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論文・著書

ハリネズミから感染した Trichophyton erinacei( 有性型 :
Arthroderma benhamiae) による手白癬、体部白癬の 1 例

福山國太郎、阪野　恵、高橋玲子、矢口貴志
日本医真菌学会雑誌 61(3): 47-51, 2020

巨大基底細胞癌
阪野　恵、高橋玲子、福山國太郎

西日本皮膚科 82: 155-156, 2020

歯科用コーンビーム CT が有用であった外歯瘻の２例
阪野　恵、高橋玲子、福山國太郎

皮膚の科学 19: 185-189, 2020

学会発表

皮膚筋炎との鑑別を要したサルコイドーシスの 1 例
阪野　恵、高橋玲子、福山國太郎

第 119 回日本皮膚科学会総会 2020.6.4 京都府 (web)

Dermatophytoma に対する切削処置と爪白癬治療薬の併用
療法

福山國太郎、阪野　恵、高橋玲子
第 36 回日本臨床皮膚科医会学術大会 2020.9.21 静岡県

外用爪白癬治療薬の特徴を活かした治療
福山國太郎

第 64 回日本医真菌学会学術大会 2020.10.10 東京都

患指温存した母指爪部悪性黒⾊腫の 2 例
阪野　恵、高橋玲子、福山國太郎

第 71 回日本皮膚科学会中部支部学術大会 2020.10.10 岐阜県 (web)

病型から考える爪白癬治療
福山國太郎

第 71 回日本皮膚科学会中部支部学術大会 2020.10.11 岐阜県 (web)

論文・著書

孤発性後腹膜転移性腫瘍に対して術前 CT ガイド下マーキング
を行い腹腔鏡下に摘除し得た 1 例

植木秀登、角井健太、奥野優人、田口　功、川端　岳、清中さわみ
日本泌尿器科学会雑誌　111 (1): 34-37, 2020

光力学的診断を用いた経尿道的膀胱腫瘍切除術
奥野優人

かんろうねっと (40): 4-5,2020

学会発表

腹腔鏡下リンパ節生検および腎針生検を施行した 1 例
福永博之、河村　駿、角井健太、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 14 回 KURF 2020.1.11 神戸市

da Vinci Xi におけるカメラポート造設時の Tips
福永博之、河村　駿、角井健太、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 8 回泌尿器科 Pitfall and Tips 研究会 2020.1.28 神戸市

当院におけるロボット支援下膀胱全摘除術の初期成績
田口　功、福永博之、河村　駿、角井健太、奥野優人、川端　岳

第 12 回日本ロボット外科学会学術集会 2020.2.22 東京都

シンポジウム 2　臨床工学技士、看護師から見た手術の導入と
安全な運用 
da Vinci Si と Xi の手術準備業務時間の比較検討

加藤由佳、鵜飼篤司、諏訪喜美子、山本里恵子、渦原晋子、
小嶋恵梨香、鈴木洋子、賀川義規、竹野　淳、伊藤公彦、山本亜弥、

岩田　隆、川端　岳、久保田慎一、岸川泰則、村田幸平
第 12 回日本ロボット外科学会学術集会 2020.2.22 東京都

レーザー前立腺蒸散術（PVP）の限界
山下遙介、三浦隆大、河村　駿、角井健太、奥野優人、田口　功、

川端　岳
第 70 回日本泌尿器科学会中部総会 2020.11.12 金沢市

当院におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の工夫につい
て

角井健太、三浦隆大、山下遙介、奥野優人、田口　功、川端　岳
第 34 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2020.11.19 (web)

ロボット支援下前立腺全摘除術 pT3b 症例の検討
田口　功、三浦隆大、山下遙介、河村　駿、角井健太、奥野優人、

川端　岳
第 34 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2020.11.19 (web)

RAPN 後の局所再発および腹膜播種に対し，腹腔鏡下にこれら
を摘除した 1 例

奥野優人、三浦隆大、山下遙介、河村　駿、角井健太、田口　功、
川端　岳

第 34 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2020.11.19 (web)

当院におけるロボット支援根治的前立腺全摘除術（RARC）の
初期経験

河村　駿、三浦隆大、山下遙介、角井健太、奥野優人、田口　功、
川端　岳

第 34 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2020.11.19 (web)
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前立腺蒸散術（PVP）の前立腺容積に関する検討
山下遙介、三浦隆大、河村　駿、角井健太、奥野優人、田口　功、

川端　岳
第 34 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2020.11.19 (web)

