


第33回泌尿器科漢方研究会学術集会�
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特別講演〈40分〉�

一般講演Ⅰ〈45分〉�
《5演題》�

（6分口演・3分質疑）�

一般講演Ⅱ〈45分〉�
《5演題》�

（6分口演・3分質疑）�

教育講演〈30分〉�

一般講演Ⅳ〈55分〉�
《6演題》�

（6分口演・3分質疑）�

ワークショップ〈30分〉�
《2演題》�
（15分口演）�
総合討論〈15分〉�

表2は白?

開会の辞�

一般講演Ⅲ〈45分〉�
《5演題》�

（6分口演・3分質疑）�

�休憩〈10分〉�

総会〈5分〉�

休憩〈10分〉�

閉会の辞�

17:50 �



　総　　会� （14：45 ～14：50）�

《休　　憩》� （14：35 ～14：45）�－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－� －・－・－・－・－・－・－�

特別講演�　    座長：布施 秀樹（白井聖仁会病院）� （14：50～15：30）�

「医心方」に学ぶEDに関する漢方治療�
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 武蔵野徳洲会病院 泌尿器科　小川 由英�
�

1 2 3 4

参加者の皆様へ�

1．本学術集会は、日本泌尿器科学会専門医制度研修 3 単位。�
 新専門医制度におけるiv）学術業績・診療以外の活動実績に算定できる単位�
 教育的企画・学術集会等への参加　国内におけるその他の集会 1 単位�
 が認められています。�

2．参加費として 3,000 円を受付にて徴収させていただきます。�

第33回泌尿器科漢方研究会学術集会�
2016年5月28日（土） コクヨホール（品川）�

テーマ：「 トータルケアを目指す -臨床で活かす漢方薬- 」�

（18：35～18：40）�閉会の辞　　　　　　天野 俊康 （長野赤十字病院）�

　信州大学医学部 泌尿器科学講座�
今村 哲也�

1． 下部尿路障害の漢方薬治療における薬理効果について基礎医学研究からの考察�

広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 泌尿器科�
梶原　充�

2． 泌尿器科領域における漢方薬ーこれまでの軌跡とこれからの展望ー�

7． 前立腺がん治療の有害事象に対する漢方製剤の使用経験�
名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学�

○松尾 かずな、 森　文、 山内 裕士、 山本 晃之、 坂元 史稔�
馬嶋　剛、 石田 昇平、 舟橋 康人、 藤田 高史、 佐々 直人�
松川 宜久、 加藤 真史、 吉野　能、 山本 徳則、 後藤 百万�

8． 疲労倦怠改善を期待し人参養栄湯を投与した進行がんの1例�
順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学�

○青木 裕章、 野間 康央、 知名 俊幸、 北村 香介　�
永田 政義、 磯谷 周治、 和久本 芳彰、 堀江 重郎�

9． 自己免疫賦活作用を期待し十全大補湯を投与した膀胱癌リンパ節転移の1例�
順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学�

○北村 香介、 半田 亞希、 平松 一平、 杉浦 正一郎、 大高 絢子、 金山 麻裕子�
野間 康央、 高畑 創平、 知名 俊幸、 新井 貴博、 青木 裕章、 河野 春奈　　�
高澤 直子、 永田 政義、 磯谷 周治、 和久本 芳彰、 堀江 重郎   　　   　　 

10． 転移性腎癌症例へのスニチニブ治療に伴う口内炎に対する半夏瀉心湯の有用性�
独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 泌尿器科�

大岡 均至�

（13：00～13：05）�開会の辞　　　　　　天野 俊康 （長野赤十字病院）�

（13：05～13：50）�一般講演Ⅰ　　座長：吉村 耕治 （静岡県立総合病院）�

2． 漢方治療により頻尿とともに消化器症状や凍瘡も改善した結腸過長症の1例�
さくらの杜診療所、公立刈田綜合病院�

蓮田 精之�

3． 入院高齢患者への抑肝散投与の検討�
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 泌尿器科�

○梶原　充、 森山 浩之�
�

4． 当院における大建中湯の使用経験�
長野赤十字病院 泌尿器科�

○岸蔭 貴裕、 天野 俊康、 今尾 哲也�

5． 帝京大学メンズヘルス外来における漢方の使用状況�
帝京大学医学部附属病院 泌尿器科学1）、順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学2）�
　○木村 将貴1) 、 野口 尊弘1) 、 芦澤　健1) 、 堀内　明1) 、 古謝 将之1)   �

　平野　央1) 、 子安 洋揮1) 、 寺井 一隆1) 、 斉藤 恵介1) 、 井手 久満1) �

　武藤　智1) 、 辻村　晃2) 、 山口 雷蔵1) 、 堀江 重郎2) 　　　　      

18． LUTSに対する八味地黄丸と牛車腎気丸の効果の比較�
獨協医科大学越谷病院�

○八木　宏、 下村 之人、 鈴木 啓介、 岩端 威之、 定岡 侑子、 小林 知広、 慎　武�
佐藤　両、 西尾 浩二郎、 芦沢 好夫、 新井　学、 宋　成浩、 岡田　弘　　　  

