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〈一般プログラム〉10月5日（土）

一般口演

一般口演 13
10月5日（土） 8：30～9：40 第6会場（1階 オリオンB）

◆結石
座長：松崎 純一（大口東総合病院）

O-069 経尿道的腎尿管結石除去術（TUL）導入初期症例の臨床的検討
小林 堅一郎（東京都同胞援護会昭島病院）

O-070 兵庫県北部（但馬）地区における腎尿管結石の頻度
小寺澤 成紀（公立豊岡病院）

O-071 当院におけるTULの治療成績と術後合併症の臨床的検討
松本 吉隆（筑波メディカルセンター病院）

O-072 珊瑚状結石にTULを施行した 3例の報告
木田 智（上尾中央総合病院）

O-073 経尿道的結石除去術クリニカルパスにおけるバリアンス要因の検討
山本 慎一郎（公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院）

O-074 2018 年度に経験した尿路異物・異物結石症の 2例
島田 悠希（千葉中央メディカルセンター）

O-075 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
今井 聡士（尼崎総合医療センター）

一般口演 14
10月5日（土） 9：50～10：40 第6会場（1階 オリオンB）

◆精巣腫瘍
座長：河合 弘二（筑波大学）

O-076 当院における Stage1 精巣腫瘍の検討
村田 雅樹（新潟県立がんセンター新潟病院）

O-077 異時性両側性に精巣上体精子肉芽腫を認めた 1例
宮坂 杏子（千葉市立海浜病院）

O-078 治療中に腫瘍崩壊症候群を認めた進行性精巣腫瘍の 2例
恒川 良兼（旭川医科大学）
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O-079 セミノーマに併存した精巣原発カルチノイドの 1例
飯田 典之（がん・感染症センター都立駒込病院）

O-080 進行期胚細胞腫瘍化学療法の患者における静脈血栓塞栓症に関する検討
新田 聡（筑波大学）

一般口演 15
10月5日（土） 13：40～15：00 第6会場（1階 オリオンB）

◆尿路再建・小児泌尿器科
座長：堀口 明男（防衛医科大学校）

O-081 尿道狭窄に対する尿道形成術の経験
守屋 仁彦（北海道大学）

O-082 陰茎海綿体膿瘍を主訴とした陰茎壊疽性膿皮症の一例
平田 由里絵（北海道大学）

O-083 騎乗型会陰損傷に起因した球部尿道狭窄症に対し術前MRI による損傷長の
評価が術式決定において有用であった 1症例
石浦 嘉之（富山労災病院）

O-084 当院における尿道形成術の治療成績
田部井 正（横須賀共済病院）

O-085 Mitrofanoff 導尿路造設術後の再発性膀胱内 tubular adenoma の 1 例
宍戸 偉海（慶應義塾大学）

O-086 高度前部尿道狭窄に対し、陰嚢外側の有茎皮弁を用いた二期的尿道形成術が
有効であった一例
古屋 良太（山梨大学）

O-087 先天性膀胱膣瘻に対して膀胱膣瘻閉鎖を先行し、待機的に膣形成を施行した
1例
岩佐 俊（東京都立小児総合医療センター）

O-088 尿道再建にAnterior vaginal wall flap 法を併用した女性尿道癌の 1例
北村 陽典（防衛医科大学校）
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一般口演 16
10月5日（土） 8：30～9：20 第7会場（1階 オリオンA）

◆腎腫瘍/薬物療法
座長：水野 隆一（慶應義塾大学）

O-089 転移性腎癌に対するニボルマブ治療における末梢血白血球分画・CRP値と
予後の相関に関する検討
石原 弘喜（東京女子医科大学）

O-090 抗PD-1 抗体投与後に副腎不全を生じた泌尿器悪性腫瘍 4症例の検討
佐野 裕大（東京医科歯科大学）

O-091 横浜市立大学附属病院における進行性腎細胞癌に対するNivolumab の投与経
験と予後予測因子の検討
苅部 勇大（横浜市立大学）

O-092 転移性腎細胞癌に対するソラフェニブ長期投与症例の検討
松本 侑樹（信州大学）

O-093 尿路悪性腫瘍に対する免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連有害事象
と治療効果との関連
松本 峻弥（東京医科歯科大学）

