
日本泌尿器科学会総会
　第105回（2017.4.21-24　鹿児島）

・口演

1
ロボット支援根治的前立腺全摘除術における解剖学的根拠
に基づいた膀胱頸部離断法

日向信之、板東由加里、岡村泰義、
鈴木光太郎、原 琢人、桃園宏之、寺川智章、
古川順也、原田健一、石村武志、中野雄造、
藤澤正人

2
HoLEPの術者経験数別での手術成績・合併症に関する多施
設検討

重村克巳、千葉公嗣、江夏徳寿、福田輝雄、
安福富彦、山道　深、山田裕二、岡　康彦、
田中宏和、山下真寿男、藤澤正人

3
神戸大学におけるTSC-AMLに対するエベロリムスの治療成
績と診療連携の重要性

原田健一、坂本茉莉子、板東由加里、
鈴木光太郎、原　琢人、桃園宏之、寺川智章、
千葉公嗣、古川順也、重村克己、石村武志、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

4
神戸大学における転移性腎癌に対する1st lineスニチニブ-
2nd lineアキシチニブの検討

原田健一、坂本茉莉子、板東由加里、
鈴木光太郎、原　琢人、桃園宏之、寺川智章、
千葉公嗣、古川順也、重村克己、石村武志、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

5 後腹膜アプローチの手術手技 古川順也、藤澤正人

6 ヒトiPS細胞誘導Leydig細胞の作製 石田貴樹、藤澤正人、青井貴之

7
当院におけるロボット支援前立腺全摘術に併施する拡大リン
パ節郭清の工夫

板東由加里、岡村泰義、鈴木光太郎、
原 琢人、桃園宏之、古川順也、原田健一、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

・シンポジウム

1
「尿路感染症・性感染症　－ゴールドスタンダードを考える
－」 ウロセプシス

重村克巳、荒川創一、藤澤正人

・ポスター

1 ESBL産生大腸菌感染に関するリスクファクターの検討
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
前立腺癌患者における癌検出ウィルスマーカー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、藤澤正人

3
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、岡村泰義、板東由加里、
鈴木光太郎、原　琢人、桃園宏之、寺川智章、
古川順也、原田健一、中野雄造、藤澤正人

4
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、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、石村武志、
中野雄造、藤澤正人

5 献腎移植登録更新時の全身状態把握の方法
石村武志、横山直己、小田晃康、小川悟史、
古川順也、重村克巳、原田健一、日向信之、
中野　雄造、竹田　雅、藤澤正人

6 持続勃起症の9例
松下　経、千葉公嗣、田中幹人、石田貴樹、
角井健太、福田輝雄、江夏徳寿、藤澤正人

7
根治的前立腺全摘除術Gleason Score 8-10症例の臨床的
検討

古川順也、岡村泰義、板東由加里、
鈴木光太郎、原 琢人、桃園宏之、寺川智章、
原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人

8 癌治療前の凍結保存精子の使用状況
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、塩谷雅英、
藤澤正人



9
術前にパゾパニブ投与を行った下大静脈腫瘍塞栓を伴う転
移性腎癌の2例

寺川智章、板東由加里、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

10
LOH症候群患者に対する男性ホルモン補充療法の長期成
績

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、中野雄造、
藤澤正人

11
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

12
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

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

13
低・異形成腎を原疾患とする腎移植症例の排尿状態に関す
る検討

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

14
当院および関連施設における去勢抵抗性前立腺癌に対する
アビラテロン治療成績についての検討

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

15 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、板東由加里、岡村泰義、
鈴木光太郎、桃園宏之、寺川智章、
古川順也、原田健一、日向信之、中野雄造、
藤澤正人

16
副腎皮質ホルモン投与による腎移植後耐糖能異常とPCK2
遺伝子多型との関連性

横山直己、石村武志、小川悟史、小田晃廉、
渡邉愛未, 山本和宏, 平井みどり、藤澤正人

17 主訴が疼痛である精索静脈瘤に対する手術成績の検討
田中幹人、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

18
当院における去勢抵抗性前立腺癌に対する抗アンドロゲン
薬交替療法の成績

鈴木光太郎、岡村泰義、板東由加里、
原　琢人、桃園宏之、寺川智章、古川順也、
原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人

