第 310 回
日本泌尿器科学会
岡山地方会

日時：平成 29 年 2 月 25 日（土）14 時
場所：岡山大学 Junko Fukutake

Hall（J-Hall）

岡山市北区鹿田町 2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス内
共催：岡山大学医師会

参加者の皆様へ
1)

受付は会場入口で行います。参加証明証を準備しておりますので、受付時にお受け取り下さ
い。参加費は 1000 円となります。また、参加単位登録を行いますので、日本泌尿器科学会会
員カードをご持参下さい。

2)

発表時間 2 分間、討論時間 1 分間です。時間厳守でお願い致します。

3)

ＨＰ掲載用スライドは 2 月 20 日（月）までに、発表用スライドは 2 月 23 日（木）までに事務局ま
でＥメール、もしくはフラッシュメモリーにコピーしてお送りくださいますようお願い致します。E
メールで 8M 以上のファイルを送付されますと、岡山大学のメールサーバーが不具合とな
りますので、ご遠慮下さい。無料大容量転送ファイルサービス等のご利用をお願い致し
ます。

4)

事前にお送りいただいた発表スライドをやむを終えず変更する場合は当日学会開始 20 分前
までに差替えて下さい。

5)

予稿集は各自、岡山地方会ホームページ（http://www.uro.jp/chihoukai/index.html）よりプリン
トアウトしてご持参下さい。

6)

特別講演1，2は専門医機構の泌尿器科領域講習および専門医共通講習の単位として1単位
ずつ取得可能です。受講された会員には受講証明書を発行致します。

7)

会場での質疑応答は、座長の許可を受けた上で、必ず、所属、氏名を明らかにしてからご発
言下さい。

＊手術・入院統計の発表は PC によるプレゼンテーションです。
事務局 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学
TEL (086)235-7287
FAX (086)231-3986
E-mail:m-yasco@md.okayama-u.ac.jp
URL:http://www.uro.jp/chihoukai/index.html

日医生涯教育制度
単

位：3 単位

カリキュラムコード：

2［継続的な学習と臨床能力の保持］，8［医療の質と安全］
9［医療情報］，10[チーム医療]，13［地域医療］，64［肉眼的血尿］

プログラム
臨床統計
14:00～15:20

CC9（0.5 単位） CC13（0.5 単位）

座長

日下信行（津山中央）
原 綾英（川崎医大）

1.

2016 年呉共済病院 泌尿器手術統計
弓狩一晃、伊藤誠一（いとう腎泌尿器科クリニック）、光畑直喜（ときわ呉）

2.

平成 28 年赤穂中央病院泌尿器科手術統計
中山恭樹（赤穂中央）

3.

国立病院機構岩国医療センター 2016 年 泌尿器科手術統計
中田哲也、高村剛輔、野田 岳、別宮健介（岩国医療センター）西村慎吾（岡山大）
小武家 誠（廣中泌尿器科）

4.

平成 28 年香川県立中央病院手術統計
田中大介 1)、 山野井友昭 1)、 黒瀬恭平 2)、 佐々木克己 1)、 藤田 治 1)
（1）香川県立中央、2)福山市民）

5.

2016 年岡山労災病院手術統計
村田 匡、那須良次（岡山労災）杉本盛人（岡山大）

6.

2016 年 NHO 岡山医療センター泌尿器科 手術統計
市川孝治、井上陽介、窪田理沙、津島知靖（岡山医療センター）山崎智也（我孫子東邦）

7.

最近 2 年間の小児泌尿器手術統計（2015.1～2016.12）」
片山修一、後藤隆文、中原康雄、上野 悠、浅井芳江、青山興司（岡山医療センター・小児外
科）

8.

我孫子東邦病院 2016 年臨床統計
藤尾 圭、井本匡哉、吉岡貴史、山崎智也、大槻英男、松本英亜（我孫子東邦）

9.

平成 28 年岡山中央病院泌尿器科手術統計
橋本英昭、小林知子、山下真弘、金重哲三（岡山中央）小林泰之（岡山大）
藤田竜二(西川原クリニック)井上 雅（みやびウロギネクリニック）
横山光彦（よこやま腎泌尿器科クリニック)森末浩一（森末泌尿器科内科クリニック）
宇埜 智（平島クリニック）池上元保（池上医院）有地弘充（おかやま西クリニック）
野崎邦浩(のざきクリニック)

10. 2016 年三豊総合病院泌尿器科入院手術統計
上松克利、宗政修平、石川 勉、山田大介（三豊総合）
11. 2016 年津山中央病院泌尿器科手術統計
日下信行、児島宏典、明比直樹（津山中央）榮枝一磨（岡山赤十字）
12. 平成 28 年岡山市立市民病院泌尿器科手術統計
石井和史、津川昌也（岡山市立市民）宇埜 智（平島クリニック）
13. 2016 年広島市立広島市民病院泌尿器科手術統計
甲斐誠二、小倉一真、花本昌紀、林 信希、中島宏親、岩田健宏、枝村康平、
江原 伸（広島市民）弓狩一晃（呉共済）雑賀隆史（愛媛大）
14. 平成 28 年鳥取市立病院手術統計
西川大祐、富永悠介、倉繁拓志、早田俊司（鳥取市立）
山根 享（鳥取市立・メンタルクリニック科）西山康弘（吉野・三宅ステーションクリニック）
15. 2016 年倉敷成人病センター入院・手術統計
森田 陽、安東栄一、山本康雄、石戸則孝、高本 均(倉敷成人病)
塩塚洋一(しおつか泌尿器科クリニック)荒木 徹、門田晃一(あらき腎・泌尿器科クリニック)
國富公人(腎・泌尿器科くにとみ医院)佐古智子(岡山赤十字)
横山昌平(福山リハビリテーション病院)
16. 平成 28 年姫路聖マリア病院泌尿器科手術統計
中塚浩一、村尾航、能勢宏幸、村上貴典（姫路聖マリア）
17. 2016 年 高知医療センター泌尿器科手術統計
新 良治、河村香澄、安藤展芳、神原太樹、小野憲昭 （高知医療センター）
前原貴典 （岡山大）

