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〈一般演題〉10月 13日（月）

一般口演

一般口演 1
10月13日（月） 9：00～ 10：05 第5会場（501 5F）

◆ 腎腫瘍／手術

座長：小原　　航（岩手医科大学）

O-001 腎細胞癌根治手術後の遅発性再発に関する検討
小林　和博（ 新潟県立がんセンター新潟病院）

O-002 腎癌脳転移に対する開頭腫瘍摘出術　～脳神経外科的見地から～
周藤　　高（ 横浜労災病院　脳神経外科）

O-003 転移性腎細胞癌症例におけるCytoreductive NephrectomyとCRP値の関係性
佐塚　智和（ 千葉大学）

O-004 透析患者の両側腎癌に対する両側後腹膜鏡下腎摘術を行った一例
大畠　　領（ 鳥取赤十字病院）

O-005 阻血・縫合を行うconventionalな腹腔鏡下腎部分切除術
槙山　和秀（ 横浜市立大学）

O-006 広島市立安佐市民病院におけるV-Loc糸の無結紮連続縫合を用いた腹腔鏡下
腎部分切除術
大原　慎也（ 広島市立安佐市民病院）

O-007 天理よろづ相談所病院における腎細胞癌に対する腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績
上戸　　賢（ 天理よろづ相談所病院）

O-008 腎細胞癌に対する腎部分切除術におけるearly declamping法の初期成績
西田　隼人（ 山形大学）

O-009 鏡視下腎部分切除術における術後ドレーン留置についての再検討
橘　　秀和（ 東京女子医科大学）
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一般口演 2
10月13日（月） 10：10～ 11：10 第5会場（501 5F）

◆ 腎腫瘍／薬物療法

座長：篠原　信雄（北海道大学）

O-010 脈管侵襲を伴うstage３以上の腎細胞癌に対する術後補助IFNα療法の検討
後藤　修平（ 京都大学）

O-011 腎癌骨転移に対するゾレドロン酸併用療法の検討
原　　秀彦（ 杏林大学）

O-012 分子標的薬治療中の転移性腎細胞癌においてCRPが病勢を反映した1例
安田　庸輔（ JAとりで総合医療センター）

O-013 結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対するエベロリムス投与が性腺に及ぼす影響
波多野孝史（ JR東京総合病院）

O-014 分子標的療法を受けた腎癌骨転移患者における予後規定因子の検討
北村　　寛（ 札幌医科大学）

O-015 当院における転移性腎癌に対する分子標的薬治療についての検討
納谷　幸男（ 帝京大学ちば総合医療センター）

O-016 増大転移巣の選択的切除が有効であった分子標的薬治療中の腎細胞がん多
発肺転移の2例
芦澤　　健（ 順天堂大学）

O-017 スーテントによる標的病変の腫瘍縮小率は転移性腎細胞癌の予後因子である
三宅　牧人（ 奈良県立医科大学）

一般口演 3
10月13日（月） 9：15～ 10：00 第6会場（502 5F）

◆ 前立腺癌／手術１

座長：藤元　博行（国立がん研究センター中央病院）

O-018 前立腺癌高リスク群症例に対する骨盤内拡大リンパ節郭清の検討
神谷　直人（ 東邦大学医療センター佐倉病院）

O-019 前立腺全摘術後の膀胱造影と下部尿路症状の検討
橘田　岳也（ 北海道大学）



第79回日本泌尿器科学会東部総会
79th Annual Meeting of the Eastern Section of Japanese Urological Association

70 2014年10月12日㈰～ 14日㈫

一
般
プ
ロ
グ
ラ
ム

10
月
13
日
㈪

O-020 前立腺全摘除術後における内分泌環境の経時的検討
並木　俊一（ 地域医療機能推進機構仙台病院）

O-021 ICG蛍光法による前立腺癌における術中センチネルリンパ節の探索
滑川　剛史（ 千葉県がんセンター）

O-022 腹腔鏡下前立腺全摘除術における膀胱頸部離断の工夫
五反田丈徳（ 鹿児島市立病院）

O-023 前立腺癌全摘後癌死例の検討
星　　宣次（ 山形県立中央病院）

一般口演 4
10月13日（月） 10：10～ 10：55 第6会場（502 5F）

◆ 膀胱癌／薬物療法

座長：武藤　　智（帝京大学）

O-024 筋層非浸潤性膀胱癌における術前膿尿の有無と膀胱内再発予測に関する検討
佐竹　直哉（ 東京医科大学病院）

O-025 T1膀胱癌における浸潤部の病理学的特徴と予後に関する検討
今田憲二郎（ 九州大学）

O-026 当院における浸潤性膀胱癌の動注化学療法・動注化学療法併用放射線治療成
績の臨床的検討
橋本　貴彦（ 兵庫医科大学）

O-027 膀胱癌細胞におけるエピルビシンによるDR4発現誘導を介した
Mapatumumabのアポトーシス増強
呉　　秀賢（ 兵庫医科大学）

O-028 BCG膀胱注入後に腎腫瘤を生じた1例
黒木　大生（ 新潟県立中央病院）

一般口演 5
10月13日（月） 13：45～ 14：45 第5会場（501 5F）

◆ 腹腔鏡・ロボット支援手術

座長：植田　　健（千葉県がんセンター）

O-030 腹腔鏡下腫瘍生検の検討
白水　　翼（ JCHO九州病院）
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O-031 針状鉗子併用単孔式腹腔鏡下副腎摘除術の検討
井上　省吾（ 広島大学）

