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このたび、三大学合同地方会を担当させていただくことになりました。大変、

光栄なことであり、皆様に有益な会になるよう準備をさせていただいております。

信州地方会では、以前より行っておりましたが、本大会におきましても、若手

の先生の励みになるように卒後 10年固までの発表者を対象として、奨励賞を設

けさせていただきました。全演題を聴取された方に投票権がございますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

会場近くには、国営アルプスあずみの公園、美締法官、ゴルフ場といろいろな施

設がそろっております。勉学の傍ら、安曇野を楽しんでいただければ幸いです。

学術大会

会員懇親会

親睦ゴルフ

学術大会長 信州大学医学部泌尿器科学教室 石塚修

日時:平成27年6月27日(土) 午後2時00分

会場:安曇野穂高ビューホテル 2階「アルプスJ
干399-8305 安曇野市穂高牧2200-3 TEし 0263-83-6200

参加費:3，000円

日 時:平成27年6月27日(土)セミナ一終了後

会場:安曇野穂高ピ、ユーホテル 1階「有明」

日時:平成27年6月28日(日)

会場:穂高カントリークラブ

*発表6分、討論4分です(堕閏監空をお願いします)。

*プレゼンテーションはWindowsPower Pointのみ受け付けます(枚数制限なし)。

*データはフラッシュメモリーまたはCDにてご持参下さい。

*発表者の受付時間は13: 00--13 : 30までとします。もし間に合わない場合は必ずご一報下

さい。

*信州地方会会員は、抄録 (4∞字以内)を当日開始前に提出して下さい。

*奨励賞は卒後10年目までの発表者が対象となります。選考資格者は、全演題を聴取した方

に限られます。投票用紙は受付にてお渡しします。全演題終了後、演題番号を記入し投票

していただきます。

*日本泌尿器科学会会員の先生は、必ず会員カードを己持参下さい。

干390ー8621 長野県松本市旭3-1-1

信州大学医学部泌尿器科学教室内

日本泌尿器科学会信州地方会事務局

TEL : 0263-37-2661 FAX: 0263~37-3082 

E-mail : urology@shinshu-u.ac.jp 
中沢昌樹 E 鈴木都史郎・斉藤徹ー



プログラム

<開会の辞> 14:00 ，..， 14:05 
石塚修(信州大学)

くセッション1> 14:05 "" 14:55 
座長 皆川倫範(信州大学)

【奨励賞候補演題】

1. 骨髄指肪腫を合併した副腎海綿状血管腫の1例

大門裕典、鈴木尚徳、杵淵芳明、和食正久(篠ノ井総合病院)

【奨励賞候補演題】

2. "草癌腎転移の1例
志村寛史、大竹裕子、吉良聡、宮本達也、津田智史、座光寺秀典、武田正之(山梨大学)

【奨励賞候補演題】

3. 腎静脈原発平滑筋肉腫の 1例
中山亮、清巨畢逸大、笠原隆、原昇、富田善彦(新潟大学)

4. 外傷の契機なく発症した腎被膜下出血の1例
上垣内崇行1、小泉孔二 1、丸山敦史 2、中山 中3

(1伊那中央病院、 2同消化器内科、3同外科)

5. ALK 陽性非小細胞肺癌治療中に複雑性腎のう胞が生じた 1例
岡根谷利一、岡 優、田畑真梨子、阪口和滋、池田勝臣、黒津和宏、浦上慎司

(虎の門病院)

休憩 5分

<セッション2> 15:00 ，..， 16:00 
座長 座光寺秀典(山梨大学)

【奨励賞候補演題】

6. 腸枕浸潤をきたした虫垂癌の 1例
羽場知己、董間楓、小池宏(新潟労災病院)

7 腸脱腫療に対する経尿道的切除術 (TUR-Bt)における腫蕩周囲粘膜切開の検討

清河英雄、栗崎功己(諏訪赤十字病院)

【奨励賞候補演題】

8. 跨脱留置力子ーテルによる尿道凄孔を合併した臆断端脱の 1例
後藤正博 1、山岸貴裕1、保坂恭子 1、西津理2、平林直樹2、菊川忠行2、嘉村康邦3

(1山梨県立中央病院、2あづみ病院女性骨盤底センター、3四谷メディカルキューブ)



