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11 月 23 日（土・祝）
第１会場（国立京都国際会館　1F　メインホール）
8：45〜10：05
シンポジウム　―三方よしの術式標準化―３

Endoscopic Combined IntraRenal Surgery（ECIRS）
座　長：宮澤　克人　金沢医科大学　泌尿器科学
　　　　市川　智彦　千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学

ST-3-1	 Endoscopic	Combined	IntraRenal	Surgery（ECIRS）を成功させるための術前準備
藤村　正亮　千葉県済生会習志野病院　泌尿器科

ST-3-2	 ECIRSの術式標準化：PNL術者の役割
浜本　周造　名古屋市立大学大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分野

ST-3-3	 TUL術者としてのポイント
松崎　純一　大口東総合病院　泌尿器科

ST-3-4	 TAP／ECIRS	1	day	training	courseの経験からECIRSの標準化に向けて
石戸　則孝　倉敷成人病センター　泌尿器科

10：15〜10：45
特別企画４　人工尿道括約筋AMS800埋め込み術の現状と課題

座　長：荒井　陽一　地方独立行政法人宮城県立病院機構　宮城県立がんセンター　泌尿器科

SP-4-1	 	人工尿道括約筋植込術の現状と課題　Tips	&	Pitfalls　初心者でも成功させるコ
ツは？
平山　貴博　北里大学北里研究所病院　泌尿器科

SP-4-2	 トラブルシューテイング：どのようにリカバリーするか？
増田　　均　国立がん研究センター東病院　泌尿器・後腹膜腫瘍科

SP-4-3	 人工尿道括約筋AMS800埋め込み術の現状と課題
海法　康裕　東北医科薬科大学　泌尿器科

10：55〜11：45
特別講演２　

座　長：松田　公志　関西医科大学	腎泌尿器外科学講座

SL-2	 Now	and	Future	in	endourology
Ben	H.	Chew　University of British Columbia
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12：00〜13：00
ランチョンセミナー11　進行性尿路上皮癌の治療戦略

座　長：金山　博臣　徳島大学大学院医歯薬学研究部　泌尿器科学

LS-11-1	 進行性尿路上皮癌に対する薬物治療の最前線
小島　崇宏　筑波大学医学医療系　腎泌尿器外科学

共催：MSD株式会社

13：10〜14：10
文化講演2　

座　長：大家　基嗣　慶應義塾大学泌尿器科学教室

CL-2	 私の人生ドラマ
西川ヘレン

14：10〜15：10
若手よしのシンポジウム（教育）３

ロボット手術の教育方法―それぞれの施設での試み―
座　長：後藤　百万　名古屋大学大学院医学系研究科　泌尿器科学
　　　　原　　　勲　和歌山県立医科大学泌尿器科

SY-3-1	 	令和時代におけるロボット手術の若手術者教育〜ラパロ、開腹の経験は本当に必
要か？〜
吉野　　能　国立病院機構　名古屋医療センター　泌尿器科

SY-3-2	 安全性と質を担保したコンソール術者育成は可能か？
柑本　康夫　和歌山県立医科大学　泌尿器科

SY-3-3	 岡山大学病院泌尿器科におけるロボット手術教育の現状
小林　泰之　岡山大学　泌尿器科

15：10〜16：10
若手よしのシンポジウム（教育）４

周術期合併症を防ぐための工夫（腹腔鏡手術、ロボット支援手術）
座　長：小川　　修　京都大学大学院医学研究科　泌尿器科学
　　　　篠原　信雄　北海道大学大学院 医学研究院 腎泌尿器外科学教室

SY-4-1	 ラパロ手術の周術期合併症を防ぐ試み：シミュレーショントレーニング
安部　崇重　北海道大学医学研究科腎泌尿器外科

SY-4-2	 ロボット支援下腎部分切除術における周術期合併症を防ぐための工夫
成田伸太郎　秋田大学　泌尿器科
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SY-4-3	 周術期合併症を防ぐための工夫〜ロボット支援下前立腺全摘除術において
澤田　篤郎　京都大学大学院医学研究科　泌尿器科学

SY-4-4	 体腔鏡下リンパ節郭清術の合併症とその対策
寒野　　徹　医仁会武田総合病院泌尿器科

第２会場（国立京都国際会館　1F　さくら）
8：45〜9：45
未来よしのシンポジウム（展望）３

腎尿管全摘除術における新展開
座　長：田邉　一成　東京女子医科大学病院 泌尿器科 腎臓病総合医療センター
　　　　江藤　正俊　九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

SF-3-1	 腎盂尿管癌に対するリンパ節郭清　―至適な郭清範囲とは？―
近藤　恒徳　東京女子医科大学東医療センター　泌尿器科

SF-3-2	 腎尿管全摘除術におけるリンパ節郭清　―腹腔鏡	vs	開腹？
安部　崇重　北海道大学医学研究科腎泌尿器外科

SF-3-3	 腎尿管全摘除術における膀胱内再発低減に向けた試み
猪口　淳一　九州大学病院　泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科

SF-3-4	 腎盂尿管癌における周術期薬物療法の現状と新たな展開
小島　崇宏　筑波大学　泌尿器科

9：55〜10：55
観る人よしのビデオワークショップ５

RARCの腸管利用尿路変向の工夫
座　長：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
　　　　古家　琢也　岐阜大学大学院 医学系研究科　泌尿器科学

VWS-5-1	 ICUDの現状と問題点
成田　充弘　滋賀医科大学　泌尿器科

VWS-5-2	 Hybrid尿路変向術
森實　修一　鳥取大学　器官制御外科学講座　腎泌尿器学分野

VWS-5-3	体腔内回腸導管造設術
全並　賢二　藤田医科大学　腎泌尿器外科

VWS-5-4	体腔内回腸新膀胱造設術を行う際の工夫
中根　慶太　岐阜大学医学部附属病院　泌尿器科
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14：10〜14：40
特別企画５　泌尿器科手術におけるAI技術の応用の現状と将来像

座　長：西山　博之　筑波大学医学医療系臨床医学域腎泌尿器外科学

SP-5-1	 内視鏡や画像診断に対するAI技術の進歩
野里　博和　	国立研究開発法人産業技術総合研究所　情報・人間工学領域　人工知能

研究戦略部　人工知能研究企画室

SP-5-2	 AIによるKUBを用いた尿路結石診断
石岡淳一郎　東京医科歯科大学　腎泌尿器外科

SP-5-3	 膀胱内視鏡に対するAI技術の応用
池田　篤史　筑波大学附属病院　泌尿器科

14：40〜16：00
シンポジウム　―三方よしの術式標準化―４

腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）
座　長：高橋　　悟　日本大学医学部 泌尿器科学系泌尿器科学分野
　　　　横山　　修　福井大学医学部泌尿器科学

ST-4-1	 	腹腔鏡下骨盤臓器脱手術の多様性と術式選択：三方よしの骨盤臓器脱手術を目指して
野村　昌良　亀田メディカルセンター　ウロギネ・女性排尿機能センター

ST-4-2	 LSCに必要な腹腔鏡手術ベーシックテクニック
成島　雅博　名鉄病院　泌尿器科

ST-4-3	 LSCの標準化を目指した若手医師への教育
福島　正人　福井大学　泌尿器科

ST-4-4	 腹腔鏡下仙骨腟固定術：１時間台で出来るLSC
持田　淳一　日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野

第３会場（国立京都国際会館　2F　Room A）
8：45〜9：45
若手よしのシンポジウム（教育）５

周術期合併症を防ぐための工夫（結石、BPH）
座　長：舛森　直哉　札幌医科大学医学部泌尿器科学講座
　　　　中川　昌之　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　腫瘍学講座泌尿器科学分野

SY-5-1	 周術期合併症を防ぐための工夫：TULの立場から
加藤　祐司　坂泌尿器科病院　

SY-5-2	 細径トラクトを用いたECIRS合併症軽減の取り組み
一美　貴弘　今村総合病院　泌尿器科
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SY-5-3	 周術期合併症を防ぐための工夫（結石、BPH）、TURPの立場から
設楽　敏也　渕野辺総合病院　泌尿器科

