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日本泌尿器科学会総会
　第103回（2015.4.18-21　金沢）

・口演

1
ロボット支援根治的膀胱全摘除術における回腸尿管吻合術
～吻合法の工夫～

日向信之、松下　経、古川順也、原田健一、
石村武志、村蒔基次、田中一志、三宅秀明、
藤澤正人

・シンポジウム

1 腎・後腹膜膿瘍 重村克巳、田中一志、荒川創一、藤澤正人

2 精巣内ポドシンと造精機能の関係について 江夏徳寿、三宅秀明、藤澤正人

3 これからのda Vinci手術 ロボット支援腎部分切除術 古川順也、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

・ポスター

1
腎摘除術および腎部分切除術後症例における性機能の比較
検討

松下　経、長富俊孝、角井健太、福田輝雄、
江夏徳寿、三宅秀明、藤澤正人

2
神戸大学におけるロボット支援根治的膀胱全摘除術の初期
経験

日向信之、古川順也、松下　経、原田健一、
村蒔基次、石村武志、田中一志、三宅秀明、
藤澤正人

3 腎移植が下肢血流に与える影響
石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

4
分子標的治療により2年以上の長期生存が得られた転移性
腎癌症例の臨床的検討

原田健一、桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、
西川昌友、鄭　裕元、古川順也、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、 藤澤正人

5
経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP)における術後尿失
禁に関連する因子についてのurodynamic studyを用いた検討

重村克巳、田中一志、桃園宏之、長富俊孝、
江夏徳寿、村蒔基次、白川利朗、三宅秀明、
藤澤正人

6
当科における周術期予防抗菌薬投与がガイﾄﾞラインに即して
いるかの後ろ向き検討

重村克巳、田中一志、三宅秀明、荒川創一、
藤澤正人

7 前立腺癌細胞における翻訳抑制因子4E-BP1の役割

鄭　裕元、原　琢人、桃園宏之、今井聡士、
宮崎　彰、西川昌友、寺川智章、古川順也、
原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

8
移植後ニューモシスチス肺炎に対するアトバコンでの治療経
験

小川悟史、石村武志、横山直己 、小田晃廉、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
西　愼一、藤澤正人

9
翻訳抑制因子4E-BP1発現抑制が腎細胞癌の形質変化に及
ぼす影響

宮崎　彰、原　琢人、桃園宏之、今井聡士、
西川昌友、鄭　裕元、寺川智章、古川順也、
原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

10
非閉塞性無精子症患者におけるストレス関連タンパク発現レ
ベルと精子回収有無の関係性の解明

福田輝雄、角井健太、江夏徳寿、松下 経、
三宅秀明、藤澤正人

11
MRI所見にて評価した尿道線維化の RARP術後尿禁制予測
因子としての意義

桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、西川昌友、
鄭　裕元、古川順也、原田健一、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

12
Axitinibによる蛋白尿の腎機能への影響とアンジオテンシンⅡ
受容体遮断薬によるその予防効果

今井聡士、桃園宏之、宮崎 彰、西川昌史、
鄭　裕元、古川順也、八尾昭久、原田健一、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

13
LOH症候群患者に対するテストステロン補充療法がQOLに与
える影響についての検討

角井健太、長富俊孝、福田輝雄、江夏徳寿、
松下　経、三宅秀明、藤澤正人

14 単孔式腹腔鏡下ドナー腎摘出術 における改良点
横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
重村克巳、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
田中一志、西　愼一 、藤澤正人

15
当院における非閉塞性無精子症患者に対する顕微鏡下精子
採取術の成績

長富俊孝、石田貴樹、角井健太、福田輝雄、
江夏徳寿、松下　経、三宅秀明、藤澤正人

日本泌尿器科学会東部総会
　第80回（2015.9.25-27　東京）
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1 移植腎動脈吻合部位による下肢血流変化の比較検討
石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

日本泌尿器科学会中部総会
　第65回（2015.10.23-25　岐阜）

1 泌尿器科領域ロボット手術における周術期感染に関する検討 田中一志、重村克巳、荒川創一、藤澤正人

2
腎部分切除術の成績と工夫 ロボット支援腎部分切除術の成
績と工夫

古川順也、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

3 転移性腎細胞癌に対する分子標的薬療法の治療成績
今井聡士、原 琢人、桃園宏之、宮崎 彰、
西川昌友、鄭 裕元、古川順也、日向信之、
原田健一、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

