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ご挨拶
会員の皆様には、ご健勝でご活躍のことと存じ上げ
ます。一昨年から続くコロナ禍ですが、ワクチン接種
が進み、少し光明が見えてきた矢先の第７波の流行と
なってしまいました。一堂に会して臨床検討会が開催
できるかどうか、また準備期間に余裕がありませんで
したので、会員の皆様にとって有意義なプログラムが
用意できるか不安でしたが、関係者の皆様と共催各社
のご支援もあって、興味をもっていただけるプログラ
ムが出来たのでは思います。今回の臨床検討会は特段
のテーマを設けておりません。学術的に興味ある臨床事例は勿論ですが、
COVID-19 による様々
な診療への影響等もあり、あえて今回はテーマを絞らずに日常の診療でお困りの事例を募集い
たしました。一般演題は応募期間も短かったこともあって少数ではありますが、遠方からもご
応募いただき誠にありがとうございました。
学術集会の構成としては、一般演題の他、ランチョンセミナー、教育講演、イブニングセミ
ナーをご用意しました。情勢不安の最中ですが、状況が許されるようでしたら、是非検討会に
ご参加下さい。活発な意見の交換できる検討会になれば幸いです。皆様ご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。現時点では現地での通常開催を予定しております。ただし、今後の感染
状況によっては、開催方法がやむなく変更されるかも知れませんのでご了承下さい。
最後になりましたが、第 18 回臨床検討会を東京で開催するにあたり、ご指名いただきまし
た日本臨床泌尿器科医会清原久和会長はじめ役員の皆様には感謝申し上げます。
一般社団法人 日本臨床泌尿器科医会第 18 回臨床検討会
会長

長倉 和彦

（武蔵野陽和会病院 理事長・東京泌尿器科医会 会長・
一般社団法人日本臨床泌尿器科医会 理事）
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会場へのアクセス
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会場案内図

京王プラザホテル 本館 42 階
御岳

理事会会場

エレベーター

高尾

エレベーター

講演会場
受付

クローク
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PC 受付

富士
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日

程

表

2022 年 11 月 27 日（日）京王プラザホテル 本館 42 階 富士
理事会
10：00−12：00
本館 42 階 高尾

12：10
12：20

長倉 和彦 先生
開会の辞
ランチョンセミナー
（共催

12：10〜12：20
12：20〜13：10

座長：巴

ひかる 先生

アステラス製薬株式会社）

『過活動膀胱診療ガイドライン [ 第 3 版 ] 改訂のポイント :
専門医向けアルゴリズムを中心として』

13：10
13：20

演者：関戸

休

哲利 先生

憩

13：20〜14：05

一般演題１
座長：中島

14：05

14：55
15：10

耕一 先生

14：05〜14：55

教育講演「知ろう！活かそう！排尿ケアを取り巻く環境変化」
座長：斎藤 忠則 先生
（共催 コロプラスト株式会社）
１．
『知ろう！急性期病院の排尿ケア最前線』
演者：古田
昭 先生
２．
『活かそう！クリニックの新しい排尿ケア』
演者：及川 剛宏 先生

コーヒーブレイク
15：10〜16：10

一般演題２
座長：赤倉 功一郎 先生

16：10
16：20

17：10
17：20

休 憩
16：20〜17：10

イブニングセミナー

座長：佐藤 威文 先生
１．
『限局性前立腺癌の治療方針』
田口 慧 先生
２．
『転移性前立腺癌の薬物療法』
林 建二郎 先生

17：10〜17：20

閉会の辞

—
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（共催

久和 先生

ヤンセンファーマ株式会社
・日本新薬株式会社）
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参加者へのご案内とお願い
◇開催方法のご案内
一般社団法人 日本臨床泌尿器科医会第 18 回臨床検討会は、新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡
大の影響を踏まえ、感染対策を考慮しつつ現地にて開催いたします。
◇参加受付
参加登録費

5,000 円（医師、メディカルスタッフ）
10,000 円（医療関係企業）

受付で参加費をお支払いの上、参加証（ネームカード）を受け取り、記名台にて所属・氏名をご記入く
ださい。会場に入場する際は必ずネームカードをご着用ください。
受付場所：京王プラザホテル

