
国際/国内 No 演題名 演者 第回 学会名

国際
1 session chair:Symposium Ⅵ Robotic surgery for Asians. Matsubara A 4

The Congress of Asian Pacific Prostate 
Society (APPS2014)

国際
2

The role of regenerating islet-derived family, member 4 in human castration-resistant prostate cancer 
cells.

Teishima J 4
The Congress of Asian Pacific Prostate 
Society (APPS2014)

国際
3 Prevalence of hand joint symptoms of androgen deprivation therapy. Inoue S 4

The Congress of Asian Pacific Prostate 
Society (APPS2014)

国際
4 FGF19 subfamily promotes orogression in prostate cancer. Nagamatsu H 4

The Congress of Asian Pacific Prostate 
Society (APPS2014)

国際
5

Regenetrating islet-derived family, member 4 enhances cell proliferation, castration-resistance and 
chemoresistance through aceleration of neuroendocrine differentiation in human prostate cancer cells.

J.Teishima 29 Annual EAU Congress(EAU2014)

国際 6 Notch2 promotes bladder cancer progression: Pre-clinical rationale for a novel targeted therapy. T.Hayashi 29 Annual EAU Congress(EAU2014)

国際
7

Targeting HER2 with trastuzumab-DM1( T-DM1) is highly effective in preclinical models of HER2-
overexpressing bladder cancer.

T.Hayashi 29 Annual EAU Congress(EAU2014)

国際 8 Needlescopic-assisted laparoendoscopic single-site (LESS) adrenalectomy. Shogo Inoue AUA Annual Meeting 2014

国際
9

Restoration of Fibroblast Growth Factor Receptor 2IIIb Enhances the Chemosensitivity of Human Prostate 
Cancer Cells.

Koichi Shoji AUA Annual Meeting 2014

国際 10 FGF19 subfamily promotes progression in prostate cancer cells. Hirotaka Nagamatsu AUA Annual Meeting 2014

国際
11

Regenerating islet-derived family, member 4 enhances cell proliferation, castration-resistance, and 
chemoresistance through acceleration of neuroendocrine differentiation in human prostate cancer cells.

Jun Teishima AUA Annual Meeting 2014

国際
12 Laparoendoscopic Single-Site Surgeries: A Multicencer Experience of 469 Cases in Japan. Fuminori Sato 32

World Congress of Endourology & SWL 
WCE2014

国際 13 腎癌に対する外科的治療の最前線.  座⻑ 松原昭郎 Urologic New Year Forum in 広島2014

国際 14 最先端ロボット⼿術の実際. 松原昭郎 市⺠公開講座

国際 15 最先端ロボット⼿術の実際 座⻑ 梶原 充 市⺠公開講座

国内 16 ヒト⾻髄由来CD133陽性細胞移植によるラット陰茎再⽣の試み. 井上省吾 24 ⽇本性機能学会⻄部総会

国内
17

ハンナー領域を伴う古典的間質性膀胱炎/膀胱痛症⾏軍に対するnarrow-band imaging systemを⽤いた経尿道的
焼灼術について.

梶原 充 13 ⽇本間質性膀胱炎研究会

国内
18 限局性前⽴線癌に対する密封⼩線源永久挿⼊治療後5年以上経た症例の治療成績. 宮本克利 10

前⽴線癌密封⼩線源永久挿⼊治療研究会総
会

国内 19 最近の尿路疾患の話題〜前⽴腺肥⼤症治療薬デュタステリドについて、間質性膀胱炎について〜 梶原 充

国内 20 進⾏性精巣胚細胞腫瘍に対する集学的治療の経験. 亭島 淳 1 広島がん診療セミナー

国内 21 頻度の⾼い感染症特集 第⼆部：各論 尿路感染症. 正路晃⼀ 3 広島⼤学病院 感染症セミナー

国内 22 ここまで来たロボット⼿術-その現状、仮題と将来展望-. 松原昭郎 60 広島⿇酔医学会

国内 23 "針状細径鉗⼦（MiniLap）を使⽤した単孔式腹腔鏡下副腎摘除術の検討〜 Needlescopic surgery との融合〜". 井上省吾 10 Needlescopic Surgery Meeting

