
 

第３４回 前立腺シンポジウム 

 

  

  日時： 基礎部門：平成３０年１２月８日（土） １２：２５～１９：００ 

   臨床部門：平成３０年１２月９日（日）  ８：５５～１６：２５ 

  会場： 東京コンファレンスセンター・品川（４階・５階） 

〒108-0075 東京都港区港南１－９－３６ 

 

 
運営委員長   鈴木和浩（群馬大学大学院） 
 

運営委員 

（臨床部門） 鈴木和浩（臨床部門代表・群馬大学大学院） 

塚本泰司（札幌医科大学・学長） 内藤誠二（（医）原三信病院・名誉院長） 

市川智彦（千葉大学大学院） 村井 勝（国際親善総合病院・名誉院長） 

大家基嗣（慶應義塾大学） 

（基礎部門） 渡邉昌俊（基礎部門代表・三重大学大学院） 

内藤誠二（（医）原三信病院・名誉院長） 鈴木和浩（群馬大学大学院） 

赤座英之（東京大学大学院） 髙橋 智（名古屋市立大学大学院） 

市川智彦（千葉大学大学院） 小西 登（奈良県立医科大学・名誉教授） 

酒井英樹（長崎大学大学院） 
 

プログラム委員 橋本浩平（札幌医科大学） 坂本信一（千葉大学大学院） 

赤倉功一郎（JCHO東京新宿メディカルセンター） 小坂威雄（慶應義塾大学） 

沖原宏治（京都府立医科大学附属北部医療センター） 井上貴博（京都大学大学院） 

横溝 晃（（医）原三信病院） 宮田康好（長崎大学大学院） 

石川 仁（筑波大学） 溝脇尚志（京都大学大学院） 

伊藤一人（黒沢病院） 古賀寛史（青洲会クリニック） 

  
 

主催：公益財団法人前立腺研究財団 

第３４回前立腺シンポジウム運営委員会 

後援：厚生労働省 

公益社団法人日本医師会 

一般社団法人日本泌尿器科学会 

 

 

  

 連 絡 先：第３４回前立腺シンポジウム運営委員会事務局 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿１－１２－１２ 河西ビル６Ｆ 

ＴＥＬ：０３－３３４０－３８８５ 

ＦＡＸ：０３－３３４０－３８８６ 
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第３４回前立腺シンポジウム プログラム 

第１日：１２月８日（土） 

オープニングセミナー・基礎部門 

 

 

【５階・大ホール】 

１１：５０～１２：２０ 昼食（５階・大ホール） 

 

 

 

１２：２０～１２：２５ 理事長新任挨拶 

公益財団法人前立腺研究財団 理事長  村井 勝 

 

 

１２：２５～１３：２５ オープニングセミナー 

共催： アステラス製薬株式会社 

 

座長： 赤座英之（東京大学大学院情報学環学際情報学府） 

 

前立腺癌内分泌療法を再考する 

 

荒井陽一 

地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立がんセンター泌尿器科 

 

 

 

１３：２５～１３：３０ 基礎部門 開会の挨拶 

前立腺シンポジウム運営委員 基礎部門代表   渡邉昌俊 

 

 

１３：３０～１４：１０ セッション１ 「外的要因と前立腺癌細胞増殖」 

 

座長： 渡邉昌俊（三重大学大学院医学系研究科腫瘍病理学） 

 

Ｂ-1 去勢抵抗性前立腺癌に対する luteolin の治療効果と androgen receptor 

splice variantの役割 
内木 綾1)2)、内木 拓3)、加藤寛之1)、飯田啓太郎3)、鈴木周五1)、 

安井孝周3)、髙橋 智1) 

1)名古屋市立大学大学院医学研究科実験病態病理学、 

2)名古屋市立東部医療センター病理診断科、 

3)名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学 
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Ｂ-2 炎症を介した高脂肪食による前立腺癌増殖メカニズムの解明 

藤田和利、林 拓自、松下 慎、植村元秀、野々村祝夫 

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座（泌尿器科学） 

 

 

 

１４：１０～１４：５０ セッション２ 「炎症・微小環境」 

 

座長： 髙橋 智（名古屋市立大学大学院医学研究科実験病態病理学） 

 

Ｂ-3 前立腺癌微小環境における癌関連線維芽細胞群の細胞表面タンパク（CD105）

が去勢抵抗性に及ぼす影響 

加藤 学1)、Neil A. Bhowmick2)、杉村芳樹1) 