19 当院における前立腺癌合同カンファレンスの意義
板東 由加里、岡村泰義、鈴木光太郎、
原 琢人、桃園宏之、古川順也、原田健一、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

西日本泌尿器科学会総会
　第69回（2017.11.9-12　大分）

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、坂本茉莉子、板東由加里、
鈴木光太郎、原　琢人、桃園宏之、寺川智章、
千葉公嗣、古川順也、重村克己、石村武志、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

日本泌尿器科学会中部総会
　第67回（2017.11.24-27　大阪）

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
小径腎がんに対する治療戦略：高難度小径腎がんに対する
ロボット支援腎部分切除術

日向信之、藤澤正人

3
神戸大学における転移性腎癌に対するニボルマブの初期経
験

原田健一、坂本茉莉子、板東由加里、
鈴木光太郎、原　琢人、桃園宏之、寺川智章、
古川順也、日向信之、中野雄造、藤澤正人

4 尿路感染症治療のUp-to-Date 重村克巳、荒川創一、藤澤正人

5 男性更年期診療の現状とこれから 千葉公嗣

6 ヒトiPS細胞由来テストステロン産生Leydig細胞の作製 石田貴樹、藤澤正人、青井貴之



日本泌尿器科学会関西地方会
　第235回（2017.6.24　大阪）

1 播種性骨髄癌症を伴った前立腺癌の１例
白石祐介、寺川智章、古川順也、重村克巳、
原田健一、松下　経、石村武志、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

2
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘時に使用したヘモロックが
膀胱に迷入した1例

河村　駿、寺川智章、古川順也、重村克己、
原田健一、松下　経、石村武志、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

　第236回（2017.10.7　神戸）

1 当科における金属製尿管ステントの使用経験
髙橋昂佑、福田輝雄、古川順也、原田健一、
松下 経、石村武志、重村克巳、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

2
術前診断で副腎悪性腫瘍が疑われた副腎Black adenomaの
1例

田代裕己、千葉公嗣、岡田桂輔、古川順也、
重村克巳、原田健一、石村武志、松下　経、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

　第237回（2018.2.10　西宮）

1
ニボルマブによる腸炎と思われたPPIに伴うcollagenous
colitisの1例

平田淳一郎、鈴木光太郎、古川順也、
重村克巳、原田健一、石村武志、松下　経、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

2
関節リウマチ、原発性胆汁性肝硬変を合併した腎移植患者
に発症した腎移植後リンパ増殖性疾患の1例

田代裕己、石村武志、岡田桂輔、千葉公嗣、
古川順也、重村克巳、原田健一、松下　経、
日向信之、中野雄造、藤澤正人

緑膿菌感染症研究会
　第51回（2017.2.9-10　大分）

1
兵庫県にて分離されたメタロβラクタマーゼ産生緑膿菌の解
析

重村克巳、大澤佳代、高坂綾香、中野雄造、
中村竜也、荒川創一、時松一成、藤澤正人

日本臨床腎移植学会総会
　第50回（2017.2.15-17　神戸）

1
移植腎の虚血再灌流後の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 、横山直己、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 PCK2遺伝子多型と腎移植後耐糖能異常との関連
横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
藤澤正人

関西アンドロロジーカンファレンス
　第49回（2017.3.4　大阪）

1 Leydig細胞過形成を伴ったクラインフェルター症候群の1例
田中幹人、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

日本感染症学会総会・学術講演会
　第91回（2017.4.6-8　東京）

1
性感染症の治療におけるUp to date ～欧米のガイドライン
の光と影～

重村克巳、荒川創一、藤澤正人

泌尿器再建再生研究会
　第14回（2017.6.3　東京）

1 ヒトiPS細胞由来テストステロン産生Leydig細胞の作製 石田貴樹、藤澤正人、青井貴之

日本アンドロロジー学会学術総会
　第36回（2017.6.30-.7.1　倉敷）

1 当科における癌治療前凍結保存精子の使用状況
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、塩谷雅英、
藤澤正人