国内 24 前⽴腺がんの治療最前線−ロボット⼿術. 松原昭郎 平成25年度がん医療ネットワーク説明会

国内 25 転移性前⽴線癌の治療. 亭島 淳 サノフィ株式会社社内レクチャー

国内 26 去勢抵抗性前⽴腺癌の診療実態についての意⾒・アドバイス. 亭島 淳 アドバイザリーミーティング

国内 27 勃起機能温存のための神経⾎管の温存テクニック. 松原昭郎 16 前⽴腺癌臨床課題研究会

国内
28

前⽴線がんの最新治療と将来展望.前⽴線がんのすべてがわかる！PSA検診による早期発⾒から前⽴腺がんの最新治
療まで

松原昭郎 福⼭医療センター市⺠公開講座2014

国内 29 ロボット⽀援⼿術での機器関連トラブルとその対処. 亭島 淳 22 中国四国前⽴線疾患研究会

国内
30 腎細胞癌における臨床試験について. 亭島 淳

 バイエル薬品(株)中国営業所 社外講師勉
強会

国内 31 ロボット⽀援腹腔鏡下腎部分切除術の経験. 亭島 淳 6 ⽇本ロボット外科学会

国内 32 前⽴腺肥⼤症の最近の治療. 梶原 充 3 広島泌尿器科クリニック懇話会

国内 33 ロボット⽀援下前⽴線全摘⼿術の⼿技と解剖. 松原昭郎 101 徳島県泌尿器科疾患研究会特別講演

国内 34 ロボット⽀援下前⽴線全摘⼿術の⼿技と解剖. 松原昭郎 18 ⻘森前⽴腺がん研究会

国内 35 前⽴線癌の進⾏におけるRegⅣの役割. 亭島 淳 23 泌尿器科分⼦・細胞研究会

国内 36 前⽴線癌についての最近の知⾒. 亭島 淳 アステラスレクチャーミーティング

国内 37 キーノートレクチャー｢泌尿器科領域でのLESSの展望｣. 松原昭郎 3 泌尿器単孔式腹腔鏡ワークショップ

国内 38 転移性尿路上⽪癌に対するGem citabin+Cisplatin およびGem citabin+Carboplatin療法の治療成績. ⼤原慎也 106 がん治療研究会

国内 39 ウエルエイジングを⽬指した排尿管理. 梶原 充  過活動膀胱 学術講演会

国内 40 前⽴腺肥⼤症患者に対するデュタステリド療法時におけるα1遮断薬別治療効果. 梶原 充 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 41 当科(広島県⽴病院泌尿器科)における体腔鏡下腎部分切除術の初期経験. 重松慶紀 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 42 広島市⽴安佐市⺠病院における転移性癌および悪性リンパ腫に対する腹腔鏡. ⼩畠浩平 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 43 広島市⽴安佐市⺠病院における転移性腎細胞癌に対するチロシンキナーゼ阻害剤の予後予測因⼦の検証. ⼩畠浩平 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 44 パネルディスカッション 単孔式ないしはリデュースポートサージェリー：安全性と整容性の両⽴ 座⻑. 松原昭郎 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 45 腹腔鏡/前⽴腺 ロボット1 座⻑. 亭島 淳 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 46 前⽴線癌におけるReg Ⅳの意義. 亭島 淳 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内
47

パネルディスカッション 単孔式ないしはリデュースポートサージェリー：安全性と整容性の両⽴ 単孔式腹腔鏡
下副腎摘除術における整容性評価ー縦断的解析による従来法との⽐較ー.