1)三重大学大学院医学系研究科腎泌尿器外科、 

2)Cedars-Sinai Medical Center, Uro-Oncology Research Program 

 

Ｂ-4 C-Cケモカインによる前立腺癌の進展・増悪・薬剤耐性機構 

泉 浩二、溝上 敦 

金沢大学大学院医学系研究科集学的治療学（泌尿器科） 

 

 

 

１４：５０～１５：３０ セッション３ 「極性・発生に関わる遺伝子と前立腺癌」 

 

座長： 小西 登（奈良県立医科大学名誉教授） 

 

Ｂ-5 前立腺がん発生におけるaPKCの役割 

石黒 斉1)2)、秋本和憲3)、矢尾正祐2)、上村博司4) 

1)地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所研究開発部実用化実証

事業光触媒グループ、2)横浜市立大学大学院医学研究科泌尿器科学、 

3)東京理科大学薬学部生命創薬科学科分子医科学教室、 

4)横浜市立大学市民総合医療センター泌尿器・腎移植科 

 

Ｂ-6 アンドロゲン応答遺伝子TRIM36の前立腺がんにおける役割 

木村直樹1)2)、山田雄太 2)3)、高山賢一1)、藤村哲也4)、高橋 悟5)、 

久米春喜2)、井上 聡1)6) 

1)東京都健康長寿医療センター研究所システム加齢医学、 

2)東京大学医学部附属病院泌尿器科、3)千葉徳洲会病院泌尿器科、 

4)自治医科大学腎泌尿器科学講座、5)日本大学医学部泌尿器科、 

6)埼玉医科大学ゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門 

 

 

 

１５：３０～１５：５０ コーヒーブレイク（５階・大ホール前ロビー） 

 

 

  



 3

１５：５０～１６：３０  セッション４ 「AR-V7」 

 

座長： 酒井英樹（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器科学） 

 

Ｂ-7 網羅的エピゲノム解析によるAR-V7標的遺伝子の同定 

杉浦正洋1)2)、佐藤広明1)2)、岡部篤史2）、福世真樹2）、今村有佑1）、 

坂本信一1）、金田篤志2）、市川智彦1） 

1)千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学、2)同 分子腫瘍学 

 

Ｂ-8 Full-length androgen receptor (AR)、AR-V7はホルモン依存性にクロマチ

ン転写を活性化する～in vitro 転写システムを用いた解析～ 

志田洋平1)、中川武弥2)、米田光宏2)、東 美樹2)、今村優子2)、 

池田和博3)、井上 聡3)4)、計屋知彰1)、宮田康好1)、酒井英樹1)、 

伊藤 敬2) 

1)長崎大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器科学、2)同 生化学、 

3)埼玉医科大学ゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門、 

4)東京大学大学院医学系研究科抗加齢医学講座 

 

 

 

１６：３０～１７：１０ セッション５ 「平成28年度研究助成受賞課題１」 

 

座長： 市川智彦（千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学） 

 

Ｂ-9 レトロトランスポゾン由来遺伝子 PEG10 の神経内分泌前立腺癌増殖促進機

序の解明と新規治療開発 

赤松秀輔1)、岡所広祐1)、川井禎久2)、植田幸嗣3)、後藤崇之1)、 

小林 恭1)、井上貴博1)、松山豪泰2)、Martin Gleave4)、小川 修1) 

1)京都大学大学院医学研究科泌尿器科、2)山口大学泌尿器科、 

3)がん研究会プレシジョン医療研究センター、 

4)バンクーバー前立腺センター 

 

Ｂ-10 難治性前立腺癌におけるMUC1を中心とした分子ネットワーク制御による新

規治療戦略 

長谷川政徳1)2)、小坂威雄1)、茂田啓介1)、宮嶋 哲1)2)、大家基嗣1) 

1)慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室、 

2)東海大学医学部外科学系泌尿器科学教室 
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１７：１０～１７：５０ セッション６ 「平成28年度研究助成受賞課題２」 

 

座長： 内藤誠二（医療法人原三信病院） 

 

Ｂ-11 去勢抵抗性前立腺癌患者の血清エクソソームの網羅的タンパク解析による

新規治療標的の探索 

石津谷祐1)、鳴海良平2)、加藤大悟1)3)、河嶋厚成1)、氏家 剛1)、 

永原 啓1)、藤田和利1)、植村元秀1)3)、足立 淳2)、野々村祝夫1) 

