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論文・著書

ケロイドとして加療されていた富細胞性神経莢腫
大川たをり、岡田みどり、高橋玲子、東山眞里、小澤健太郎

皮膚病診療 38(4):379-382,2016

Ⅶ．変容しつつある治療の「常識」　5.保湿剤で痒疹が改善する？　
宇都宮綾乃、清原英司、室田浩之、片山一朗

Monthly Book Derma 創刊 20 周年記念書籍　そこが知りたい達人が伝授する
日常皮膚診療の極意と裏ワザ p.281-286 全日本病院出版会 2016

学会報告

難治性多形紅斑の１例
高橋玲子、塚崎綾乃、福山國太郎

第 216 回大阪皮膚科症例検討会 2016.3.24 大阪市

耳介甲腔に生じた基底細胞癌切除後に切手状植皮術を行った 1
例

福山國太郎、塚崎綾乃、高橋玲子
第 31 回日本皮膚外科学会学術集会 2016.9.10 静岡県

右耳介前部の黒色角化性小結節　
塚﨑綾乃、高橋玲子、福山國太郎

第 31 回日本皮膚外科学会学術集会 2016.9.10 静岡県

学会報告

右腎摘除完了直後に性腺静脈が IVC との分岐部で引きちぎれ
た 1 例

楠田雄司
第 4 回泌尿器科 Pitfall and Tips 研究会 2016.1.6 神戸市

腎盂切石術を併施した仰臥位後腹膜鏡下腎盂形成術の検討
奥野優人

第 10 回 KURF 2016.1.16 神戸市

RALP と同時に尿管 - 膀胱新吻合術を行った 1 例
川端　岳、岡村泰義、田口　功、奥野優人、板東由加里、楠田雄司

第 3 回神戸泌尿器科フォーラム 2016.4.16 神戸市

ロボット支援下前立腺全摘除術と同時に尿管膀胱新吻合術を
行った 1 例（ビデオ）

川端　岳、岡村泰義、田口　功、奥野優人、板東由加里、楠田雄司
第 104 回日本泌尿器科学会総会 2016.4.23 仙台市

当科におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術導入早期の
治療成績

田口　功、岡村泰義、板東由加里、奥野優人、楠田雄司、川端　岳
第 104 回日本泌尿器科学会総会 2016.4.23 仙台市

当院における CRPC に対する新規抗アンドロゲン剤（エンザル
タミドおよびアビラテロン）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 104 回日本泌尿器科学会総会 2016.4.23 仙台市

80 歳以上の高齢者に対する光選択的前立腺蒸散術（PVP）の
検討

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 回日本老年泌尿器科学会 2016.5.13 福岡市

PVP 術後に再手術を要した症例についての検討
楠田雄司、岡村泰義、板東由加里、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 5 回 PVP 研究会学術集会 2016.5.14 福岡市

前立腺癌放射線治療後に膀胱摘除を施行した 1 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 232 回日本泌尿器科学会関西地方会 2016.5.21 和歌山市

RALP の小ネタ集
藤本卓也、嶋津裕樹、奥野優人、楠田雄司、田口　功、川端　岳

第 27 回 Clinical Urology 研究会 2016.6.18 大阪市

当院での RALP における工夫点
藤本卓也、嶋津裕樹、奥野優人、楠田雄司、田口　功、川端　岳、

松本怜子
第 66 回日本泌尿器科学会中部総会 2016.10.28 四日市市

ビデオシンポジウム 1　Advanced Laparoscopy　鏡視下手
術の限界に挑戦 1 
VS-1-7 腎動脈瘤に対する後腹膜鏡下血管形成術の経験

川端　岳、田口　功、楠田雄司、奥野優人、藤本卓也、嶋津裕樹
第 30 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2016.11.18 大阪市
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仰臥位後腹膜鏡下両側腎尿管全摘除術（開腹膀胱全摘除術を
含む）を施行した 1 例

奥野優人、嶋津裕樹、藤本卓也、楠田雄司、田口　功、川端　岳
第 30 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2016.11.19 大阪市

ワークショップ 2　水腎症ー優しく，易しい手術は？ 
WS-2-1 仰臥位で行う後腹膜鏡下腎盂形成術

川端　岳、奥野優人、楠田雄司、藤本卓也、嶋津裕樹、田口　功
第 30 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2016.11.19 大阪市

PVP 術後合併症に対する再手術症例についての検討
楠田雄司、嶋津裕樹、藤本卓也、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 30 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2016.11.19 大阪市

パネルディスカッション 8 
腎部分切除術のアプローチ 
腎実質クランプおよび腎実質無縫合による腹腔鏡下腎部分切除
術

川端　岳、田口　功
第 29 回日本内視鏡外科学会総会 2016.12.9 横浜市

講演会やテレビ出演

RALPでの前立腺尖部剥離，DVC処理および尿道離断
川端　岳

第 3 回 Urological Network Operation Seminar 2016.1.29 大阪市

当科における前立腺癌治療方針
楠田雄司

アステラス製薬社内研修会 2016.2.4 神戸市

泌尿器科疾患手術について～前立腺肥大症と前立腺ガン～
川端　岳

市民公開講座 これで解決！尿トラブル 2016.2.13 尼崎市

技術認定合格に向けた腹腔鏡手術手技
川端　岳

第 20 回神戸手術手技研究会 2016.3.9 神戸市

泌尿器腹腔鏡手術の基本手技
川端　岳

Covidien Urol-Lap Brush-Up Seminar Vol.2 2016.7.10 神戸市

光選択的前立腺レーザー蒸散術（PVP）について
川端　岳

日本新薬社内研修会 2016.7.12 神戸市

当院における CRPC に対する新規内分泌療法薬の使用経験
楠田雄司

CRPC Round Table Meeting 2016.7.12 神戸市

尿をためる・出すの基本から
奥野優人

第 1 回排尿ケア研修会 2016.10.25 尼崎市

ランチョンセミナー 6 ART な前立腺手術～フレキシブルなベス
ルシーラーを使用したロボット補助下前立腺全摘除～

川端　岳
第 30 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2016.11.18 大阪市

手術支援ロボット「ダヴィンチ」での手術について
川端　岳

芦屋市健やかな会一般公開講座 2016.11.26 芦屋市

手術支援ロボット「ダヴィンチ」の導入および現在の術式
川端　岳

第 22 回岐阜内視鏡外科研究会 2016.12.3 岐阜市

自分を大切に　相手も大切に
田口　功

玉津中学校性教育講演会 2016.12.9 神戸市

座長を務めた学会・研究会

「去勢抵抗性前立腺癌治療は新規ホルモン剤の登場でなにが変
わるか？」京都大学泌尿器科講師　井上貴博

川端　岳
尼崎市泌尿器科医会学術講演会 座長 2016.3.10 尼崎市

特別講演「科学で読み解く男性学ー下部尿路症状から性機能ま
で」千葉西総合病院泌尿器科部長　久末伸一

田口　功
第 12 回尼崎市泌尿器科医会学術講演会 座長 2016.12.15 尼崎市