21． 泌尿器科領域における五積散の効果�
女性医療クリニックLUNAグループ・LUNA骨盤底トータルサポートクリニック�
○関口 由紀、 中村 綾子、 二宮 典子、 前田 佳子、 榎本 香織、 藤崎 章子�

17． 蓄尿症状を訴える男性患者に対する牛車腎気丸の治療効果�
原三信病院 泌尿器科�

○野村 博之、 武井 実根雄、 山口 秋人�

一般講演Ⅳ　　　座長：岡村 菊夫 （東名古屋病院）� （16：55～17：50）�

16． 広汎性発達障害患児の遺尿症に対する漢方薬の使用経験�
東邦大学 泌尿器科学講座1）、鶴風会東京小児療育病院 小児神経科2）�

　○鈴木 九里1) 、 伊藤 友梨香1) 、 清水　知1) 、 田中 裕貴1) 、 井本 哉匡1) �
鵜木　勉1) 、 中島 陽太1) 、 中西 雄亮1) 、 田村 公嗣1) 、 田井 俊宏1)　 �
永田 雅人1) 、 山辺 史人1) 、 田中 祝江1) 、 小林 秀行1) 、 永尾 光一1)　 �
中島 耕一1) 、 椎木 俊秀2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

20． 夜間中途覚醒による不眠症に随伴した夜間頻尿に対する理気剤（抑肝散）の効果�
長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科�

○松尾 朋博、 大庭 康司郎、 宮田 康好、 酒井 英樹�

《休　　憩》� （16：15～16：25）�－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－� －・－・－・－・－・－・－�

13． 結石の自排石促進作用に対する猪苓湯の有効性の検討�
原三信病院 泌尿器科�

志賀 健一郎�

14． 脳卒中後の尿閉に対する利水剤（猪苓湯）の有用性�
竹の塚脳神経リハビリテーション病院 リハビリテーション科、脳神経外科�

○宮上 光祐、 岩崎 光芳、 鈴木 康之�
�

15． 妊婦の右疝痛発作に対して漢方薬による疼痛緩和が可能であった1例�
名古屋第一赤十字病院 泌尿器科�

佐野 友康�

（15：30～16：15）�

11． トラニラスト誘発間質性膀胱炎様モデルにおける猪苓湯の薬効評価�
サザンナイトラボラトリーLLP1）、琉球大学医学部附属動物実験施設2）�

琉球大学大学院医学研究科生化学講座3）�
　○菅谷 公男1) 、 西島 さおり1) 、 嘉手川 豪心1) �

安次富 勝博1) 、 上田 智之2) 、 山本 秀幸3)　 

12． ラット骨盤うっ血頻尿モデルを用いた猪苓湯と補中益気湯の作用相違に関する研究�
サザンナイトラボラトリーLLP1）、琉球大学医学部附属動物実験施設2）�

琉球大学大学院医学研究科生化学講座3）�
　○西島 さおり1) 、 菅谷 公男1) 、 嘉手川 豪心1) �

安次富 勝博1) 、 上田 智之2) 、 山本 秀幸3)　 �
�

一般講演Ⅱ　　座長：小川 良雄 （昭和大学）� （13：50～14：35）�

6． エンザルタミドによる全身倦怠感に補中益気湯が奏功した一例�
信州大学医学部附属病院 泌尿器科学教室�

○道面 尚久、 皆川 倫範、 斉藤 徹一、 鈴木 都史郎、 横山　仁、 石川 雅邦�
永井　崇、 平形 志郎、 中沢 昌樹、 小川 輝之、 石塚　修　　　　　　  

1． 原三信病院泌尿器科における漢方処方の実態�
原三信病院 泌尿器科�

○武井 実根雄、 相島 真奈美、 野村 博之、 原　律子、 田中 祥子　　　　�
志賀 健一郎、 古賀 寛史、 宮崎 啓成、 眞　 拓朗、佐藤 暢晃、 村上 知彦�
三好 邦和、 宮崎　薫、 一倉 晴彦、 川原 一朗、 山口 秋人、 内藤 誠二　�

フレイル・サルコペニアの病態と漢方薬の可能性�
� 東京大学医学部附属病院 老年病科�

小川 純人�

（16：25～16：55）�教育講演　　　座長：齋藤 誠一 （琉球大学）�

テーマ：他科から学ぶ泌尿器科頻用処方を活かすコツ�

19． ＬＵＴＳに対する漢方製剤の使用経験�
豊見城中央病院、琉球大学医学部�

齋藤 誠一�

総合討論�

（17：50～18：35）�座長：堀江 重郎 （順天堂大学）�
         天野 俊康 （長野赤十字病院 ）�

ワークショップ�

テーマ：排尿障害に対する漢方治療ー漢方薬のEBMとこれからの展望ー�

一般講演Ⅲ　　座長：岡田　弘 （獨協医科大学越谷病院）�
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4． 当院における大建中湯の使用経験�
長野赤十字病院 泌尿器科�
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5． 帝京大学メンズヘルス外来における漢方の使用状況�
帝京大学医学部附属病院 泌尿器科学1）、順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学2）�
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　武藤　智1) 、 辻村　晃2) 、 山口 雷蔵1) 、 堀江 重郎2) 　　　　      

