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〈一般プログラム〉10月4日（金）

一般口演

一般口演 1
10月4日（金） 8：40～9：40 第6会場（1階 オリオンB）

◆前立腺腫瘍/症例
座長：影山 幸雄（埼玉県立がんセンター）

O-001 経会陰前立腺生検後に穿刺経路播種が疑われた前立腺癌の一例
越智 満久（常磐病院）

O-002 自然閉鎖した前立腺全摘術後尿道直腸瘻の 1例
蜂谷 守（信州大学）

O-003 精嚢原発平滑筋肉腫の 1例
福島 貫太（東京医科大学茨城医療センター）

O-004 177-Lutetium PSMA内用療法が奏功した進行性去勢抵抗性前立腺がんの 1例
車 英俊（馬車道さくらクリニック）

O-005 直腸浸潤が疑われたがロボット支援下手術で直腸温存し得た前立腺粘液腺癌
の 1例
佐藤 聡（上尾中央総合病院）

O-006 カバジタキセル療法中に免疫グロブリン投与によって発熱性好中球減少症を
予防し得た 2例
坪内 駿（岩見沢市立総合病院）

一般口演 2
10月4日（金） 9：50～11：00 第6会場（1階 オリオンB）

◆前立腺腫瘍/診断
座長：中島 淳（山王病院）

O-007 MRI-TRUS融合画像リアルタイムガイド下経会陰式前立腺標的生検の局在診
断における有用性についての検討
林 千裕（済生会川口総合病院）

O-008 当院におけるMRI－TRUS融合画像ガイド下前立腺生検の成績
佐藤 泰之（恵佑会札幌病院）

O-009 前立腺生検時における便培養結果と予防的抗生剤選択の検討
三上 洋（済生会熊本病院）
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O-010 青森県八戸市総合検診センターにおける前立腺癌二次検診の集計結果の検討
小野 裕太（八戸赤十字病院）

O-011 3D-US を用いたMRI-TRUS融合画像ガイド下前立腺生検の経験
宇野 裕巳（JA岐阜厚生連中濃厚生病院）

O-012 PSA100ng/mL以上における適切な前立腺生検方法の検討
野田 賢治郎（西東京中央総合病院）

O-013 初診時転移性前立腺癌の予後と皮下脂肪面積、サルコペニアの関連について
池田 敬至（東京女子医科大学）

一般口演 3
10月4日（金） 11：10～12：10 第6会場（1階 オリオンB）

◆前立腺肥大
座長：設楽 敏也（淵野辺総合病院）

O-014 経尿道的前立腺核出術の術後尿道狭窄に関する規定因子の検討
西田 翔（東京歯科大学市川総合病院）

O-015 当院における光選択的前立腺レーザー蒸散術（PVP）の治療成績の検討
篠木 理沙（横須賀共済病院）

O-016 抗血小板薬及び抗凝固薬を内服している患者のHoLEPにおける周術期出血
性合併症リスクの検討
佐野 貴紀（尼崎総合医療センター）

O-017 前立腺容積 120ml 以上の前立腺肥大症に対するHoLEPの手術成績
中村 雄（杏林大学）

O-018 経尿道的接触式レーザー前立腺蒸散術（CVP）導入のコツと術式
河野 義之（小林病院）

O-019 80ml 以上の前立腺肥大症に対する日帰り接触式レーザー前立腺蒸散術（CVP）
の治療効果の検討
加藤 忍（かとう腎・泌尿器科クリニック）

一般口演 4
10月4日（金） 13：30～14：10 第6会場（1階 オリオンB）

◆ロボット支援手術/腎腫瘍
座長：福原 浩（杏林大学）

O-020 5cm以上のHigh RENAL score 腎腫瘍に対する腎部分切除術の周術期成績の
比較（ロボット補助下手術と開放手術）
橘 秀和（東京女子医科大学東医療センター）
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O-021 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）

