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プ ロ グ ラ ム 
 

Ⅰ 開会の挨拶 8:55～9:00 

会長：斎藤 誠一（琉球大学） 

 

Ⅱ 一般演題 1 9:00～9:48 

座長：大家 基嗣（慶應義塾大学） 

 

1. 尿道狭窄症に対する尿道形成術 11 例の検討 

本間 直子（秋田大学） 

2. 回腸利用尿路変向術後の尿管回腸吻合部狭窄に対する再建術 

田中 俊明（札幌医科大学） 

3. 放射線照射障害膀胱モデルを用いた骨髄由来細胞立体構造体の移植による膀胱再

生 

                   今村 哲也（信州大学） 

4. 当院における人工尿道括約筋のトラブル症例のまとめ 

菅野 由岐子（北海道大学） 

5. 回腸導管に合併した傍ストーマヘルニアに対し、Sugarbaker 法によるヘルニア修復術

を施行した 1 例 

知念 尚之（琉球大学） 

6.  大きな膀胱憩室を伴う膀胱尿管逆流に対する気膀胱下膀胱尿管新吻合術 

 西 盛宏（北里大学） 
 

 

Ⅲ 研究会賞応募演題 9:48～11:33 

座長：小川 修（京都大学） 

 

7. 成人期尿道下裂に対する尿道形成術 

浅沼 宏（慶應義塾大学） 

8. 去勢抵抗性直腸浸潤前立腺癌に対する局所手術治療の検討 

沼畑 健司（山形県立中央病院） 

9.  Implantation of biofabricated C-type structures composed of autologous adipose 

derived cells restores cryo-injured urethra in rabbits 

Sudha Silwal Gautam（信州大学） 

10. 尿道狭窄症における筋線維芽細胞増生の臨床的意義 

平野 裕資（自衛隊中央病院） 
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11.  前立腺癌合同カンファレンスを通じたロボット支援根治的前立腺全摘除術後の尿禁制

改善の試み 

 板東 由加里（神戸大学） 

12.  困難な尿路トラブルに対する後腹膜鏡を利用したサルベージ手術 

 佐藤 真彦（東北大学） 

13.  ヒト iPS 細胞からの成熟した尿路上皮への高効率な分化誘導 

鈴木 光太郎（神戸大学） 

 

                      休憩 11:33～11: 43 

 

Ⅳ ランチョンセミナー   11:43～12:43 

座長：藤澤 正人（神戸大学） 

“ 細胞培養加工施設（CPC）を利用した再生医療について ” 

野口 洋文（琉球大学大学院医学研究科 再生医学講座） 

 

Ⅴ 総会 （世話人会および会計報告）                      12:43～12:58 

 

Ⅵ 一般演題 2 12:58～13:38 

座長：岩村 正嗣（北里大学） 

 

14. 特殊な腎盂尿管移行部狭窄症 2 例に対する RPS (reduced port surgery)腎盂形成術

の経験 

室 悠介（静岡県立総合病院） 

15. 回腸利用新膀胱に発生した小腸癌の一例 

武井 航平（大分大学） 

16. TUL による尿管断裂に対し尿管再建術を施行した 2 例 

今井 篤（弘前大学） 

17. 小児膀胱形成術後の長期経過での問題点 

前田 晃宏（佐賀大学） 

18. 閉塞性巨大尿管症に対して psoas-hitch 法による尿管膀胱新吻合術を施行した成人

症例  

寺西 悠（慶應義塾大学） 
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Ⅶ 一般演題 3 13:38～14:18 

座長：舛森 直哉（札幌医科大学） 

 

19. 生体腎移植後の移植尿管壊死に対して固有尿管・移植腎盂吻合術を施行した 1 例 

小林 恭（京都大学） 

20. 当科における陰茎海綿体神経移植前立腺全摘除術の長期アウトカム 

松岡 祐貴（香川大学） 

21. ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の勃起障害に対する組織接着用シートの有

効性に関する無作為化比較対照試験：中間解析報告 

山下 慎一（東北大学） 

22. ロボット支援前立腺全摘除術における陰茎海綿体神経温存術式 

森實 修一（鳥取大学） 

23. 外傷性尿道狭窄に対して尿道形成術を施行した 3 例 

水沢 弘哉（信州上田医療センター） 

 

休憩 14:18～14:28 

 

Ⅷ 一般演題 4                                   14:28～15:16 

座長：大山 力（弘前大学） 

 

24. Retzius-sparing 腔温存ロボット支援下前立腺全摘除術における早期尿禁制 

稗田 圭介（広島大学） 

25. 長期生存したインディアナパウチの 1 例 

武田 詩奈子（宮城県立がんセンター） 

26. 括約筋形成術を施行した TURP 後の高度後部尿道狭窄 

加藤 晴朗（長野市民病院） 

27. 膀胱全摘後に生体腎移植を施行し回腸導管に尿路再建をおこなった 1 症例 

石井 大輔（北里大学） 

28. 当科におけるロボット支援膀胱全摘術に伴う腔内尿路変向術の検討 

深見 直彦（藤田保健衛生大学） 

29. 根治的前立腺全摘術後の膀胱頚部硬化症に対する deep lateral incision の有用性 

新地 祐介（防衛医科大学校） 
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Ⅸ 一般演題 5 15:16～16:12 

座長：石塚 修（信州大学） 

 

30. 尿失禁型尿路変向が施行された患者の装具交換の現状 

早川 望（慶應義塾大学） 

31. 尿道端々吻合術を施行した 6 症例の臨床的検討 

田村 芳美（国立病院機構渋川医療センター） 

32. 尿道憩室術後難治性尿道膣瘻に対して、薄筋皮弁を用いて膣壁再建を行った 1 例 

幸 英夫（獨協医科大学） 

33. 直難治性膀胱直腸瘻に対し、傍仙骨経直腸的瘻孔閉鎖術により治癒し得た 1 例 

馬嶋 剛（名古屋大学） 

34. 局所進行性直腸癌に対して前立腺全摘術併用腹会陰式直腸切断術を施行した症例

の術後排尿機能 

波止 亮（九州大学） 

35．神経温存ロボット支援膀胱全摘術+体腔内 U 字回腸新膀胱造設術を施行した 1 例 

米山 高弘（弘前大学） 

36. 腹圧性尿失禁症例に対する非培養脂肪幹細胞（ＳＶＦ）傍尿道注入法の基礎的臨床的

意義 

山本 徳則（名古屋大学） 

 

Ⅹ イブニングセミナー 16:12～17:12 

座長：荒井 陽一（東北大学） 

“ 起業家精神を持つ外科医 ” 

清水 雄介（琉球大学大学院医学研究科 形成外科学講座） 

 

Ⅺ 研究会賞発表 17:12～17:17 

 

Ⅻ 閉会の挨拶 17:17～17:22 

会長：斎藤 誠一（琉球大学） 

 

＊懇親会は 18:30 より 『首里殿内（すいどぅんち）』 にて行います。 

 
 