井上省吾 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 48 ヒト⾻髄由来CD133陽性細胞移植によるラット陰茎再⽣の試み. 井上省吾 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 49 低強度体外衝撃波(ED1000)によるED治療の検討. 井上省吾 102 ⽇本泌尿器科学会総会
国内 50 前⽴腺癌細胞におけるFGFR2Ⅲbの発現回復は化学療法感受性を増強する. 正路晃⼀ 102 ⽇本泌尿器科学会総会
国内 51 FGF19は前⽴線癌細胞の増殖を抑制する. 永松弘孝 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 52 広島市⽴安佐市⺠病院における去勢抵抗性前⽴線癌に対するドセタキセル療法の検証. ⼩畠浩平 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 53 広島市⽴安佐市⺠病院におけるT1 high grade膀胱癌に対するsecond TURの検証. ⼩畠浩平 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 54 広島市安佐市⺠病院における腹腔鏡下前⽴腺悪性腫瘍⼿術の断端陽性例の検証. ⼩畠浩平 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 55 ワークショップ：⾼齢化する進⾏尿路上⽪癌患者：治療戦略の再考 座⻑. 亭島 淳 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 56 わが国⼩学⽣を対象にしたインターネットリサーチを利⽤した過活動膀胱とQOLに関する疫学調査. 梶原 充 102 ⽇本泌尿器科学会総会

国内 57 デュステリド併⽤療法のベネフィットとPSAの管理 座⻑. 松原昭郎 アボルブ発売5周年記念講演会

国内 58 ここまで来たロボット外科⼿術 その現状、課題と将来展望. 松原昭郎 平成26年広仁会広島⽀部総会

国内 59 前⽴腺癌治療における病診連携. 松原昭郎 広島市南区学術講演会

国内 60 転移性腎細胞癌に対するスニチブの治療成績 座⻑. 松原昭郎 広島腎泌尿器科学講演会2014

国内 61 進⾏腎癌のバイオマーカーと⼿術療法 座⻑. 松原昭郎 広島腎泌尿器科学講演会2014

国内 62 転移性腎細胞癌に対するスニチブの治療成績. 亭島 淳 広島腎泌尿器科学講演会2014

国内 63 BPH/LUTS治療の新たなる展開〜タダラフィルへの期待〜 座⻑. 松原昭郎 ザルティア錠発売記念講演会

国内
64 進⾏性疾患であるBPH治療の治療戦略を考える̶患者さんの治療ニーズを考慮した治療とは？. 梶原 充 27

⽇本⽼年泌尿器科学会 イブニングセミ
ナー

国内 65 ⽣活習慣病と泌尿器疾患. 梶原 充 三次市泌尿器疾患勉強会

国内
66 前⽴腺のバイオパソロジー：CRPCの病態を探る 座⻑. 松原昭郎

イクスタンジカプセル新発売記念学術講演
会

国内 67 要望演題-腎腫瘍 腎部分切除術・RENAL scoreの検討- 座⻑. 亭島 淳 155 ⽇本泌尿器科学会広島地⽅会

国内 68 ミニレクチャー ED治療について. 井上省吾 155 ⽇本泌尿器科学会広島地⽅会

国内 69 腎部分切除術におけるRENAL nephrometry scoreを⽤いた術式別⼿術成績の評価. 重松慶紀 155 ⽇本泌尿器科学会広島地⽅会

国内 70 FGF family in the progression of prostate cancer. 亭島 淳 前⽴腺⽣物学シンポジウム 伊勢志摩

国内 71 前⽴線癌伸展機構-2 座⻑. 亭島 淳 前⽴腺⽣物学シンポジウム 伊勢志摩2014
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国内 72 去勢抵抗性前⽴腺癌に対するドセタキセル療法の現状. 亭島 淳 13 中国地区前⽴腺癌臨床課題研究会

