（ 木）　 海峡メッセ下関

国際会議場 海峡ホール 801 大会議室 804 会議室

13:00～14:00

卒後教育プログラム1
筋層浸潤および転移性膀胱がんの診断と治療

（ 尿路変向・ 化学療法を含む）

演者： 菊地 栄次

14:15～15:15

卒後教育プログラム2
副腎・ 後腹膜腫瘍の診断と治療

演者： 吉村 一宏

16:35～17:35

前夜祭

座長： 内藤 誠二
演者： 三輪 休雪

17:35～18:35

15:25～16:25

イブニングセミ ナー 1

共催： インテュイティブサージカル

10:20～12:20

保険委員会

12:30～14:30

理事会
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2016 年11 月25 日（ 金）　 海峡メッセ下関

8:45～8:50 開会式
8:50～10:20

シンポジウム1

座長： 植村 天受／金山 博臣

腎細胞癌の治療と診断
－これからのグランドデザイン－

12:20～13:20

教育セミ ナー 1

共催： アステラス製薬

12:20～13:20

教育セミ ナー 2

共催： メディ コン

12:20～13:20

教育セミ ナー 3

共催： サノフィ

13:30～14:00

8:55～9:40

一般演題 1

感染症

9:40～10:25

一般演題 2

小児泌尿器科

総会

15:00～17:00

シンポジウム 2

座長： 筧 善行
中川 昌之

これからの泌尿器科の基本設計を考える
－医療安全、医療倫理、専門医制度、

サブスペシャルティ－

10:25～11:10 教育講演1

座長： 江藤 正俊
演者： 玉田 耕治

がん免疫療法の進歩・ 泌尿器がん
にもパラダイムシフト の波が迫る

11:15～11:55 特別講演

座長： 市川 智彦
演者： 白石 晃司

非閉塞性無精子症診療の進歩と課題

14:10～14:55 招請講演1

8:40～9:40

卒後教育プログラム3

17:20～18:20

イブニングセミ ナー 2

共催： グラクソ･スミスクライン

17:20～18:20

イブニングセミ ナー 3

共催： 協和発酵キリン

17:20～18:20

イブニングセミ ナー 4

共催： 日本新薬

座長： 武中 篤
演者： N Peter S W iklund

 Treatment strategy in prostate/ bladder cancer robot-
assisted laparoscopic prostatectomy and cystectomy

尿管瘤・ 尿管異所開口

演者： 野口 満

15:00～16:00

卒後教育プログラム6

性機能障害の診断と治療

演者： 宮川 康

パネルディスカッション1
腹腔鏡下手術

座長： 斉藤 誠一
雑賀 隆史

16:15～17:15

卒後教育プログラム7

尿路結石の外科的治療
（ ESW L、 TUL、 PNL）

演者： 荒川 孝

9:55～10:55

卒後教育プログラム4

CKD の内科・ 外科管理と腎移植手術

演者： 力石 辰也

11:10～12:10

卒後教育プログラム5

前立腺肥大症の診断と治療

演者： 宮里 実

19:00～

会員懇親会（ 海響館）　

共催： ヤンセンファーマ／アストラゼネカ

15:00～15:45

12:20～13:20

教育セミ ナー 4

共催： ノバルティス ファーマ

17:20～18:20

イブニングセミ ナー 5

共催： キッセイ薬品工業
第一三共

8:55～9:40
一般演題 3 

排尿・ 女性泌尿器科

9:40～10:25
一般演題 4 

結石

パネルディスカッション2
去勢抵抗性前立腺癌
座長： 井川 掌

藤本 直浩

15:00～15:45

801 大会議室イベント ホール 国際会議場 海峡ホール
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19:00～

会員懇親会（ 海響館）　

12:20～13:20

教育セミ ナー 5

共催： 日本化薬

17:20～18:20

イブニングセミ ナー 6

共催： 富士フイルムRIファーマ

ポスター貼付

8:55～9:40
一般演題 5 

精巣腫瘍・ 外陰

9:40～10:20
一般演題 6 

統計・ 症例

8:00～11:00

ポスター撤去
17:00～17:30

ポスター展示

11:00～16:00

16:00～16:30
ポスター1

後腹膜疾患
16:30～17:00
ポスター2

腎不全･移植

16:00～16:25
ポスター 3

腎腫瘍１
16:25～17:00
ポスター 4

尿路上皮腫瘍1

16:00～16:25
ポスター5

腎腫瘍2
16:25～16:55
ポスター6

腎および尿路上皮腫瘍

16:00～16:25
ポスター 7

尿路上皮腫瘍2
16:25～16:55
ポスター 8

尿路上皮腫瘍3

16:00～16:30
ポスター9

尿路上皮腫瘍4
16:30～16:55
ポスター 10

尿路上皮腫瘍5

16:00～16:35
ポスター 11

感染症１

16:35～16:55
ポスター 12

上部尿路・ 女性泌尿器科

16:00～16:35
ポスター 13

感染症２

16:35～17:00
ポスター 14

アンドロロジー

804 会議室 展示見本市会場
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2016 年11 月26 日（ 土）　海峡メッセ下関