2
LOH症候群患者に対する男性ホルモン補充療法の長期成
績

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、中野雄造、
藤澤正人



3
前立腺肥大を有さないLOH症候群患者の血清テストステロン
値と夜間頻尿との関係

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

4 ヒトiPS細胞誘導Leydig細胞の作製 石田貴樹、藤澤正人、青井貴之

腎移植血管外科研究会
　第33回（2017.7.6-8　小田原）

1
教育セミナー２：腎移植・PEKT増加の活動　「腎移植症例数
増加のために我々が行っていること」

石村武志

2
ABO血液型不一致生体腎移植後に抗赤血球抗体による溶
血性貧血を発症した1例

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
膵腎同時移植後に即時利尿が得られたが、複数の要因で透
析再導入となり再離脱までに115日を要した1例

横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
藤澤正人

腎泌尿器疾患予防医学研究会
　第26回（2017.7.13-14　鳥取）

1
去勢抵抗性前立腺癌患者に対するカバジタキセル投与時の
持続型G-CSF製剤使用による血液毒性予防効果の検討

板東由加里、坂本茉莉子、岡村泰義、
鈴木光太郎、原 琢人、桃園宏之、古川順也、
原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人

Reduced Port Surgery Forum 2017 in Oita
　第6回（2017.8.4-5　大分）

1 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、小川悟史、石村武志、寺川智章、
古川順也、重村克巳、原田健一、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

日本移植学会総会
　第53回（2017.9.7-9　北海道）

1
臓器横断的シンポジウム9 「mTOR阻害剤の功罪」ECLIA法
とラテックス凝集法によるエベロリムス血中濃度測定の差異
に関する検討

石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、
大籔智奈美、東口佳苗、佐藤伊都子、
中町祐司、吉川美喜子、三枝　淳、西　愼一、
藤澤正人

2 当院における先行的腎移植術の検討
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 神戸大学病院泌尿器科における腎移植300例の検討
小田晃廉、石村武志、横山直己、小川悟史、
重村克巳、古川順也、原田健一、日向信之、
中野雄造、西　愼一、飯島一誠、藤澤正人

4
副腎皮質ホルモン投与による腎移植後耐糖能異常とPCK2
遺伝子多型との関連性

横山直己、石村武志、小田晃廉、小川悟史、
藤澤正人

日本性機能学会学術集会
　第28回（2017.9.21-23　東京）

1
LOH症候群患者に対する男性ホルモン補充療法の性機能
への影響

福田輝雄、田中幹人、石田貴樹、角井健太、
千葉公嗣、松下　経、中野雄造、藤澤正人

日本排尿機能学会総会
　第24回（2017.9.28-30　有明）

1
HoLEP術後の排尿困難改善に術前前立腺 体積、摘出前立
腺重量は関連するかの検討

重村克巳、山道　深、千葉公嗣、山田裕二、
田中宏和、岡　康彦、山下真寿男、藤澤正人

2
前立腺癌患者におけるデガレリクスと下部尿路症状の関連
性

福田輝雄、寺川智章、中野雄造、藤澤正人

日本生殖内分泌学会学術集会
　第22回（2017.9.30　沖縄）

1 ヒトiPS細胞由来テストステロン産生Leydig細胞の作製 石田貴樹、藤澤正人、青井貴之

近畿内視鏡外科研究会
　第30回（2017.9.30　大阪）

1
ロボット支援腎部分切除術におけるTrifecta達成に関する要
因の検討

古川順也、日向信之、中野雄造、藤澤正人



2
神戸大学における開腹腎部分切除術と腹腔鏡下腎部分切
除術の検討

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

JSURT(泌尿器画像診断・治療技術研究会)
　第5回（2016.9.29-30　京都）

1
合同カンファレンスを通じたロボット支援腹腔鏡下前立腺全
摘除術成績改善の試み

板東由加里、坂本茉莉子、岡村泰義、
鈴木光太郎、原 琢人、桃園宏之、古川順也、
原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人

日本小児腎不全学会学術総会
　第39回（2016.9.21-22　兵庫）

1
低・異形成腎を原疾患とする腎移植症例の排尿状態に関す
る検討

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

日本Men's Health医学会
　第17回(2017.10.6-7　東京）

1
前立腺肥大を有さないLOH症候群患者の血清テストステロン
値と夜間頻尿との関係

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

日本癌治療学会学術集会
　第55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、岡村泰義、板東由加里、
鈴木光太郎、原 琢人、桃園宏之、古川順也、
原田健一、中野雄造、藤澤正人