O-032 腹腔鏡下reduced port腎盂形成術の経験
納谷　幸男（ 帝京大学ちば総合医療センター）

O-033 通常の腹腔鏡デバイスのみにて施行しえた単孔式腎摘除術の1例
荒木　千裕（ 帝京大学ちば総合医療センター）

O-034 腹腔鏡下臍尿膜管切除・膀胱部分切除術を施行した尿膜管癌の１例
今尾　哲也（ 長野赤十字病院）

O-035 ロボット支援下根治的前立腺全摘除術におけるDVC無結紮法の検討
高田　徳容（ 手稲渓仁会病院）

O-036 泌尿器科医におけるda Vinciの鉗子操作習得後のretention
亭島　　淳（ 広島大学）

一般口演 6
10月13日（月） 14：45～ 15：35 第5会場（501 5F）

◆ 感染症

座長：高橋　　聡（札幌医科大学）

O-037 前立腺膿瘍との鑑別が困難であった多発血管炎性肉芽腫症（GPA, Wegener
肉芽腫症）の1例
北村　盾二（ 杏林大学）

O-038 経直腸的前立腺生検後に感染性動脈瘤と化膿性脊椎炎を合併した一例
野村俊一郎（ 日本医科大学）

O-039 上部尿路に対するBCG注入後に生じた播種性BCG感染の一例
目　翔太郎（ 筑波メディカルセンター病院）

O-040 TMA法によるクラミジア・トラコマティスおよび淋菌同時検出試薬を用いたう
がい液の咽頭感染検査
高橋　　聡（ 札幌医科大学）

O-041 尿路感染症による敗血症性DICに対する遺伝子組み換え型トロンボモジュリン
の使用成績
押野見和彦（ 昭和大学）

O-042 急性単純性膀胱炎に対するホスホマイシンカルシウムの有効性
上島　修一（ 東邦大学医療センター佐倉病院）
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O-043 急性腎盂腎炎に対する抗菌薬投与終了マーカーとしてのプロカルシトニンの有用性
米田　真也（ 岩手県立胆沢病院）

一般口演 7
10月13日（月） 15：40～ 16：25 第5会場（501 5F）

◆ 前立腺癌／ハイリスク

座長：上村　博司（横浜市立大学）

O-044 ハイリスク前立腺癌に対する重粒子線（炭素イオン線）治療の変遷とアウトカム
鈴木　啓悦（ 東邦大学医療センター佐倉病院）

O-046 ネオアジュバントLHRH+低用量エストラムスチン＋ロボット支援前立腺全摘除
術の短期成績
古家　琢也（ 弘前大学）

O-047 ハイリスク前立腺癌に対する術前化学内分泌療法併用根治的前立腺全摘術
成田伸太郎（ 秋田大学）

O-048 ハイリスク前立腺癌における前立腺全摘除術の長期治療成績
山本　真也（ がん研究会有明病院）

O-049 高リスク限局性前立腺癌に対する2つの異なる低侵襲治療モダリティにおける
術前アンドロゲン除去療法の意義
稲元　輝生（ 大阪医科大学）

一般口演 8
10月13日（月） 13：45～ 14：35 第6会場（502 5F）

◆ 膀胱癌／手術・症例

座長：海法　康裕（東北大学）

O-050 当科における膀胱全摘症例の臨床的検討
占部　文彦（ 東京慈恵会医科大学）

O-051 膀胱・前立腺浸潤直腸癌は排尿可能な手術が可能
谷口　明久（ 恵佑会札幌病院）

O-052 当院における根治的膀胱全摘術の周術期合併症の検討
二宮　直紀（ 杏林大学）

O-053 広島市立安佐市民病院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の検証　―開腹手術と
の比較検討―
大原　慎也（ 広島市立安佐市民病院）
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O-054 膀胱癌での回腸新膀胱造設術症例における長期成績
山口　　剛（ 杏林大学）