8:15～9:45

シンポジウム 3

座長： 椎名 浩昭
荒木 元朗

座長： 那須 保友/高橋さゆり

腎移植診療の諸問題を考える

11:05～11:55

JUA専門医制度企画

座長： 松原 昭郎
演者： 原 勲

9:55～10:55

男女共同参画委員会企画
プログラム

12:05～13:05

教育セミ ナー 6

共催： ヤンセンファーマ
アスト ラゼネカ

12:05～13:05

教育セミ ナー 7

共催： ブリストル・マイヤーズ スクイブ
小野薬品工業

12:05～13:05

教育セミ ナー8

共催： 武田薬品工業

12:05～13:05

教育セミ ナー 9

共催： 中外製薬

8:15～9:00

一般演題 8

前立腺癌１

9:00～9:45

一般演題 9

前立腺癌2

9:45～10:30

一般演題 10

前立腺癌3

10:30～11:15

一般演題 11

前立腺癌4

10:30～11:15

一般演題 15

前立腺癌6

9:45～10:30

一般演題 14

前立腺癌5

8:15～9:00

一般演題 12

腎腫瘍１

15:55～16:55

座長： 宮崎良春／演者： 赤枝輝明

「 知って得する泌尿器科保険診療の基礎
的知識～平成28 年度泌尿器科領域診療
報酬改定を含めて～（ 西日本編）

13:15～14:00

14:05～15:45

招請講演2

8:20～9:20

卒後教育プログラム8

座長： 松原 昭郎
演者： Peter.F.A. Mulders

Up to date in Optimizing multi-
discipl inary approaches in RCC

標準化された医療事故調査方法から学ぶ
医療者が普段から意識すべきこと

15:10～16:10

卒後教育プログラム12
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

9:35～10:35

卒後教育プログラム9

泌尿器科領域における周術期感染予防

演者： 山本 新吾

13:55～14:55

卒後教育プログラム11

泌尿器科外傷２

演者： 堀口 明男

10:50～11:50

卒後教育プログラム10

前立腺疾患術後尿失禁の診断と治療

演者： 増田 均

共催： ファイザー

801 大会議室

17:00～17:10 閉会式

ヤングウロロジスト

リサーチコンテスト 優秀賞

一般演題 学術奨励賞 表彰式

座長： 田中 正利
演者： 長尾 能雅

9:00～9:45
一般演題 13

腎腫瘍２

13:15～14:00

教育講演2
オフィスウロロジーを考える

座長： 山口 秋人
演者： 宮崎 良春

14:05～15:35

ヤングウロロジスト
リサーチコンテスト

座長： 那須 保友
Hanjong  Ahn

ディ ベート

座長： 永井 敦
賀本 敏行

巌流島対決： 前立腺肥大症、
腎結石、男性不妊症、小児
泌尿器科のcontroversy

10:55～11:05

医療問題
一般演題 7

イベント ホール 国際会議場 海峡ホール
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12:05～13:05

教育セミ ナー 10

共催： バイエル薬品

ポスター貼付

8:15～9:00
一般演題 16

尿路上皮腫瘍１

9:00～9:45
一般演題 17

尿路上皮腫瘍2

9:45～10:30
一般演題 18

尿路上皮腫瘍3

7:30～11:00

ポスター撤去

ポスター展示

11:00～15:25

16:35～17:35

15:25～15:55
ポスター 15

前立腺癌1
15:55～16:15

ポスター 16

前立腺癌2

15:25～15:55
ポスター 17

前立腺癌3
15:55～16:20
ポスター 18
前立腺癌4

15:25～15:55
ポスター 21

前立腺癌7
15:55～16:25
ポスター 22

精巣腫瘍･外陰

15:25～15:55
ポスター 23

排尿
15:55～16:20
ポスター 24
小児泌尿器科

15:25～15:50
ポスター19

前立腺癌5
15:50～16:20
ポスター20

前立腺癌6

15:25～15:50
ポスター 25

結石１
15:50～16:15
ポスター 26
結石2

10:30～11:15
一般演題 19 

アンド ロロジー

804 会議室 展示見本市会場
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2016 年 11月 27日（日）　海峡メッセ下関

8:00～9:00

卒後教育プログラム 13
筋層浸潤および転移性膀胱がんの診断と治療

演者：菊地　栄次

9:15～10:15

卒後教育プログラム 14
尿管瘤・尿管異所開口

演者：野口　　満

11:45～12:45

卒後教育プログラム 22
医療安全

演者：長尾　能雅

11:45～12:45

卒後教育プログラム 16
尿路結石の外科的治療
（ESWL、TUL、PNL）

演者：荒川　　孝

12:55～13:45
特別企画 1

「The Best of 東部総会 2016」
座長：白石　晃司
演者：大山　　力

14:00～15:00

卒後教育プログラム 17
泌尿器科領域における周術期感染予防

演者：山本　新吾

15:15～16:15

卒後教育プログラム 18
泌尿器科外傷２
演者：堀口　明男

8:00～9:00

卒後教育プログラム 19
副腎・後腹膜腫瘍の診断と治療

演者：吉村　一宏

9:15～10:15

卒後教育プログラム 20
CKDの内科･外科管理と腎移植手術

演者：力石　辰也

10:30～11:30

卒後教育プログラム 21
性機能障害の診断と治療

演者：宮川　　康

10:30～11:30

卒後教育プログラム 15
前立腺肥大症の診断と治療

演者：宮里　　実

12:55～13:45
特別企画 2

「The Best of 中部総会 2016」
座長：佐藤　文憲
演者：杉村　芳樹

14:00～15:00

卒後教育プログラム 23
前立腺疾患術後尿失禁の診断と治療

演者：増田　　均

15:15～16:15

卒後教育プログラム 24
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

国際会議場 海峡ホール