SY-5-4	 HoLEPにおける周術期合併症を防ぐための手技の工夫と治療成績
岩本　秀安　野崎東病院 泌尿器科

9：55〜10：55
未来よしのシンポジウム（展望）４

BPH治療アップデート：核出／蒸散
座　長：石塚　　修　信州大学医学部泌尿器科学教室
　　　　永井　　敦　川崎医科大学泌尿器科

SF-4-1	 低出力HoLEPの経験
上野　　学　信州大学　泌尿器科

SF-4-2	 当科で実践している経尿道的前立腺核出術（TUEB）の４つのE
澤田　智史　山梨大学医学工学総合研究部　泌尿器科学講座

SF-4-3	 進化したPVP　“180w-XPS”
桑原　勝孝　長久保病院

SF-4-4	 光選択的前立腺レーザー蒸散術（PVP）の現状と展望
関　　成人　九州中央病院　泌尿器科

12：00〜13：00
ランチョンセミナー12　過活動膀胱の新たな展開〜さらなるQOL向上を目指して〜

座　長：羽渕　友則　秋田大学大学院 医学系研究科 腎泌尿器科学講座

LS-12-1	 　横山　　修　福井大学医学部器官制御医学講座 泌尿器科学

共催：キッセイ薬品工業株式会社／杏林製薬株式会社

14：10〜15：10
未来よしのシンポジウム（展望）５

MRI fusion biopsy：適応から実際の手技、治療アウトカムまで
座　長：鈴木　和浩　群馬大学大学院医学系研究科　器官代謝制御学講座泌尿器科学
　　　　溝上　　敦　金沢大学大学院医学系研究科　泌尿器集学的治療学

SF-5-1	 前立腺癌MRI画像診断：PI-RADSを中心に
山田　香織　京都第二赤十字病院　放射線診断科

SF-5-2	 MRI	fusion	biopsy：適応から実際の手技、手術におけるアウトカム
林　哲太郎　広島大学腎泌尿器科

SF-5-3	 前立腺癌個別化診療にむけたMRI-US	fusion標的生検の意義
齋藤　一隆　東京医科歯科大学大学院　腎泌尿器外科学
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SF-5-4	 MRI	fusion	biopsy：臓器温存への応用と今後の展望
浮村　　理　京都府立医科大学　泌尿器科

15：10〜16：10
未来よしのシンポジウム（展望）６

Focal therapy：新しい前立腺部分治療戦略
座　長：浮村　　理　京都府立医科大学泌尿器科学教室
　　　　秦　　聡孝　大分大学医学部腎泌尿器外科学講座

SF-6-1	 brachytherapyを用いた前立腺癌部分治療
松岡　　陽　東京医科歯科大学大学院　腎泌尿器外科

SF-6-2	 	高密度焦点式超音波療法をもちいた前立腺癌Focal	Therapy：前向き臨床研究の現状
小路　　直　東海大学　医学部　外科学系　泌尿器科学

SF-6-3	 新しい前立腺部分治療の経験：凍結治療・Microwave
浮村　　理　京都府立医科大学　泌尿器科

16：30〜18：00
第６回泌尿器ロボット支援手術プロクター教育セミナー

座　長：武中　　篤　鳥取大学泌尿器科

J-1	 ロボット支援手術委員会報告
武中　　篤　鳥取大学泌尿器科

J-2	 プロクター制度の運用状況
小島　祥敬　福島県立医科大学泌尿器科

J-3	 プロクタリングのコツ：ロボット支援手術の基本手技
服部　一紀　聖路加国際病院泌尿器科

J-4	 プロクタリングのコツ：助手の基本操作
吉岡　邦彦　医療法人社団 明芳会 板橋中央総合病院

J-5	 プロクタリングのコツ：緊急事態対応
森實　修一　鳥取大学泌尿器科

第４会場（国立京都国際会館　1F　Room D）
9：00〜9：40
一般演題 ビデオ３　ロボット／腎

座　長：山本　徳則　名古屋大学附属病院　泌尿器科

V-3-1	 	再発腎癌に対して安全にrepeated	RAPNを施行し，良好な腎機能を温存可能で
あった一例
石山　雄大　東京女子医科大学東医療センター　泌尿器科／骨盤底機能再建診療部
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V-3-2	 	RAPNにおける3Dシミュレーション画像を用いたvascularized	cortex温存の重要性
泉　　和良　高松赤十字病院

V-3-3	 RAPNにおける体位の検討
五反田丈徳　鹿児島市立病院　泌尿器科

V-3-4	 馬蹄腎に発症した腎腫瘍に対する腹腔鏡下半腎摘除術
羽賀　宣博　福島県立医科大学　医学部　泌尿器科学講座

V-3-5	 	馬蹄腎に発生した埋没腎癌に対して腹腔鏡下腎実質無縫合腎部分切除術を施行し
た１例
三浪　圭太　市立札幌病院泌尿器科

9：55〜10：35
一般演題 ビデオ４　腹腔鏡／症例１

座　長：宮地　禎幸　川崎医科大学　泌尿器科

V-4-1	 浸潤性膀胱癌に対して腹腔鏡下膀胱部分切除術を施行した１例
松川　明弘　東京慈恵会医科大学附属第三病院　泌尿器科

V-4-2	 	腎尿管全摘術後の残存尿管癌に対し膀胱鏡併用・腹腔鏡下膀胱部分切除術を施行
した１例
岡部　　洸　宮崎大学医学部 発達泌尿生殖医学講座 泌尿器科学分野

V-4-3	 	下大静脈後尿管に伴う腎盂尿管移行部狭窄症に対して仰臥位後腹膜鏡下腎盂形成
術を施行した１例
奥野　優人　関西労災病院 泌尿器科

V-4-4	 馬蹄鉄腎の方の腎盂尿管移行部狭窄に対し、腹腔鏡下腎盂形成術を行った１例
日紫喜公輔　市立島田市民病院

V-4-5	 巨大な前立腺STUMPに対する腹腔鏡補助下前立腺全摘除術の経験
大塚　　武　宮崎大学医学部　発達泌尿生殖医学講座　泌尿器科学分野

12：00〜13：00
ランチョンセミナー13　教える側・教わる側から考えるTUEB手技

座　長：中川　　健　東京歯科大学市川総合病院

LS-13-1	 　大庭康司郎　長崎大学

LS-13-2	 　三島　崇生　関西医科大学総合医療センター

共催：オリンパス株式会社
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14：10〜15：30
スポンサードセミナー　FUSEから学ぶ電気メスの理論と実際 〜ロボット手術への応用〜

座　長：土谷　順彦　山形大学　腎泌尿器外科学

SS-1	 「電気メスの基本原理」を理解し、達人の技を見極める
渡邊　祐介　北海道大学 消化器外科Ⅱ

SS-2	 現行のロボット手術におけるVIO3のメリットとデメリット
服部　一紀　聖路加国際病院　泌尿器科

共催：株式会社アムコ

第５会場（国立京都国際会館　1F　Room E）
9：00〜9：50
一般演題 口演21　ロボット／腎・腎機能

座　長：磯谷　周治　順天堂大学医学部附属順天堂医院　泌尿器科

O-21-1	 腎部分切除術の急性腎機能障害発症についての術式による比較検討
橘　　秀和　東京女子医科大学東医療センター泌尿器科

O-21-2	 ロボット支援腎部分切除におけるAV	clampが腎機能に与える影響について
村岡研太郎　横浜市立大学附属病院　泌尿器科

O-21-3	 ロボット支援下腎部分切除術における腎体積と術後腎機能の比較検討
上田　祐子　和歌山県立医科大学　泌尿器科

O-21-4	 ロボット支援腎部分切除後の患側腎機能に影響する因子の検討
山田　修平　北海道大学病院　泌尿器科

O-21-5	 ロボット支援腎部分切除術後の患側腎機能低下因子の検討
小野田充敬　岩手医科大学附属病院　泌尿器科学講座

O-21-6	 ロボット支援腎部分切除術後における阻血法の違いによる腎機能の比較検討
吉田　哲也　滋賀医科大学　泌尿器科学講座

9：55〜10：45
一般演題 口演22　ロボット／腎・手技・評価

座　長：矢内原　仁　埼玉医科大学　泌尿器科

O-22-1	 外側に位置する腎腫瘍に対するRAPNのアプローチ方法による周術期成績比較
高木　敏男　東京女子医科大学

O-22-2	 経腹膜的ロボット支援腎部分切除術におけるポート位置の工夫について
大塚　　光　市立大津市民病院　泌尿器科

O-22-3	 ロボット支援腎部分切除におけるソフト3Dモデルを用いた術前シミュレーション
本郷　文弥　京都府立医科大学　泌尿器外科
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O-22-4	 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術における肥満と内臓脂肪の影響の検討
吉川　和朗　和歌山県立医科大学　泌尿器科