4 当院における酸性尿酸アンモニウム結石の経験 田中幹人、原　章二

日本泌尿器学会 西日本総会
　第67回（2015.11.5-7　福岡）

1
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
の臨床検討

原田健一、原　琢人、桃園宏之、今井聡士、
宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、古川順也、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

日本泌尿器科学会関西地方会
　第228回（2015.1.31　京都）

1
分子標的薬が腎癌副鼻腔転移による視力障害に対して著効
した1例

脇田直人、松下　経、石村武志、村蒔基次、
三宅秀明、田中一志、藤澤正人

2 精索原発IgG4関連炎症性偽腫瘍の1例
梁　英敏、日向信之、村蒔基次、田中一志、
三宅秀明、藤澤正人

　第229回（2015.5.23　大阪）

1 膀胱タンポナーデを繰り返した両側人静脈内血栓症の1例
佐藤克哉、原田健一、村蒔基次、石村武志、
田中一志、三宅秀明、藤澤正人

2 膀胱原発悪性リンパ腫の1例
嶋津裕樹、村蒔基次、石村武志、日向信之、
三宅秀明、田中一志、藤澤正人

　第230回（2015.9.26　大阪）

1 左腎腫瘍を契機に診断されたBHD症候群の1例
藤本卓也、大西篤史、原田健一、日向信之、
石村武志、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

2
先行的腎移植術後に深部静脈血栓症・ 移植腎被膜下血腫
から血圧低下、無尿を呈したが 保存的に軽快した1例

大西篤史、横山直己、石村武志、重村克巳、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

日本生殖内分泌学会
  第19回(2015.1.10 大阪）

1
非閉塞性無精子症患者の精巣組織 におけるストレス関連タ
ンパクの発現の意義

福田輝雄、角井健太、江夏徳寿、松下　経、
三宅秀明、藤澤正人

臨床腎移植学会
　第48回（2015.2.4-6　名古屋）

1
腎移植後3ヶ月時EVR導入症例の１年目生検病理診断に関
する検討

石村武志、原 重雄、岡田卓也、岸川英史、
西村憲二、川喜田睦司、野島道生、山本新吾、
市川靖二、藤澤正人

2 単孔式腹腔鏡下ドナー腎摘出術 における改良点
横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

日本ロボット外科学会
　第7回（2015.2.7　東京）

1 当院におけるロボット支援根治的膀胱全摘除術の初期成績
日向信之、松下　経、古川順也、原田健一、
八尾昭久、石村武志、村蒔基次、田中一志、
三宅秀明、藤澤正人

2
神戸大学におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後
の勃起機能に関する検討

八尾昭久、宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、
古川順也、原田健一、日向信之、村蒔基次、
三宅秀明、田中一志、藤澤正人

関西アンドロロジーカンファレンス
　第47回（2015.3.7　大阪）
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1
LOH症候群患者に対するテストステロン補充療法前後の健康
関連QOLの比較検討