一般口演 17
10月5日（土） 9：30～10：40 第7会場（1階 オリオンA）

◆腎腫瘍/臨床
座長： 井 隆男（獨協医科大学）

O-094 ソフト凝固を用いた無阻血・腎実質無縫合下腎部分切除術の検討
村川 裕希（宮城県立がんセンター）

O-095 メトホルミン内服と腎癌の術後再発に関する検討
堀内 俊秀（東京女子医科大学東医療センター）

O-096 腎癌術後同側副腎転移に対し、経皮的凍結療法を施行した 3例
高橋 和宏（東京慈恵会医科大学）

O-097 腎癌の代謝パターンと遺伝子変異
桶川 隆嗣（杏林大学）

O-098 尿中代謝物の組み合わせによる腎癌の診断および悪性度予測モデルの構築
川崎 芳英（東北大学大学院）

O-099 腎腫瘍に対する腎凍結療法の治療成績―cT1a vs. cT1b―
田中 晴郎（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
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O-100 腎洞接触は cT1 腎細胞癌における pT3 upstage の予測因子である
泉 敬太（埼玉県立がんセンター）

一般口演 18
10月5日（土） 10：50～12：10 第7会場（1階 オリオンA）

◆副腎/後腹膜
座長：石戸谷 滋人（仙台市立病院）

O-101 当科における後腹膜線維症のステロイドによる治療成績
菊池 茜恵（秋田大学）

O-102 副腎皮質癌の 4例の臨床的検討
中村 聡（東京共済病院）

O-103 後腹膜原発絨毛癌に対する後腹膜リンパ節郭清術後の難治性乳び腹水に対し、
経皮的リンパ管塞栓術が有効であった 1例
佐野 貴之（東京慈恵会医科大学）

O-104 ソフト凝固による副腎止血の際に異常血圧高値を認めた 3例
田中 紘司（済生会宇都宮病院）

O-105 原発性アルドステロン症に対する副腎静脈サンプリングの検討
西原 大策（友愛記念病院）

O-106 ACTH非依存性大結節性副腎皮質過形成（AIMAH）に対し一期的腹腔鏡下
片側左副腎摘除と対側右副腎部分切除術を施行した 1例
蜂須賀 智（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）

O-107 非機能性副腎腫瘍 18 例の臨床的検討
幸 英夫（獨協医科大学）

O-108 精索転移を来たした、後腹膜原発と考えられた扁平上皮癌の 1例
岡 祐輔（医療法人桂水会 岡病院）

一般口演 19
10月5日（土） 13：40～14：40 第7会場（1階 オリオンA）

◆前立腺腫瘍/放射線治療
座長：三木 健太（東京慈恵会医科大学）

O-109 前立腺癌に対する強度変調回転放射線治療の早期合併症の検討
漆戸 まどか（多摩南部地域病院）

O-110 高リスク前立腺癌に対する外照射併用高線量率組織内照射療法（HDR）単回
照射後の下部尿路症状に関する初期検討
押野見 和彦（昭和大学）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０７３８－６７８９／【校了後】２２＿一般プロ５日／ｋｙ９７８３１５６７８９１００２８９４２

EDAIN WING 7.0　中林 2019.09.26 14.03.57 Page 5(1)



第84回日本泌尿器科学会東部総会
The 84th Annual Meeting of the Eastern Section of Japanese Urological Association