O-22-5	 腎部分切除術における腎被膜と腎周囲脂肪の癒着の予測についての検討
井上　剛志　奈良県立医科大学　泌尿器科

O-22-6	 RAPNにおける腎実質縫合の有無による術後腎実質体積のCT	volumetryを用いた検討
提箸隆一郎　秋田大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学講座

12：00〜13：00
ランチョンセミナー14　筋層非浸潤性膀胱癌の診断・治療成績向上を目指して

座　長：江藤　正俊　九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野

LS-14-1	 PDD導入の経験から考える
山口　雷藏　神戸大学医学部附属 国際がん医療・研究センター

LS-14-2	 TURBTのクオリティの視点から考える
藤本　清秀　奈良県立医科大学 泌尿器科学教室

共催：中外製薬株式会社

14：10〜15：00
一般演題 口演23　ロボット／腎・trifecta・評価

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

O-23-1	 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の品質管理
高山　達也　自治医科大学　腎泌尿器外科学講座　泌尿器科学部門

O-23-2	 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術後早期造影CTの意義についての検証
池田　敬至　東京女子医科大学　泌尿器科

O-23-3	 	ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）におけるTrifectaが術後成績に与え
る影響
内本　泰三　医真会八尾総合病院　泌尿器科

O-23-4	 ロボット支援腎部分切除術における当院のTrifectaについての検討
吉田　一彦　東京女子医科大学　泌尿器科

O-23-5	 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術における温阻血時間に関わる因子の検討
渡口　　誠　東京女子医科大学病院　泌尿器科

O-23-6	 ロボット支援腎部分切除術後の無気肺および縦隔気腫の検討
高橋　宣弘　山梨大学大学院医学工学総合研究部　泌尿器科
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15：00〜16：00
一般演題 口演24　ロボット／腎・その他

座　長：白石　晃司　山口大学　大学院医学系研究科　泌尿器科学講座

O-24-1	 VRシミュレーションとダブルバイポーラテクニックで行うRAPNの経験。
久保田恵章　トヨタ記念病院　泌尿器科

O-24-2	 単腎かつ３か所のRCCに対するロボット支援腎部分切除術（RAPN）の経験
松田良一郎　鹿児島市立病院　泌尿器科

O-24-3	 ロボット支援腎部分切除術での非定型症例の経験
仲村　和芳　千葉大学附属病院　泌尿器科

O-24-4	 	ロボット支援後腹膜鏡下腎部分切除術９カ月後に後腹膜再発が疑われた脂肪壊死
腫瘤の１例
宮内　康行　香川大学　泌尿器科

O-24-5	 ロボット支援下腎部分切除中に発症したガス塞栓症の一例
石田　　亮　名古屋第二赤十字病院　泌尿器科

O-24-6	 ロボット支援下腎部分切除術後に非閉塞性腸管虚血を発症した１例
坂田　裕介　北里大学　医学部　泌尿器科

O-24-7	 鏡視下腎部分切除で摘出した腎MESTに関する検討
中村　和貴　東京女子医科大学病院　泌尿器科

第６会場（国立京都国際会館　2F　Room B-1）
9：00〜10：00
一般演題　口演 25　ロボット／前立腺・郭清

座　長：小宮　　顕　千葉大学大学院 医学研究院泌尿器科学

O-25-1	 ダブルバイポーラー法を用いたRALPにおける拡大リンパ節郭清の初期経験
井上　雅晴　国立がん研究センター東病院　泌尿器・後腹膜腫瘍科

O-25-2	 	ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の骨盤リンパ節郭清における転移陽性部位
の検討
村蒔　基次　兵庫県立尼崎総合医療センター

O-25-3	 当院でのロボット支援拡大骨盤リンパ節郭清の初期成績
時田　貴史　君津中央病院　泌尿器科

O-25-4	 RALPにおけるICG蛍光法によるセンチネルリンパ節同定を併用した骨盤リンパ節郭清
結縁　敬治　神鋼記念病院

O-25-5	 	ロボット支援下前立腺全摘術において、拡大リンパ節郭清は術後機能に影響を与
えるか
佐野　雅之　聖路加国際病院　泌尿器科
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O-25-6	 安全・確実なロボット支援骨盤リンパ節郭清のためのメリーランド・バイポーラ切離
鴨井　和実　済生会滋賀県病院　ロボット手術センター

O-25-7	 当院におけるロボット支援前立腺全摘除術拡大骨盤内リンパ節郭清の検討
小丸　　淳　千葉県がんセンター　前立腺センター・泌尿器科

10：10〜10：45
一般演題 口演26　ロボット／前立腺・QOL

座　長：三塚　浩二　東北大学　泌尿器科

O-26-1	 	ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術（RALP）後のQOLの評価―開放前立腺全摘
術との比較
和田　直樹　旭川医科大学　腎泌尿器外科

O-26-2	 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における神経温存が健康関連QOLに及ぼす影響
大澤　崇宏　北海道大学病院 泌尿器科

O-26-3	 下部尿路症状・QOLからみたロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）の検討
中澤　佑介　金沢医科大学　泌尿器科

O-26-4	 	術前排尿効率低下・加齢のロボット支援前立腺全摘除術後に持続する過活動膀胱
への関与
赤井畑秀則　福島県立医科大学　医学部　泌尿器科学講座

12：10〜13：00
ランチョンセミナー15　〈日本放射線腫瘍学会	第32回学術大会と中継〉

より良い前立腺がん治療を目指して泌尿器科、放射線科の立場から
 〜ハイドロゲルスペーサを用いた治療経験〜
座　長：溝上　　敦　金沢大学 泌尿器科

LS-15	 　田中　宣道　奈良県立医科大学 泌尿器科学教室

共催：	オーグメニックス株式会社	
ボストン･サイエンティフィック	ジャパン株式会社

14：10〜14：50
一般演題 口演27　ロボット／前立腺・その他

座　長：野澤　昌弘　近畿大学医学部泌尿器科学教室

O-27-1	 ロボット支援下前立腺全摘除術における術後鼠径ヘルニアの検証
志熊　紘行　広島市立安佐市民病院

O-27-2	 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後に生じた外腸骨動脈下内ヘルニアの１例
平井　健一　大分大学医学部　腎泌尿器外科学講座

O-27-3	 ロボット支援前立腺全摘除術後の切除断端陽性例におけるPSA再発因子
目黒　　了　福島県立医科大学医学部　泌尿器科学講座



11
月
23
日

O-27-4	 ロボット支援前立腺全摘除術におけるMRI-TRUS	fusion	biopsyの有用性について
山崎　六志　別府湾腎泌尿器病院　泌尿器科

O-27-5	 	高リスク前立腺癌に対する術前内分泌化学療法後のロボット支援前立腺全摘術の
治療成績
米山　高弘　弘前大学　泌尿器科

15：00〜15：40
一般演題 口演28　ロボット／膀胱・尿路変向

座　長：日下　　守　藤田医科大学　腎泌尿器外科

O-28-1	 体腔内尿路変向術（ICUD）における時間短縮のための小さな工夫
柳原　　豊　愛媛県立中央病院　泌尿器科

O-28-2	 	ストーマ孔形成をはじめに行う、ストーマ形成が容易なロボット支援腔内回腸導
管造設術
北城　守文　古賀病院 21　泌尿器科

O-28-3	 ICUDを円滑に進めるためにPatient	side	surgeonが果たすべき役割
佐々木雄太郎　徳島大学大学院　医歯薬学研究部　泌尿器科学分野

O-28-4	 当院におけるロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘と体腔内尿路変更の周術期・術後成績
鈴木　敦人　横浜市立大学附属病院

O-28-5	 RARC／LRCにおける体腔内および体腔外回腸導管造設術の術後早期合併症
影山　　進　滋賀医科大学　泌尿器科

第７会場（国立京都国際会館　2F　Room B-2）
9：00〜9：50
一般演題 口演29　腹腔鏡／女性

座　長：持田　淳一　日本大学医学部泌尿器科学系

O-29-1	 LSC後の再発症例の検討
山崎　丈嗣　独立行政法人国立病院機構都城医療センター　泌尿器科

O-29-2	 仙骨レベル（S1-2）の前縦靭帯にメッシュ近位端を固定する腹腔鏡下仙骨腟固定術
江川　雅之　市立砺波総合病院　泌尿器科

O-29-3	 単孔式laparoscopic	sacrocolpopexyの手技工夫について
増井　仁彦　市立大津市民病院　泌尿器科

O-29-4	 腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）における体内固定用組織ステープルの使用経験
松尾　朋博　長崎大学病院　泌尿器科・腎移植外科