O-055 TUR－BT術後尿管口閉塞に対し順行性ガイドワイヤーのガイド下に尿管口切
開を施行し閉塞解除した症例
山本　雅一（ 池上総合病院）

O-056 当院における根治的膀胱全摘除術の臨床的検討
松本　明彦（ 東京都立多摩総合医療センター）

一般口演 9
10月13日（月） 14：40～ 15：15 第6会場（502 5F）

◆ 副腎・後腹膜

座長：佐々木　裕（東京慈恵会医科大学）

O-057 後腹膜に発生した孤発性リンパ脈管筋腫症に対するシロリムス投与の経験
川村　瑞穂（ 北里大学）

O-058 後腹膜悪性軟部腫瘍術後再発例に対するパゾパニブの使用経験
大久保和樹（ 防衛医科大学校）

O-059 神経線維腫症1型（NF1）に合併した褐色細胞腫の検討
三上　耕治（ 関東労災病院）

O-060 左副腎動静脈瘻に対し保存的加療を行った１例
鈴木　英孝（ 市立札幌病院）

O-061 副腎癌6例の経験
岩原　直也（ 市立札幌病院）

一般口演 10
10月13日（月） 15：20～ 16：05 第6会場（502 5F）

◆ Offi  ce・外傷

座長：  公平　昭男（公平泌尿器科医院）

中島　洋介（済生会横浜市東部病院）

O-062 「Golden Time」を超過したTimingで手術を行い、成果を得た陰茎折症の2例
水野　智弥（ 獨協医科大学）

O-063 当院で経験した腎外傷の検討　～尿漏（urinoma）の対応を考える～
大原英一郎（ 仙台医療センター）
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O-064 鉄棒運動中に受傷した小児の陰茎剥皮症の一例
風間　　明（ 新潟大学）

O-065 膀胱留置カテーテルによる膀胱穿孔に対して、保存的治療が奏功した一例と
緊急開腹術を行った一例
岸蔭　貴裕（ 安曇野赤十字病院）

O-066 高浸透圧ヨード造影剤の静注で心停止を呈したショック症例から学んだ教訓
石井　泰憲（ 石井クリニック・浦和）

O-067 レセプト電算システムデータの有効利用による外来診療リスクの低減効果
木下　裕三（ 木下クリニック）

一般口演 11
10月13日（月） 16：10～ 16：45 第6会場（502 5F）

◆ 尿路結石

座長：三浦　浩康（八戸平和病院）

O-068 シロドシン投与による尿路結石患者への排石効果についての検討
鮫島　智洋（ 熊本大学）

O-069 腹部手術の既往を有するU2結石に対するf-TUL2例の治療経験
佐々木　寛（ JR札幌病院）

O-070 尿管損傷後の珊瑚状結石に対するPNLの経験：経尿道的CoAxの有用性
石戸　則孝（ 倉敷成人病センター）

O-071 当院におけるTAP（TUL-assisted PNL）の初期治療成績の検討
矢野　　仁（ 東邦大学医療センター佐倉病院）

O-072 当院におけるPNLの工夫と治療成績
石田　俊哉（ 市立秋田総合病院）
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一般ポスター

ポスター 1
10月13日（月） 15：00～ 15：30 ポスター会場1（413 4F）

◆ 腎盂尿管癌１

座長：西山　　勉（新潟大学）

P-001 尿管に発生したPlasmacytoid Urothelial Carcinoma
藤島　洋介（ 山本組合総合病院）

P-002 腎盂扁平上皮癌による続発性腸腰筋膿瘍の1例
山崎　泰佑（ 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター）

P-003 modifi edGC療法が奏功した水腎症を伴う膀胱壁内尿管癌の１例
鈴木　理仁（ 柏市立柏病院）

P-004 保存期から維持透析期にかけGEM＋CBDCA療法を行った腎盂癌の１例
鈴木　孝行（ 済生会福島総合病院）

P-005 腎癌との鑑別困難であった下大静脈塞栓を伴う浸潤性尿路上皮癌の一例
福井　沙知（ 横浜市立大学）

P-006 上部尿路上皮癌における先行性膀胱癌の既往、同時性膀胱癌の存在の臨床的意義
萩原　正幸（ 東京歯科大学市川総合病院）

ポスター 2
10月13日（月） 15：30～ 15：55 ポスター会場1（413 4F）

◆ 腎不全・移植１

座長：八木澤　隆（自治医科大学）

P-007 腎移植術おける複数腎動脈血行再建についての検討
樋口はるか（ 北海道大学）

P-008 ABO血液型不適合腎移植における脾摘例とRituximab使用例の比較検討
寺西　淳一（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター）

P-009 岡山大学病院泌尿器科で施行した先行的腎移植症例の検討
有吉　勇一（ 岡山大学）

P-010 当院における献腎移植129例の検討
竹中　政史（ 藤田保健衛生大学）
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P-011 那覇市立病院における臓器提供への取り組み
安次嶺　聡（ 那覇市立病院）