O-022 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）

O-023 腹腔鏡下腎部分切除術とロボット支援下腎部分切除術のCKDステージ進展
リスクの比較検討
山口 剛（杏林大学）

一般口演 5
10月4日（金） 14：20～15：20 第6会場（1階 オリオンB）

◆ロボット支援手術/前立腺・膀胱
座長：大野 芳正（東京医科大学）

O-024 ロボット支援下前立腺摘除術中に用いたHem-o-lok クリップが膀胱内に迷入
した 3例
足立 高弘（東京医科大学）

O-025 当院におけるロボット支援下前立腺全摘除術前後の尿禁制、排尿機能および性
機能変化の検討
笠原 亮（横須賀共済病院）

O-026 当科で行っているRARPにおける尿道つり上げ法：吻合部位置と尿禁制の
関連
佐竹 直哉（東京医科大学）

O-027 ロボット支援膀胱全摘＋体腔内尿路変更の初期経験
吉村 一良（湘南藤沢徳洲会病院）

O-028 当院におけるロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘の治療成績
成田 伸太郎（秋田大学）

O-029 当院におけるロボット支援前立腺全摘術の初期治療経験
鏑木 直人（東京国際大堀病院）

一般口演 6
10月4日（金） 15：30～16：30 第6会場（1階 オリオンB）

◆腎不全
座長：篠田 和伸（東邦大学医療センター大森病院）

O-030 当院におけるADPKDに対するトルバプタン治療の現状
佐藤 一範（八戸赤十字病院）
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O-031 腎門部腎動脈瘤に対し体外手術にて治療した 1例
光岡 明人（東京巨樹の会 東京品川病院）