角井健太、福田輝雄、江夏徳寿、松下　経、
三宅秀明、藤澤正人

兵庫県STI研究会
　第20回（2015.3.14　神戸）

1
兵庫県下におけるアジスロマイシン耐性淋菌の 分子遺伝学
的解析

重村克巳、田中一志、大澤佳代、三浦真希子、
奈須聖子、藤原美樹、吉田弘之、白川利朗、
荒川創一、藤澤正人

日本感染症学会学術講演会
　第89回（2015.4.16-17　京都）

1 フルニエ壊疽4例の臨床的検討 重村克巳、荒川創一、藤澤正人

日本老年泌尿器科学会
　第28回（2015.5.8-9　浜松）

1
ハイリスク患者の経直腸的前立腺生検におけるCMZとLVFX
の併用による感染予防効果に関する検討

重村克巳、田中一志、村蒔基次、荒川創一、
藤澤正人

日本内分泌外科学会総会
　第27回（2015.5.28-29　福島）

1
神戸大学におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後
の勃起機能に関する検討

松下　経、三宅秀明、藤澤正人

日本化学療法学会総会
　第63回（2015.6.4　東京）

1 泌尿器科領域ロボット手術における周術期感染に関する検討 田中一志、重村克巳、荒川創一、藤澤正人

2 当院における腎周囲膿瘍、後腹膜膿瘍の検討 重村克巳、荒川創一、藤澤正人

3 兵庫県立尼崎病院での尿中分離菌の年次推移
中野雄造、白石祐介、坂本茉莉子、神野　雅、
山道　深、山田裕二

泌尿器科再生再建研究会
　第12回（2015.6.6　横浜）

1 膀胱全摘除術後サバイバーのQOL

古川順也、桃園宏之、宮崎　彰、今井聡士、
西川昌友、鄭　裕元、原田健一、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人、井上隆朗、
山下真寿男

日本性機能学会中部総会
　第25回（2015.6.20　大阪）

1
前立腺全摘術後の性機能回復におけるPDE-5阻害薬による
陰茎リハビリの効果の検討

江夏徳寿、三宅秀明、藤澤正人

2 男性血液透析患者の性機能の検討
角井健太、吉矢邦彦、福田輝雄、江夏徳寿、
松下　経、三宅秀明、原　章二、藤澤正人

第34回  日本アンドロロジー学会
第22回　精子形成・精巣毒性研究会
　（2015.6.26-27　福岡）

1
当院における腎摘除術および腎部分切除術後患者の勃起機
能についての検討

松下　経、長富俊孝、角井健太、福田輝雄、
江夏徳寿、三宅秀明、藤澤正人

2 精索静脈瘤が精巣に与える影響 江夏徳寿、三宅秀明、藤澤正人

3 男性血液透析患者の性機能の検討
角井健太,吉矢邦彦、福田輝雄、江夏徳寿、
松下　経、三宅秀明、原　章二、藤澤正人

4 男性不妊症とclusterin発現の関係性
福田輝雄、長富俊孝、角井健太、江夏徳寿、
松下　経、三宅秀明、藤澤正人

骨盤外科機能温存研究会
　第25回（2015.6.27　米子）

1 術野におけるランドマークの外科解剖　Neurovascular bundle 日向信之、藤澤正人

2
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の性機能に関する
検討

八尾昭久、宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、
古川順也、原田健一、日向信之、村蒔基次、
三宅秀明、田中一志、藤澤正人

日本腎泌尿器科疾患予防医学研究会
　第24回（2015.7.9-10　大阪）

1
去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセル投与に伴う発
熱性好中球減少症予防としての持続型G-CSF製剤の使用経
験

原田健一、桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、
西川昌友、鄭　裕元、古川順也、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人
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腎移植血管外科研究会
　第31回（2015.7.10-11　日光）

1
「鏡視下、ロボット手術時代における新たな血管ナビゲーショ
ン」ロボット腎部分切除術における血管ナビゲーションを用い
た選択的動脈遮断法

田中一志、古川順也、藤澤正人

2 脾臓原発EBV非関連PTLDの1例
石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
西　愼一、藤澤正人

3
先行的腎移植術後に深部静脈血栓症・ 腎被膜下血腫から無
尿を呈したが 保存的に軽快した1例

横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
重村克巳、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
田中一志、藤澤正人