1)大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座（泌尿器科学）、 

2)医薬基盤研究所プロテオームリサーチプロジェクトプロテオームリサー

チセンター、 

3)大阪大学大学院医学系研究科泌尿器癌免疫治療学共同研究講座 

 

Ｂ-12 日本人前立腺癌の発症に関連する前立腺内微生物の解析 

三宅牧人1)、堀 俊太1)、中野竜一2)、中野章代2)、矢野寿一2)、 

藤井智美3)、尾張拓也1)、大西健太1)、中井 靖1)、田中宣道１)、 

藤本清秀１) 

1)奈良県立医科大学泌尿器科、2)同 微生物感染症学講座、 

3)同 病院病理部 

 

 

 

１７：５０～１７：５５ 基礎部門 閉会の挨拶 

             前立腺シンポジウム運営委員長          鈴木和浩 

 

 

 

１８：００～１９：００ 教育セミナー １ 

共催： 武田薬品工業株式会社 

 

座長： 渡邉昌俊（三重大学大学院医学系研究科腫瘍病理学） 

 

Neddylation network in cancer  

(NEDD8タンパク質を付加するタンパク質翻訳後修飾であるNEDD化ネットワーク 

は癌において重要である） 

 

Professor, Yang-Sook Chun, Ph.D. 

Department of Physiology and Biomedical Science, 

Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea. 
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第３４回前立腺シンポジウム プログラム 

第２日：１２月９日（日） 

臨床部門 

「限局性前立腺がんの治療」 

 

 

 

【５階・大ホール】 

８：５５～９：００ 臨床部門 開会の挨拶 

前立腺シンポジウム運営委員長 臨床部門代表   鈴木和浩 

 

 

９：００～９：４０ 口演セッション１ 「手術手技・病理所見」 

 

座長： 古賀寛史（社会医療法人青洲会 青洲会クリニック泌尿器科） 
  

Ｃ-1 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における術中経直腸超音波ナビゲー

ションの有用性 

白石 匠1)、沖原宏冶2)、山田剛司1)、松原弘樹1)、鈴木 啓1)、牛嶋 壮1)、 

本郷文弥1)、浮村 理1) 

1)京都府立医科大学泌尿器科、 

2)京都府立医科大学附属北部医療センター泌尿器科 

 

Ｃ-2 ロボット支援前立腺全摘除術時の拡大骨盤内リンパ節郭清における術者間

差に関する検討 

浦慎太郎、猪口淳一、門司恵介、今田憲二郎、柏木英志、武内在雄、 

塩田真己、立神勝則、江藤正俊 

九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 

 

Ｃ-3 限局性前立腺がんに対する腫瘍発生領域の臨床的検討 

髙松公晴1)、松本一宏1)、服部盛也1)、橋口明典2)、田中伸之1)、武田利和1)、 

森田伸也1)、小坂威雄1)、水野隆一1)、篠島利明1)、菊地栄次1)、浅沼 宏1)、 

大家基嗣1) 

1)慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室、2)同 病理学教室 

 

Ｃ-4 前立腺全摘除術において尖部のみの断端陽性症例は再発リスクが低い？ 

加藤真史1)、石田 亮2)、佐野友康3)、木村 亮4)、藤田高史1)、佐々直人1)、 

松川宜久1)、山本徳則1)、後藤百万1)、都築豊徳5) 

1)名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科学、 

2)名古屋第二赤十字病院泌尿器科、3)小牧市民病院泌尿器科、 

4)JCHO中京病院泌尿器科、5)愛知医科大学病理診断科 
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１７：１０～１７：５０ セッション６ 「平成28年度研究助成受賞課題２」 

 

座長： 内藤誠二（医療法人原三信病院） 

 

Ｂ-11 去勢抵抗性前立腺癌患者の血清エクソソームの網羅的タンパク解析による

新規治療標的の探索 

石津谷祐1)、鳴海良平2)、加藤大悟1)3)、河嶋厚成1)、氏家 剛1)、 

永原 啓1)、藤田和利1)、植村元秀1)3)、足立 淳2)、野々村祝夫1) 

1)大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座（泌尿器科学）、 

2)医薬基盤研究所プロテオームリサーチプロジェクトプロテオームリサー

チセンター、 

3)大阪大学大学院医学系研究科泌尿器癌免疫治療学共同研究講座 

 

Ｂ-12 日本人前立腺癌の発症に関連する前立腺内微生物の解析 

三宅牧人1)、堀 俊太1)、中野竜一2)、中野章代2)、矢野寿一2)、 

藤井智美3)、尾張拓也1)、大西健太1)、中井 靖1)、田中宣道１)、 

藤本清秀１) 

