
日本泌尿器科学会総会
　第104回（2016.4.23-25　仙台）

・口演

1 当科における部分阻血法の工夫とその成績 古川順也、藤澤正人

2
男性不妊症患者における非内分泌薬物療法の有用性の検
討

江夏徳寿、石田貴樹、角井健太、千葉公嗣、
松下　経、藤澤正人

3
Impact of periurethral inflammation on continence status 
early after robot-assisted radical prostatectomy

桃園宏之、三宅秀明、藤澤正人

4 当院における先行的腎移植術の検討
横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
古川順也、原田健一、重村克巳、日向信之、
中野雄造、田中一志、藤澤正人

・ポスター

1
腎移植後Protocol 生検で診断されたIsolated v-lesion に対
するステロイドパルス療法に関する検討

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

2
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
の使用経験

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

3 男性血液透析患者の性機能に関する検討
松下　経、吉矢邦彦、長富俊孝、角井健太、
福田輝雄、江夏徳寿、三宅秀明、原　章二、
藤澤正人

4 腎門部腫瘍に対するロボット支援腎部分切除術の成績
古川順也、西川昌友、寺川智章、千葉公嗣、
重村克巳、松下　経、日向信之、原田健一、
石村武志、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

5 非閉塞無精子症患者におけるMSH5 過メチル化の検討
千葉公嗣、Ridgeway A, Lamb DJ,
藤澤正人

6 去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロンの使用経験
寺川智章、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、田中一志、三宅秀明、藤澤正人

7
ドセタキセル耐性前立腺癌に対するカバジタキセルの抗腫
瘍効果発現機序の解析

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

8
移植後定期腎生検における糸球体容積と臨床的意義の関
連

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

9
当科における低ゴナドトロピン性性腺機能低下症62例の臨
床的検討

福田輝雄、石田貴樹、角井健太、江夏徳寿、
千葉公嗣、松下　経、藤澤正人

10
腎癌細胞株に対するclusterinを標的としたアンチセンスオリ
ゴによるAxitinibの効果増強

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

11
ラット精巣虚血-再還流障害に対するウロコルチンの生殖細
胞保護作用についての検討

角井健太、千葉公嗣、福田輝雄、江夏徳寿、
松下　経、三宅秀明、藤澤正人

12
移植腎における虚血再灌流後のHIF-1α発現と早期グラフト
機能発現との関連

小田晃廉、石村武志、小川悟史、横山直己、
重村克己、古川順也、原田健一、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

13
First line TKI治療を行った腎癌患者と免疫チェックポイントの
関連ついての検討

原　琢人、鈴木光太郎、坂東由加里、
桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、寺川智章、
古川順也、原田健一、日向信之、藤澤正人

14 当院でのタダラフィルの使用症例
佐野貴紀、三浦徹也、吉行一馬、結縁敬治、
山下真寿男

日本泌尿器科学会中部総会
　第66回（2016.10.27-30　三重）



1
神戸大学医学部附属病院泌尿器科における尿中分離菌・薬
剤感受性成績の年次推移

中野雄造、重村克巳、古川順也、原田健一、
日向信之、石村武志、藤澤正人

2
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
の使用経験

原田健一、鈴木光太郎、板東由加里、
原琢人、桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、
寺川智章、古川順也、日向信之、石村武志、
中野雄造、藤澤正人