O-29-5	 当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の治療成績の検討
澤田　康弘　平塚市民病院　泌尿器科
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O-29-6	 腹腔鏡下仙骨膣固定術後に認める蓄尿症状の困窮度増悪因子の解明
片岡　政雄　福島県立医科大学　医学部　泌尿器科学講座

9：55〜10：45
一般演題 口演30　腹腔鏡／単孔式・RPS

座　長：奥見　雅由　東京女子医科大学　泌尿器科

O-30-1	 感染腎に対するLESS・RPSによる腹腔鏡下腎摘除術の経験
金子　　剛　埼玉医科大学国際医療センター　泌尿器腫瘍科

O-30-2	 臍部ZigZag切開を用いたReduced	port腹腔鏡下根治的腎摘除術の初期経験
井上　省吾　広島大学医学部　医系科学研究科　腎泌尿器科学

O-30-3	 Reduced	Portと鏡視補助下小切開による根治的腎摘除の比較検討
佐々木秀郎　聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科

O-30-4	 単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術の１例
柳瀬　貴弘　愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院　泌尿器科

O-30-5	 精索静脈瘤に対する単孔式腹腔鏡下高位結紮術の治療成績
富田　圭司　滋賀医科大学　泌尿器科

O-30-6	 腹腔鏡下後腹膜神経鞘腫摘除術：Multi-portとReduced	portの手技比較
牧野　雄樹　市立大津市民病院　泌尿器科

12：00〜13：00
ランチョンセミナー16　ステント留置のストレスを減らす？

〜新・異物付着防止型ステントTriaTMの可能性〜
座　長：原　　　勲　和歌山県立医科大学 泌尿器科

LS-16-1	 術者・患者ストレスを減らすステント選択とは
眞﨑　拓朗　原三信病院 泌尿器科

LS-16-2	 新・異物付着防止型ステントTriaTMの可能性
濵本　周造　名古屋市立大学大学院 医学研究科 腎・泌尿器科学分野

共催：ボストン・サイエンティフィック	ジャパン株式会社

14：10〜14：50
一般演題 口演31　Endourology／BPH・CVP

座　長：並木　一典　東京医科大学　泌尿器科

O-31-1	 愛仁会千船病院における接触式前立腺レーザー蒸散術（CVP）の初期経験
樋口　喜英　愛仁会千船病院　泌尿器科

O-31-2	 980nm	Diode	laserを用いたCVPの安全性と有効性に関する検討
野村　博之　原三信病院　泌尿器科
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O-31-3	 CVPにおける術中および術後出血に関する検討
吉岡　　厳　大阪警察病院　泌尿器科

O-31-4	 前立腺肥大症に対するTUR-P	vs.	Thulium	laser前立腺核出術：無作為化比較試験
小路　　直　東海大学医学部外科学系泌尿器科学

O-31-5	 限局性前立腺癌に対する高密度焦点式超音波療法をもちいたFocal	Therapy
小路　　直　東海大学医学部外科学系泌尿器科学

15：00〜15：40
一般演題 口演32　Endourology／BPH・ツリウム

座　長：伊藤　秀明　福井大学　泌尿器科

O-32-1	 経直腸超音波ガイド下経尿道的手術の経験
川村　研二　恵寿総合病院　泌尿器科

O-32-2	 75歳以上の高齢患者の前立腺肥大症に対するTUEBの周術期の臨床的検討
澤田　智史　山梨大学大学院　総合研究部　泌尿器科学講座

O-32-3	 当院におけるCVP初期治療成績の検討
大石　正勝　京都第二赤十字病院　泌尿器科

O-32-4	 	抗凝固薬内服および易出血性患者に対する接触式前立腺レーザー蒸散術（CVP）
の検討
杉村留実子　横浜市立大学附属市民総合医療センター　泌尿器科

O-32-5	 	ツリウムレーザーを使用したBPHに対する経尿道的前立腺蒸散術ThuVAP	
開始１年間の経験
北城　守文　古賀病院 21　泌尿器科

第８会場（国立京都国際会館　1F　Room C-1）
9：00〜9：50
一般演題 口演33　Endourology／尿管鏡・デバイス・レーザー

座　長：松本　和将　北里大学　医学部泌尿器科学

O-33-1	 超細径半硬性尿管鏡と細径半硬性尿管鏡によるTULの治療成績の比較
今井　聡士　兵庫県立尼崎総合医療センター

O-33-2	 当院におけるfTUL施行時の軟性尿管鏡破損についての検討
北原　竜次　公益財団法人　鷹揚郷腎研究所　弘前病院

O-33-3	 	経尿道的尿管結石破砕術において手術成績に影響を及ぼす内視鏡異常所見とその
予測因子
出口　龍良　和歌山県立医科大学　泌尿器科

O-33-4	 f-TULにおけるエンパワーを用いた抽石時間短縮の可能性―Mアームとの比較―
田口　　真　大阪府済生会泉尾病院　泌尿器科
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O-33-5	 当院でのTULにおけるAccordionの使用経験
黄　　和吉　総合病院厚生中央病院　泌尿器科

O-33-6	 Holminium	Laser	System	Sphinx	jrを用いて行ったTULの初期30例の報告
北村　盾二　東京山手メディカルセンター

9：55〜10：35
一般演題 口演34　Endourology／その他

座　長：坂野　祐司　東近江総合医療センター　泌尿器科

O-34-1	 経尿道的腎盂尿管凝固止血術の治療成績と腎杯別の出血頻度
早稲田悠馬　都立大塚病院

O-34-2	 移植腎膀胱尿管逆流に対する経尿道的注入療法の検討
樋口はるか　市立札幌病院　泌尿器科

O-34-3	 NBIは間質性膀胱炎の診断および治療範囲の決定に有用である
新美　文彩　国立国際医療研究センター病院

O-34-4	 Deflux後の気膀胱下尿管新吻合術についての検討
中山　哲成　獨協医科大学埼玉医療センター　泌尿器科・小児泌尿器科

O-34-5	 尿路損傷に対する尿路修復症例の検討
中山　哲成　獨協医科大学埼玉医療センター　泌尿器科

12：00〜13：00
ランチョンセミナー17　AI技術を用いて進化（深化）するVINCENT　

〜腎臓部分切除シミュレーション、前立腺解析〜
座　長：堀江　重郎　順天堂大学 泌尿器科

LS-17-1	 SYNAPSE	VINCENT	Powered	by	REiLI
近藤　　俊　富士フイルム株式会社

LS-17-2	 泌尿器科に特化した画像アプリケーションの進化（腎臓、尿路結石、前立腺）
磯谷　周治　順天堂大学 泌尿器科

LS-17-3	 ロボット腎部分切除のシミュレーション
槙山　和秀　横浜市立大学大学院医学研究科　泌尿器科学　

共催：富士フイルムメディカル株式会社

14：10〜15：10
一般演題 口演35　腹腔鏡／副腎・腎

座　長：笠原　　隆　新潟大学医歯学総合病院　腎泌尿器病態学分野

O-35-1	 副腎chronic	expanding	hematomaに対する鏡視下副腎摘除術
白石　晃司　山口大学　大学院医学系研究科　泌尿器科学講座
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O-35-2	 経腹膜的腹腔鏡下副腎摘除術におけるSURGICAL	MARGINと手術成績の検討
長岡浩太郎　千葉大学医学部附属病院　泌尿器科

O-35-3	 急性胆嚢炎の精査中にみつかった両側褐色細胞腫の一例
新井　明那　愛媛大学　泌尿器科

O-35-4	 	原発性アルドステロン症とコルチゾール産生腺腫合併例に腹腔鏡下副腎部分切除
術を施行した２例
花田　英紀　公立甲賀病院　泌尿器科

O-35-5	 腹腔鏡手術にて摘出した後腹膜原発傍神経節細胞腫の２例
田中　　博　市立札幌病院　泌尿器科

O-35-6	 腹腔鏡下左腎摘除術中に経験した大血管anomalyの一例
井口　　亮　倉敷中央病院　泌尿器科

O-35-7	 左腎癌にたいして腹腔鏡下根治的左腎摘除術を施行した完全内蔵逆位の１例
西田　隼人　山形大学医学部　腎泌尿器外科学講座

15：10〜16：10
一般演題 口演36　腹腔鏡／腎

座　長：佐々木秀郎　聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科

O-36-1	 B	MI高値は腹腔鏡下腎摘除術及び腎尿管全摘除術後の健側腎GFR低下のリスク因
子となる
吉田　祐樹　福島県立医科大学　泌尿器科学講座

O-36-2	 腎部分切除術施行症例における術後腎機能変化の検討
三田　真朗　東邦大学医療センター佐倉病院　泌尿器科

O-36-3	 後腹膜鏡下右腎摘除術おける腎の尾側受動での腎静脈処理の有用性
西澤　恒二　滋賀県立総合病院　泌尿器科

O-36-4	 腫瘍サイズ別のpT3a腎癌の予後不良因子の検討
佐々　直人　名古屋大学　泌尿器科

O-36-5	 cT1b-3aN0M0腎癌に対する腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績
繁田　正信　呉医療センター・中国がんセンター　泌尿器科