1)奈良県立医科大学泌尿器科、2)同 微生物感染症学講座、 

3)同 病院病理部 

 

 

 

１７：５０～１７：５５ 基礎部門 閉会の挨拶 

             前立腺シンポジウム運営委員長          鈴木和浩 

 

 

 

１８：００～１９：００ 教育セミナー １ 

共催： 武田薬品工業株式会社 

 

座長： 渡邉昌俊（三重大学大学院医学系研究科腫瘍病理学） 

 

Neddylation network in cancer  

(NEDD8タンパク質を付加するタンパク質翻訳後修飾であるNEDD化ネットワーク 

は癌において重要である） 

 

Professor, Yang-Sook Chun, Ph.D. 

Department of Physiology and Biomedical Science, 

Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea. 
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９：４０～１０：４０ 口演セッション２ 「局在診断・各種放射線治療成績」 

 

座長： 溝脇尚志（京都大学大学院医学研究科放射線腫瘍学） 
 沖原宏治（京都府立医科大学附属北部医療センター泌尿器科） 
  

Ｃ-5 人工知能を用いた前立腺MRIの癌自動局在診断法 

大石悠一郎1)2)、橘田岳也1)、篠原信雄1)、野里博和2)、坂無英徳2)、 

村川正宏2) 

1)北海道大学大学院医学研究院腎泌尿器外科学教室、 

2)産業技術総合研究所人工知能研究センター 

 

Ｃ-6 限局性前立腺癌に対する強度変調放射線療法の治療成績 

鎌迫智彦、裵 祥存、白川昇英、宋本尚俊、植村俊彦、小林将行、小丸 淳、 

深沢 賢 

千葉県がんセンター前立腺センター泌尿器科 

 

Ｃ-7  Vero4DRTを用いた前立腺癌に対するIMRTの中期治療成績の検討 

服部貴之1)、植木一仁2)、高山賢二2)、今葷倍敏行1)、小坂恭弘1)、 

小倉健吾1)、平岡伸也1)、緒方隆司1)、小久保雅樹1)、川喜田睦司3) 

1)神戸市立医療センター中央市民病院放射線治療科、 

2)京都大学医学部附属病院放射線治療科、 

3)神戸市立医療センター中央市民病院泌尿器科 

 

Ｃ-8 前立腺癌に対する 12 分割炭素イオン線治療の前向き観察研究(HIMAT1331)

の中間解析 

戸山真吾1)、塩山善之1)、末藤大明1)、松延 亮1)、寺嶋広太郎1)、 

福西かおり1)、泌尿器腫瘍臨床検討班＊ 

＊内藤誠二（班長）2）、山口秋人 2）、江藤正俊 3)、井川 掌 4)、中村和正 5)、

野口 満6)、入江慎一郎7)、德田倫章8)、野口正典9)、辻比呂志10)、 

淡河恵津世11)、徳丸直郎12)、工藤 祥13) 

1)九州国際重粒子線がん治療センター放射線科、 

2)医療法人原三信病院泌尿器科、 

3)九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野、 

4)久留米大学医学部泌尿器科、5)浜松医科大学医学部放射線腫瘍学講座、 

6)佐賀大学医学部泌尿器科、7)福岡大学医学部泌尿器科学教室、 

8)佐賀県医療センター好生館泌尿器科、 

9)久留米大学先端癌治療研究センター、10)放射線医学総合研究所病院、 

11)久留米大学医学部放射線治療センター、 

12)兵庫県立粒子線医療センター、13)国際医療福祉大学福岡保健医療学部 

 

Ｃ-9 I-125 密封小線源永久挿入療法を行った限局性前立腺癌患者における治療

成績の検討 

山東典晃1)、小澤 祐1)、矢木康人1)、西山 徹1)、薮崎 亮1)、青木啓介1)、 

中村 憲1)、小津兆一郎1)、戸谷和仁2)、萬 篤憲3)、斉藤史郎1) 

1)国立病院機構東京医療センター泌尿器科、 

2)国際医療福祉大学三田病院放射線科、 

3)国立病院機構東京医療センター放射線科 
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Ｃ-10 前立腺癌に対する外照射療法、密封小線源療法、密封小線源外照射併用療法

がQOLに与える影響 

中井 靖、田中宣道、三宅牧人、穴井 智、藤本清秀 

奈良県立医科大学泌尿器科 

 

 

 