ポスター 3
10月13日（月） 15：00～ 15：30 ポスター会場1（413 4F）

◆ 小児泌尿器

座長：宋　　成浩（獨協医科大学越谷病院）

P-012 小児尿道カルンクルの1例
馬場　恭子（ 群馬大学）

P-013 両側尿管結石による腎後性腎不全を来たした乳児の一例
谷内田優季（ 山形大学）

P-014 当科で過去10年間に経験した腹腔内精巣の臨床的検討
奈良　健平（ 兵庫県立こども病院）

P-015 膀胱尿管逆流症の術後フォローアップ～手術施設でどこまで行うべきか～
秋山さや香（ 神奈川県立こども医療センター）

P-016 膀胱尿管逆流術後15年経過して発見された右下大静脈後尿管の1例
勝井　政博（ 慶應義塾大学）

P-017 無症候性潜在性二分脊椎症の臨床的検討
福原慎一郎（ 大阪大学）

ポスター 4
10月13日（月） 15：30～ 15：50 ポスター会場1（413 4F）

◆ 外傷・異物

座長：瀬口　健至（防衛医科大学校）

P-018 外傷性精巣破裂の5例
渡邊　大祐（ 西埼玉中央病院）

P-019 膀胱尿道異物の１例
野中　昭一（ 荻窪病院）

P-020 短期間に３回繰り返された膀胱異物の１例
齋藤　克幸（ 昭和大学横浜市北部病院）

P-021 腎外傷による後腹膜血腫により腹部コンパートメント症候群を来した1例
千葉　智市（ 旭川厚生病院）
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ポスター 5
10月13日（月） 15：50～ 16：20 ポスター会場1（413 4F）

◆ Offi  ce ・在宅

座長：増田愛一郎（あいクリニック 泌尿器科・皮膚科）

P-022 女性における温水洗浄便座の使用と尿検査所見に関する検討
本郷　祥子（ 東海大学）

P-023 女性泌尿器科無料電話相談の当院の経験
藤崎　章子（ 四谷メディカルキューブ）

P-024 いわき市における泌尿器科在宅医療の現状
山下かおり（ ときわ会常磐病院）

P-025 下肢拘縮のためFoley catheter挿入困難な症例に対する背側からのアプロー
チ－症例報告－
阿部　俊和（ 金ケ崎診療所）

P-026 慢性期医療病院における泌尿器科医の役割
椎木　一彦（ 鶴巻温泉病院）

P-027 尿潜血陽性患者の診断における新知見―尿沈渣で赤血球陰性例の尿ヘモグロ
ビン濃度の検討
公平　昭男（ 公平泌尿器科医院）

ポスター 6
10月13日（月） 15：00～ 15：30 ポスター会場2（414+415 4F）

◆ 排尿機能１

座長：中川　晴夫（東北大学）

P-028 当院におけるOABに対するミラベグロンの使用経験
小川雄一郎（ 小林病院）

P-029 脊髄障害に伴う神経因性膀胱に対するミラベグロンの臨床的検討
房安　秀生（ 神奈川リハビリテーション病院）

P-030 他剤無効例を主体とした過活動膀胱に対するフェソテロジンの有用性に関する検討
鈴木　常貴（ 埼玉西地区泌尿器科研究会）

P-031 徐放性フェソテロジンフマル酸塩：トビエースの有効性ならびに安全性の検討
湯村　　寧（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター）
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P-032 OAB患者に対するフェソテロジンの早期効果の検討
佐藤　直也（ 昭和大学）

P-033 シブチニン塩酸塩経皮吸収型製剤の有用性の検討
定岡　侑子（ 獨協医科大学越谷病院）

ポスター 7
10月13日（月） 15：30～ 15：55 ポスター会場2（414+415 4F）

◆ 排尿機能２

座長：相川　　健（福島県立医科大学）

P-034 Elsberg症候群の1例
松本　真一（ 新松戸中央総合病院）

P-035 夜間頻尿にデスモプレシン口腔内崩壊錠が著効した1例
新田　貴士（ 群馬大学）

P-036 一般住民健診における男性の夜間頻尿に対する健康関連QOL調査
今井　　篤（ 弘前大学）

P-037 夜間頻尿に対する牛車腎気丸の効果の検討
芦沢　好夫（ 獨協医科大学越谷病院）

P-038 排尿日誌からみたOABSSの特徴に関する検討
川本　文弥（ 鳥取大学）

ポスター 8
10月13日（月） 15：00～ 15：40 ポスター会場2（414+415 4F）

◆ 尿道・精巣・外性器１

座長：堀口　明男（防衛医科大学校）

P-039 腎不全を呈したChoriocarcinomaの1例
朝長　哲朗（ 東海大学八王子病院）

P-040 初診時摘除困難であった精巣腫瘍に対し6年後に精巣を摘除した1例
矢部　通弘（ 福島県立医科大学）

P-041 術前の超音波検査で鑑別できた若年発症の精巣悪性リンパ腫の一例
吉江　秀和（ 聖マリアンナ医科大学）

P-042 化学療法中に血栓症をきたした精巣腫瘍の２例
新井　貴博（ 順天堂大学医学部附属浦安病院）
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P-043 hCG異常高値のstage Ι セミノーマに対する化学療法の経験
高橋　正博（ 仙台市立病院）