仰臥位後腹膜鏡下手術の各種術式への応用（ビデオ）
川端　岳、田口　功、奥野優人、角井健太、河村　駿、福永博之

第 108 回日本泌尿器科学会総会 2020.12.22 神戸市

当院におけるキドニークランプを使用した腎部分切除術に関す
る臨床的検討

福永博之、河村　駿、角井健太、奥野優人、田口　功、川端　岳
第 108 回日本泌尿器科学会総会 2020.12.22 神戸市

高齢者前立腺癌に於ける RARP の治療成績に関する検討
田口　功、福永博之、河村　駿、角井健太、奥野優人、川端　岳

第 108 回日本泌尿器科学会総会 2020.12.24 神戸市

当院における膀胱タンポナーデの臨床的検討
角井健太、福永博之、河村　駿、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 108 回日本泌尿器科学会総会 2020.12.24 神戸市

高齢者における浸潤性膀胱癌に対する膀胱全摘除術の検討
河村　駿、福永博之、角井健太、奥野優人、田口　功、川端　岳

第 108 回日本泌尿器科学会総会 2020.12.24 神戸市

緊急または予定された尿管再建術についての臨床的検討
奥野優人、福永博之、河村　駿、角井健太、田口　功、川端　岳

第 108 回日本泌尿器科学会総会 2020.12.24 神戸市

講演会やテレビ出演

下部尿路症状（LUTS）の診断と治療～ OAB と BPH ～
川端　岳

キッセイ薬品社内研修会 2020.10.29 Web

座長を務めた学会・研究会

川端　岳
オンラインセッション 2020　蒸散術の最先端ー XPS のすべて 2020.11.28 Web

一般演題「ロボット支援手術 / 前立腺腫瘍 1」
川端　岳

第 108 回日本泌尿器科学会総会 2020.12.24 神戸市

論文・著書

Multiple metastases after laparoscopic surgery for 
early-stage endometrial cancer: A case report

Tsuji S, Hori K, Tashima L, Yoshimura M, Ito K
International Journal of Surgery Case Reports 76: 552–556, 2020

当科におけるプラチナ感受性再発卵巣癌、卵管癌、原発性腹
膜癌に対する Olaparib の使用経験
竹井智彦、高木江利華、辻　沙織、尾上昌世、山下美智子、吉岡恵美、

後藤摩耶子、田島里奈、伊藤公彦、堀　謙輔
癌と化学療法 47(10):1457-1460, 2020

【婦人科がん臨床研究のトレンドを知る】 
関西臨床腫瘍研究会 (KCOG)

伊藤公彦、本橋　卓、東谷麻由
産科と婦人科 87(6):701-704, 2020

教訓的症例から学ぶ産婦人科診療のピットフォール 
水腎症・水尿管を伴う骨盤内腫瘍で卵巣がんが疑われたデスモ
イド腫瘍

伊藤公彦、尾上昌世、吉村道子
臨床婦人科産科 74(1):183-188, 2020

学会発表

複数の前治療歴を有する進行・再発卵巣癌に対する niraparib
単剤の国内試験

田畑　務、中村俊昭、柳田　聡、濱西潤三、原野謙一、長谷川幸清、
平澤　猛、伊藤公彦、小宮山慎一、松浦基樹、中井英勝、中村紘子、

坂田　純、竹原和宏、武隈宗孝、横山良仁、加瀬陽一、角野修司、
添田純平、Suri Ajit、杉山　徹、青木大輔

第 72 回日本産科婦人科学会 2020.4.23-26 Web

当院における遺伝性疾患のゲノム医療と遺伝カウンセリン
グ　—MSI 検査、卵巣 BRACAnalysis、クリニカルシーケンス—
山下美智子、高木江利華、尾上昌世、吉岡恵美、後藤摩耶子、田島里奈、

堀　謙輔、伊藤公彦
第 26 回日本遺伝性腫瘍学会 2020.8.21-31 Web

The combination therapy of oral cyclophosphamide 
and bevacizumab for patients with recurrent ovarian 
and peritoneal cancer

Goto M, Takimoto Y, Isono R, Yamashita M, Onoue M, 
Yoshioka E, Tashima L, Hori K, Tsubamoto H, Ito K

Annual Grobal meeting of the International Gynecologic Cancer Society 
(IGCS) 2020.9.10-13 Web

Bevacizumab with metronomic oral cyclophosphamide 
for patients with recurrent cervical cancer

Isono R, Goto M, Takimoto Y, Ueda T, Inoue K, Ito K, 
Tsubamoto H

Annual Grobal meeting of the International Gynecologic Cancer Society 
(IGCS) 2020.9.10-13 Web
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