国内
73 メタボリック症候群と前⽴腺癌. 松原昭郎 4

OPCSG(Osaka Prostate Cancer Study 
Group)研究会

国内 74 CRPCの治療〜その現状と今後〜. 前⽴腺癌の診断と治療 亭島 淳

国内 75 ヒト⾻髄由来CD133陽性細胞移植によるラット陰茎再⽣. 井上省吾 11 泌尿器科再建再⽣研究会

国内 76 研究会賞演題審査 審査員. 松原昭郎 11 泌尿器科再建再⽣研究会

国内 77 分⼦標的薬を投与された転移性腎細胞癌の治療効果予測におけるCRPの意義. 亭島 淳 45 腎癌研究会

国内 78 泌尿器がんの早期診断と治療. 松原昭郎 広島北キャンサーネット研修会

国内 79 当院におけるパゾパニブの使⽤経験. 亭島 淳 腎癌薬物治療研究会

国内
80 単孔式腹腔鏡下左副腎摘除における先端屈曲型クリップアプライヤーの使⽤経験. 井上省吾

3rd Reduced Port Surgery Forum in 
Fukui

国内 81 転移性腎細胞癌に対する分⼦標的治療の効果予測におけるCRPの意義. 亭島 淳 52 ⽇本癌治療学会学術集会

国内
82

アドバンストセミナー:勃起障害治療への新テクノロジーの応⽤ keynote lecture 低強度体外衝撃波（ED1000）
によるED治療の初期経験.

井上省吾 25 ⽇本性機能学会第25回学術総会

国内 83 陰茎プレチスモグラフィを⽤いた低強度体外衝撃波治療効果の評価. ⾺場崎隆志 25 ⽇本性機能学会第25回学術総会

国内 84 特別講演1 安佐市⺠病院における臨床研究と広島⼤学病院における基礎研究の現況と今後. ⼩畠浩平 29 安佐医師会泌尿器科医会

国内 85 座⻑;特別講演1：分⼦標的薬の副作⽤とそのマネージメント. 松原昭郎 広島県腎癌学術講演会
国内 86 座⻑;特別講演2:進⾏性腎細胞癌の治療戦略〜⼀次治療薬の選択を中⼼に〜. 松原昭郎 広島県腎癌学術講演会
国内 87 当院におけるパゾパニブの使⽤経験. 亭島 淳 広島県腎癌学術講演会