１０：４０～１１：１０ コーヒーブレイク（５階・大ホールロビー） 

 ポスターオーバービュー（５階・ホワイエ、会議室５０１号室） 
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１１：１０～１２：２０ ポスター討論 ① （５階・ホワイエ） 

 

 

ポスターセッション１ １１：１０～１１：２５ 

 

座長： 坂本信一（千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学） 
 
Ｐ-1 限局性前立腺癌に対する骨盤内リンパ節郭清術の意義 

富崎一向、藤本直浩 

産業医科大学泌尿器科 

  

Ｐ-2 局所進行性前立腺癌に対する RALP（拡大リンパ節郭清、拡大摘除）の予後

因子の検討 
柳原 豊1)、芳賀俊介1)、宗宮 快1)、野田輝乙1)、西村謙一1)、福本哲也1)、

三浦徳宣1)、宮内勇貴1)、菊川忠彦1)、中島宏親2)、平田武志2)、枝村康平2)、

江原 伸2)、雑賀隆史1) 

1)愛媛大学医学部泌尿器科学講座、2)広島市立広島市民病院泌尿器科 

 

Ｐ-3 GS 9-10局所限局性前立腺癌に対する手術療法の治療成績、および予後予測

因子の検討 

小川将宏、山本真也、安岡正太郎、石川雄大、稲津宏紀、藤原 遼、 

駒井好信、沼尾 昇、湯浅 健、福井 巖、米瀬淳二 

公益財団法人がん研究会有明病院泌尿器科 

 

 

ポスターセッション２ １１：２５～１１：５０ 

 

座長： 赤倉功一郎（JCHO東京新宿メディカルセンター泌尿器科） 
 

Ｐ-4 前立腺癌における前立腺針生検前MRIの有用性の検討 

小笠原卓音1）、橋本浩平1）、小野寺耕一2）、進藤哲哉1）、田中俊明1）、 

畠中正光2)、舛森直哉1） 

1)札幌医科大学附属病院泌尿器科学講座、2)同 放射線診断学講座 

 

Ｐ-5 前立腺癌生検前における、単純MRI の有用性についての検討 PIRADSv2 を

踏まえ 

山田宏明1)、徳永真理1)、澤田達宏2)、藤塚雄司2)、牧野武朗2)、悦永 徹2)、

齋藤佳隆2)、竹澤 豊2)、小林幹男2) 

1)伊勢崎市民病院放射線診断科、2)同 泌尿器科 

 

Ｐ-6 MRI/TRUS fusion biopsyを用いたPI-RADSにおける造影MRIの有用性の検

討 

宮本俊輔1)、藤井慎介1)、林哲太郎1)、上野剛志1)、本田有紀子2)、 

寺田大晃2)、稗田圭介1)、神明俊輔1)、井上省吾1)、亭島 淳1)、粟井和夫2)、 

松原昭郎1) 

1)広島大学大学院腎泌尿器科学、2)広島大学病院放射線診断科 
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Ｐ-7 3方向の腫瘍被膜接触距離の測定による前立腺被膜外進展の予測 

上野剛志1)、宮本俊輔1)、藤井慎介1)、林哲太郎1)、本田有紀子2)、 

寺田大晃2)、稗田圭介1)、神明俊輔1)、井上省吾1)、亭島 淳1)、 

粟井和夫2)、松原昭郎1) 

1)広島大学大学院腎泌尿器科学、2)広島大学病院放射線診断科 

 

Ｐ-8 限局性前立腺癌に対する根治的前立腺全摘除における術前MRI3D像の意義 

酒井康之、相馬貴彦、中村祐基、青木悠介、福井直隆、影山幸雄 

埼玉県立がんセンター泌尿器科 

 

 

ポスターセッション３ １１：５０～１２：０５ 

 

座長： 石川 仁（筑波大学医学医療系放射線腫瘍学） 
 

Ｐ-9 香川大学医学部附属病院における前立腺癌外照射療法の治療成績 

田島基史、阿部陽平、内藤宏仁、松岡祐貴、宮内康行、加藤琢磨、 

田岡利宜也、常森寛行、上田修史、杉元幹史、筧 善行 

香川大学医学部附属病院泌尿器・副腎・腎移植外科 

 

Ｐ-10 限局性前立腺癌に対する根治照射の治療成績～アスピリン内服の有無は予

後因子となるか？～ 

岩村大径、阿南 剛、伊藤 淳、海法康裕、佐藤 信 

東北医科薬科大学泌尿器科学講座 

 