O-032 多発性嚢胞腎に対するTolvaptan の使用状況と効果
久野 瑞貴（岩手医科大学）

O-033 長期の尿管ステント留置により自然閉鎖した腎移植術後の移植尿管皮膚瘻の
1例
松林 良祐（信州大学）

O-034 当科における後腹膜鏡下ドナー腎採取術の検討
徳本 直彦（獨協医科大学埼玉医療センター）

O-035 後腹膜鏡下腎生検の有用性
清水 俊洋（自治医科大学）

一般口演 7
10月4日（金） 8：40～9：50 第7会場（1階 オリオンA）

◆腎腫瘍/症例
座長：山口 健哉（日本大学）

O-036 腎癌に対してNivolumab18 コース中にGrade2 の下痢を認めた一例
鵜木 勉（昭和大学）

O-037 腎部分切除後に局所再発と鑑別が困難であった黄色肉芽腫性腎盂腎炎の 1例
阿部 純也（市立室蘭総合病院）

O-038 免疫関連有害事象として重篤な急性腎障害を呈した転移性腎細胞癌 2例の
経験
幸前 和（札幌医科大学）

O-039 腎MESTの 3例：典型例 1例と非典型例 2例の比較
中村 和貴（東京女子医科大学）

O-040 腎癌に合併したCastleman’s disease の 1 例
小林 進（JR札幌病院）

O-041 ニボルマブ投与により急性尿細管間質性腎炎を発症した腎細胞癌の一例
荒川 洋介（仙台市立病院）

O-042 後腹膜高分化型脂肪肉腫との鑑別が困難であった腎血管筋脂肪腫の 1例
布施 洸（がん・感染症センター都立駒込病院）



Pragmatism～実践 泌尿器科診療

10
月
4
日
㈮

一
般
プ
ロ
グ
ラ
ム

93

一般口演 8
10月4日（金） 10：00～10：40 第7会場（1階 オリオンA）

◆腎腫瘍/診断・マーカー
座長：納谷 幸男（帝京大学ちば総合医療センター）

O-043 類上皮型腎血管筋脂肪腫：頻度と拡散強調MRI における診断的特徴
金子 香澄（東京医科歯科大学）

O-044 粘液管状紡錘型腎癌における 15 例の臨床的検討
小針 悠希（東京女子医科大学）

O-045 C反応性蛋白は非転移性乳頭状腎細胞癌の予後因子である：国際多施設共同
研究
戸出 真宏（東京医科歯科大学）

O-046 免疫チェックポイント阻害剤導入後のCRPによる予後予測法の検証
淺岡 美保（横浜市立大学）

一般口演 9
10月4日（金） 10：50～11：40 第7会場（1階 オリオンA）

◆感染症
座長：宮﨑 淳（国際医療福祉大学）

O-047 膀胱自然破裂により汎発性腹膜炎を呈した 1例
栗栖 知世（札幌医科大学）

O-048 高齢女性（閉経後）膀胱炎症例治療失敗例への対応について
大岡 均至（国立病院機構神戸医療センター）

O-049 腎嚢胞感染により破裂を起こした多発性嚢胞腎の 1例
上田 貴之（平成立石病院）

O-050 高齢者の急性単純性膀胱炎より分離された大腸菌に対する各種抗菌薬感受性
に関する検討（2018 年）
宮田 和豊（社会医療法人入間川病院）

O-051 繰り返す急性腎盂腎炎の原因となっていた結石非合併腎杯憩室に対する治療
の経験
中山 奨（札幌医科大学）
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一般口演 10
10月4日（金） 13：30～14：30 第7会場（1階 オリオンA）

◆膀胱腫瘍/症例
座長：中川 徹（帝京大学）

O-052 後腹膜・肺・下部尿路上皮の順で遠隔転移を呈した大腸腺癌の一例
石山 雄大（東京女子医科大学東医療センター）

O-053 尿路上皮癌に伴い二次性免疫性血小板減少症を来した一例
井 世奈（信州大学）

O-054 Urothelial carcinoma in situ に合併した限局性膀胱アミロイドーシスの 1例
稲葉 雄三（町田市民病院）

O-055 ペムブロリズマブ使用を含めた集学的治療により治療効果をきたした尿路上
皮癌の一例
根本 侑樹（東京女子医科大学）

O-056 巨大内反性乳頭腫の 1例
坂上 里絵（八戸市立市民病院）

O-057 直腸輪状狭窄を来した膀胱癌に対して術前術後化学療法および骨盤内臓全摘
術を施行した 1例
加藤 淳史（大崎市民病院）

一般口演 11
10月4日（金） 14：40～15：30 第7会場（1階 オリオンA）

◆膀胱腫瘍/臨床
座長：新井 学（獨協医大埼玉医療センター）

O-058 経尿道的膀胱腫瘍一塊切除術の手術手技の定型化と臨床的検討
阪中 啓吾（東京慈恵会医科大学付属柏病院）

O-059 当院における腹腔鏡下膀胱全摘除術の臨床的検討
高田 徳容（北海道がんセンター）

O-060 膀胱全摘・回腸導管・代用膀胱術後、水腎症Grade の推移による再発の検討
谷口 明久（恵佑会札幌病院）

O-061 当院での 75 歳以上の高齢者の浸潤性膀胱癌症例の検討
島田 吉基（八千代医療センター）

O-062 当院における尿路上皮癌 plasmacytoid variant 6 例の検討
黒沢 瞭（北海道がんセンター）
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一般口演 12
10月4日（金） 15：40～16：40 第7会場（1階 オリオンA）

◆排尿機能
座長：石塚 修（信州大学）

O-063 神経核内封入体病に伴う下部尿路機能障害
今井 仁美（福島県立医科大学）

O-064 間質性膀胱炎と膀胱痛症候群の尿中マーカーに関する検討
古田 昭（東京慈恵会医科大学）

O-065 CPAP導入により夜間頻尿が改善した一例
松井 祐輝（昭和大学藤が丘病院）

O-066 経腟メッシュ手術（TVM）の術式改良に伴う再発率・合併症率の変化
藤崎 章子（四谷メディカルキューブ）

O-067 長期間の下部尿路閉塞は夜間頻尿とメタボリックシンドロームを惹起する
千葉 博基（北海道大学）

O-068 尿失禁患者に対する腟・外陰部CO2 フラクショナルレーザー療法の経験
沢田 勇吾（亀田メディカルセンターウロギネコロジーセンター）

一般ポスター

一般ポスター
10月4日（金） 13：30～14：30 ポスター会場4（3階 サンセットテラス）

◆リサーチコンテスト
座長：佐藤 全伯（防衛医科大学校）

RC-1 原発性アルドステロン症術後に顕在化する腎機能障害の多角的解析とノモグ
ラムの開発

RC-2 ホスホイノシタイド（PIPs）プロファイルと前立腺癌の関連検討

RC-3 副腎静脈サンプリングを省略して片側性原発性アルドステロン症を確定する
ためのソフトウェアの開発

RC-4 MRI ガイド下前立腺針生検の有用性の検討

RC-5 In silico screening によるカバジタキセル耐性前立腺癌克服戦略

RC-6 新規RORγ転写共役因子ESS2 は VDRシグナルを制御し前立腺癌を増悪さ
せる

※コンテストの公平性を保つためにお名前、御所属の掲載を控えさせていただいております。
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一般ポスター 1
10月4日（金） 15：00～15：30 ポスター会場1（3階 レインボーテラス）