10
月
5
日
㈯

一
般
プ
ロ
グ
ラ
ム

108

O-111 前立腺癌に対する密封小線源永久挿入療法後の射精機能障害に関する検討
鈴木 敦人（横浜市立大学）

O-112 限局性高リスク前立腺癌に対する強度変調放射線療法施行時の長期アンドロ
ゲン遮断療法併用の適応基準の検討
古賀 祥嗣（江戸川病院）

O-113 当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するRa-223 の使用経験
中田 多佳子（JCHO東京新宿メディカルセンター）

O-114 当院における非転移性前立腺癌に対する放射線外照射療法の治療成績
田中 亮（関東労災病院）

一般口演 20
10月5日（土） 14：50～16：10 第7会場（1階 オリオンA）

◆前立腺腫瘍/薬物療法
座長：伊藤 明宏（東北大学）

O-115 High volume 未治療前立腺癌に対する upfront ドセタキセル療法の有用性の
検討
畠 憲一（厚木市立病院）

O-116 内分泌療法未治療ハイリスク前立腺癌に対するUpfront abiraterone の初期
経験
田中 壽和（青森県立中央病院）

O-117 高齢者のmHSPCにおける治療成績
松村 直紀（大阪南医療センター）

O-118 去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対するカバジタキセルの予後因子の検討
村上 泰清（北里大学）

O-119 High risk mHSPCの臨床的検討
下村 達也（東京慈恵会医科大学）

O-120 Low risk mHSPCの予後因子の検討
下村 達也（東京慈恵会医科大学）

O-121 男性ホルモン遮断療法を受けた前立腺癌患者の骨密度の検討
萩原 奏（帝京大学）

O-122 転移性ホルモン未治療前立腺癌に対するアビラテロン併用ホルモン治療の
初期使用経験
柳澤 孝文（東京慈恵会医科大学）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０７３８－６７８９／【校了後】２２＿一般プロ５日／ｋｙ９７８３１５６７８９１００２８９４２
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一般ポスター

一般ポスター 15
10月5日（土） 15：00～15：30 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆膀胱腫瘍/症例 1
座長：羽賀 宣博（福島県立医科大学）

P-071 ペムブロリズマブ投与後に口腔内潰瘍を生じ、その後副腎不全を発症した一例
大水 円夏（昭和大学）

P-072 表在性膀胱癌に対するBCG膀胱内注入療法により生じた急性肝炎の 1例
小森 貴大（国家公務員共済組合連合会立川病院）

P-073 膀胱原発小細胞癌の 1例
大門 達明（稲城市立病院）

P-074 ラニチジン内服中に発症し中止後に緩解した好酸球性尿膜管炎
村田 靖（安曇野赤十字病院）

P-075 急性出血性膀胱炎との鑑別に難渋した膀胱腫瘍の 1例
井門 祐一郎（松本協立病院）

一般ポスター 16
10月5日（土） 15：30～16：00 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆膀胱腫瘍/症例 2
座長：齋藤 一隆（東京医科歯科大学）

P-076 膀胱全摘術後の持続勃起症にて診断された陰茎再発の一例
坂田 裕介（北里大学）

P-077 回腸導管尿管吻合部狭窄に対して開腹修復術を施行した 2例
田中 峻希（仙台医療センター）

P-078 診断に苦慮した膀胱 paraganglioma の 2 例
中村 真利江（相模原病院）

P-079 膀胱癌術後発症した炎症性筋線維芽細胞腫瘍の一例
范 博（済生会熊本病院）

P-080 Pembrolizumab 投与により非根治切除後も長期病勢管理が可能であった印環
細胞型腺分化を伴う膀胱尿路上皮癌の経験
岩本 侑也（練馬光が丘病院）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０７３８－６７８９／【校了後】２２＿一般プロ５日／ｋｙ９７８３１５６７８９１００２８９４２
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一般ポスター 17
10月5日（土） 16：00～16：36 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆膀胱腫瘍/臨床
座長：松井 喜之（国立がん研究センター 中央病院）