18. 福山市民病院泌尿器科における 2016 年度手術統計
森分貴俊、黒瀬恭平、畠 和宏、岸 幹雄（福山市民）小泉文人（神戸労災）
三枝道尚（いるかクリニック）
19. 独立行政法人地域医療機能推進機構りつりん病院 平成 28 年度泌尿器科入院手術統計
坂本英起、大橋洋三（りつりん病院）
20. 尾道市立市民病院 2016 年入院・手術臨床統計
河田達志、能勢宏幸、大枝忠史（尾道市立市民） 別宮謙介(岩国医療センター)
21. 岡山赤十字病院泌尿器科手術統計(2016 年)
榮枝一磨、笹岡丈人、佐古智子、竹中 皇(岡山赤十字)富永悠介(鳥取市立)片山 聡(姫路聖マリア)
安東栄一(倉敷成人病)大橋輝久(かとう内科並木通り診療所)山下良孝(山下泌尿器科)
宇埜 智(平島クリニック)
22. 2016 年 岡山済生会総合病院泌尿器科 手術統計
中村あや、佐古真一（岡山済生会総合）和田耕一郎（岡山大）

23. 2016 年三田市民病院泌尿器科手術統計
岸本涼（きしもと泌尿器科クリニック、三田市民）曽我英雄、宮崎茂典、荒川創一（三田市民）
24. 2016 年愛媛大学医学部附属病院泌尿器科手術統計
雑賀隆史、福本哲也、新井欧介、小山花南江、渡辺隆太、沢田雄一郎、野田輝乙、浅井聖史、
三浦徳宣、柳原 豊、宮内勇貴、菊川忠彦（愛媛大）
25. 2016 年川崎医科大学泌尿器科入院・手術統計
原 綾英、中塚騰太、森中啓文、平田啓太、金 星哲、藤田雅一朗、大平 伸、清水真次朗、
月森翔平、福元和彦、海部三香子、藤井智浩、宮地禎幸、永井 敦 (川崎医大)
26. 平成 28 年岡山大学病院泌尿器科外来統計
和田耕一郎 1)、谷本竜太 1)、土井啓介 1)、野田 岳 2)、安藤展芳 3)、笹岡丈人 4)、丸山雄樹 1)、
児島宏典 5)、井上陽介 6)、光井洋介 1)、前原貴典 1)、大岩裕子 1)、定平卓也 1)、吉岡貴史 7)、有吉
勇一 8)、森 聰博 1)、藤尾 圭 9)、西村慎吾 1)、高本 篤 1)、堀川雄平 1)、松本裕子 1)、杉本盛人 1)、
佐々木克己 10)、小林泰之 1)、荒木元朗 1)、石井亜矢乃 1)、渡部昌実 1)、江原 伸 11)、渡辺豊彦 1)、
那須保友 1)
(1)岡山大、2) 岩国医療センター、3) 高知医療センター、4)岡山赤十字、5) 津山中央、6) 岡山医療
センター、7) 京都大・社会健康医学系専攻医療疫学分野、8) 鹿児島大・医用ミニブタ・先端医療

開発研究センター臓器置換・異種移植外科分野、9) 我孫子東邦、10）香川県立中央、11）広島市
民）
27. 平成 28 年岡山大学泌尿器科入院・手術統計
小林泰之、佐々木克己、杉本盛人、安藤展芳、笹岡丈人、土井啓介、丸山 雄樹、野田 岳、
井上陽介、児島宏典、光井洋介、前原貴典、大岩裕子、定平卓也、吉岡貴史、有吉勇一、
森 聰博、西村慎吾、高本 篤、藤尾 圭、堀川雄平、松本裕子、谷本竜太、和田耕一郎、
荒木元朗、石井亜矢乃、渡部昌実、江原 伸、渡辺豊彦、那須保友（岡山大）

休 憩
15:30 ～
第 84 回総会

司会 那須保友（岡山大）

特別講演

司会 那須保友（岡山大）

16:00～17:00
特別講演Ⅰ

CC2（0.5 単位） CC64（0.5 単位）

「泌尿器腫瘍学の最近の進歩と今後の課題」
愛媛大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座 教授 雑賀隆史先生

17:00～18:00
特別講演Ⅱ

CC8（0.5 単位） CC10（0.5 単位）

「JAID/JSC 尿路性器感染症治療ガイドライン、急増している梅毒の診断、院内感染対策
について」
三田市民病院 院長 荒川創一先生