◆前立腺腫瘍/症例 1
座長：小宮 顕（千葉大学）

P-001 前立腺肥大症に対する術後早期に前立腺癌が発生した一例
―手術前後の前立腺癌の診断における考察―
佐藤 毅（山梨大学）

P-002 Prostate stromal sarcoma の 1 例
下山 英明（昭和大学藤が丘病院）

P-003 HoLEP後に発生した前立腺床および膀胱結石の 1例
中川 龍男（長野松代総合病院）

P-004 前立腺癌術後の骨転移に対して転移部放射線療法が著効した一例
奥田 知史（北里大学）

P-005 腫瘍随伴症候群としてRS3PE（remitting seronegative symmetrical synovi-
tis with pitting edema）症候群をきたし、前立腺全摘により寛解を得た低リス
ク前立腺癌の 1例
矢嶋 習吾（国立がん研究センター東病院）

一般ポスター 2
10月4日（金） 15：30～16：00 ポスター会場1（3階 レインボーテラス）

◆前立腺腫瘍/症例 2
座長：田中 俊明（札幌医科大学）

P-006 前立腺導管癌の 3例
梅田 浩太（けいゆう病院）

P-007 異所性抗利尿ホルモン産生前立腺癌の 1例
香山 重軌（博慈会記念総合病院）

P-008 多発性肺転移、多発性リンパ節転移、多発性骨転移の前立腺がん治療にCAB
治療を施行後、心不全を併発したので両側除睾術を施行した 1例
羽鳥 基明（日高病院）

P-009 TUR-P で見つかった前立腺小細胞癌の 1例
安達 秀樹（北海道済生会小樽病院）

P-010 EP療法が奏功した前立腺大細胞型神経内分泌癌の 1例
高橋 拓大（石巻赤十字病院）
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一般ポスター 3
10月4日（金） 16：00～16：30 ポスター会場1（3階 レインボーテラス）

◆前立腺腫瘍/症例 3
座長：赤倉 功一郎（東京新宿メディカルセンター）

P-011 当院における前立腺全摘後の鼠径ヘルニアの検討
勝又 有記（山形県立中央病院）

P-012 検診で発見されたGrade Group 5 前立腺癌に対する前立腺全摘除術の治療成績
濱野 聡（井上記念病院）

P-013 高リスク前立腺癌に対する拡大リンパ節郭清の治療的意義について
―傾向スコア解析による検討
田畑 龍治（上尾中央総合病院）

P-014 Gleason Pattern 5 を有する限局性前立腺癌手術症例の予後の検討
山口 峻介（新潟県立がんセンター新潟病院）

P-015 高リスク前立腺癌に対する非気腹下（開腹、ミニマム創）による拡大前立腺
全摘術+拡大リンパ節郭清の治療成績
川島 清隆（栃木県立がんセンター）

一般ポスター 4
10月4日（金） 15：00～15：36 ポスター会場1（3階 レインボーテラス）

◆前立腺腫瘍/診断
座長：小路 直（東海大学）

P-016 千葉県八千代市における前立腺癌検診と当院外来受診の現況
花島 文成（東京女子医科大学八千代医療センター）

P-017 5α還元酵素阻害薬投与によるPSA減少率を用いた前立腺癌予測の有用性検討
大日方 大亮（日本大学）

P-018 標的前立腺生検におけるMRI の有用性についての検討
中原 健（日本大学）

P-019 当院における 80 歳以上の高齢者に対する経直腸的前立腺針生検の検討
鰐渕 敦（砂川市立病院）

P-020 転移性去勢抵抗性前立腺癌（mCRPC）において初期ホルモン治療に対する
「PSA kinetics」は予後予測因子である
濱野 逸人（弘前大学）

P-021 前立腺癌の転移巣の検出における全身MRI 撮影の有用性
吉野 真紀（済生会川口総合病院）
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一般ポスター 5
10月4日（金） 15：36～16：00 ポスター会場2（3階 サンライズテラス）