P-044 精索原発平滑筋肉腫の1例
田地　一欽（ 自衛隊横須賀病院）

P-045 胚細胞性精索腫瘍の１例
豊永洋一郎（ 順天堂大学医学部附属静岡病院）

P-046 当院における単孔式精索静脈瘤手術の経験
古畑　壮一（ 川崎市立多摩病院）

ポスター 9
10月13日（月） 15：40～ 16:20 ポスター会場2（414+415 4F）

◆ 尿道・精巣・外性器２

座長：関根　英明（帝京大学医学部附属溝口病院）

P-047 鼠径リンパ節非触知（cN0）陰茎癌症例のリンパ節転移因子の検討
湯村やすし（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター）

P-048 精巣捻転症例の検討　
奥野佑美子（ 関東労災病院）

P-049 尿道への進展を認めた外陰部悪性黒色腫の1例
山田　雄太（ 東京大学）

P-050 尿道腫瘤を形成した女性外陰部悪性腫瘍の3例
山崎　真理（ 香川大学）

P-051 10歳女児に発症した尿道カルンクルの一例
東　　　慧（ 山梨大学）

P-052 AFP産生尿道腺癌の1例
夏山　隆夫（ JCHO東京新宿メディカルセンター）

P-053 外尿道口小細胞癌の一例
石井　修平（ 岩手県立胆沢病院）

P-054 全周性女性尿道憩室の１例
桜井　文紀（ 日本大学）
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ポスター 10
10月13日（月） 15：00～ 15：30 ポスター会場3（416+417 4F）

◆ 腎腫瘍／診断・その他１

座長：五十嵐辰男（千葉大学  フロンティア医工学センター）

P-055 腎癌術後26年目に膵転移を切除し得た1例
松澤　幸正（ 同愛記念病院）

P-056 腎癌胆嚢転移の1例
鮫島　未央（ 杏林大学）

P-057 分子標的薬治療後に外科的摘除が可能となった腎細胞癌前立腺転移の1例
天野　統之（ 北里大学）

P-058 ラブドイド腫瘍細胞を有する腎細胞癌の1症例
大竹　裕子（ 山梨大学）

P-059 嚢胞性腎細胞癌の治療経験
平方　　仁（ 日本大学駿河台病院）

P-060 当院における無治療経過観察腎腫瘍13例の臨床的検討
松木　雅裕（ 北海道社会事業協会帯広病院）

ポスター 11
10月13日（月） 15：30～ 16:00 ポスター会場3（416+417 4F）

◆ 腎腫瘍／診断・その他２

座長：中井川　昇（横浜市立大学）

P-061 腎静脈及び下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎細胞癌の術前予後予測モデル 
中山　貴之（ 東京医科歯科大学）

P-062 腎細胞癌患者における内臓・皮下脂肪面積と臨床病理因子に関する検討
鹿島　　剛（ 東京医科大学）

P-063 当科における透析腎癌症例の検討
安達　秀樹（ 北海道済生会小樽病院）

P-064 透析患者に発生した腎細胞癌手術症例の病理学的検討
上田　修史（ 香川大学）

P-065 多発性嚢胞腎における嚢胞発育様式解析手法の検討
松永　佳久（ 千葉大学工学部メディカルシステム工学科）
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P-066 腎癌におけるR.E.N.A.L. nephrometry scoreの術後再発予測因子としての可能性
永原　　啓（ 大阪大学）

ポスター 12
10月13日（月） 16:00 ～ 16：30 ポスター会場3（416+417 4F）

◆ 腎腫瘍／手術１

座長：加藤　晴朗（長野市民病院）

P-067 高齢腎細胞癌患者に対する手術療法の検討
近藤　慶一（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター）

P-068 年齢層で分けた小径腎腫瘍に対する根治的腎摘除術と腎部分切除術の生存率比較
高木　敏男（ 東京女子医科大学）

P-069 愛媛県立中央病院におけるcT1a腎癌の臨床的検討
木内慎一郎（ 徳島県鳴門病院）

P-070 静脈血栓を伴う進行腎癌に対する手術療法の検討
畠山　真吾（ 弘前大学）

P-071 分子標的薬時代における転移性腎癌に対する転移巣切除の有効性についての検討
福田　洋典（ 東京女子医科大学）

P-072 東海大学泌尿器科で腎細胞癌手術後に再発をきたした症例の臨床的検討
金　　伯士（ 東海大学）

ポスター 13
10月13日（月） 15：00～ 15：25 ポスター会場3（416+417 4F）

◆ 尿路結石１

座長：工藤　大輔（八戸平和病院）

P-073 閉塞性腎盂腎炎を来した尿路結石症の臨床的検討
山下　真平（ 和歌山県立医科大学）

P-074 当院で施行したPNLの検討
大岩祐一郎（ 東京腎泌尿器センター大和病院）

P-075 馬蹄鉄腎に合併した腎結石症に対するPCNLの有用性、安全性についての検討
新堀　萌香（ 東京腎泌尿器センター大和病院）

P-076 当院におけるTULの治療成績
小出　晴久（ 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター）
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P-077 当院における上部尿路結石に対するTULの臨床的検討
大島　　将（ 済生会栗橋病院）