腎癌研究会
　第46回（2015.7.19　東京）

1
腎細胞癌における Geriatric Nutritional Risk Index（GNRI）の
予後予測因子としての意義

桃園宏之、原 琢人、今井聡士、宮崎　彰、
西川昌友、鄭　裕元、寺川智章、古川順也、
原田健一、日向信之、三宅秀明、藤澤正人

　（2015.7.31-8.1　秋田）

1 手術成績 泌尿器　単孔式ドナー腎摘術の 臨床的検討
田中一志、村蒔基次、重村克巳、横山直己、
小田晃廉、小川悟史、石村武志、三宅秀明、
藤澤正人

日本Men's Health医学会
 第15回(2015.9.4-5　埼玉）

1
神戸大学におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後
の勃起機能に関する検討

松下　経、三宅秀明、藤澤正人

2
デュタステリドの血中フリーテストステロンに与える影響とその
意義の検討

江夏徳寿、石田貴樹、角井健太、福田輝雄、
松下　経、千葉公嗣、三宅秀明、藤澤正人

日本排尿機能学会総会
　第22回（2015.9.9-11　札幌）

1 HoLEP術後尿失禁危険因子の 術者経験数別ごとの検討
重村克巳、田中一志、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

JSURT（泌尿器科画像診断・治療技術研究会）
　第4回（2015.9.23-24　京都）

1 膀胱タンポナーデを繰り返した両側腎静脈内血栓症の1例
原田健一、佐藤克哉、村蒔基次、石村武志、
三宅秀明、田中一志、藤澤正人

東海STI研究会
　第6回（2015.9.27　名古屋）

1 再び増加している性感染症（STI）の現状とその対策 荒川創一

日本移植学会総会
　第51回（2015.10.1-3　熊本）

1
生体腎移植後の難治性抗血液型抗体関連拒絶反応に対す
るボルテゾミブの使用経験

石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

2
腎移植後下肢深部静脈血栓症に対するエドキサバンの有効
性に関する検討

横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
重村克巳、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
田中一志、藤澤正人

日本癌学会学術総会
　第74回（2015.10.8-10　名古屋）

1
Targeting clusterin using OGX-011 synergistically enhances
antitumor activity of temsirolimus in a human renal cell
carcinoma model

西川昌友、宮崎　彰、鄭　裕元、寺川智章、
古川順也、原田健一、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

2

Enhanced cell proliferation and increase in resistance to
mammalian target of rapamycin inhibitors by inhibition of 4E-
binding protein 1 expression in human renal cell carcinoma
ACHN cells

宮崎　彰、原　琢人、桃園宏之、今井聡士、
西川昌友、鄭　裕元、古川順也、八尾昭久、
原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

3
Acceleration of proteinuria without significant impact on
renal function and its protection by angiotensin II receptor
blocker in rats treated with axitinib

今井　聡士、原 琢人、桃園宏之、宮崎 彰、
西川昌友、鄭 裕元、古川順也、日向信之、
原田健一、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

第4回 Reduced Port Surgery Forum 2015 in Akita、
第9回単孔式内視鏡手術研究会、
第14回Needlescopic Surgery Meeting
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4
Accelerated cell proliferation and enhanced resistance to
docetaxel by inhibition of 4E-binding protein 1 expression in
human castration-resistant prostate cancer PC3 cells

桃園宏之、原　琢人、今井聡士、宮崎　彰、
西川昌友、鄭　裕元、寺川智章、古川順也、
原田健一、日向信之、三宅秀明、藤澤正人

日本化学療法学会西日本支部総会　日本感染症学会西日本地方会学術集会
　第63回、第85回（2015.10.15-17　奈良）

1
神戸大学医学部附属病院での尿中分離菌の年次変遷と薬剤
感受性の検討

田中一志、重村克巳 、三浦徹也、松本　穣、
安福富彦、中野雄造、中村竜也、吉田弘之、
荒川創一、藤澤正人

2
シンポジウム2：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の現状臨
床への影響： 尿路感染症を中心に

田中一志、重村克巳、中村竜也、荒川創一、
藤澤正人

3 第216回ICD講習会：グラム陰性桿菌感染症の 臨床像と治療 重村克巳、荒川創一、藤澤正人

4
尿路感染症原因菌のマトリックス支援レーザー 脱離イオン化
飛行時間型質量分析装置 【MALDI-TOF/MS】による検出法
の検討

重村克巳、荒川創一、藤澤正人

日本癌治療学会学術集会
　第53回（2015.10.29-31　京都）　

1 高齢者の転移性腎癌に対する分子標的治療の臨床的検討
原田健一、原　琢人、桃園宏之、宮崎　彰、
西川昌友、寺川智章、古川順也、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

2 膀胱全摘除術後サバイバーのQOL

古川順也、桃園宏之、宮崎　彰、今井聡士、
西川昌友、鄭　裕元、原田健一、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、 藤澤正人、井上隆朗、
山下真寿男

3 去勢抵抗性前立腺癌に対する新規ホルモン製剤の使用経験
寺川 智章、桃園宏之、今井聡士、宮崎 彰、
鄭 裕元、西川昌友、古川順也、原田健一、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