国内 88 OAB治療の新たな選択し-β3アドレナリン受容体作動薬. 梶原 充 ベタニス地区講演会

国内 89 座⻑;ポスター討論 ｢検査｣. 梶原 充 21 ⽇本排尿機能学会

国内 90 座⻑;去勢抵抗性前⽴腺癌に対するドセタキセル療法の予後予測. 亭島 淳 107 広島がん治療研究会幹事会

国内 91 座⻑;異所⽣⼦宮内膜症由来と考えられた⾻盤腔内の腹膜に発⽣した明細胞腺癌の⼀例. 亭島 淳 107 広島がん治療研究会幹事会

国内 92 去勢抵抗性前⽴腺癌に対するドセタキセル療法の予後予測. 北野弘之 107 広島がん治療研究会幹事会

国内 93 去勢抵抗性前⽴腺癌におけるregIVの意義. 亭島 淳 73 ⽇本癌学会学術総会

国内 94 腎細胞癌Xenograft モデルにおける発光imaging についての検討. 北野弘之 73 ⽇本癌学会学術総会

国内 95 Endocrine FGFs promote progression in prostate cancer. 永松弘孝 73 ⽇本癌学会学術総会

国内
96 座⻑;過活動膀胱治療の新たな展開. 松原昭郎

ネオキシテープ73.5mg発売1周年記念講演
会

国内 97 座⻑;ネオキシテープの使⽤経験〜指導箋の⼯夫〜 梶原 充

国内 98 座⻑;難治性過活動膀胱に対する経⽪吸収型製剤ネオキシテープの有⽤性に関する検討 梶原 充

国内 99 低強度体外衝撃波（ED1000）によるED治療経験. 井上省吾 14 ⽇本Men's Health医学会

国内 100 座⻑;スポンサードシンポジウム 3：ロボット⽀援前⽴腺全摘除術の合併症とその対策. 松原昭郎 27 ⽇本内視鏡外科学会総会

国内 101 ロボット⽀援腹腔鏡下腎部分切除術の経験. 亭島 淳 27 ⽇本内視鏡外科学会総会

国内 102 広島⼤学における単孔式腹腔鏡下副腎摘除術の⼯夫 ―術式の標準化を⽬指して―. 井上省吾 27 ⽇本内視鏡外科学会総会

国内 103 単孔式腹腔鏡下副腎摘除術におけるラーニングカーブと⼿術難易度の術前予測. 井上省吾 27 ⽇本内視鏡外科学会総会

国内 104 座⻑;特別講演1 がん⾻転移のメカニズムとBone Modifing Agents. 松原昭郎 広島Bone Healrh meeting 2014

国内 105 Male LUTS患者の実態と薬物治療を考える. 梶原 充 ユリーフ錠｢排尿障害治療に関する座談会｣

国内 106 座⻑;パネルディスカッション4  ロボット⽀援腹腔鏡下前⽴腺全摘除術導⼊期課題の克服―チームの取り組み 松原昭郎 79 ⽇本泌尿器科学会東部総会

国内 107 間質性膀胱炎ハンナー領域の同定におけるi-scanの有⽤性;narrow band imageとの⽐較研究. 梶原 充 79 ⽇本泌尿器科学会東部総会

国内 108 泌尿器科医におけるda Vinciの鉗⼦操作習得後のretentionについて. 亭島 淳 79 ⽇本泌尿器科学会東部総会

国内 109 ロボット⼿術導⼊におけるチーム医療の役割 〜アンケート調査の結果から〜. 亭島 淳 79 ⽇本泌尿器科学会東部総会

国内 110 針状鉗⼦併⽤単孔式腹腔鏡下副腎摘除術の検討. 井上省吾 79 ⽇本泌尿器科学会東部総会

国内 111 座⻑;前⽴線癌診療の最新の話題. 広島県CRPC学術講演会-ジェブタナ発売記念- 松原昭郎 79 ⽇本泌尿器科学会東部総会

国内
112

ランチョンセミナー3 BPH患者に対するデュタステリド併⽤療法の有⽤性〜実臨床におけるありのままのα1遮
断薬別解析〜.

梶原 充 64 ⽇本泌尿器科学会中部総会

国内 113 排尿障害の病態と治療. 梶原 充 営業所内研修会
国内 114 ⾼齢者に最適なOAB治療とは 〜フェソレテロジンの最新の知⾒〜. 梶原 充 OABフォーラム2014
国内 115 健やかなシニアライフのために排尿障害から前⽴線癌まで. 梶原 充 安芸地区排尿障害勉強会

国内 116 座⻑;CRPCにおけるアビラテロンの作⽤機序. 松原昭郎 Prostate Cancer Symposium in Fukuoka

国内 117 座⻑;去勢抵抗性前⽴腺癌(CRPC)に対する治療を再考する〜アビラテロンのエビデンスと位置づけ〜. 松原昭郎 広島県ザイティガ発売記念講演会

国内 118 これまでの去勢抵抗⽣前⽴腺癌(CRPC) 治療の現状. 亭島 淳 広島県ザイティガ発売記念講演会

国内 119 前⽴腺がんの最新の知⾒〜CRPCの治療戦略を中⼼に〜. 松原昭郎 ザイティガ発売記念講演会

国内 120 座⻑;Over Viewing for Optical Treatment of Prostatic Disease. 松原昭郎 Meet the Expert in Hiroshima