Ｐ-11 当院における高リスク前立腺癌に対する外照射併用高線量率組織内照射療

法(HDR)単回照射の初期経験 

押野見和彦1)、深貝隆志1)2)、平松 綾1)、松井祐輝1)、鵜木 勉1)、 

下山英明1)、中里武彦1)、森田 順1)、森田 將2)、前田佳子1)、直江道夫1)、

冨士幸蔵1)、小川良雄1)、加藤正子3)、宮浦和徳3)、加賀美芳和3) 

1)昭和大学医学部泌尿器科学講座、2)昭和大学江東豊洲病院泌尿器科、 

3)昭和大学医学部放射線医学講座放射線治療学部門 

 

 

ポスターセッション４ １２：０５～１２：２０ 

 

座長：宮田康好（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器科学） 
 

Ｐ-12 局所前立腺癌に対する外照射併用高線量率組織内単回照射の治療成績およ

び患者QOLの検討 

牧野友幸1)、八重樫洋1)、中嶋一史1)、飯島将司1)、川口昌平1)、重原一慶1)、 

野原隆弘1)、泉 浩二1)、角野佳史1)、熊野智康2)、溝上 敦1) 

1)金沢大学大学院医学系研究科泌尿器集学的治療学、 

2)金沢大学附属病院放射線治療科 
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Ｐ-13 当院における前立腺癌に対する密封小線源療法の治療成績の検討 

佐々木正比古1)、平井葉子1)、増田朋子1)、津坂恭央1)、鶴貝雄一郎2)、 

村田太郎3)、松島 常1) 

1)東京警察病院泌尿器科、2)同 放射線科、3)東京逓信病院泌尿器科 

 

Ｐ-14 前立腺癌密封小線源療法における性機能変動に関する検討 

石井修平1)、高田 亮1)、菊池光洋2)、露久保敬嗣1)、塩見 叡1)、 

薄 善孝1)、田村大地1)、松浦朋彦1)、加藤廉平1)、加藤陽一郎1)、 

兼平 貢1)、杉村 淳1)、阿部貴弥1)、中村隆二2)、小原 航1) 

1)岩手医科大学泌尿器科、2)同 放射線医学講座 
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１１：１０～１２：１５ ポスター討論 ② （５階・会議室５０１） 

 

 

ポスターセッション５ １１：１０～１１：３０ 

 

座長： 伊藤一人（医療法人社団美心会 黒沢病院） 
 

Ｐ-15 ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺摘除術後の急性腎障害に関する検討 

佐藤博美、成田伸太郎、齋藤 満、奈良健平、神田壮平、千葉修治、 

沼倉一幸、井上高光、佐藤 滋、羽渕友則 

秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学講座 

 

Ｐ-16 ロボット支援下前立腺全摘除術（RARP）における精嚢浸潤の予測因子の検討 

中村真樹1)、藤村哲也2)、山田大介1)、秋山佳之1)、川合剛人1)、佐藤悠佑1)、 

久米春喜1) 

1)東京大学医学部附属病院泌尿器科、2)自治医科大学附属病院泌尿器科 

 

Ｐ-17 ロボット支援根治的前立腺全摘除術における断端陽性症例の生物学的再発

予測因子についての検討 

板東由加里、坂本茉莉子、岡村泰義、鈴木光太郎、原 琢人、寺川智章、 

古川順也、原田健一、日向信之、中野雄造、藤澤正人 

神戸大学大学院腎泌尿器科学分野 
 

Ｐ-18 前立腺全摘除術後の早期PSA再発予測因子に関する検討 

米田 慧 1)、内海孝信 2)、飯島正太 1)、森 堂道 1)、三田真朗 1)、岡 了 1)、

遠藤 匠1)、西見大輔1)、矢野 仁1)、神谷直人1)、蛭田啓之3)、 

高波眞佐治1)、鈴木啓悦1) 

1)東邦大学医療センター佐倉病院泌尿器科、 

2)The University of North Carolina at Chapel Hill、 

3)東邦大学医療センター佐倉病院病理部 
 

 

ポスターセッション６ １１：３０～１１：４５ 

 

座長： 横溝 晃（医療法人原三信病院泌尿器科） 
 

Ｐ-19 ロボット支援下前立腺全摘除術の神経温存が術後尿禁制に与える影響に関

する検討 

永澤誠之、成田充弘、小林憲市、富田圭司、村井亮介、水流輝彦、吉田哲也、

影山 進、上仁数義、河内明宏 

滋賀医科大学泌尿器科学講座 

 