4
難治性胚細胞腫瘍患者に対する 救済化学療法としての
Irinotecan・Nedaplatin併用療法

西川昌友、桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、
鄭　裕元、古川順也、原田健一、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

5
神戸大学におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後
のQOLに関する検討

宮崎　彰、原　琢人、桃園宏之、今井聡士、
西川昌友、鄭　裕元、古川順也、八尾昭久、
原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

6
進行性前立腺がんに対する抗アンドロゲン剤除去および抗ア
ンドロゲン剤交替療法についての臨床的検討

桃園宏之、原　琢人、今井聡士、宮崎　彰、
西川昌友、鄭　裕元、寺川智章、古川順也、
原田健一、日向信之、三宅秀明、藤澤正人

7
MVAC抵抗性尿路上皮癌に対するgemcitabine / carboplatin
療法の成績

今井聡士、原 琢人、桃園宏之、宮崎 彰、
西川昌友、鄭 裕元、古川順也、日向信之、
原田健一、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

8
腎細胞癌におけるGeriatric Nutritional Risk Index （GNRI）の
予後予測因子としての意義

原　琢人、桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、
鄭　裕元、西川昌友、古川順也、原田健一、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

日本泌尿器腫瘍学会
　第１回（2015.10.31-11.1　京都）

1
肝転移を有する腎細胞癌症例に対する分子標的薬の治療成
績

宮崎　彰、原　琢人、桃園宏之、今井聡士、
西川昌友、鄭　裕元、古川順也、八尾昭久、
原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

日本泌尿器内視鏡学会総会
　第29回（2015.11.19-21　東京）

1
シンポジウム11
今更聞けないロボット手術のコツ
ロボット支援腎部分切除術（RAPN）のコツ

田中一志、藤澤正人

2

ランチョンセミナー6
腹腔鏡下手術のより安全／確実な気腹を考える
エアシールiFSという選択
ロボット支援腎部分切除術を中心に

田中一志、藤澤正人
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3

ワークショップ
泌尿器科手術におけるハンズオン
：何を求めるのか、何を伝えるのか
「ロボット手術」

田中一志、藤澤正人

4
ロボット腎部分切除術の中期（６か月以上）経過観察症例の
検討

田中一志、重村克巳、古川順也、日向信之、
原田健一、石村武志、村蒔基次、松下　経、
三宅秀明、藤澤正人

5
腹腔鏡下/　ロボット支援下腎部分切除の標準術式 ロボット
支援手術: 困難症例への取り組み

古川順也、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

6
神戸大学におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後
のQOLに関する検討

寺川智章、宮崎 彰、西川昌友、古川順也、
原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
田中一志、藤澤正人

7
RARP術後早期尿禁制に対する術前および術後ウロダイナ
ミックスタディ（UDS）施行の意義

西川昌友、桃園宏之、福田輝雄、柳内章宏、
三宅秀明、藤澤正人

日本受精着床学会
　第33回（2015.11.26-27　東京）

1
当科における低ゴナドトロピン性 性腺機能低下症50例の臨
床的検討

福田輝雄、長富俊孝、角井健太、江夏徳寿、
松下　経、三宅秀明、藤澤正人

日本性感染症学会学術大会
　第28回（2015.12.5-6　東京）

1 わが国における性感染症学の重要性 荒川創一

日本内視鏡外科学会総会
　第28回（2015.12.10-12　大阪）

1
当科における技術認定者育成の取り組み ：自治体との連携
を通じて

田中一志、重村克巳、日向信之、石村武志、
村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

2
ロボット支援全摘除術のピットフォールとその対策　神経温存
ラインが不明瞭な症例

日向信之、藤澤正人

3
ロボット支援腎部分切除術における術式の標準化 選択的動
脈遮断法の意義

古川順也、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

4 当院における単孔式腹腔鏡下ドナー腎採取術の成績
横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
重村克巳、日向信之、村蒔基次、田中一志、
藤澤正人

日本性感染症学会関西支部学術大会
　第5回（2015.12-19　京都）

1
厚生労働科研:性感染症研究班の活動から見えてきた
わが国のSTIの課題―Mycoplasma genitaliumの問題を含め
―

荒川創一