3
造精機能障害および精巣adrenal rest tumorを伴った先天性
副腎皮質過形成の2例

田中幹人、石田貴樹、角井健太、福田輝雄、
岡田桂輔、江夏徳寿、千葉公嗣、松下　経、
藤澤正人

　第232回（2016.5.21　和歌山）

1 腎Solitary fibrous tumorの1例
植木秀登、寺川智章、古川順也、重村克巳、
原田健一、日向信之、石村武志、中野雄造、
藤澤正人

2
心機能増悪により下大静脈後尿管増悪を 来したと考えられ
た症例

武中良大、小川悟史、古川順也、重村克巳、
原田健一、日向信之、石村武志、中野雄造、
藤澤正人

　第233回（2016.9.21　大阪）

1
同一副腎にアルドステロン産生腺腫と褐色細胞腫を認めた
一例

前田光毅、千葉公嗣、古川順也、重村克巳、
原田健一、石村武志、日向信之、中野雄造、
藤澤正人

日本生殖内分泌学会学術集会
　第20回（2016.1.9　神戸）

1 精子形成とclusterin　発現の関係性
福田輝雄、角井健太、江夏徳寿、千葉公嗣、
松下　経、藤澤正人

2 男性低ゴナドトロピン性 性腺機能低下症の基礎と臨床 江夏徳寿、藤澤正人

3
男性血液透析患者における内分泌変化と性機能についての
検討

角井健太、吉矢邦彦、長富俊孝、福田輝雄、
江夏徳寿、松下　経、三宅秀明、原　章二、
藤澤正人

泌尿器科分子・細胞研究会
　第25回（2016.2.26-27　大阪）

1
ラット精巣虚血-再還流障害に対するウロコルチンの生殖細
胞保護作用についての検討

角井健太、千葉公嗣、福田輝雄、江夏徳寿、
松下　経、三宅秀明、藤澤正人

関西アンドロロジーカンファレンス
　第48回（2016.3.5　大阪）

1
ラット精巣虚血-再還流障害に対するウロコルチンの生殖細
胞保護作用についての検討

角井健太、千葉公嗣、福田輝雄、江夏徳寿、
松下　経、三宅秀明、藤澤正人

日本臨床腎移植学会
　第49回（2016.3.23-25　鳥取）

1 腎移植後Isolated v-lesion に対する治療経験
石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、
古川順也、重村克巳、原田健一、日向信之、
中野雄造、原 重雄、西 愼一、藤澤正人

2
移植腎における虚血再灌流後のHIF-1α発現と早期グラフト
機能発現との関連

小田晃廉、石村武志、小川悟史、横山直己、
重村克己、古川順也、原田健一、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

日本老年泌尿器科学会
　第29回（2016.5.13-14　福岡）

1 高齢者に対する経尿道的尿路結石砕石術（TUL）の検討 中野雄造、原田健一、藤澤正人

2
高齢者の転移性腎癌に対する1st line分子標的治療チロシ
ンキナーゼ阻害剤の効果および安全性の検討

原田健一、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、
日向信之、藤澤正人

腎移植血管外科研究会
　第32回（2016.5.26-28　姫路）

1 献腎移植後に高度蛋白尿を呈するも自然軽快した1例
石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、
古川順也、重村克巳、原田健一、日向信之、
中野雄造、西 愼一、藤澤正人



2 神戸大学における移植腎定期生検に関する検討
小川悟史、石村武志、横山直己、小田晃廉、
古川順也、重村克巳、原田健一、日向信之、
中野雄造、原　重雄 、西　愼一 、藤澤正人

3
生体腎移植術後にタクロリムスによると思われる薬剤性膵炎
を発症し、シクロスポリンに変更する事で軽快した1例

小田晃廉、石村武志、小川悟史、横山直己、
重村克己、古川順也、原田健一、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

4 疫抑制剤による薬剤性膵炎で腎移植を断念した１例
横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
古川順也、原田健一、重村克巳、日向信之、
中野雄造、田中一志、藤澤正人