O-36-6	 当院における開放腎部分切除術と腹腔鏡下腎部分切除術の検討
小笠原卓音　砂川市立病院　泌尿器科

O-36-7	 当科におけるT1腎腫瘍に対する術式の変遷と治療成績
伊藤　秀明　福井大学　泌尿器科



11
月
23
日

第９会場（国立京都国際会館　1F　Room C-2）
9：00〜9：40
一般演題 口演37　医工連携・教育・その他

座　長：日向　信之　神戸大学大学院医学研究科　腎泌尿器科学分野

O-37-1	 ロボット支援透視ガイド腎穿刺のファントムモデルを用いた有効性の調査
田口　和己　名古屋市立大学大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分野

O-37-2	 	3次元腎臓解析画像に基づいた選択的腎臓動脈遮断法による腹腔鏡下腎部分切除術
の検討
中川　由紀　順天堂大学　泌尿器科

O-37-3	 折鶴作成による腹腔鏡手術トレーニングの有用性
野田　祐介　名古屋市立大学大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分野

O-37-4	 内視鏡下腎臓摘出術におけるスコピスト教育
小林　慶輔　社会医療法人　北楡会　札幌北楡病院　臨床工学技術科

O-37-5	 da	Vinci手術後のEndo	Wristの洗浄開始を翌日にした場合の残留タンパク質量
小笠原　賢　青森県立中央病院　泌尿器科

9：55〜10：45
一般演題 口演38　小児／結石・症例

座　長：松岡　弘文　福岡大学腎泌尿器外科学講座

O-38-1	 尿路再建術後に経皮的膀胱砕石術を施行した総排泄腔外反症の１例
久松　英治　あいち小児保健医療総合センター　泌尿器科

O-38-2	 尿道全長にわたる器質的狭窄が原因で膀胱結石を合併した女児の１例
田辺　和也　自治医科大学とちぎ子ども医療センター　小児泌尿器科

O-38-3	 小児に対する尿路結石治療の臨床的検討
石田　昇平　名古屋大学大学院医学系研究科　泌尿器科学

O-38-4	 前橋赤十字病院における20歳未満の未成年者に施行した尿路結石手術の検討
藤塚　雄司　前橋赤十字病院　泌尿器科

O-38-5	 生後１ヶ月の乳児に対して後腹膜鏡下腎摘除術を施行した１例
上村　敏雄　宮崎大学医学部　発達泌尿生殖医学講座　泌尿器科学分野

O-38-6	 ロボット支援膀胱全摘除術を行った小児膀胱横紋筋肉腫の１例
西尾　英紀　名古屋市立大学大学院医学研究科　小児泌尿器科学分野
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12：00〜13：00
ランチョンセミナー18　mCRPCにおける骨転移治療の重要性　〜Ra-223の役割〜

座　長：近藤　幸尋　日本医科大学大学院 泌尿器科学教室

LS-18	 　成田　充弘　滋賀医科大学 泌尿器科学講座

共催：バイエル薬品株式会社

14：10〜15：00
一般演題 口演39　Endourology／腎盂・尿管

座　長：寒野　　徹　医仁会武田総合病院　泌尿器科

O-39-1	 Low	risk上部尿路上皮癌に対する尿管鏡下生検の有用性についての検討
片山　　聡　岡山大学　泌尿器科

O-39-2	 上部尿路上皮癌に対する5-ALAを用いた光線力学診断の有用性の検討
和田耕一郎　岡山大学病院　泌尿器科

O-39-3	 部尿路上皮癌に対する尿管鏡治療の長期成績：28年にわたる単施設の検討
丸山　雄樹　岡山大学　泌尿器科

O-39-4	 尿管癌に対し経尿道的に切除した２例
菅本　隆雄　香川県済生会病院　泌尿器科

O-39-5	 BCG膀胱内注入療法後に尿管狭窄を発症した血液透析患者の１例
濱野　逸人　鷹揚郷腎研究所弘前病院　泌尿器科

O-39-6	 腎盂粘膜への陥入により抜去困難となった全長型金属尿管ステントの治療経験
山本　哲也　国立病院機構大阪医療センター　泌尿器科

15：10〜16：00
一般演題 口演40　Endourology／QOL・ESWL・その他

座　長：内田　潤次　大阪市立大学医学部附属病院　泌尿器科

O-40-1	 尿路結石除去術後の健康関連QOLおよび下部尿路症状に関する前向きコホート研究
山下　真平　和歌山県立医科大学　泌尿器科

O-40-2	 	尿管ステント完全尿管内留置法と従来法の前向き無作為比較試験：排尿症状post-
hoc解析
松崎　和炯　関西医科大学附属病院　腎泌尿器外科

O-40-3	 Dornier	DeltaIII	Far	Sightを用いた超音波焦点による上部尿管結石の治療
辻口美奈子　恵寿総合病院　放射線科

O-40-4	 ESWLの休止とその影響
宮本慎太郎　旭川赤十字病院　泌尿器科

O-40-5	 ESWLにおけるドルニエ社Delta	IIIを用いた新たな治療計画による破砕効率の検討
小原　　玲　武蔵野陽和会病院
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O-40-6	 ESWL後に治療に難渋した腎結石の３症例
沖　　貴士　耳原総合病院　泌尿器科

第 10 会場（国立京都国際会館　1F　スワン）
9：00〜9：40
一般演題 ビデオ５　腹腔鏡／症例２

座　長：納谷　佳男　長浜市立　湖北病院　泌尿器科

V-5-1	 腹腔鏡手術で摘出した副腎外褐色細胞腫の1例
成田　知弥　刈谷豊田総合病院　泌尿器科

V-5-2	 	腹腔鏡下摘出が可能であった下大静脈および尾状葉裏面に発生したパラガングリ
オーマ
近藤　　翼　長崎大学　泌尿器科

V-5-3	 混合性性腺異形成症に対して腹腔鏡下性腺手術を施行した１例
辻　　克和　地域医療機能推進機構　中京病院　泌尿器科

V-5-4	 腹腔鏡手術においてアプライヤの誤操作によりHem-o-lokが滑脱した症例
佐藤　　新　仙台医療センター　泌尿器科

V-5-5	 腹腔鏡下腎摘除術時のヘモロック関連アクシデントとその予防の考察
安部　崇重　北海道大学病院泌尿器科

9：55〜10：35
一般演題 ビデオ6　腹腔鏡／その他

座　長：小川　輝之　信州大学医学部附属病院　泌尿器科学

V-6-1	 腹膜外アプローチによる骨盤リンパ節郭清術の検討
大西　裕之　大阪赤十字病院　泌尿器科

V-6-2	 Thiel法で固定した献体を用いた腹腔鏡下仙骨膣固定術のトレーニング経験
牛島　正毅　山形大学医学部附属病院　泌尿器科

V-6-3	 腹側と背側両方からの操作を可能にするポート位置の精巣腫瘍RPLNDへの応用
伊藤　哲之　日本赤十字社和歌山医療センター　泌尿器科

V-6-4	 鏡視下女性膀胱全摘における手技の工夫―直腸剥離による血管処理の簡易化
駒井　好信　がん研究会有明病院　泌尿器科

V-6-5	 膀胱尿管逆流に対する気膀胱Cohen法での導入期合併症について
村木　厚紀　JCHO 中京病院　泌尿器科
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12：00〜13：00
ランチョンセミナー19　変わりゆく腎がん治療とVEGFの役割

座　長：大家　基嗣　慶應義塾大学医学部　泌尿器科学教室

LS-19	 　北村　　寛　富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座

共催：ファイザー株式会社

ポスター会場（国立京都国際会館　1F　イベントホール）
14：10〜15：10
一般演題 ポスター16　腹腔鏡／副腎

座　長：末金　茂高　久留米大学　医学部泌尿器科

P-16-1	 褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術の検討
高島　　靖　天理よろづ相談所病院