ポスター 14
10月13日（月） 15：25～ 15：50 ポスター会場3（416+417 4F）

◆ 尿路結石２

座長：多武保光宏（杏林大学）

P-078 尿道カテーテル長期留置による膀胱結石の1例
中山　紘史（ 伊勢崎市民病院）

P-079 上部尿路結石に対するESWLの治療成績
橋爪　和純（ 旭川医科大学）

P-080 平鹿総合病院における上部尿路結石に対するESWLの治療成績の検討
鈴木　丈博（ 平鹿総合病院）

P-081 ESWLにおける衝撃波パルス数2.0Hzと1.0Hzの比較
嘉島　相輝（ 秋田赤十字病院）

P-082 尿路結石に対するリソトリプターGによるESWLの治療成績
石田　卓也（ 東京医科大学）

ポスター 15
10月13日（月） 15：50～ 16：25 ポスター会場3（416+417 4F）

◆ 感染症／尿道・性器

座長：宮崎　　淳（筑波大学）

P-083 過去6年間に検査された当院における尿培養の疫学的調査
田中　晴郎（ 神奈川県立汐見台病院）

P-084 経直腸的前立腺針生検施行後に化膿性脊椎炎と感染性心内膜炎を発症した1例
菊地　謙成（ 札幌医科大学）

P-085 当施設で7年間に施行された2312例における前立腺生検後の感染に関する検討
南雲　義之（ 日立総合病院）

P-086 泌尿器科疾患治療中に生じた敗血症性肺塞栓症の2例
菊地　　央（ 北海道大学）

P-087 陰茎海綿体膿瘍の1例
岸野　辰樹（ 大阪暁明館病院）
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P-088 陰茎を中心に起きたフルニエ壊疽で陰茎温存し得た1例
宮坂　杏子（ 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター）

P-089 陰茎全摘を余儀なくされた陰茎海綿体膿瘍の1例
神山　佳展（ 東北大学）

ポスター 16
10月13日（月） 15：00～ 15：30 ポスター会場4（418 4F）

◆ 副腎・後腹膜１

座長：簑和田　滋（国立国際医療研究センター病院）

P-090 直腸癌が原発であった異時性、単独転移性副腎腫瘍の1例
池田　敬至（ 東京女子医科大学）

P-091 原発性アルドステロン症に対する腹腔鏡下副腎摘出術の臨床的検討
向山　秀樹（ 沖縄南部徳洲会病院）

P-092 高知大学における腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討
佐竹　宏文（ 高知大学）

P-093 CTガイド下針生検にて診断した副腎皮質癌の一例
増本　弘史（ 東広島医療センター）

P-094 Stage4副腎皮質癌に対して根治手術を施行した2症例
安井　将人（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター）

P-095 偶発右副腎腫瘍を主訴に受診し、左副腎・原発性アルドステロン症を診断した1例
井坂　　晋（ 沖縄南部徳洲会病院）

ポスター 17
10月13日（月） 15：30～ 16：00 ポスター会場4（418 4F）

◆ 副腎・後腹膜２

座長：座光寺秀典（山梨大学）

P-096 透析腎癌に合併した無症候性異所性褐色細胞腫の1例
小川　　祐（ 昭和大学）

P-097 I-123 MIBG陽性を示した後腹膜原発GIST
赤塚　　純（ 日本医科大学）
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P-098 副腎神経節細胞腫の混在により無症候性かつ内分泌非活性であった褐色細胞
腫の1例
石塚　雄一（ 石巻赤十字病院）

P-099 経尿道的膀胱腫瘍切除を行った膀胱paragangliomaの1例
佐藤　友紀（ 白河厚生総合病院）

P-100 水腎症を契機に発見されたIgG4関連疾患の後腹膜線維症の一例
當麻　武信（ 仙台赤十字病院）

P-101 診断に苦慮したIgG4関連後腹膜線維症の1例
土橋　正人（ 独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院）

ポスター 18
10月13日（月） 16：00～ 16：40 ポスター会場4（418 4F）

◆ 副腎・後腹膜３

座長：千葉　　裕（東北公済病院）

P-102 節外性リンパ腫の3例
飯沼　昌宏（ 国立病院機構水戸医療センター）

P-103 後腹膜悪性リンパ腫の組織生検の検討
秋濱　　晋（ 秋田大学）

P-104 後腹膜腫瘤で発見されたsarcomatoid mesotheliomaの１例
水口　靖規（ 自衛隊中央病院）

P-105 後腹膜Atypical Lipomatous Tumorの1例
保田　賢吾（ 藤沢市民病院）

P-106 下大静脈原発平滑筋肉腫の１例
狩野　　萌（ 伊勢崎市民病院）

P-107 後腹膜原発平滑筋肉腫に対するパゾパニブによる治療経験
高橋　一成（ 帯広厚生病院）

P-108 後腹膜血腫を契機に診断された後天性血友病13の一例
加藤　春雄（ 群馬大学）

P-109 動脈塞栓術で救命しえた、後腹膜腔出血を来した透析患者の２例
大地　　宏（ 済生会山形済生病院）
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ポスター 19
10月13日（月） 15：00～ 15：25 ポスター会場4（418 4F）