◆前立腺腫瘍/放射線治療
座長：木村 高広（東京慈恵会医科大学）

P-022 前立腺全摘除術後救済放射線療法における内分泌療法併用の有用性
村田 大城（安佐市民病院）

P-023 当科に於けるRa-223 の初期治療経験
加納 英人（帝京大学医学部附属溝口病院）

P-024 転移性前立腺癌の局所浸潤に対して放射線療法が著効した一例
矢部 通弘（寿泉堂綜合病院）

P-025 当院における前立腺癌陽子線治療の成績
杉本 貴与（相澤病院）

一般ポスター 6
10月4日（金） 16：00～16：30 ポスター会場2（3階 サンライズテラス）

◆前立腺腫瘍/薬物療法 1
座長：深堀 能立（獨協医科大学）

P-026 ハイリスクホルモン療法未治療転移性前立腺癌にアビラテロンを投与した
症例の検討
松原 英司（昭和大学横浜市北部病院）

P-027 去勢抵抗性前立腺癌に対するCabazitaxel 療法の治療成績
中神 義弘（東京医科大学）

P-028 high risk 前立腺癌の術前デガレクス使用症例の検討
菊田 雅斗（山形大学）

P-029 当院における内分泌療法未治療転移性前立腺癌に対するアビラテロン投与の
経験
羽田 圭佑（東京女子医科大学）

P-030 Nadir 血清テストステロン＞10ng/dL は、ゴナックスの良好な無増悪生存期間
を予測する
井内 駿太朗（千葉大学）
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一般ポスター 7
10月4日（金） 16：30～17：00 ポスター会場2（3階 サンライズテラス）

◆前立腺腫瘍/薬物療法 2
座長：深貝 隆志（昭和大学江東豊洲病院）

P-031 当院における内分泌療法未治療の転移性前立腺癌に対するアビラテロンの治
療経験
鈴木 一生（獨協医科大学）

P-032 当院におけるカバジタキセルの使用経験
柴崎 智宏（山形市立病院済生館）

P-033 転移を有する去勢抵抗性前立腺癌（mCRPC）の一次治療が予後へ与える
影響
沖田 和貴（弘前大学）

P-034 当院における high-risk mHNPCに対するAbiraterone 初期治療経験
鈴木 智敬（長野赤十字病院）

P-035 前立腺癌ホルモン治療による非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）発生
の検討
澤崎 晴武（多摩北部医療センター）

一般ポスター 8
10月4日（金） 15：00～15：30 ポスター会場2（3階 サンライズテラス）

◆精巣腫瘍
座長：深沢 賢（千葉県立がんセンター）

P-036 単純性精巣嚢胞の 1例
野中 昭一（荻窪病院）

P-037 精巣腫瘍との鑑別が困難であった線維性精巣周囲炎の一例
鹿野 竜生（東海大学医学部付属八王子病院）

P-038 当院の進行性・難治性精巣腫瘍における救済化学療法の治療成績
新井 隆之（千葉大学）

P-039 高齢男性に発生した後腹膜成熟嚢胞性奇形腫の症例
青柳 岳大（岩手医科大学）

P-040 精索脂肪肉腫の二例
小磯 泰裕（川崎幸病院）
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一般ポスター 9
10月4日（金） 15：00～15：30 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆結石 1
座長：志賀 直樹（亀田総合病院）

P-041 体外衝撃波砕石術後の腎被膜下血腫に対して経カテーテル動脈塞栓術を施行
した 1例
阿部 紀之（北彩都病院）

P-042 結石性腎盂腎炎後の手術症例における術後尿路感染症についての検討
田宮 嵩士（多摩南部地域病院）

P-043 当院におけるTULの臨床的検討
雫田 繕雅（信州大学）

P-044 尿路病変を有するErdheim-Chester 病の 2例
加藤 諒（帯広厚生病院）

P-045 TUL術後腎被膜下血腫の 2例
富田 祐司（日本医科大学武蔵小杉病院）

一般ポスター 10
10月4日（金） 15：30～16：00 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆結石 2
座長：坂本 信一（千葉大学）