P-16-2	 当院における褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討
高橋　和宏　東京慈恵会医科大学附属柏病院　泌尿器科

P-16-3	 	片側性アルドステロン産生腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘除術後の至適評価タイミング
高松　公晴　慶應義塾大学　医学部　泌尿器科学教室

P-16-4	 原発性アルドステロン症に対する腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討
高橋　昂佑　神鋼記念病院　泌尿器科

P-16-5	 当院における副腎クッシング症候群症例について臨床的検討
大村　美波　埼玉医科大学病院　泌尿器科

P-16-6	 当院における転移性副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘除術の手術成績
門司　恵介　九州大学大学院医学研究院　泌尿器科学分野

P-16-7	 転移性副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘除術の治療成績
浦上　慎司　虎の門病院

P-16-8	 当院における転移性副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘除術の治療成績
草場　拓人　滋賀医科大学　泌尿器科

P-16-9	 両側副腎腫瘍に対する腹腔鏡下手術についての検討
鑪野　秀一　鹿児島大学　泌尿器科

P-16-10	 後腹膜鏡下副腎摘除術における周術期予測因子の検討
清水　貴大　千葉大学　医学部附属病院　泌尿器科

P-16-11	 	パラガングリオーマに対し腹腔鏡手術を施行した４症例のアプローチ選択に関し
ての検討
濱田　晃佑　大阪市立大学医学部附属病院　泌尿器科

P-16-12	 同側腎欠損を伴う左副腎腫瘍に対し副腎摘除術を施行した１例
菅　　政治　愛媛県立中央病院　泌尿器科
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14：10〜15：00
一般演題 ポスター17　腹腔鏡／腎・成績１

座　長：榎田　英樹　鹿児島大学病院　泌尿器科

P-17-1	 当院におけるT1腎腫瘍に対する術式の変遷
村嶋　隆哉　京都市立病院

P-17-2	 腎癌に対する腹腔鏡下腎摘除術の開腹手術移行例の検討
柳　　雅人　日本医科大学付属病院　泌尿器科

P-17-3	 過去10年間における腹腔鏡下腎摘除術の周術期合併症の臨床的検討
牧野　武朗　伊勢崎市民病院　泌尿器科

P-17-4	 当施設の腹腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討
松原　英司　昭和大学横浜市北部病院　泌尿器科

P-17-5	 高齢者における腹腔鏡下腎部分切除術の妥当性についての検討
三木　大輔　大分大学腎泌尿器外科学

P-17-6	 タコシールを用いた無縫合腹腔鏡下腎部分切除術の経験
萩生田　純　東京歯科大学　市川総合病院　泌尿器科

P-17-7	 小径腎癌の周囲組織浸潤に関与する臨床的因子に関する後方視的検討
齊藤　亮一　関西医科大学　腎泌尿器外科

P-17-8	 徳島大学病院における腹腔鏡下ドナー腎採取術の経験
尾崎　啓介　徳島大学病院　泌尿器科

P-17-9	 後腹膜鏡下ドナー腎採取術におけるMAPスコアの有用性の検討
中川　勝弘　大阪急性期・総合医療センター

P-17-10	 MAPスコアとAPFを用いた単孔式腹腔鏡下ドナー腎採取術の難易度評価
矢西　正明　関西医科大学　腎泌尿器外科学講座

14：10〜14：45
一般演題 ポスター18　腹腔鏡／腎・成績２・症例

座　長：高田　　亮　岩手医科大学　泌尿器科学講座

P-18-1	 Clinical	T1腎細胞癌のpT3a	upstage症例の臨床的検討
村上　雅哉　慈恵医大泌尿器科

P-18-2	 透析腎癌に対する腹腔鏡下腎摘除術の有用性に関する検討
増田　　広　帝京大学ちば総合医療センター　泌尿器科

P-18-3	 TKI投与により根治切除可能となった腎癌の２症例
細井　隆之　竹田綜合病院　泌尿器科

P-18-4	 先行的腎移植と共に後腹膜腔鏡下右腎摘出術を施行したARPKDの１例
兵頭　洋二　東邦大学　腎臓学講座
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P-18-5	 腹腔鏡下腎摘除術を施行した膿腎症の２例
實重　　学　埼玉石心会病院　泌尿器科

P-18-6	 腹腔鏡下腎部分切除後に乳び尿を来した一例
加藤　　隆　名古屋第一赤十字病院　泌尿器科

P-18-7	 後腹膜鏡下腎部分切除術を施行した腎オンコサイトーマの１例
津川　昌也　岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院　泌尿器科

14：10〜15：00
一般演題 ポスター19　腹腔鏡／膀胱

座　長：土屋　朋大　岐阜大学 医学部 泌尿器科

P-19-1	 腹腔鏡下膀胱全摘術の初期経験
増田　朋子　東京警察病院　泌尿器科

P-19-2	 腹腔鏡下膀胱全摘除術の臨床的検討
島田　誠治　大阪府済生会野江病院　泌尿器科

P-19-3	 腹腔鏡下膀胱全摘除術における術後再発症例の検討
岩本　秀雄　独立行政法人国立病院機構　呉医療センター中国がんセンター

P-19-4	 腹腔鏡下膀胱全摘除術における再発様式の検討
芝原　拓司　伊勢赤十字病院　泌尿器科

P-19-5	 腹腔鏡下膀胱全摘除術における周術期合併症の検討
有働　和馬　佐賀大学　医学部　泌尿器科

P-19-6	 成人と小児における気膀胱下膀胱尿管新吻合術の比較検討
師尾　繁孝　北里大学　泌尿器科学

P-19-7	 気膀胱下逆流防止術（Cohen法）において手術時間に影響する因子の検討
小林　憲市　高島市民病院　泌尿器科

P-19-8	 気膀胱下手術のポート留置は経腹的に留置されることがある
前田　晃宏　佐賀大学　医学部　泌尿器科学講座

P-19-9	 腹腔鏡下に膀胱皮膚瘻を造設した１例
越智　敦彦　亀田総合病院　泌尿器科

P-19-10	 腹腔鏡下で一期的に切除した膀胱癌とS状結腸癌の重複癌の一例
壁井　和也　社会医療法人　景岳会　南大阪病院　泌尿器科

14：10〜14：50
一般演題 ポスター20　腹腔鏡／前立腺

座　長：木村　高弘　東京慈恵会医科大学附属病院　泌尿器科

P-20-1	 ハイリスク前立腺癌に対する腹腔鏡下前立腺全摘除術の神経温存についての検討
長谷川泰久　NHO 福山医療センター　泌尿器科
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P-20-2	 75歳以上の腹腔鏡下前立腺全摘術の治療成績
丸山　　聡　市立三次中央病院

P-20-3	 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術と腹腔鏡下前立腺全摘術の手術時間の比較
井上　雅弘　横浜医療センター　泌尿器科

P-20-4	 腹腔鏡下前立腺全摘除術における病理結果にてリンパ節転移を認めた症例の検討
甲田俊太郎　国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　泌尿器科

P-20-5	 腹腔鏡下前立腺全摘術後の生化学的再発とその治療についての検討
寺田　直樹　宮崎大学　医学部　泌尿器科

P-20-6	 腹腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績
矢野　　明　松山赤十字病院　泌尿器科

P-20-7	 根治治療後の局所再発前立腺癌に対する救済腹腔鏡下前立腺全摘所術の検討
鈴木　裕崇　東京慈恵会医科大学

P-20-8	 前立腺癌、根治治療後の再発組織に対するMDTとしての腹腔鏡下腫瘍摘出術の経験
川原田綺香　東京慈恵会医科大学附属病院

14：10〜15：00
一般演題 ポスター21　腹腔鏡／女性・尿膜管

座　長：井上　省吾　広島大学医学部　医系科学研究科　腎泌尿器科学

P-21-1	 当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の初期経験および短期成績
牧野　克洋　東京大学医学部附属病院　泌尿器科

P-21-2	 当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術の治療成績
永松　弘孝　中津第一病院

P-21-3	 当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の初期50例の経験
安東　栄一　倉敷成人病センター