◆ 前立腺肥大症／診断・薬物療法１

座長：長岡　　明（山形大学）

P-110 前立腺肥大症に対するピクノジェノールの効果の検討
八木　　宏（ 獨協医科大学越谷病院）

P-111 タムスロシン投与後、継続する過活動膀胱を有するmale LUTSに対するミラ
ベグロン追加投与の有用性について
鈴木　康友（ 日本医科大学）

P-112 αブロッカーとデュタステリド長期併用療法中BPH患者のαブロッカー中断の
影響についての検討
鈴木　一実（ 二宮中央クリニック）

P-113 α1遮断薬にて効果不十分な前立腺肥大症患者に対するデュタステリド追加投
与効果の検討
服部　裕介（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター）

P-114 第二指長と第四指長の比（2D/4D）とデュタステリド服用効果についての検討
内田　将央（ 国際医療福祉大学）

ポスター 20
10月13日（月） 15：25～ 15：50 ポスター会場4（418 4F）

◆ 前立腺肥大症／診断・薬物療法２

座長：野口　和美（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

P-115 前立腺肥大症の病理組織学的分類とPSA densityとの関連について　ーシロ
ドシン有効例のPSA densityが低いことを考察するー
由利　康裕（ 聖隷横浜病院）

P-116 前立腺肥大症の下部尿路症状に対するナフトピジルの服薬時間による効果の
差―朝投与と夜投与の比較―
佐藤　　両（ 獨協医科大学越谷病院）

P-117 ナフトピジルの効果のOABSS,IPSSにおける長期効果の検討
今村雄一郎（ 昭和大学藤が丘病院）

P-118 当院における前立腺肥大症薬物治療の現状
石坂　和博（ 帝京大学医学部附属溝口病院）
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P-119 泌尿器科を受診した80歳以上の男性のLUTSおよび前立腺の特徴
花井　　禎（ 沼津市立病院）

ポスター 21
10月13日（月） 15：50～ 16：25 ポスター会場4（418 4F）

◆ 前立腺肥大症／手術

座長：設楽　敏也（淵野辺総合病院）

P-120 当院における経尿道的ホルミウムレーザー前立腺核出術の初期検討
大森　　圭（ 菊名記念病院）

P-121 HoLEP導入初期の治療成績
中村　綾子（ 横浜保土ヶ谷中央病院）

P-122 HoLEP（Holmium Laser Enuculation of the Prostate）を施行し核出重
量100g以上であった7症例の検討
青木　雅典（ 群馬大学）

P-123 TUEBの初期経験および同一術者によるconventional TURP・bipolar 
TURP・TUEBの検討
松原　英司（ 昭和大学横浜市北部病院）

P-124 ８０歳以上の尿閉患者に対する経尿道的前立腺手術の検討
中西　雄亮（ 東邦大学医療センター大森病院）

P-125 当院におけるGreen Light HPSを用いたPVP（光選択的前立腺蒸散術）の
初期経験
荻島　達也（ 千葉徳洲会病院）

P-126 前立腺肥大症に対する前立腺高温度療法施行２０２症例の３年間の経過観察
とその効果に関する検討
長田　恵弘（ 東海大学医学部付属八王子病院）

ポスター 22
10月13日（月） 15：00～ 15：35 ポスター会場5（419 4F）

◆ 前立腺癌／診断・薬物療法１

座長：井上　高光（秋田大学）

P-127 直腸通過障害をきたした前立腺小細胞癌の転移性骨盤内腫瘤に対してドセタ
キセルが著効した一例
石井　　元（ 厚木市立病院）
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P-128 去勢抵抗性前立腺癌に対してDocetaxel化学療法を80コース施行した一例
竹内　　晃（ 東北労災病院）

P-129 ホルモン療法併用放射線療法施行後に孤発性尿管転移再発をきたした前立腺
癌の一例
神田　敏博（ 埼玉県立がんセンター）

P-130 内分泌療法中に小細胞癌として再燃したと考えられる前立腺癌の2例
磯部　英行（ 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター）

P-131 新規骨転移前立腺癌症例に対するホルモン療法とゾレドロン酸併用の多施設
臨床試験－続報
古屋　一裕（ 横浜市立大学）

P-132 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法における予後予測因子の検討
室井　　歩（ 千葉大学）

P-133 転移性去勢抵抗性前立腺癌（mCRPC）に対する山形大学におけるドセタキセ
ル療法の検討
櫻井　俊彦（ 山形大学）

ポスター 23
10月13日（月） 15：35～ 16：10 ポスター会場5（419 4F）

◆ 前立腺癌／診断・薬物療法２

座長：松島　　常（東京警察病院）

P-134 Experience of switching from LHRH agonist to LHRH antagonist in 
patients with castration-resistant prostate cancer
和泉　宏昌（ 国立がん研究センター東病院）

