第 134 回
日本泌尿器科学会沖縄地方会総会
プログラム・抄録集
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令和 4 年 4 月 23 日（土） 13：55 開会
琉球大学医学部 臨床講義棟 大講義室 201 号室
住 所： 沖縄県中頭郡西原町上原 207 番地
PHONE： (098)895-1186（腎泌尿器外科 医局）
斎藤 誠一

事務局 琉球大学大学院医学研究科腎泌尿器外科学講座
〒903－0215 沖縄県中頭郡西原町字上原 207 番地
PHONE：(098) 895－1186（ダイヤルイン） FAX：（098）895－1429

学会参加・発表要項
１．参加登録費について
参加費を会場受付けで納め、名札（参加証）をお受け取り下さい。
医 師：5,000 円（初期研修医は無料です。）
看護師：1,000 円
２．日本泌尿器科学会専門医教育研究単位登録について
単位登録をご希望の方は、地方会当日に日本泌尿器科学会発行の会員カード
をご持参下さい。
３．発表について
●

●

１）一般演題の発表は 6 分とし討論は 2 分です。発表時間を厳守して下さい。
２）発表はすべて Microsoft Power Point による PC プレゼンテーションの
みと致します。Macintosh, 動画ファイルを使用される方はノート PC 及
び接続コネクタをご持参下さい。
３）ファイル名には、演題番号・氏名を入れて下さい。
４）ご自分のセッションの 30 分前までに受付をお済ませ下さい。
５）学会当日はバックアップのためのメディア（USB フラッシュメモリ又は
CD-ROM)を御持参下さい。
４．最優秀演題について
看護部門、症例報告（セッション A、セッション B）からそれぞれ最優秀演
題賞を授与します。
症例報告終了後、引き続き授与式を行います。
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会 場／琉球大学医学部 臨床講義棟 大講義室 2F 201 号室
所在地／〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町上原 207 番地
PHONE: (098)895-1186（腎泌尿器外科 医局）
ACCESS
★空港より車で約 40 分
空港 → 沖縄自動車道（西原 IC）→ 琉大医学部・病院
空港 → 那覇うみそらトンネル → 国道 330 号 → 琉大医学部・病院
★空港よりモノレール
モノレールてだこ浦西駅まで約 30 分、てだこ浦西駅よりタクシーで約 10 分
モノレール儀保駅まで約 25 分、儀保駅よりタクシーで約 30 分
★那覇バスターミナル(那覇市泉崎)から
那覇バスターミナル 8 番ホームより 97 番線(琉大線)で約 50 分
バスターミナル → 国際通り → 儀保 → 琉球大学病院前
バス・モノレール総合案内
のりもの NAVI QR コード

バス案内 QR コード
バスロケーションシステム

医学部構内案内図

※会場は“臨床講義棟 大講義室 2 階（201 号室）”となっております。
※バスでお越しの際は“琉球大学病院前”にて下車。
※お車でお越しの際は、有料の駐車スペースがございますのでご注意ください。
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学会会長 斎藤誠一

13 時～13 時 55 分 （幹事会）

第一部

第二部

13 時 55 分

（開会の辞）

14 時 00 分～14 時 24 分

（一般演題 看護部門）

14 時 24 分～15 時 20 分

（一般演題 セッション A

15 時 20 分～15 時 30 分

休憩

15 時 30 分～15 時 50 分

沖縄地方会総会

15 時 50 分～16 時 38 分

（一般演題 セッション B

16 時 38 分

一般演題）

一般演題）

最優秀演題授与式

16 時 43 分

（閉会の挨拶）

看護部門（14：00-14：24）
座長：新崎真由美（琉球大学病院 看護部）
1. 看護師の統一した患者教育を目指して
～尿道・膀胱瘻カテーテル留置中の管理方法を通して～
◯新垣 薫 1)、東 リナ 1)、玉元 美紀代 1)、當間 直美 1)、古牧 香織 1)、安谷屋 佳子 1)、
古謝 将之 2)、嘉川 春生 2)
（社会医療法人かりゆし会

ハートライフ病院

看護部、 2)泌尿器科）

1)

2. 琉球大学と病院のユニフィケーション多職種で取り組む
1)

1)

2)

排尿ケアチームの活動

3)

○大湾 知子 、渡真利 絹江 、湧武 悠 、宮里 実 、當山 悦子 4)、新崎 真由
美 4)、高良 奈津子 5) 、長嶺 覚子 5) 、南部 路治 5)、泉 惠一朗 6)、芦刈 明日香 6)、
斎藤 誠一 6)
（1）琉球大学医学部保健学科成人・老年看護学講座、2）同大学企画課経営分析係、
3）