P-21-4	 3D腹腔鏡下仙骨膣固定術の経験と尿流測定結果
上別府豊治　潤和会記念病院　泌尿器科

P-21-5	 女性骨盤臓器脱患者に対する腹腔鏡下仙骨膣固定術（LSC）の評価
水流　輝彦　滋賀医科大学　泌尿器科

P-21-6	 当院で腹腔鏡下手術を施行した尿膜管臍瘻16例の臨床的検討
松本　祐樹　昭和大学横浜市北部病院　泌尿器科

P-21-7	 当院における腹腔鏡下尿膜管切除術の検討
関口　善吉　平塚共済病院　泌尿器科

P-21-8	 当院における鏡視下尿膜管手術の検討
巣山　貴仁　帝京大学ちば総合医療センター

P-21-9	 後腹膜到達法による腹腔鏡下尿膜管摘除術の経験
中川竜之介　石川県立中央病院　泌尿器科
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P-21-10	 尿膜管遺残に対する単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術および臍形成術の経験
栗林　英吾　会津中央病院　泌尿器科

14：10〜15：00
一般演題 ポスター22　Endourology／前立腺・HoLEP１

座　長：牛嶋　　壮　近江八幡市立総合医療センター　泌尿器科

P-22-1	 前立腺肥大症に対するホルミウムレーザー前立腺核出術（HoLEP）の治療経験
五十嵐　敦　昭和大学江東豊洲病院　泌尿器科

P-22-2	 当院におけるHoLEPの治療成績
沖田　竜治　千葉中央メディカルセンター　泌尿器科

P-22-3	 我孫子東邦病院におけるHoLEP症例の検討
山崎　智也　我孫子東邦病院　泌尿器科

P-22-4	 演題取下

P-22-5	 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（HoLEP）の初期経験
川瀬　　真　大垣市民病院　泌尿器科

P-22-6	 HoLEP術後熱性合併症における術前、術直後のリスク因子の検討
京野　陽子　聖路加国際病院　泌尿器科

P-22-7	 核出重量が20g以下であったHoLEP症例の臨床的検討
渡邊昌太郎　東邦大学医療センター大橋病院　泌尿器科

P-22-8	 HOLEP術後に蓄尿症状が残存する症例についての臨床的検討
植木　秀登　神鋼記念病院　泌尿器科

P-22-9	 抗血栓薬を中止すること無くHoLEPを施行した症例の臨床検討
大山　哲平　（医）仁友会　北彩都病院　泌尿器科

P-22-10	 HoLEPにおける偶発癌症例の臨床検討
竹内　康晴　東邦大学医療センター大橋病院　泌尿器科

P-22-11	 当院におけるHoLEP導入後145例の治療成績
前田幸志郎　特定医療法人健腎会おがわクリニック

14：10〜15：05
一般演題 ポスター23　Endourology／前立腺・HoLEP２・TUEB

座　長：瀧本　啓太　済生会滋賀県病院　泌尿器科

P-23-1	 	BPHに対するホルミウムレーザー前立腺核出術後、前立腺癌と診断された患者の検討
上野　　駿　橋本市民病院　泌尿器科

P-23-2	 低出力ホルミウムレーザー機器を用いた経尿道的前立腺核出術（HoLEP）の初期成績
大久保和俊　京都桂病院
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P-23-3	 低出力レーザーを用いたen-bloc核出法によるHoLEPの短期治療成績
村岡　邦康　鳥取県立中央病院

P-23-4	 HoLEP術中レーザーファイバー損傷の経験
石原　正治　千葉市立海浜病院　泌尿器科

P-23-5	 核出腺腫の分断処置によるモーセレーション効率改善に関するHoLEP症例の検討
藤川　直也　国際親善総合病院　泌尿器科

P-23-6	 TUR、HoLEP、モーセレーション時の内視鏡システム別灌流効率の比較検討
宍戸　俊英　東京医科大学八王子医療センター

P-23-7	 経尿道的前立腺切除術と経尿道的前立腺核出術同時期施行の術者への影響
勝岡　由一　聖マリアンナ医科大学　腎泌尿器外科

P-23-8	 TUEB後のQOL	score改善不良症例の検討
筒井　顕郎　地域医療機能推進機構（JCHO）　九州病院　泌尿器科

P-23-9	 当院におけるTUEBの初期治療成績
吉田　　実　衣笠病院　泌尿器科

P-23-10	 	当院で施行したTUEBの臨床的検討（特に尖部粘膜温存を行った完全一塊核出法
について）
高田　三喜　JA 静岡厚生連遠州病院　泌尿器科

P-23-11	 当院における経尿道的前立腺核出術（TUEB）の初期経験
佐野　太一　彦根市立病院　泌尿器科

14：10〜14：55
一般演題 ポスター24　Endourology／前立腺・蒸散

座　長：向井尚一郎　宮崎大学　医学部　発達泌尿生殖医学講座　泌尿器科

P-24-1	 当院におけるCVP（contact	vaporization	of	the	prostate）100例の初期治療成績
狩野　武洋　熊本泌尿器科病院

P-24-2	 当院における接触式レーザー前立腺蒸散術（CVP）の報告
小田代昌幸　小田代病院　泌尿器科

P-24-3	 	ダイオードレーザーによる接触式レーザー前立腺蒸散術の周術期アウトカム：前
向き研究
三條　丹星　慶応義塾大学　泌尿器科

P-24-4	 大阪市立総合医療センターのCVPの初期経験
松田　博人　大阪市立総合医療センター 泌尿器科

P-24-5	 当院における接触式レーザー前立腺蒸散術（CVP）とTURPとの比較検討
佐藤雄二郎　日本赤十字社医療センター

P-24-6	 当院における光選択式前立腺蒸散術（PVP）301例の検討
金岡　隆平　たかの橋中央病院　泌尿器科
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P-24-7	 岡山赤十字病院における光選択的前立腺レーザー蒸散術（PVP）の臨床的検討
甲斐　誠二　岡山赤十字病院

P-24-8	 術前カテーテル管理を行っていた前立腺肥大症患者に対するPVPの治療効果の検討
梶川　圭史　愛知医科大学医学部泌尿器科学講座

P-24-9	 どれを選ぶ？　前立腺レーザー蒸散術　〜未導入施設での試用経験〜
佐野　　太　横浜市立みなと赤十字病院　泌尿器科

14：10〜14：45
一般演題 ポスター25　Endourology／前立腺・その他

座　長：山口　雷蔵　神戸大学医学部附属国際がん医療研究センター

P-25-1	 Fusion	biopsyによる臨床病期と前立腺全摘標本との比較検討
林　哲太郎　広島大学腎泌尿器科

P-25-2	 BioJetシステムを用いたMRI同期下前立腺針生検による癌局在診断の有用性
内木　　拓　名古屋市立大学大学院医学研究科　腎泌尿器科学分野

P-25-3	 当院での前立腺癌放射線治療におけるspaceOARハイドロゲルの初期使用経験
今井　一登　関西電力病院　泌尿器科

P-25-4	 限局性前立腺癌に対するHIFU	focal	therapyの経験
林　　睦雄　たかの橋中央病院　泌尿器科

P-25-5	 尿道狭窄症に対する内尿道切開術についての検討
小池　修平　北野病院　泌尿器科

P-25-6	 当院における鏡視下前立腺全摘除術の術後に発生した鼠径ヘルニアに関する検討
諸隈　　太　佐賀県医療センター好生館

P-25-7	 前立腺膿瘍に対する治療法の検討：２つの自験例をふまえて
尾島健一郎　防衛医科大学校泌尿器科学講座

14：10〜15：00
一般演題 ポスター26　Endourology／TUL・成績１

座　長：宮下　浩明　近江八幡市立総合医療センター

P-26-1	 市立三次中央病院でのTUL治療成績
瀬野　康之　市立三次中央病院

P-26-2	 当院におけるTULの治療成績
戸倉　祐未　那須赤十字病院　泌尿器科

P-26-3	 済生会泉尾病院におけるTULの治療成績についての検討
清田　　翔　関西医科大学　腎泌尿器外科

P-26-4	 信州大学医学部附属病院における経尿道的結石破砕術（TUL）の臨床的検討
手塚　雅登　信州大学医学部附属病院　泌尿器科
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P-26-5	 当院における経尿道的腎尿管結石破砕術（TUL）の検討
小野　　朝　総合病院厚生中央病院　泌尿器科

P-26-6	 済生会川口総合病院におけるTULの治療成績
四手井郁美　済生会川口総合病院　泌尿器科

P-26-7	 当院におけるf-TULの初期成績
倉橋　寛明　ツカザキ病院　泌尿器科

P-26-8	 当院におけるU3結石の手術治療成績
上垣内崇行　伊那中央病院　泌尿器科

P-26-9	 当院における後期高齢者に対する経尿道的尿管結石破砕術の臨床的検討
正路　晃一　独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター　泌尿器科