P-046 20mm以上の腎結石に対するTUL及びTUL/ESWL併用療法の治療成績
原 浩司（JCHO 可児とうのう病院）

P-047 膀胱へ迷入した異物の 3例
亀岡 浩（星総合病院）

P-048 乳児に発症した軟結石の一例
石原 正治（千葉市立海浜病院）

P-049 妊婦における有症状水腎症 10 例の検討～尿管結石併発例を識別できるか～
石原 正治（千葉市立海浜病院）

P-050 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）
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一般ポスター 11
10月4日（金） 15：00～15：24 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆ロボット支援手術/腎腫瘍
座長：槙山 和秀（横浜市立大学）

P-051 ロボット支援腎部分切除術後に無気肺、縦隔気腫を認めた 2例
矢野 文彬（山梨大学）

P-052 当院におけるロボット支援腎部分切除術（RAPN）の検討
周東 孝浩（群馬大学）

P-053 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）初期 90 例における術後患側腎
機能の検討
北島 和樹（北里大学）

P-054 腎機能低下症例に対するロボット支援腎部分切除術後の検討
濱田 和希（茨城県立中央病院）

一般ポスター 12
10月4日（金） 15：24～15：54 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆ロボット支援手術/前立腺・膀胱
座長：吉岡 邦彦（板橋中央総合病院）

P-055 ロボット支援下前立腺全摘除術を施行した標準高リスクと超高リスク前立腺
癌のリンパ節郭清の意義
武井 航平（獨協医科大学）

P-056 ロボット支援前立腺全摘除術における術前術後のウロフロメトリーの解析
山田 雄太（東京大学）

P-057 単一術者によるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期経験
内田 英明（春日部市立医療センター）

P-058 江戸川病院におけるロボット支援内視鏡下前立腺摘除術後病理結果での精嚢
浸潤陽性症例の検討
坂本 昇（江戸川病院）

P-059 当院におけるロボット支援膀胱全摘術の初期治療経験
白石 航一（地域医療機能推進機構九州病院）
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一般ポスター 13
10月4日（金） 15：00～15：24 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆不妊/ED
座長：佐々木 春明（昭和大学藤が丘病院）

P-060 LUTS/ED患者対する足趾血圧測定用カフを用いた陰茎/上腕血圧比（PBI）に
よる骨盤内血流の評価
林 圭一郎（昭和大学横浜市北部病院）

P-061 日本人男性における陰茎長と陰茎伸張率
鈴木 基文（東京大学）

P-062 がん治療に伴う性機能や生殖機能の障害が結婚成立に与える影響に関する医
学生の意識調査
松田 琴絵（筑波大学）

P-063 Down症候群における精巣発育不全において虚血による変化が示唆された
一例
青木 九里（東京品川病院）

一般ポスター 14
10月4日（金） 15：24～16：06 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆感染症
座長：清田 浩（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター）

P-064 Seton 法によるドレナージが有効であった二例
泉 太郎（東京警察病院）

P-065 当科における閉塞性腎盂腎炎の治療成績
大塚 幸宏（大森赤十字病院）

P-066 多発腎嚢胞感染による両側膿腎症に対して両側腎摘除術を施行した 1例
野村 俊介（国際親善総合病院）

P-067 難治性尿路感染症の原因であった前立腺小室嚢胞内膿瘍に対して、経尿道的
ドレナージが有効であった一例
平井 慎太郎（慶應義塾大学）

P-068 経尿道的ドレナージが有効であった、前立腺膿瘍、敗血症性肺塞栓症の一例
村田 憲彦（湘南鎌倉総合病院）

P-069 保存的加療で軽快した気腫性腎盂腎炎の 1例
橋本 湧（昭和大学藤が丘病院）
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P-070 腎結石に対し経尿道的結石破砕術（TUL）を施行し、真菌球を認めた一例
小川 貴博（東海大学医学部付属八王子病院）