Ｐ-20 ロボット支援根治的前立腺全摘術における神経温存別の経時的下部尿路機

能評価 

内藤伶奈人、角野佳史、八重樫洋、中嶋一史、飯島将司、川口昌平、 

重原一慶、野原隆弘、泉 浩二、溝上 敦 

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科泌尿器集学的治療学 
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Ｐ-21 ロボット支援下前立腺全摘除術後の尿禁制に関する検討 

計屋知彰、上田康史、倉田博基、伊藤秀徳、大坪亜紗斗、志田洋平、 

宮田康好、酒井英樹 

長崎大学大学院医歯薬総合研究科泌尿器科学 

 

 

ポスターセッション７ １１：４５～１２：００ 

 

座長： 橋本浩平（札幌医科大学泌尿器科） 
 

Ｐ-22 ロボット支援下前立腺全摘除術後の尿禁制の回復は、術前 MRI での膜様部

尿道長が予測因子となる 

佐本征弘、井上 亮、森 純一、清水宏輔、山本義明、松本洋明、松山豪泰 

山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座 

 

Ｐ-23 腹腔鏡下前立腺摘出術（LRP）およびロボット補助化腹腔鏡下前立腺摘出術

（RALP）における、神経温存手術が術後再発に及ぼす影響 

松崎和炯、木下秀文、杉 素彦、渡邉仁人、矢西正明、吉田健志、谷口久哲、

井上貴昭、大杉治之、吉田 崇、神尾絵里、松田公志 

関西医科大学腎泌尿器外科 

 

Ｐ-24 前立腺全摘術後の長期経過観察の意義 

武田詩奈子、安達尚宣、川村貞文、荒井陽一 

宮城県立がんセンター泌尿器科 

 

 

ポスターセッション８ １２：００～１２：１５ 

 

座長： 井上貴博（京都大学大学院医学研究科泌尿器科学） 
 

Ｐ-25 当院におけるロボット支援下前立腺全摘除術の初期経験 

新井 学、徳本直彦、井手久満、大坂晃由、安田友佳、井上泰之、中山哲成、

瀬戸口誠、小堀善友、岡田 弘 

獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科 

 

Ｐ-26 当院における低リスク限局性前立腺癌症例についての検討 

宮澤慶行、中山紘史、宮尾武士、栗原聰太、周東孝浩、関根芳岳、野村昌史、

小池秀和、松井 博、柴田康博、鈴木和浩 

群馬大学医学部附属病院泌尿器科 

 

Ｐ-27 MRI-TRUS 融合画像ガイド下生検による癌局在診断に基づいた高密度焦点式

超音波療法を用いたFocal Therapy 

小路 直1)、平岩真一郎2)、花田いずみ1)、小川貴博1)、中野まゆら1)、 

座光寺秀典1)、坂西梓里3)、長谷部光泉4)、田尻琢磨2)、宮嶋 哲5) 

1)東海大学医学部付属八王子病院泌尿器科、2)同 病理診断科、 

3)麻布大学生命・環境科学部環境科学科、 

4)東海大学医学部付属八王子病院画像診断科、 

5)東海大学医学部外科学系泌尿器科学 
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１２：２０～１２：５０  昼食（５階・大ホール） 

 

 

 

１２：５０～１３：５０ 教育セミナー ２（５階・大ホール） 

共催： アストラゼネカ株式会社 

 

座長： 鈴木和浩（群馬大学大学院医学系研究科泌尿器科学） 
 

Oligometsを考えると前立腺癌診療が変わる!? 

 
鈴木啓悦 
東邦大学医療センター佐倉病院泌尿器科 

 

 

 

１３：５０～１３：５５ コーヒーブレイク（５階・大ホールロビー） 

 

 

１３：５５～１４：３５ 口演セッション３ 「手術成績・合併症・監視療法」 

 

座長： 小坂威雄（慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室） 
 

Ｃ-11 限局性前立腺癌に対するロボット支援前立腺摘除術の治療成績 

小丸 淳、裵 祥存、白川昇英、宋本尚俊、鎌迫智彦、植村俊彦、小林将行、 

深沢 賢 

千葉県がんセンター前立腺センター泌尿器科 

 

Ｃ-12 神経温存が根治的前立腺摘除術術後の排尿機能に与える影響 

新田正広、小田和也、内田貴人、杠総一郎、鹿野竜生、大瀧達也、梅本達哉、

長尾賢太郎、清水勇樹、川上正能、金 伯士、中島信幸、長谷川政徳、 

河村好章、宮嶋 哲 

東海大学医学部外科学系泌尿器科 

 