骨盤外科機能温存研究会
　第26回（2016.5.28　東京）

1
術前の尿道線維化および炎症所見がロボット支援根治的前
立腺全摘術後の短期尿禁制に及ぼす影響

日向信之、桃園宏之、板東由加里、原　琢人、
今井聡士、宮崎　彰、寺川智章、古川順也、
原田健一、中野雄造、藤澤正人

日本化学療法学会総会
　第64回（2016.6.9-11　神戸）

1 腎または後腹膜膿瘍の初期治療失敗例のリスク因子の検討
重村克巳、田中一志、中野雄造、山道　深、
時松一成、荒川創一、藤澤正人

泌尿器再建再生研究会
　第13回（2016.6.18　鳥取）

1
術前の尿道線維化および炎症が ロボット支援下前立腺全摘
（RARP）
術後尿禁制に及ぼす影響についての検討

桃園宏之、三宅秀明、藤澤正人

日本アンドロロジー学会
　第35回（2016.6.24-25　群馬）
共同開催　第23回　精子形成・精巣毒性研究会

1 精子形成障害の一因としてのMSH5過メチル化 千葉公嗣、藤澤正人

2
Current practice for male infertility at Kobe University 
Hospital

Chiba　K、Fujisawa　M

3
デュタステリドが尿路生殖器系に与える影響とホルモンレセ
プターの発現変化との関係

江夏徳寿、石田貴樹、角井健太、千葉公嗣、
松下　経、藤澤正人

4 Klinefelter症候群に末梢神経障害を合併した1例
福田輝雄、田中幹人、石田貴樹、角井健太、
江夏徳寿、千葉公嗣、松下　経、藤澤正人

5
LOH症候群患者に対するテストステロン補充療法が精神症
状に及ぼす影響についての検討

角井健太、石田貴樹、福田輝雄、江夏徳寿、
千葉公嗣、松下　経、藤澤正人

6
乳房腫大を契機に発見された軽症型アンドロゲン不応症の
一例

石田貴樹、角井健太、福田輝雄、江夏徳寿、
千葉公嗣、松下　経、藤澤正人

日本Men's Health医学会
 第16回(2016.7.8-10　札幌）

1
LOH症候群患者に対するテストステロン補充療法が精神症
状に及ぼす影響

千葉公嗣、角井健太、田中幹人、石田貴樹、
福田輝雄、江夏徳寿、松下　経、藤澤正人

日本受精着床学会
　第34回（2016.9.15-16　長野）

1
当科における低ゴナドトロピン性性腺機能低下症62例の臨
床的検討

石田貴樹、角井健太、福田輝雄、江夏徳寿、
千葉公嗣、松下　経、藤澤正人

日本移植学会総会
　第52回（2016.9.29-10.1　東京）

1
腎移植後にCNI慢性腎毒性を呈した症例に対するエベロリム
ス追加投与の効果

石村武志、横山直己、小田晃廉、小川 悟史、
古川順也、重村克巳、原田健一、日向信之、
中野雄造、原 重雄、西 愼一、藤澤正人

2
常染色体優性多発性嚢胞腎に対する腎移植時の一期的経
後腹膜的固有腎摘出術の治療成績

小川悟史、石村武志、横山直己、小田晃廉、
古川順也、重村克巳、原田健一、日向信之、
中野雄造、原　重雄、西　愼一、藤澤正人

3
移植腎における虚血再灌流後のHIF-1α発現と早期グラフト
機能発現との関連

小田晃廉、石村武志、小川悟史、横山直己、
重村克己、古川順也、原田健一、日向信之、
中野雄造、藤澤正人



4 献腎移植希望登録患者の状態把握強化の試み
横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
古川順也、原田健一、重村克巳、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

日本腎臓学会西部学術大会
　第46回（2016.10.14-15　宮崎）

1
腎移植 普及・発展 ために 泌尿器科医が腎臓内科医に期待
していること

石村武志

日本癌治療学会学術集会
　第54回（2016.10.20-22　横浜）　

1
ドセタキセル抵抗性去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタ
キセルの初期治療経験

日向信之、桃園宏之、板東由加里、原　琢人、
今井聡士、宮崎　彰、寺川智章、古川順也、
原田健一、中野雄造、藤澤正人

2
前立腺癌患者における癌検出ウイルスマーカーOBP-1101
を用いた血中循環癌細胞の検出

日向信之、板東由加里、鈴木光太郎、
原琢人、桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、
寺川智章、古川順也、原田健一、浦田泰生、
藤澤正人

3
血清DHEA-Sが去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロン
の効果予測因子になるかの検討

寺川智章、鈴木光太郎、原　琢人、桃園宏之、
今井聡士、宮崎　彰、古川順也、原田健一、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

4
転移性腎細胞癌に対する3rdライン分子標的治療としてのテ
ムシロリムスの治療成績

宮崎　彰、鈴木光太郎、原　琢人、桃園宏之、
今井聡士、寺川智章、古川順也、原田健一、
日向信之、藤澤正人

5
当院における進行性腎癌に対するPazopanib投与16例の初
期治療成績

今井聡士、板東由加里、鈴木光太郎、
原琢人、桃園宏之、宮崎 彰、寺川智章、
古川順也、原田健一、日向信之、中野雄造、
藤澤正人

6
術前の尿道線維化および炎症が ロボット支援下前立腺全摘
（RARP）
術後尿禁制に及ぼす影響についての検討

桃園宏之、鈴木光太郎、原　琢人、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、中野雄造、三宅秀明、
藤澤正人