42F

会場前ロビー

受付開始時間：11：30 より
◇ご案内
・講演内容を無断で複写・複製・編集・録画・録音・転用（スクリーンショット・写真撮影を含む）す
ることを固くお断りします。
◇クロークのご案内
ホテル 42 階のクロークにお預けください。
◇理事会
日時：11 月 27 日（土） 10：00 〜 12：00
場所：京王プラザホテル
42 階

高尾

◇懇親会
新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大の影響を踏まえ、中止とさせていただきます。
◇各種認定単位について
【日本泌尿器科学会

専門医教育研修単位】

単位を認定いたします。
※本検討会の参加証原本を専門医認定更新申請時に貼付して提出してください。
詳細は、日本泌尿器科学会 HP をご参照ください。
https://www.urol.or.jp/specialist/system/unit.html
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◇演者・座長の皆様へ
１．発表時間
一般演題は発表 10 分、討論 5 分、計 15 分です。
発表時間は厳守いただき、。プログラムの円滑な進行にご協力をお願いいたします。
※計時ランプは、発表終了 1 分前に黄色表示、終了時に赤色に変わります。
２．発表データについて
・発表は全て PC によるプレゼンテーションのみとなります。
・PC データのプレビュー、データのお預かりは発表データ受付にて行います。発表の 30 分前には、
発表データ受付にお越しください。
■発表データ受付 :
11 月 27 日 ( 日 ) 11：00 ~ 16：00

京王プラザホテル 42 階ロビー

※ PC 持込みを予定している方も必ず発表データ受付にて試写をお願いいたします。
２．発表データ作成について
・事務局でご用意する PC の仕様は以下の通りです。
OS：Windows10
アプリケーション：Microsoft Office2021
・持込可能なメディアは USB メモリのみです。
なお、Windows、Macintosh ともにノートパソコンの持込みも可能です。
動画を含む場合、Macintosh をご使用の場合はノートパソコンをお持込みください。
・文字フォントは特殊なものではなく、標準搭載のものをご使用ください。
・プレゼンテーションデータに他のデータ（静止画、動画、グラフ等）をリンクされている場合は、
必ず元のデータも一緒に保存してお持ち下さい。
・保存データはご自身の PC 以外でも文字化け等なく、データを読み込めるか事前に確認をお願いし
ます。
・発表データのファイル名は「演題番号＿演者名 .pptx」として下さい。（.pptx は拡張子名です。）
例） 一般演題１＿発表太郎 .pptx
・発表者ツールはご使用できません。
・発表の際には演者ご自身で演台に設置されているマウス、キーボードでご操作してください。
【USB メモリでのデータ持込みの場合】
・事前にウイルスに感染していないことを確認の上、お持込みください。
・文字化けやレイアウトの崩れを防ぐために OS に設定されている標準フォントをご使用ください。
・スライドの枚数制限は特に設けません。
決められた発表時間内に発表が終了するようにデータを作成してください。
・演台上のマウスとキーボードをご自身で操作してプレゼンテーションを行ってください。
・お預かりした発表データは、学会終了後、事務局で責任をもって完全消去いたします。
【ノートパソコン (Windows、Macintosh) の持込みの場合】
・外部出力が可能であることを必ず事前にご確認ください。
・会場に用意するケーブルコネクターの形状は D-sub15 ピンまたは HDMI です。
この形状に変換するコネクターを必要とする場合は、必ずご持参ください。また、AC アダプター
は必ずご用意ください。
・スクリーンセーバー・省電力設定はあらかじめ解除しておいてください。
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・PC 受付にてパソコンの出力チェック後、発表セッション開始 30 分前までにご自身で会場 PC オペ
レータ席までパソコンをお持ちください。パソコンは発表終了直後にオペレータ席にて返却いたし
ます。
【利益相反 (COI の開示 ) について】
医学研究の公正・公平さを維持し、学会発表での透明性、社会的信頼性を保持するため、筆頭演者
には、利益相反の開示をお願いいたします。
詳細は日本医学会「医学研究の COI マネージメントに関するガイドライン」をご参照ください。
http://jams.med.or.jp/guideline/index.html
【口演発表の先生へ】
利益相反自己申告のスライドは、最初または最後にお願いいたします。
３．座長の方へ
ご担当セッション開始 15 分前までには次座長席で待機をしていただきますようお願い申し上げます。
セッションの進行はお任せ致しますが、時間内に終了いただきますようご協力お願いいたします。
４．質疑応答について
１）討論時間に限りがございますが、活発なご討議をお願いします。
２）あらかじめマイクの前に待機し、座長の指示に従い所属・氏名を述べたのち、簡潔明瞭にお願い
します。
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一般社団法人 日本臨床泌尿器科医会