P-081 転移巣摘除が施行された尿路上皮癌肺転移症例の検討
丸山 理子（東京医科歯科大学）

P-082 腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討
七条 武志（昭和大学）

P-083 当院で施行した膀胱全摘術の臨床的検討
北原 遼（佐久総合病院 佐久医療センター）

P-084 経尿道的手術シミュレーター（UrotrainerⓇ）による手術手技体験
師尾 繁孝（北里大学）

P-085 当院におけるアミノレブリン酸を用いた光力学診断補助下TURBOの有効性
の検討
津坂 恭央（東京警察病院）

P-086 膀胱癌におけるVI-RADSの有用性についての検討
奥野 佑美子（関東労災病院）

一般ポスター 18
10月5日（土） 15：00～15：30 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆膀胱腫瘍/薬物療法 1
座長：田中 伸之（慶應義塾大学）

P-087 仙台赤十字病院における進行性尿路上皮癌に対する pembrolizmab の初期使
用経験
栫井 成彦（仙台赤十字病院）

P-088 術前化補助学療法（NAC）後の Complete response（CR）は膀胱温存療法
の適応か？
堀口 裕貴（弘前大学）

P-089 尿路上皮癌に対する当院でのキイトルーダ初期使用経験
福元 渉（鹿児島市立病院）

P-090 尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの初期使用経験
鈴木 一弘（千葉大学）

P-091 当院における尿路上皮癌に対するペムブロリズマブの初期治療経験
和田 晶紗（東京女子医科大学）

ＫｙｏｒｉｎＷＰＳ／５０７３８－６７８９／【校了後】２２＿一般プロ５日／ｋｙ９７８３１５６７８９１００２８９４２

EDAIN WING 7.0　中林 2019.09.26 14.03.57 Page 8(1)



Pragmatism～実践 泌尿器科診療

10
月
5
日
㈯

一
般
プ
ロ
グ
ラ
ム

111

一般ポスター 19
10月5日（土） 15：30～16：00 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆膀胱腫瘍/薬物療法 2
座長：湯浅 健（がん研究会有明病院）

P-092 当院における進行性尿路上皮癌に対するPembrolizumab の使用経験
横山 博崇（東京医科大学）

P-093 藤田医科大学におけるベムブロリズマブの初期使用経験
糠谷 拓尚（藤田医科大学）

P-094 浸潤性膀胱癌に対する術前化学療法におけるレジメン毎の治療効果に関する
検討
神田 壮平（秋田大学）

P-095 当院におけるBCG膀胱内注入維持療法の治療成績に関する検討
佐藤 択矢（江別市立病院）

P-096 東海大学病院における化学療法抵抗性尿路上皮癌に対するPembrolizumab
の初期使用経験
新田 正広（東海大学）

一般ポスター 20
10月5日（土） 16：00～16：36 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆膀胱腫瘍/薬物療法 3
座長：柴田 康博（群馬大学）

P-097 当院における尿路上皮癌に対するPembrolizumab の使用経験
佐野 啓介（日立総合病院）

P-098 当院における進行性尿路上皮癌に対する pembrolizumab の初期使用経験
二宮 直紀（杏林大学）

P-099 高リスク膀胱癌の再発予防因子の検討
川浦 沙知（横浜南共済病院）

P-100 横浜市立大学附属病院における尿路上皮癌に対するペンブロリズマブの導入
期投与経験
杉山 悠一（横浜市立大学）

P-101 当院におけるペムブロリズマブ初期使用経験
八木澤 奈津希（済生会習志野病院）

P-102 当院におけるペムブロリズマブの初期使用経験
長嶺 陽平（災害医療センター）
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一般ポスター 21
10月5日（土） 15：00～15：30 ポスター会場2（3階 サンライズテラス）