7
ドセタキセル投与前の去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザ
ルタミドの治療成績

原　琢人、鈴木光太郎、桃園宏之、今井聡士、
宮崎　彰、寺川智章、古川順也、原田健一、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

8
去勢抵抗性前立腺癌に対する新規ホルモン療法後のドセタ
キセル+プレドニゾン療法

鈴木光太郎、坂東由加里、原 琢人、
桃園宏之、今井聡士、宮崎 彰、寺川智章、
古川順也、原田健一、日向信之、中野雄造、
藤澤 正人

9
当科における膀胱尿路上皮癌に対するBCG維持療法の成
績

板東由加里、鈴木光太郎、原 琢人、
桃園宏之、今井聡士、宮崎 彰、寺川智章、
古川順也、原田健一、日向信之、藤澤正人

日本泌尿器腫瘍学会
　第2回（2016.10.22-23　横浜）

1

Primary prophylaxis for febrile neutropenia with pegylated-
G-CSF (PEG-G-CSF) in Japanese mCRPC patients treated 
with cabazitaxel plus prednisolone: Results of interim 
analysis

Hinata　N, Kosaka T, Uemura H, Sumitomo M, 
Evelyne E-F, Sunaga Y, Oya M

日本生殖医学会学術講演会・総会
　第61回（2016.11.3-4　横浜）

1
男性不妊症患者における非内分泌薬物療法の有用性の検
討

松下　経、千葉公嗣、江夏徳寿、福田輝雄、
角井健太、石田貴樹、田中幹人、藤澤正人

2 当科における精索静脈瘤手術の臨床的検討
千葉公嗣、田中幹人、石田貴樹、角井健太、
福田輝雄、江夏徳寿、松下　経、藤澤正人

3
デュタステリドが尿路生殖器系に与える影響とホルモンレセ
プターの発現変化

江夏徳寿、石田貴樹、角井健太、千葉公嗣、
松下　経、藤澤正人

4
当科における低ゴナドトロピン性性腺機能低下症62例の臨
床的検討

福田輝雄、田中幹人、石田貴樹、角井健太、
江夏徳寿、千葉公嗣、松下　経、藤澤正人



5
精巣虚血-再還流障害モデルラットを用いた抗アポトーシス
蛋白としてのウロコルチンの特性解析

角井健太、田中幹人、石田貴樹、福田輝雄、
江夏徳寿、千葉公嗣、松下　経、藤澤正人

6
乳房腫大を契機に発見された軽症型アンドロゲン不応症の
一例

石田貴樹、角井健太、福田輝雄、江夏徳寿、
千葉公嗣、松下　経、藤澤正人

7
造精機能障害および精巣adrenal rest tumorを伴った先天性
副腎皮質過形成の2例

田中幹人、石田貴樹、角井健太、福田輝雄、
岡田桂輔、江夏徳寿、千葉公嗣、松下　経、
藤澤正人

日本結節性硬化症学会学術総会
　第4回（2016.11.12　大阪）

1
神戸大学におけるTSC-AMLに対するエベロリムスの治療成
績

原田健一、板東由加里、鈴木光太郎、
原　琢人、桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、
寺川智章、古川順也、重村克己、石村武志、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

日本泌尿器内視鏡学会総会
　第30回（2016.11.17-19　大阪）

1
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除（RARP)後における性機
能の検討

中野雄造、古川順也、重村克巳、原田健一、
日向信之、石村武志、藤澤正人

2
神経温存ロボット支援根治的前立腺全摘除術後の摘出床へ
のHA-CM貼付が術後尿禁制に及ぼす影響

日向信之、板東由加里、鈴木光太郎、
桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、寺川　智章、
千葉公嗣、古川順也、原田健一、石村武志、
中野雄造、藤澤正人