国内 121 座⻑;DutasterideによるBPH治療update. 亭島 淳 Meet the Expert in Hiroshima

国内 122 座⻑;教育セミナー4 ADPKDに対するサムスカ投与のマネージメント. 松原昭郎 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 123 座⻑;ヤングウロロジストリサーチコンテスト. 松原昭郎 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 124 座⻑;⼀般演題11 前⽴線癌4. 亭島 淳 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 125 コメンテーター;特別企画2｢泌尿器科はおもしろい｣. 亭島 淳 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 126 モーニングセミナー 腎癌に対する分⼦標的治療 〜持てる“武器”をうまく使いこなす〜. 亭島 淳 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 127 座⻑;ポスター1「副腎・後腹膜｣. 梶原 充 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 128 ロコモティブシンドロームと過活動膀胱の関連性についての疫学. 梶原 充 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 129 単孔式腹腔鏡下副腎摘除術における整容性の縦断的解析. 井上省吾 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 130 D'amico risk 分類のintermediate risk群におけるPSA 再発の検討. 永松弘孝 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 131 去勢抵抗性前⽴腺癌に対するドセタキセル療法の予後予測. 北野弘之 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 132 前⽴腺癌Gleason Score と男性⽣殖器の関連. 北野弘之 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 133 低強度体外衝撃波によるED 治療効果の検討 −陰茎プレチスモグラフィを⽤いた客観的評価− ⾺場﨑隆志 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 134 筋層⾮浸潤性膀胱癌の再発におけるChronic Kidney Diseaseの影響. ⼩畠浩平 66 ⻄⽇本泌尿器科学会総会

国内 135 低強度体外衝撃波(ED1000)によるED(勃起不全)治療の検討. ⾺場﨑隆志 67 広島医学会総会

国内 136 前⽴線癌の最新治療について. 井上省吾 12 広島北部腫瘍研究会

国内 137 アドバイザー;⼝内炎症例と施設の取り組みの提⽰および討議. 亭島 淳 Oral Care Advisory Board Meeting

国内 138 ランチョンセミナー da Vinci surgeryを円滑に⾏うための取り組み. 松原昭郎 28 ⽇本泌尿器内視鏡学会総会

国内 139 座⻑;ビデオディスカッション3「単孔式腹腔鏡⼿術」. 松原昭郎 28 ⽇本泌尿器内視鏡学会総会

国内 140 泌尿器科医がda Vinciの鉗⼦を操作する際の空間認知能⼒の影響. 亭島 淳 28 ⽇本泌尿器内視鏡学会総会

国内 141 ロボット⽀援前⽴腺全摘除術における疲労感−腹腔鏡下前⽴腺全摘除術との⽐較−. 井上省吾 28 ⽇本泌尿器内視鏡学会総会

国内 142 ロボット⽀援前⽴腺全摘除術における神経温存と術後性機能. 稗⽥圭介 28 ⽇本泌尿器内視鏡学会総会

国内 143 座⻑;特別講演 尿路・性器感染症の治療に役⽴つ抗菌薬の基礎知識. 松原昭郎 156 ⽇本泌尿器科学会広島地⽅会

国内
144

BPH/LUTS患者のQOL向上を⽬指して-⽣活種指導への介⼊の可能性-. 座談会 ザルティアのと有情で
何が変わるか？-⽣活習慣病とBPH/LUTSとの関連性から-

梶原 充

国内 145 陰茎海綿体膿瘍の1例. 正路晃⼀ 36 広島感染症研究会

国内 146 過活動膀胱とロコモティブシンドローム、転倒の関連性について. 梶原 充 97 ⽇本泌尿器科学会⼭⼝地⽅会

国内 147 特別講演 ロボット⽀援下前⽴腺全摘叙述(RALP)⼿技と解剖. 松原昭郎 79 TEUS Tokyo Expert Urology Seminer

国内 148 広島⼤学病院泌尿器科におけるロボット⽀援⼿術への取り組み. 亭島 淳 8 信州若⼿スキルアップ勉強会

国内
149

. ヒト末梢⾎CD133陽性細胞移植による新たな陰茎海綿体神経再⽣-前⽴腺全摘除術後における勃起不全
治療への応⽤-.

井上省吾 30 前⽴腺癌シンポジウム

国内 150 ハイリスク前⽴腺癌における術後PSA再発の予測因⼦. 郷⼒昭宏 30 前⽴腺癌シンポジウム

国内 151 泌尿器科疾患に対する救急ケア-1〜2次救急を中⼼に-. 亭島 淳 研修医セミナー