P-26-10	 当院におけるHIV陽性患者の経尿道的尿管砕石術（TUL）に関する検討
森重　　健　国立国際医療研究センター病院　泌尿器科

14：10〜14：50
一般演題 ポスター27　Endourology／TUL・成績２

座　長：高沢　亮治　東京都立大塚病院　泌尿器科・尿路結石センター

P-27-1	 複数回のTULを要した症例についての検討
宮野　佐哲　南多摩病院

P-27-2	 当院における複数回のTULが必要となった症例の臨床的検討
宇田川　剛　日本鋼管病院　泌尿器科

P-27-3	 上部尿路結石に対するTULの治療成績
宮本　克利　小畠病院　泌尿器科

P-27-4	 当センターにおける腎結石を対象としたf-TULの臨床的検討
竹内　康通　岐阜県総合医療センター　泌尿器科

P-27-5	 当院における腎下極結石におけるfTULの臨床的検討
山道　　深　原泌尿器科病院

P-27-6	 長径20mm以上の上部尿路結石に対するTULについての検討
川島　洋平　上尾中央総合病院　泌尿器科

P-27-7	 当院にてサンゴ状結石に対しfTULを施行した症例の臨床的検討
中森　央貴　千葉県済生会習志野病院　泌尿器科

P-27-8	 経尿道的砕石術施行時の尿管鏡挿入困難を予測する因子の検討
福岡憲一郎　中津第一病院　泌尿器科
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14：10〜14：55
一般演題 ポスター28　Endourology／TUL・ステント・感染

座　長：石戸谷　哲　大津赤十字病院　泌尿器科

P-28-1	 当院の初回TULにおけるプレステンティングの有効性の検討
尾崎　慎司　京都第一赤十字病院　泌尿器科

P-28-2	 TUL後の尿管ステント非留置、早期抜去に関する検討
森永　慎吾　愛知医科大学　泌尿器科

P-28-3	 経尿道的尿路結石砕石術後に尿管ステント留置を行わなかった21例の検討
田　　寛之　兵庫県立尼崎総合医療センター　泌尿器科

P-28-4	 TULにおける１人抽石法と２人抽石法の検討
西川　源也　愛知医科大学　泌尿器科

P-28-5	 機能的単腎に発生した尿管結石に行ったTULの臨床的検討
一色　真造　国立病院機構　千葉医療センター　泌尿器科

P-28-6	 結石性腎盂腎炎加療後に尿管ステント持続留置となった症例の臨床的検討
正路　晃一　独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター　泌尿器科

P-28-7	 	尿路結石による急性閉塞性腎盂腎炎に対して緊急ドレナージ後にTULを行った症
例の検討
松本　　穣　兵庫県立尼崎総合医療センター　泌尿器科

P-28-8	 結石性腎盂腎炎の結石治療に対する検討
佐野　優太　JCHO 中京病院

P-28-9	 当院における結石性腎盂腎炎ドレナージ後のTULの検討
白石　航一　地域医療機能推進機構九州病院

14：10〜15：00
一般演題 ポスター29　Endourology／ECIRS・PNL・症例

座　長：石戸　則孝　倉敷成人病センター　泌尿器科　尿路結石センター

P-29-1	 当院におけるEndoscopic	Combined	Intrarenal	Surgery（ECIRS）の初期経験
大橋　宗洋　近江八幡市立総合医療センター　泌尿器科

P-29-2	 当院でのTUL	assisted	PNL（TAP）の症例検討
湯口　友梨　JCHO 中京病院　泌尿器科

P-29-3	 当院における超音波破砕装置（リソクラストマスター）を用いたPNLの治療成績
矢野　大輔　国立病院機構　熊本医療センター　泌尿器科

P-29-4	 熊本医療センターにおける75歳以上の腎結石に対するPNLの治療成績
前田　喜寛　国立病院機構　熊本医療センター　泌尿器科
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P-29-5	 	当院における長径２cm以上の腎結石に対するmini	PNLの治療成績―standard	
PNLとの比較―
大西　　怜　産業医科大学　泌尿器科

P-29-6	 当院におけるPNLで発生した合併症の検討
伊藤　康雄　独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院　泌尿器科

P-29-7	 10mm以上の腎結石に対する治療法と治療成績について
飯田　孝太　奈良県立医科大学　泌尿器科

P-29-8	 回腸導管造設術術後の上部尿路結石に対して逆行性尿路砕石術が有効だった１例
佐々木正比古　東京警察病院　泌尿器科

P-29-9	 当院で経験した酸性尿酸アンモニウム結石の２例
藤田雅一郎　川崎医科大学　泌尿器科学

P-29-10	 総排泄腔外反症術後に発生し経導尿路的に砕石した膀胱結石の２例
安食　　淳　兵庫県立こども病院　泌尿器科

14：10〜15：00
一般演題 ポスター30　Endourology／膀胱

座　長：安士　正裕　獨協医科大学　泌尿器科学

P-30-1	 アミノレブリン酸を用いたTURBTの有用性についての検討
田村　啓多　浜松医科大学　泌尿器科

P-30-2	 当院でのアミノレブリン酸塩酸塩（ALA）初期使用成績に関する検討
田中　幹人　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

P-30-3	 当センターにおけるアミノレブリン酸を用いた光力学診断補助下TURBTの検討
ペエ　サンジョン　千葉県がんセンター　泌尿器科

P-30-4	 当院における光力学診断補助下経尿道的膀胱腫瘍切除術の有用性に関する検討
原　　寛彰　信州大学　泌尿器科

P-30-5	 高度肥満のため経尿道的切除に難渋した膀胱腫瘍の一例
押野見和彦　昭和大学医学部泌尿器科学講座

P-30-6	 TURBTにおける、光線力学的診断（PDD）と狭帯域光による診断（NBI）の比較検討
牧田　哲幸　神戸市立医療センター中央市民病院　泌尿器科

P-30-7	 筋層非浸潤性膀胱癌におけるTUR-BT後のBCG膀胱内注入療法の検討
前原　信貴　千葉大学医学部附属病院泌尿器科

P-30-8	 経尿道的膀胱腫瘍切除術における麻酔方法による再発率への影響についての検討
田邊　邦明　焼津私立総合病院

P-30-9	 TURBTと化学放射線療法・動注化学療法を用いた	高齢MIBC患者治療
稲元　輝生　大阪医科大学　泌尿生殖発達医学講座　泌尿器科
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P-30-10	 	膀胱頸部腫瘍（Inverted	urothelial	papilloma）TURBT後に頻尿、尿勢低下が
改善した１例
喜納　悠斗　横浜栄共済病院　泌尿器科

14：10〜14：55
一般演題 ポスター31　小児・その他

座　長：西　　一彦　熊本大学医学部附属病院　泌尿器科

P-31-1	 腎盂尿管移行部狭窄症および尿管狭窄症に対する内視鏡手術の検討
富崎　一向　産業医科大学　泌尿器科

P-31-2	 上部尿路上皮癌に対する上部尿路内視鏡検査の検討
田路　澄代　山陰労災病院　泌尿器科

P-31-3	 術者の手指消毒は泌尿器内視鏡手術における手術部位感染の発症に影響しない
海野　　怜　蒲郡市民病院　泌尿器科

P-31-4	 尿管ステント留置後の尿路症状についての材質別比較検討―シリコーン	vs	EVA―
三浦　克紀　北海道泌尿器科記念病院

P-31-5	 腫瘍性尿管閉塞症例（MUO）におけるステンレスメッシュ入	尿管ステントの検討
浦田　聡子　石川県立中央病院　泌尿器科

P-31-6	 尿管ポリープを伴う水腎症に対する腹腔鏡・ロボット支援下腎盂形成術の治療成績
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

P-31-7	 腹腔鏡下腎盂形成術後に腎盂内血腫を来した３例
山下　遥介　兵庫県立こども病院　泌尿器科

P-31-8	 上腎所属尿管瘤と下腎所属尿管結石を合併した重複腎盂尿管の１例
中村美智子　北海道大学大学院医学研究院　腎泌尿器外科学教室

P-31-9	 卵精巣性分化疾患に対する単孔式腹腔鏡下子宮卵巣摘除術
小崎　成昭　滋賀医科大学　泌尿器科