3
ロボット支援根治的前立腺全摘除術の際の拡大切除および
拡大リンパ節廓清の手技と初期成績

日向信之、板東由加里、鈴木光太郎、
桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、寺川智章、
千葉公嗣、古川順也、原田健一、石村武志、
中野雄造、藤澤正人

4
神経非温存ロボット支援根治的前立腺全摘除の際の神経再
生誘導チューブ架橋留置が術後短期男性機能に及ぼす影
響

日向信之、板東由加里、鈴木光太郎、
桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、寺川智章、
千葉公嗣、古川順也、原田健一、石村武志、
中野雄造、藤澤正人

5
経尿道的前立腺レーザー手術：HoLEPの術者経験数が手術
成績・合併症に影響するかの検討

重村克巳、福田輝雄、江夏徳寿、千葉公嗣、
藤澤正人

6
ロボット支援根治的前立腺全摘除術の際の拡大切除および
拡大リンパ節廓清の手技と初期成績

原田健一、日向信之、宮崎　彰、寺川智章、
古川順也、石村武志、中野雄造、藤澤正人

7 後腹膜アプローチによるロボット支援腎部分切除術の成績
古川順也、寺川智章、千葉公嗣、松下　経、
重村克巳、 原田健一、石村武志、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

8 腎門部腫瘍に対する工夫とその成績 古川順也、藤澤正人

9
ロボット支援前立腺全摘における神経再生誘導チューブが
術後短期男性機能に及ぼす影響

寺川智章、日向信之、宮崎 彰、古川順也、
原田健一、石村武志、中野雄造、藤澤正人

（2016.11.24-26　沖縄）

1
神戸大学医学部附属病院における尿中分離菌・薬剤感受性
成績の年次推移

中野雄造、重村克巳、中村竜也、田中一志、
荒川創一、藤澤正人

2 尿路感染症における原因菌と薬剤感受性の国際比較

重村克巳、大澤佳代、中野雄造、 小瀧将広、
L. Alimsardjono、D. Rahadjo、 U. Hadi、F. 
Setiawan、E.B.Wasito、Ni Made Merta Niasih、
K. Kuntaman、M.Rusli、時松一成、荒川創一、
白川利朗、藤澤正人

日本性感染症学会学術大会
　第29回（2016.12.1-3　岡山）

1
大学病院における尿中淋菌・クラミジア同時PCR検査につい
ての後ろ向き検討

重村克巳、中野雄造、大澤佳代、直本拓己、
荒川創一、時松一成、藤澤正人

日本生殖免疫学会学術集会
　第31回（2016.12.2-3　神戸）

第64回日本化学療法学会西日本支部総会　
第59回日本感染症学会西日本地方会学術集会　
第86回日本感染症学会西日本地方会学術集会



1
ラット精巣虚血-再還流障害に対するウロコルチンの生殖細
胞保護作用についての検討

角井健太、田中幹人、石田貴樹、福田輝雄、
江夏徳寿、千葉公嗣、松下　経、藤澤正人

日本排尿機能学会総会
　第23回（2016.12.6-8　東京）

1
HoLEPの術者経験数別ごとの手術成績・合併症に関する検
討

重村克巳、千葉公嗣、藤澤正人

2
術前の尿道線維化および炎症がロボット支援下前立腺全摘
(RARP)術後尿禁制に及ぼす影響についての検討

福田輝雄、桃園宏之、柳内章宏、中野雄造、
藤澤正人

日本内視鏡外科学会総会
　第29回（2016.12.8-10　横浜）

1
ロボット支援根治的前立腺全摘除術における拡大切除およ
び拡大リンパ節廓清の手技と短期成績

日向信之、板東由加里、鈴木光太郎、
桃園宏之、今井聡士、宮崎　彰、寺川智章、
千葉公嗣、古川順也、原田健一、石村武志、
中野雄造、藤澤正人

2 神戸大学における単孔式腹腔鏡下ドナー腎採取術の成績
原田健一、横山直己、石村武志、古川順也、
日向信之、中野雄造、藤澤正人、村蒔基次、
田中一志

3
神戸大学における開腹部分切除術と腹腔鏡下部分切除術
の検討

宮崎　彰、古川順也、寺川智章、千葉公嗣、
重村克己、石村武志、松下　経、原田健一、
日向信之、中野雄造、藤澤正人