【奨励賞候補演題】

9. 外尿道口へ脱出した異所性尿管癌に対して内視鏡的癌切開術を施行した 1例
乾幸平、小原健司、池田正博、白野惰子、童間楓、冨田善彦(新潟大学)

10.当科におけるポリフォームメッシュの使用経験について

須田紗代、相原岡IJ (佐久総合病院)

11.ソノウレスログラフィー補助下尿道力テーテル留置術

皆川倫範、石塚修(信州大学)

休憩 1 0分

<セッション3> 16: 10 1 7 : 1 0 

【奨励賞候補演題】

座長

12.胸1期市転移に対して胸1期市全摘術を施行した精巣腫蕩の1例

笠原 隆(新潟大学)

字国津治彦 1、皆川倫範1、吾妻寛之2、原寛彰3、水沢弘哉3、斉藤徹ー 1、鈴木都史郎 1、

道面尚久 1、横山仁 1、石川雅邦 1、永井崇 1、平形志朗 1、中沢昌樹1、小川輝之1、

吉田和夫2、石塚修 1 C信州大学、 2同外科学第二、 3信州上田医療センター)

【奨励賞候補演題】

13. Leyd i g細胞腫の 1例

童間楓、山口俊介、羽場知己、小池 宏(新潟労災病院)

【奨励賞候補演題】

14.前立腺癌に対するホルモン療法中に腎機能低下を認め、刷GA関連血管炎と診断した 1例
原寛彰¥小林則善2、岸蔭貴裕 1、関聡3、村田靖1

c安曇野赤十字病院、 2同 腎臓内科、 3せき泌尿器科クリニック)

【奨励賞候補演題】

15.経尿道的前立腺切除術におけるテ、ュタステリドの効果に対する検討

青木正、小林英樹、志村寛史、大竹裕子、高橋宣弘、吉良聡、山岸敬、宮本達也、

津田智史、神家満学、三井貴彦、土田孝之、座光寺秀典、武田正之(山梨大学)

16.デュタステリド内服中の前立腺肥大症患者に対する PSAマネージメント

吉良聡、大竹裕子、宮本達也、志村寛史、津田智史、神家満学、小林英樹、三井貴彦、

座光寺秀典、武田正之(山梨大学)

17.ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における合併症の検討

座光寺秀典、宮本達也、吉良聡、大竹裕子、山岸敬、漂白智史、神家満学、

小林英樹、三井貴彦、武田正之(山梨大学)

休憩 1 0分

17:20-19:00 

甲信越UrologyFront Line Seminar (別紙)
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甲信越 U.rology.f，.ronl Line Seminar 
拝啓先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申しょげます。
この度、甲信越 UrologyFront Line Seminarを下記内容にて開催することとなりました。

つきましてはご多忙中とは存じますが、是非ともご参加下さいますよう、お願い申し上げます。
敬異

日時:平成 27年 6月 27日〈土〉 17:20 -19:00 

場所:安曇野穂高ビューホテル 2階『アルプス』

干399-8305長野県安曇野市穂高牧2200-3 TEじ0263-83・6200 1， 

【情報提供】 17:20-17:30

前立腺癌治療剤『イクスタンジカプセル』 アステラス製薬株式会社

起説，
17:30-18:15 

座長:新潟大学大学院医歯学総合研究科腎泌原器病態学分野

准教授斎藤和英先生

「筋層浸潤性腸脱癌の治療戦略 J

演者:筑波大学医学医療系腎泌尿器外科学

教授西山博之先生

18: 1 5 -1 9: 00 

座長:山梨大学大学院総合研究部泌原器科学

教授武田正之先生

「前立腺癌ホルモン療法の新展開」

演者:長崎大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器科学分野

教授酒井英樹先生

*会終了後、情報交換会の場(1F有明)を御用意しております。

l 主催アステラス製薬株式会社 l 
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安曇野穂高ビューホテル
子399-8305 長野県安曇野市穂高牧2200-3
TEl ; 0263-83-6200 FAX; 0263-83-6207 

安曇野インターよりお車で約20分
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送迎バスの御案内

当日12:45松本駅アルプス口(西口)発
当日14:50松本駅アルプス口(西口)発
当日19:00発松本駅アルフス口(西口)行き
翌日 8:45発松本駅アルフス口(西口)行き
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*安曇野穂高ビューホテルのパスが
待機しています。


