
 

30 分前までに受付をお済ませ下さい。 

発表は PCプレゼンテーションのみとさせて頂きます。 

発表形式は Windows Power Point に限定させて頂きます。  

会場に用意している PCプレゼンテーション用の機器は 

Windows7 + PowerPoint 2013, 2016 です。 

 

 

 日本泌尿器科学会福岡地方会 

  第 304 回例会 

 

 

 

日 時：令和元年 7月 27 日(土) 13:00～ 
 

会 場：電気ビルみらいホール 
福岡市中央区渡辺通 2-1-82  
電気ビル共創館 4 階 
TEL 0120－222－084 

 
参加費：3,000 円 

 

会 長：福岡大学医学部腎泌尿器外科学講座 
                    田 中 正 利 
 

協 賛：福岡県泌尿器科医会・福岡市泌尿器科医会 
筑後泌尿器科医会・北九州市泌尿器科医会 

 
 

 

会員証をご持参下さい 
 

演者の方は抄録が必要です 
 

 

 

口演時間：1 題につき 6 分、討論 3分 

 

 

 

（QR コードにて参加登録を行います） 

Wordで保存の上 USB メモリにてご提出下さい 

使用フォントは OS標準で装備されているものをご使用下さい。 

(MS明朝, MSゴシック, Times New Roman, Arial ,Courier, Century など) 

発表テータは USBメモリに保存してお持ち下さい。 

Mac 又は PC持ち込みの場合は専用電源コードとモニター出力端子用 

アダプタもご持参下さい。  (Dsub-15 ピンでない場合)  

 



口演 1  (13:00～15:20)                                 座長 松岡弘文 (福岡大学)

 
 

1 福岡大学病院腎泌尿器外科における 2018 年の臨床統計 

〇松﨑洋吏、松岡和福、家入康輔、岡田達憲、丸田紘子、坪内和女、青柳力夫 

宮﨑 健、古屋隆三郎、入江慎一郎、中村信之、松岡弘文、田中正利              (福岡大学)  

    

2 九州大学泌尿器科学教室における 2018 年の臨床統計 

〇平田 侑、児浦未季史、犬塚崇文、宮崎真優、熊谷昌俊、山下拓也、梅津大輔 

正岡寛之、阿部立郎、門司恵介、今田憲二郎、柏木英志、武内在雄、塩田真己 

猪口淳一、立神勝則、江藤正俊                                                (九州大学) 

  

3 飯塚病院における 2009～2018 年の臨床統計 

〇中島雄一、群家直敬、岡部 雄、宮嶋哲匡                                 (飯塚病院) 

宮﨑 健、足立知大郎、東恩納高史                       (福岡大学)(田川市立病院)(福西会病院) 

松原 匠、王丸泰成、和田浩治                           (古賀病院 21)(福岡徳洲会病院)(和田病院) 

中山一郎、山口昌広                       (干隈ひふ科アレルギークリニック)(水北第一病院)                                                             

         

4 当院で診療を行なった脂肪肉腫症例についての検討 

〇月野圭治、井上智博、古林伸紀、根岸孝仁、中村元信                 (九州がんセンター) 

 

5 若年発症の high volume mPC に対する治療経験 

〇占部裕巳、山中広太郎、范 博、三上 洋、福井秀幸、副島一晃、渡邊紳一郎 

 町田 二郎                                          (済生会熊本病院) 

 

6 左腎動脈に生じた分節型中膜融解症（SAM）の 1 例 

〇上垣まみ、築井克聡、熊谷壽二、松尾光哲、末金茂高、井川 掌       (久留米大学 泌尿器科) 

 小金丸雅道                                                  ( 同 放射線科) 

        

7 腎 neuroendocrine tumor の 1 例 

〇池之上 俊、白石航一、波止 亮、安達拓未、筒井顕郎、原野正彦            (JCHO 九州病院) 

 

8 腎由来の Perivascular epithelioid cell tumor (PEComa)の 1 例 

〇井手知子、王丸泰成 、大森章男、鍋島義之               (福岡徳洲会病院 泌尿器科)  

中島明彦                                       ( 同  病理部)  

 

9 外傷性腎損傷、出血性ショックに対し緊急腎摘除術を施行した 1 例  

〇福地源司郎、伊藤大輔、山田茂智、小林 武、秋武正和、清島圭二郎          (福岡赤十字病院) 

 

10 非外傷性腎周囲血腫の２例 

〇宮島茂郎、福原悠一朗、平 浩志、石井 龍                     (福岡大学筑紫病院) 

 

11 転移性腎癌に対してニボルマブ投与中に急性副腎不全を来した 1 例 

〇児浦未季史、門司恵介、阿部立郎、今田憲二郎、柏木英志、武内在雄、塩田真己 

猪口淳一、立神勝則、江藤正俊                                           (九州大学) 

 