Ｃ-13 地域がん登録を使った局所前立腺癌の治療成績の検討 

安井将人1)、軸屋良介1)、堤 壮吾1)、蓼沼知之1)、野口 剛1)、梅本 晋1)、 

阪口昌彦2)、片山佳代子2)、成松宏人2)、岸田 健1) 

1)神奈川県立がんセンター泌尿器科、2)同 臨床研究所 

 

Ｃ-14 監視療法におけるゲノムアッセイの有用性 

丸山 覚1)、森口卓哉1)、高田徳容1)、原林 透1)、菊地 央2)、松本隆児2)、

大澤崇宏2)、安部崇重2)、永森 聡1)、篠原信雄2) 

1)北海道がんセンター泌尿器科、2)北海道大学大学院腎泌尿器外科学 

 

 

 

１４：３５～１４：４０ コーヒーブレイク（５階・大ホールロビー） 
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１４：４０～１６：２０ パネルディスカッション 

 

   「合併症・QOLからみた各種限局がん治療の比較」 

 

司会： 深貝隆志（昭和大学江東豊洲病院泌尿器科） 
 溝脇尚志（京都大学大学院医学研究科放射線腫瘍学） 

 

ＰＤ-1 監視療法 
杉元幹史 

香川大学医学部泌尿器・副腎・腎移植外科 

 

ＰＤ-2 前立腺全摘除術の合併症とQOL 

横溝 晃 

医療法人原三信病院泌尿器科 

 

ＰＤ-3 組織内照射療法（I-125） 

佐藤威文1)、石山博條2)、津村秀康3)、田畑健一3)、村上泰清3)、 

川上正吾2)、早川豊和2)、関口茜衣2)、岩村正嗣3) 

1)佐藤威文前立腺クリニック、2)北里大学医学部放射線治療科、 

3)同 泌尿器科 

 

ＰＤ-4 外照射療法 

中村和正 

浜松医科大学医学部放射線腫瘍学講座 

 

 

ＰＤ-5 粒子線治療 

河村英将1)2) 

1)群馬大学大学院医学系研究科腫瘍放射線学、 

2)群馬大学重粒子線医学研究センター 

 

 

総合討論（１５：５５～１６：２０） 

 

 

 

１６：２０～１６：２５ 閉会の挨拶 

公益財団法人前立腺研究財団 学術担当理事   土器屋卓志 
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５Ｆ 
■シンポジウム：第１日目 
大ホールＡ・Ｂ： 
・前立腺シンポジウム：オープニングセミナー 
  （12:25～13:25） 
・前立腺シンポジウム：基礎部門 
  （13:25～17:55） 
・教育セミナー１ 
  （18:00～19:00） 

大ホールＡ・Ｂ前ロビー： 
・第１日目総合受付、ＰＣ受付 
・コーヒーブレイク 
 

■シンポジウム：第２日目 
大ホールＡ・Ｂ： 
・前立腺シンポジウム：臨床部門 
  （8:55～16:25） 
・口演セッション１・２ 
  （9:00～10:40） 
・教育セミナー２ 
  （12:50～13:50） 
・口演セッション３ 
  （13:55～14:35） 
・パネルディスカッション 
  （14:40～16:20） 

ホワイエ： 
・ポスター討論 ① （11:10～12:20） 

会議室501号： 
・ポスター討論 ② （11:10～12:15） 

大ホールＡ・Ｂ前ロビー： 
・第２日目総合受付、ＰＣ受付 
・コーヒーブレイク 
 

４Ｆ（教育セミナー・パネルディスカッション・各種委員会・事務局関係者控室） 

会議室401号： 
・シンポジウム関係者、事務局関係者控室 
  （第１日目：9:00～20:00） 
  （第２日目：7:30～17:30） 

会議室404号： 
・(公財) 前立腺研究財団  
平成30年度「研究助成」選考委員会 

  （第２日目：11:00～13:30） 
会議室405号： 
・オープニングセミナー関係者控室 
・教育セミナー１関係者控室 
      （第１日目：9:00～19:30） 
・パネルディスカッション関係者控室 
     （第２日目：9:00～16:30） 
 

３Ｆ 
クローク・受付時間： 
・第１日目…9:00～20:00 
・第２日目…7:30～17:30 

会 場 案 内 図

東京コンファレンスセンター・品川

 ２４ 



東京コンファレンスセンター・品川

 ２４ 

会 場 付 近 案 内 図