◆腎腫瘍/症例 1
座長：加藤 智幸（山形大学）

P-103 出血性ショック及び 3度の選択的静脈塞栓術（TAE）の後に腹腔鏡下に切除
し得た径 11cmの腎血管筋脂肪腫の経験
西川 英臣（練馬光が丘病院）

P-104 皮膚転移を契機に発見された転移性腎細胞癌の一例
黒川 学（立正佼成会附属佼成病院）

P-105 転移性腎癌に対するニボルマブ・イピリムマブ併用療法中に甲状腺中毒症を
きたした一例
岡田 脩平（十和田市立中央病院）

P-106 当院における免疫チェックポイント阻害剤関連筋炎の 2例
木村 僚喜（順天堂大学）

P-107 腎細胞癌に合併した IgG4 関連腎臓病の 1例
増本 弘史（広島総合病院）

一般ポスター 22
10月5日（土） 15：30～16：06 ポスター会場2（3階 サンライズテラス）

◆腎腫瘍/症例 2
座長：高山 達也（自治医科大学）

P-108 術後腟転移を認めた嫌色素性腎癌の一例
櫻井 麻人（聖路加国際病院）

P-109 ニボルマブ投与により部分奏功を得ていたが 1型糖尿病を合併した腎細胞癌
の 1例
柴田 裕貴（千葉労災病院）

P-110 透析腎癌の診断にPET/CTが有用であった 2症例
大久保 尚弥（獨協医科大学）

P-111 左腎細胞癌手術時に切除した小腸神経鞘腫の 1例
富田 光（善衆会病院）

P-112 透析患者に発生し急速な転帰を辿った紡錘細胞型腎癌の 1例
剣木 崇文（東京都保健医療公社大久保病院）

P-113 腎の悪性リンパ腫の一例
松本 真一（新松戸中央総合病院）
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一般ポスター 23
10月5日（土） 16：06～16：36 ポスター会場2（3階 サンライズテラス）

◆腎腫瘍/薬物療法 1
座長：中井川 昇（横浜市立大学）

P-114 進行性腎細胞癌に対する一次治療におけるパゾパニブの有効性と安全性
原 琢人（神戸大学）

P-115 進行性腎細胞癌に対するイピリムマブ・ニボルマブ併用療法の初期経験
野村 昌史（群馬大学）

P-116 転移性腎癌に対する second line 全身治療（アキシチニブとニボルマブの比較）
福田 洋典（東京女子医科大学）

P-117 横浜市立大学附属病院における進行性腎細胞癌に対する nivolumab/ipilimu-
mab 併用療法の初期投与経験
藤田 由希（横浜市立大学）

P-118 進行腎細胞癌に対するニボルマブ・イピリムマブ併用療法の初期経験
林田 章宏（東京女子医科大学東医療センター）

一般ポスター 24
10月5日（土） 16：36～17：06 ポスター会場2（3階 サンライズテラス）

◆腎腫瘍/薬物療法 2
座長：岸田 健（神奈川県立がんセンター）

P-119 山形大学におけるニボルマブの初期使用経験
黒川 真行（山形大学）

P-120 転移性腎癌に対するニボルマブならびにイピリムマブ併用療法の有害事象の
検討
善当 将也（千葉大学）

P-121 MSKCC分類と IMDC分類の不一致の臨床的検討
得居 範子（大館市立総合病院）

P-122 当科における進行性腎細胞癌に対するニボルマブ、イピリムマブ併用療法の
初期使用経験
貫井 昭徳（獨協医科大学）

P-123 分子標的薬時代における腎細胞癌脳転移症例の検討
濱本 孔越（防衛医科大学校）
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一般ポスター 25
10月5日（土） 15：00～15：42 ポスター会場1（3階 レインボーテラス）