P-135 γδΤ細胞を用いた前立腺癌に対するアデノウイルスベクターデリバリーシステ
ムの開発
長谷部友紀（ 昭和大学）

P-136 Cernitin Pollen ExtractのPSAに対する影響についてー慢性前立腺炎症例
における不必要な前立腺生検回避への試みー
上條　利幸（ かみじょうクリニック）

P-137 経直腸前立腺生検における予防抗菌薬としてのニューキノロンとアミカシン併
用の検討
道面　尚久（ 信州大学）

P-138 前立腺生検で診断された前立腺癌の検討
高月健太郎（ イムス三芳総合病院）
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P-139 過去5年間における前立腺生検後の感染症の検討
鳥羽　智貴（ 新潟県立がんセンター新潟病院）

P-140 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法中に発症した間質性肺炎について
三間　隆史（ 東京医科大学）

ポスター 24
10月13日（月） 16：10～ 16：45 ポスター会場5（419 4F）

◆ 前立腺癌／診断・薬物療法３

座長：福原　　浩（東京大学）

P-141 Real-time Virtual SonographyによるMR-US fusion前立腺狙撃生検陰性
症例の予後の検討―MRI画像の変化の評価―
宮川　友明（ 自治医科大学附属さいたま医療センター）

P-142 超音波顕微鏡による前立腺癌組織の音響特性解析
杉本　浩章（ 千葉大学工学研究科人工システム科学専攻）

P-143 前立腺癌患者における内臓脂肪面積と臨床病理因子に関する検討
大野　芳正（ 東京医科大学）

P-144 日本人前立腺癌腫瘍体積≦0.5ml症例におけるSignifi cant Cancerと
Insignifi cant　Cancerの比較検討　
坂本　信一（ 千葉大学）

P-145 PSA監視療法が適用できる低リスク限局性前立腺癌の全摘病理所見の考察
安士　正裕（ 獨協医科大学）

P-146 前立腺全摘術後再発因子の検討
吉永　敦史（ 草加市立病院）

P-147 前立腺癌Gleason sum upgradingを予測するノモグラムの外部検証
内海　孝信（ 東邦大学医療センター佐倉病院）

ポスター 25
10月13日（月） 15：00～ 15：45 ポスター会場5（419 4F）

◆ 前立腺癌／放射線療法１

座長：深貝　隆志（昭和大学江東豊洲病院）

P-148 放射線併用療法としてのDegarelixの有用性
飯塚　淳平（ 東京女子医科大学）
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P-149 根治的前立腺全摘除後の補助放射線治療について当院53例の検討
相川　浩一（ 東京慈恵会医科大学）

P-150 前立腺全摘後のPSA再発に対する救済放射線療法の検討
横溝由美子（ 横浜市立大学）

P-151 前立腺全摘除後のPSA再発症例に対する救済放射線療法の臨床的検討
林田　有史（ 香川大学）

P-152 前立腺癌に対する陽子線治療直後に急激なPSA上昇がみられた一例
斑目　　旬（ 守谷慶友病院）

P-153 前立腺癌密封小線源治療後、膀胱腫瘍治療中に骨盤内に急速に増大する腫瘤
を認め診断に苦慮した1例
時田　貴史（ 横浜市立大学）

P-154 前立腺密封小線源治療後に進行性二次癌で死亡した２症例の報告
榎田　英樹（ 鹿児島大学）

P-155 限局性前立腺癌に対する密封小線源永久挿入治療後に異時性に発生した膀胱
癌6例の検討
安江　圭史（ 東京慈恵会医科大学）

P-156 放射線療法後再発前立腺癌に対するsalvage HIFU 療法の成績
朝長　哲朗（ 東海大学医学部付属八王子病院）

ポスター 26
10月13日（月） 15：45～ 16：25 ポスター会場5（419 4F）

◆ 前立腺癌／放射線療法２

座長：山口　健哉（日本大学）

P-157 東京警察病院における前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源療法施行後3
年渡る排尿障害の検討
南　　哲司（ 東京警察病院）

P-158 前立腺癌密封小線源療法後の下部尿路症状に対するタムスロシンとシロドシン
の効果の比較検討
今野　真思（ 横浜市立大学）

P-159 順天堂グループにおける中リスクおよび高リスク前立腺癌に対するEBRTの治療成績
田中　道雄（ 順天堂大学医学部附属練馬病院）

P-160 限局性および局所進行性前立腺癌に対する放射線外照射治療の効果
西嶋由貴子（ 総合守谷第一病院）
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P-161 局所前立腺癌に対する高線量率組織内照射併用外照射療法後のQOLに関する検討
吉川　和朗（ 和歌山県立医科大学）

P-162 限局性および局所進行性前立腺癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）の
初期治療成績
村田　憲彦（ 湘南鎌倉総合病院）

P-163 前立腺癌ｃT3の治療成績
網谷　兆康（ 国保旭中央病院）

P-164 当科における前立腺癌放射線療法の治療成績
明円　真吾（ 八戸市立市民病院）


