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論文・著書

腹腔鏡下腎部分切除術におけるキドニークランプを用いた腎実
質クランプ法の検討

岡本雅之、田口　功、奥野優人、石田貴樹、岡村泰義、川端　岳
Japanese Journal of Endourology 28(2):236-240,2015

第 2 章 8　腹腔鏡下根治的前立腺摘除術
川端　岳

泌尿器科の手術看護パーフェクトマニュアル　山本新吾編
Ope nursing 2015 年臨時増刊 p.110-117 メディカ出版

腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績
岡本雅之、田口　功、奥野優人、石田貴樹、岡村泰義、川端　岳

泌尿器科紀要　61(8):317-320,2015

学会報告

進行腎癌の治療中に高 K 血症から緊急透析を要した 1 例
奥野優人、石田貴樹、岡村泰義、田口　功、岡本雅之、川端　岳

第 3 回泌尿器科 Pitfall and Tips 研究会 2015.1.6 神戸市

尿管癌，大臀筋転移に対し化学療法後，完全寛解を 5 年間維持
している 1 例

岡村泰義
第 9 回 KURF 2015.1.17 神戸市

副腎クリーゼを発症した腎癌の 1 例
石田貴樹、岡村泰義、奥野優人、田口　功、岡本泰之、川端　岳

第 228 回日本泌尿器科学会関西地方会 2015.1.31  奈良市

副腎クリーゼを発症した腎癌の 1 例
石田貴樹

第 8 回尼崎泌尿器科勉強会 2015.1.22 尼崎市

腹腔鏡下膀胱部分切除術を行った膀胱粘膜下腫瘍の 1 例
奥野優人

第 8 回尼崎泌尿器科勉強会 2015.1.22 尼崎市

当院における PVP の工夫～近く，狭く，ゆっくりと～
岡村泰義

第 25 回 Clinical Urology 研究会 2015.3.7 神戸市

腎盂採石術を併施した仰臥位後腹膜腔鏡下腎盂形成術の検討
奥野優人、岡村泰義、石田貴樹、田口　功、岡本泰之、川端　岳

第 103 回日本泌尿器科学会総会 2015.4.19 金沢市

当科における腹腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討
岡本泰之、岡村泰義、石田貴樹、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 103 回日本泌尿器科学会総会 2015.4.20 金沢市

IgG4 関連腎症の 1 例
板東由加里、岡村泰義、奥野優人、楠田雄司、田口　功、岡本雅之、

川端　岳
第 229 回日本泌尿器科学会関西地方会 2015.5.23 大阪市

当院における CRPC に対するアビラテロンの初期使用経験
楠田雄司、岡村泰義、板東由加里、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 20 回阪神前立腺疾患セミナー 2015.7.16  西宮市

子宮癌の再発が疑われた原発性尿道淡明細胞腺癌の 2 例
奥野優人

第 42 回神戸 UG カンファレンス 2015.9.15 神戸市

尿道淡明細胞腺癌の 2 例
奥野優人、岡村泰義、板東由加里、楠田雄司、田口　功、川端　岳

第 230 回日本泌尿器科学会関西地方会 2015.9.26 東大阪市

PVP 術後に完全尿閉をきたした 1 例
板東由加里、岡村泰義、奥野優人、楠田雄司、田口　功、川端　岳

第 65 回日本泌尿器科学会中部総会 2015.10.25 岐阜市

当科における CRPC に対するアビラテロンの使用経験
楠田雄司、岡村泰義、板東由加里、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 67 回西日本泌尿器科学会総会 2015.11.17 福岡市　

当科におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除の初期経験
田口　功、岡村泰義、板東由加里、奥野優人、楠田雄司、川端　岳