第 18 回 臨床検討会
プログラム

会場：京王プラザホテル 本館 42F 富士
12：10 〜 12：20

開会の辞

12：20 〜 13：10

ランチョンセミナー

			

			
			

			
			

第 18 回臨床検討会

座長：巴

			

長倉和彦 先生（武蔵野陽和会病院 院長）
共催：アステラス製薬株式会社

ひかる先生

（東京女子医科大学附属足立医療センター 骨盤底機能再建診療部 / 泌尿器科 教授）

『過活動膀胱診療ガイドライン [ 第 3 版 ] 改訂のポイント :
専門医向けアルゴリズムを中心として』
関戸

13：20 〜 14：05

会長

哲利 先生（東邦大学医療センター大橋病院 泌尿器科 教授）

一般演題１
座長：中島

耕一 先生（東邦大学医療センター大森病院 泌尿器科 教授）

1-1．当院における腎移植患者での COVID-19 感染症の臨床的検討
三木

愛梨 先生（大阪急性期・総合医療センター 泌尿器科）

1-2．自然消失した膀胱腫瘍の一例
眞﨑

拓朗 先生（原三信病院 泌尿器科）

1-3．医師の働き方改革稼働に向けた泌尿器科の準備状況

久保田洋子 先生（寒河江市立病院 外科（泌尿器外科））

14：05 〜 14：55
			
			
			

教育講演

『知ろう！活かそう！排尿ケアを取り巻く環境変化』
座長：斎藤

忠則先生（東京曳舟病院 泌尿器科 部長）

１．『知ろう！急性期病院の排尿ケア最前線』

古田 昭 先生（東京慈恵会医科大学 医学部 泌尿器科 准教授）

			

２．活かそう！クリニックの新しい排尿ケア

14：55 〜 15：10

休

15：10 〜 16：10

一般演題２

			

共催：コロプラスト株式会社

及川 剛宏 先生（医療法人おいかわ腎泌尿器科クリニック 理事長）
憩

座長：赤倉 功一郎 先生（ＪＣＨＯ 東京新宿メディカルセンター 副院長）

2-1．コイル塞栓術で腰痛が改善した左腎動静脈瘻 aneurysmal type の 1 例
黒川

聖容 先生（昭和大学横浜市北部病院 泌尿器科）

2-2．当科におけるがん遺伝子パネル検査（CGP）の現状と問題点
大川

瑞穂 先生（東邦大学医療センター大森病院 泌尿器科）

—
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2-3．
「この手技、何と呼んでいますか。」
山口

健哉 先生（日本大学医学部 泌尿器科学系 泌尿器科学分野）

2-4．2024 年度診療報酬改定に向けた日本臨床泌尿器科医会保険部会の取り組み
冨士

幸蔵 先生（一般社団法人日本臨床泌尿器科医会 保険部会）

16：20 〜 17：10

イブニングセミナー

			

１．限局性前立腺癌の治療方針

			

座長：佐藤
田口

共催：ヤンセンファーマ株式会社・日本新薬株式会社

威文 先生（佐藤威文前立腺クリニック 院長）

慧 先生（東京大学大学院医学系研究科 泌尿器外科学 講師・医局長）

２．転移性前立腺癌の薬物療法
林 建二郎 先生（東京医科大学八王子医療センター 泌尿器科 診療科長）
17：10 〜 17：20

閉会のご挨拶
清原

久和 先生（一般社団法人日本臨床泌尿器科医会 会長）
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