同大学医学部医学科システム生理学講座、4）同大学病院看護部、5）同大学病院リ

ハビリテーション部、6）同大学腎泌尿器外科学講座）
3. 低 ADL で褥瘡のある患者の尿道カテーテル離脱率の検討
○仲西 めぐみ 1）、照屋 勝士 1）、久場川 潤 1）、松川 京 2）、川越 淳平 3）、嘉手川 豪心
3）

（1) 沖縄協同病院 看護部、2) 沖縄協同病院 リハビリテーション部、3）沖縄協同
病院

泌尿器科）

セッション A

一般演題（14：24-15：20）
座長：大城琢磨（那覇市立病院）

1. 結石性腎盂腎炎、敗血症性ショックにより両下腿壊死をきたした症例
◯與那嶺智子、横井那哉、呉屋真人、大城吉則
（中部徳洲会病院

泌尿器科）

2. 人工尿道括約筋埋め込み術後に恥骨骨髄炎を来した１例
◯日下部直久、橘田岳也、千葉博基、樋口まどか、篠原信雄
（北海道大学大学院医学研究院腎泌尿器外科学教室）
3. 診断までに時間を要した転移性前立腺がんの 2 例
◯1)豊里
4)

中江

友常、1)島袋 修一、2)吉田 幸生、2)朝倉 義嵩、3)本村 和久
正和、4)小山 寛文

（1）沖縄県立中部病院 泌尿器科、2)同 腫瘍・血液内科、3)同 総合内科、4)同 病理診断科）
4. 多発肝転移を有する去勢抵抗性前立腺癌に対して，オラパリブと放射線療法が奏
功した 1 例
〇島袋 浩勝，田中 幹人，向山 秀樹
（南部徳洲会病院）
5. 増殖性膀胱炎の１例
○嘉川春生 1）

古謝将之 1）

青山肇２） 喜久山明３）

（ハートライフ病院泌尿器科１）

同病理検査部２） 浅の川総合病院３））

6. 大動脈-大静脈間に発生したパラガングリオーマの 1 例
○横井那哉、興那嶺智子、呉屋真人、大城吉則
（医療法人徳洲会

中部徳洲会病院）

7. ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法の初期経験
○嘉手川豪心 1, 2)、川越淳平 1)、菅谷公男 2)
（1) 沖縄協同病院泌尿器科、2)株式会社サザンナイトラボラトリー）
―――――――――――――――――――休憩――――――――――――――――
15：30～15：50

沖縄地方会総会

議

事

：斎藤誠

一
会務・会計報告：木村
隆
セッション B

一般演題（15：50-16：38）

座長：新里博（中頭病院）

8. 腎癌術後多発骨腫瘍に対し診断に苦慮した１例
○玉城光由

本永葵 大城琢磨

（那覇市立病院）
9. 膀胱尿管移行部狭窄に中部尿管狭窄症を合併した一例
〇高江洲大、神山傑、野原素直、崎浜綾乃、知念尚之、田中慧、上間南海子、芦刈
明日香、木村隆、仲西昌太郎、斎藤誠一
（琉球大学病院腎泌尿器外科）
10. 両側停留精巣に発生した右精巣腫瘍の一例
〇本永 葵、玉城 光由、大城 琢磨
（那覇市立病院)
11. 限局性前立腺癌術後 4 か月後に発症した感染性骨盤内リンパ嚢腫の 1 例
〇下地 昭久、又吉 幸秀、島袋 浩一
（友愛医療センター 腎泌尿器外科）
12. 経皮的ドレナージ及び保存的治療で治癒した気腫性腎盂腎炎の１例
〇大城琢磨

本永葵 玉城光由

（那覇市立病院 泌尿器科）
13. 集学的治療を行った局所進行性前立腺癌の一例
―膀胱三角部合併切除後の膀胱頸部再建と Metastasis-directed therapy について―
〇田崎新資、堀口明男、伊藤敬一
（防衛医科大学校

泌尿器科学講座）

14. 前立腺癌に対する放射線治療後に発症した神経内分泌癌に対しイリノテカンおよび
シスプラチンによる化学療法が著効した 1 例
〇松尾智誠、門間哲雄、松丸右京、兼子玲香、小池慎、中村憲、服部盛也、矢木康人、
西山徹、斉藤史郎
（東京医療センター 泌尿器科）
16：38
16：43

最優秀演題授与式
閉会の辞

会長 斎藤 誠一（琉球大学）