12 当院における進行腎癌に対する Ipilimumab＋Nivolumab 併用療法の初期経験 

〇井上裕之、市丸壽姫、大坪智志、長谷川周二                           (北九州市立医療センター) 

  

13 絨毛癌成分を伴った右尿管癌 

〇城嶋和真、福田敦史、原田修治                                         (新行橋病院) 

 

14 膀胱血管肉腫の一例 

〇大野大地、守屋良介、東島克佳、岩隈景子、大西 怜、湊 晶規、松本正広 

 富崎一向、藤本直浩                                   (産業医科大学) 



 

 

 

15  17 歳男性に発症した炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例 

〇元 貴彦、岩渕直人                                 (中津市民病院) 

守屋良介                                       (産業医科大学) 

  

  

 

休 憩(15:20～15:30) 
 

 

 

口演 2 (15:30～17:50)                           座長 石井 龍 (福岡大学筑紫病院) 

 

 

16  難治性過活動膀胱に対する仙骨神経刺激療法の初期経験 

〇恩塚雅子、浦 慎太郎、佐藤親子、小西高俊、武居哲郎、加野資典                  (加野病院) 

 

17  筋層浸潤性膀胱癌に対する放射線外照射の治療成績 

〇魚住友治、岡部彩美、永川祥平、岩井秀憲、眞崎拓朗、一倉祥子、三好邦和 

相島真奈美、志賀健一郎、野村博之、原 律子、一倉晴彦、宮崎 薫 

武井実根雄、山口秋人、内藤誠二、横溝 晃                      (原三信病院 泌尿器科) 

寺嶋廣美                                   ( 同  放射線科)                                        

         

18  浸潤性膀胱癌に対する GC 動注併用化学療法における膀胱温存症例の検討 

〇鮫島 立、三浦章成、林 純平、白水 翼、濱口益光、吉川正博、坂本直孝      (九州医療センター) 

 

19  JCHO 九州病院におけるロボット支援膀胱全摘術の治療成績～開腹術との比較～ 

〇白石航一、池之上 俊、波止 亮、安達拓未、筒井顕郎、原野正彦           (JCHO 九州病院) 

 

20  JCHO 九州病院におけるロボット支援膀胱全摘後の尿路変向術式の変遷 

～ECUD から専用ステープラーを使用した ICUD へ～ 

〇波止 亮、白石航一、池之上 俊、安達拓未、筒井顕郎、原野正彦              (JCHO 九州病院) 

 

21  当院における MRI-US fusion 生検の初期経験 

〇鍬先晋平、杉本昌顕、増田克明、中島啓二、中島のぶよ、高橋康一、安東 定、高山一生  (高山病院) 

長谷川淑博、結城康平                                   (玄々堂泌尿器科) (福岡山王病院) 

西村 浩                             (済生会二日市病院 放射線科) 

  

22  初診時に悪性リンパ腫を疑った前立腺癌の 1 例 

〇松原 匠、徳田雄治、北城守文、平塚義治                        (古賀病院 21)  

  

23  前立腺小細胞癌による異所性 ACTH 症候群が疑われた一例 

〇市丸壽姫、井上裕之、大坪智志、長谷川周二                         (北九州市立医療センター)  

 

24  前立腺小細胞癌の 2 例 

〇澄川涼太、宋 裕賢、岡田達憲、出嶋 卓、関 成人                             (九州中央病院) 

 

25  前立腺癌に対するハイドロゲルスペーサーを用いた放射線治療の初期経験 

〇山田陽司                                          (戸畑共立病院 泌尿器科) 

小野田俊博、塩津弥佳、溝口翔太、後藤祐介、鞆田義士、今田 肇     ( 同  がん治療センター) 

 

26  高リスク去勢感受性前立腺癌に対するアビラテロンの投与経験 

〇近松惣太郎、中村友哉、早川祐輔、諸隈 太、徳田倫章             (佐賀医療センター好生館) 

  



 

 
 

27 福岡大学病院における急性陰嚢症の臨床的検討 

〇松岡和福、家入康輔、丸田紘子、坪内和女、青柳近夫、宮﨑 健、松﨑洋吏 

古屋隆三郎、入江慎一郎、中村信之、松岡弘文、田中正利                        (福岡大学) 

 

28 成人の陰嚢水瘤に対するフェノール硬化療法について 

〇有吉朝美                                  (福岡記念病院) 

 

29 精巣漿膜悪性中皮腫の一例 

〇中村暢孝、 平 純一、山田茂智、友田稔久                      (大分県立病院) 

 

30 肉腫成分を伴う精母細胞癌の一例 

〇犬塚崇文、平田 侑、阿部立郎、門司恵介、今田憲二郎、柏木英志、武内在雄 

   塩田真己、猪口淳一、立神勝則、江藤正俊                                     (九州大学) 

   
                                                              

地方会議事 (17:50～18:00) 

 

会場へのアクセス 

 

 

 

 
 