◆腎盂尿管腫瘍臨床
座長：朝隈 純一（防衛医科大学校）

P-124 上部尿路上皮癌におけるアルブミン/グロブリン比（AGR）の意義
大村 章太（杏林大学）

P-125 高カルシウム血症が鑑別の手がかりとなった尿管サルコイドーシスの一例
林田 迪剛（虎の門病院）

P-126 尿管癌を契機にリンチ症候群を疑った 1例
小林 元気（札幌医科大学）

P-127 急激な転帰を辿ったG-CSF 陽性腎浸潤性尿路上皮癌の一例
天野 史子（岩手県立大船渡病院）

P-128 G-CSF 関連大血管炎を発症した左腎盂癌の一例
平井 葉子（東京大学）

P-129 尿管癌を認めたLynch 症候群の一例
大池 洋（信州大学）

P-130 上部尿路上皮癌における tumor budding の重要性
河村 一樹（防衛医科大学校）

一般ポスター 26
10月5日（土） 15：00～15：30 ポスター会場1（3階 レインボーテラス）

◆排尿機能 1
座長：三井 貴彦（山梨大学）

P-131 帯状疱疹に起因した排尿障害の解析
白岩 浩志（東京北医療センター）

P-132 排尿ケアチーム介入により排尿自立が可能となった症例の特徴における検討
伊藤 亜希子（日本大学病院）

P-133 抗コリン剤とミラベクロン併用療法の有効性について どの抗コリン剤を
使用するか
瀬野 康之（市立三次中央病院）

P-134 一般住民健診における、高齢女性の過活動膀胱と、抗酸化物質との関連につ
いて（岩木町健康増進プロジェクトにおける調査）
今井 篤（弘前大学）
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P-135 男性DHIC 症例について
林 泰樹（埼玉医科大学）

一般ポスター 27
10月5日（土） 15：30～15：54 ポスター会場1（3階 レインボーテラス）

◆排尿機能 2
座長：橘田 岳也（北海道大学）

P-136 前立腺癌の術後尿失禁に対する理学療法士による骨盤底筋リハビリの
介入効果
関戸 恵麗（戸田中央総合病院）

P-137 過活動膀胱に対する新規β3アドレナリン受容体作動薬ビベグロンの使用効
果の検討
窪田 徹矢（くぼたクリニック松戸五香）

P-138 当科における前立腺肥大症患者の蓄尿症状に対するタダラフィルの検討
漆原 正泰（春日部中央総合病院）

P-139 前立腺肥大症に対する 5α還元酵素阻害薬併用療法の長期治療成績
大川 瑞穂（水戸赤十字病院）

一般ポスター 28
10月5日（土） 16：00～16：24 ポスター会場3（3階 ルミナス）

◆陰嚢・陰茎・尿道・その他
座長：黒田 健司（防衛医科大学校）

P-140 陰茎部分切除を行ったCalciphylaxis の 1 例
手塚 雅登（独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター）

P-141 女性尿道原発悪性黒色腫の 1例
長谷川 素（新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院）

P-142 中/高リスク陰茎癌におけるダイナミックセンチネルリンパ節生検の初期経験
阿部 紀之（北彩都病院）

P-143 精巣外傷の 2例
実藤 健（小波瀬病院）
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一般ポスター 29
10月5日（土） 15：54～16：24 ポスター会場1（3階 レインボーテラス）

◆腎不全
座長：井上 高光（秋田大学）

P-144 秋田大学における生体腎移植レシピエントでのエベロリムス導入プロトコー
ルの中間成績
山本 竜平（秋田大学）

P-145 フローサイトメトリークロスマッチ陽性生体腎移植の 2例
兵頭 洋二（獨協医科大学埼玉医療センター）

P-146 常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）の嚢胞感染に対して早期に両側腎摘
出術を施行した一例
越智 敦彦（亀田総合病院）

P-147 プロトンポンプ阻害剤は血液透析患者の腹部大動脈石灰化進行の独立因子で
ある
岡本 哲平（弘前大学）

P-148 二次性副甲状腺機能亢進症におけるインドキシル硫酸の影響についての検討
守口 万里子（岩手医科大学）
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