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.20 東京都

腎盂切石術を併施した仰臥位腹腔鏡下腎盂形成術の検討
奥野優人、岡村泰義、板東由加里、楠田雄司、田口　功、川端　岳

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.20 東京都

当院で経験した PVP 術後合併症についての検討
板東由加里、岡村泰義、奥野優人、楠田雄司、田口　功、川端　岳

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.21 東京都

後腹膜鏡下血管形成術を行った腎動脈瘤の 1 例
川端　岳、田口　功

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.11 大阪市

講演会やテレビ出演

当院でのロボット支援前立腺摘除術の導入および初期経験
田口　功

尼崎市前立腺癌最新治療セミナー 2015.1.13  西宮市

前立腺肥大症の新しいレーザー治療～光選択的前立腺レーザー
蒸散術（PVP）ってどんな手術？

岡本雅之
第 18 回関西ろうさい病院市民公開講座 2015.2.11 宝塚市

前立腺癌と云われたら…～おもに限局性前立腺癌の治療につい
て～

田口　功
第 18 回関西ろうさい病院市民公開講座 2015.2.11 宝塚市

RALP での膀胱頚部切断と左側温存手技
川端　岳、岡本雅之、石田貴樹、奥野優人、岡村泰義、田口　功

Urological Network Operation Seminar 2015.3.17 大阪市

●●
●● 泌尿器科
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泌尿器科診療におけるステロイドあれこれ
奥野優人

ヤンセンファーマ社内勉強会 2015.4.2 尼崎市

ランチョンセミナー 36　泌尿器腹腔鏡手術のこれを伝えたい！！
～指導医の立場からのメッセージ～

川端　岳
第 103 回日本泌尿器科学会総会 2015.4.21 金沢市

前立腺がんの手術療法
田口　功

第 10 回阪神がんカンファレンス 2015.4.23  尼崎市

進行腎がんの治療中に高 K 血症から緊急透析を要した 1 例
奥野優人

第 10 回阪神がんカンファレンス 2015.4.23  尼崎市

「泌尿器腹腔鏡手術手技の向上を目指して」
川端　岳

Covidien Urol-Lap Brush-Up Seminar Vol.1 -CULBUS- 講師 2015.6.6
神戸市

前立腺癌の薬物療法
奥野優人

尼崎市薬剤師会 薬ー薬連携 coference 2015.5.28 尼崎市

当院におけるロボット支援前立腺全摘除術の初期経験
田口　功、川端　岳、板東由加里、岡村泰義、奥野優人、楠田雄司

尼崎市泌尿器科医会講演会 2015.6.25 尼崎市

腹腔鏡下左腎摘除術（後腹膜到達法）
川端　岳

第 28 回泌尿器腹腔鏡ビデオ講習会 2015.9.12 東京都

特別講演　実質クランプ腎部分切除術・腎動脈瘤切除術
川端　岳

宇和島医師会学術講演会 2015.12.4 愛媛県

主催した研究会

川端　岳
尼崎市前立腺癌最新治療セミナー 2015.1.13 西宮市

川端　岳
第 25 回 Clinical Urology 研究会 2015.3.7 神戸市

座長を務めた学会・研究会

特別講演「手術ロボット導入で外科治療はどのように変化する
か」武中　篤（鳥取大学医学部腎泌尿器科学分野教授，低侵襲外
科センター長）

川端　岳
尼崎市前立腺癌最新治療セミナー 2015.1.13 西宮市

テーマ「経尿道的前立腺手術（HoLEP,TUEB,PVP）」
川端　岳

第 25 回 Clinical Urology 研究会 2015.3.7 神戸市

一般演題ビデオ 3
川端　岳

第 103 回日本泌尿器科学会総会 2015.4.19  金沢市

一般演題
川端　岳

阪神イクスタンジ発売 1 周年記念講演会 2015.6.26 尼崎市

症例提示
田口　功

Expert Operation Forum for Urologist 2015.11.6 大阪市

特別講演「LRP の経験は RALP 導入に生かされるか？」北里大
学医学部泌尿器科教授　岩村　正嗣

川端　岳
Expert Operation Forum for Urologist 2015.11.6 大阪市

シンポジウム 6　腹腔鏡下前立腺全摘除術　長期成績
川端　岳

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2015.11.20  東京都