2
ロボット支援腎部分切除術におけるRENAL NEPHROMETRY
SCORと手術成績に関する検討

古川順也、坂本茉利子、岡村泰義、
板東由加里、鈴木光太郎、原 琢人、
桃園宏之、寺川智章、原田健一、日向信之、
藤澤正人

3
当院における進行性腎細胞癌に対するパゾパニブの治療成
績

鈴木光太郎、岡村泰義、板東由加里、
原　琢人、桃園宏之、寺川智章、古川順也、
原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人

4
腎静脈塞栓を有する腎細胞癌患者に対する術前補助化学
療法としてのパゾパニブの使用経験

原　琢人、板東由加里、岡村泰義、
鈴木光太郎、桃園宏之、寺川智章、
古川順也、原田健一、日向信之、中野雄造、
藤澤正人

5
根治的前立腺全摘除術Gleason Score 8-10症例の臨床的
検討

岡村泰義、古川順也、板東由加里、
鈴木光太郎、原 琢人、桃園宏之、寺川智章、
原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人

6
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における拡大リンパ
節郭清の成績

板東由加里、坂本茉莉子、岡村泰義、
鈴木光太郎、原 琢人、桃園宏之、古川順也、
原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人

日本泌尿器腫瘍学会
　第3回（2017.10.22-23　横浜）

1 当院におけるニボルマブの初期使用経験

原　琢人、板東由加里、岡村泰義、
鈴木光太郎、桃園宏之、寺川智章、
古川順也、原田健一、日向信之、中野雄造、
藤澤正人

第87回　日本感染症学会西日本地方会学術集会
第60回　日本感染症学会中日本地方会学術集会
第65回　日本化学療法学会西日本支部総会

（2017.10.26-28　長崎）

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、藤澤正人

2 尿路結石による閉塞性腎盂腎炎の臨床的検討
重村克巳、山道 深、中野雄造、荒川創一、
時松一成、藤澤正人

日本生殖医学会学術講演会・総会
　第62回（2017.11.16-17　山口）

（3学会合同開催）



1
非閉塞性無精子症に対してサルベージ内分泌療法を施行し
た2例

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

2
クラインフェルター症候群以外の染色体異常を有する非閉塞
性無精子症患者の臨床的検討

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

3 ヒトiPS細胞由来テストステロン産生Leydig細胞の作製 石田貴樹、藤澤正人、青井貴之

日本泌尿器内視鏡学会総会
　第31回（2017.11.16-18　徳島）

1
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

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 腎部分切除術：ロボットvs腹腔鏡 日向信之

3 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

4
HoLEP術後の排尿困難改善に術前前立腺 体積、摘出前立
腺重量は関連するかの検討

重村克巳、山道 深、千葉公嗣、山田裕二、
岡 康彦、田中宏和、山下真寿男、藤澤正人

5
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術におけるpT3症例の生
物学的再発予測因子

板東由加里、坂本茉莉子、岡村泰義、
鈴木光太郎、原 琢人、桃園宏之、古川順也、
原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人

日本性感染症学会学術大会
　第30回（2017.12.2-3　札幌）

1 セフェム系抗菌薬低感受性・耐性 淋菌の遺伝学的解析
重村克巳、大澤佳代、吉田弘之、中野雄造、
荒川創一、藤澤正人

CiRA国際シンポジウム2017
　（2017.12.6-8　京都）

1 ヒトiPS細胞由来テストステロン産生Leydig細胞の作製 石田貴樹、藤澤正人、青井貴之

日本内視鏡外科学会総会
　第30回（2017.12.7-9　京都）

1 選択的動脈クランプの成績と今後の課題 古川順也、日向信之、中野雄造、藤澤正人

2 副腎褐色細胞腫に対する腹腔鏡下手術の臨床的検討
千葉公嗣、岡田桂輔、古川順也、重村克己、
原田健一、石村武志、松下　経、日向信之、
中野雄造、藤澤正人

前立腺シンポジウム
　第33回（2017.12.9-10　東京）

1 当科における前立腺生検に関する検討
福田輝雄、古川順也、原田健一、松下　経、
重村克巳、石村武志、日向信之、中野雄造、
藤澤正人