18． LUTSに対する八味地黄丸と牛車腎気丸の効果の比較�
獨協医科大学越谷病院�

○八木　宏、 下村 之人、 鈴木 啓介、 岩端 威之、 定岡 侑子、 小林 知広、 慎　武�
佐藤　両、 西尾 浩二郎、 芦沢 好夫、 新井　学、 宋　成浩、 岡田　弘　　　  
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16． 広汎性発達障害患児の遺尿症に対する漢方薬の使用経験�
東邦大学 泌尿器科学講座1）、鶴風会東京小児療育病院 小児神経科2）�

　○鈴木 九里1) 、 伊藤 友梨香1) 、 清水　知1) 、 田中 裕貴1) 、 井本 哉匡1) �
鵜木　勉1) 、 中島 陽太1) 、 中西 雄亮1) 、 田村 公嗣1) 、 田井 俊宏1)　 �
永田 雅人1) 、 山辺 史人1) 、 田中 祝江1) 、 小林 秀行1) 、 永尾 光一1)　 �
中島 耕一1) 、 椎木 俊秀2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

20． 夜間中途覚醒による不眠症に随伴した夜間頻尿に対する理気剤（抑肝散）の効果�
長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科�

○松尾 朋博、 大庭 康司郎、 宮田 康好、 酒井 英樹�

《休　　憩》� （16：15～16：25）�－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－� －・－・－・－・－・－・－�

13． 結石の自排石促進作用に対する猪苓湯の有効性の検討�
原三信病院 泌尿器科�

志賀 健一郎�

14． 脳卒中後の尿閉に対する利水剤（猪苓湯）の有用性�
竹の塚脳神経リハビリテーション病院 リハビリテーション科、脳神経外科�

○宮上 光祐、 岩崎 光芳、 鈴木 康之�
�

15． 妊婦の右疝痛発作に対して漢方薬による疼痛緩和が可能であった1例�
名古屋第一赤十字病院 泌尿器科�

佐野 友康�

（15：30～16：15）�

11． トラニラスト誘発間質性膀胱炎様モデルにおける猪苓湯の薬効評価�
サザンナイトラボラトリーLLP1）、琉球大学医学部附属動物実験施設2）�

琉球大学大学院医学研究科生化学講座3）�
　○菅谷 公男1) 、 西島 さおり1) 、 嘉手川 豪心1) �

安次富 勝博1) 、 上田 智之2) 、 山本 秀幸3)　 

12． ラット骨盤うっ血頻尿モデルを用いた猪苓湯と補中益気湯の作用相違に関する研究�
サザンナイトラボラトリーLLP1）、琉球大学医学部附属動物実験施設2）�

琉球大学大学院医学研究科生化学講座3）�
　○西島 さおり1) 、 菅谷 公男1) 、 嘉手川 豪心1) �

安次富 勝博1) 、 上田 智之2) 、 山本 秀幸3)　 �
�

一般講演Ⅱ　　座長：小川 良雄 （昭和大学）� （13：50～14：35）�

6． エンザルタミドによる全身倦怠感に補中益気湯が奏功した一例�
信州大学医学部附属病院 泌尿器科学教室�

○道面 尚久、 皆川 倫範、 斉藤 徹一、 鈴木 都史郎、 横山　仁、 石川 雅邦�
永井　崇、 平形 志郎、 中沢 昌樹、 小川 輝之、 石塚　修　　　　　　  

1． 原三信病院泌尿器科における漢方処方の実態�
原三信病院 泌尿器科�

○武井 実根雄、 相島 真奈美、 野村 博之、 原　律子、 田中 祥子　　　　�
志賀 健一郎、 古賀 寛史、 宮崎 啓成、 眞　 拓朗、佐藤 暢晃、 村上 知彦�
三好 邦和、 宮崎　薫、 一倉 晴彦、 川原 一朗、 山口 秋人、 内藤 誠二　�

フレイル・サルコペニアの病態と漢方薬の可能性�
� 東京大学医学部附属病院 老年病科�

小川 純人�

（16：25～16：55）�教育講演　　　座長：齋藤 誠一 （琉球大学）�

テーマ：他科から学ぶ泌尿器科頻用処方を活かすコツ�

19． ＬＵＴＳに対する漢方製剤の使用経験�
豊見城中央病院、琉球大学医学部�

齋藤 誠一�

総合討論�

（17：50～18：35）�座長：堀江 重郎 （順天堂大学）�
         天野 俊康 （長野赤十字病院 ）�

ワークショップ�

テーマ：排尿障害に対する漢方治療ー漢方薬のEBMとこれからの展望ー�

一般講演Ⅲ　　座長：西澤　理 （北アルプス医療センターあづみ病院）�



　総　　会� （14：45 ～14：50）�

《休　　憩》� （14：35 ～14：45）�－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－� －・－・－・－・－・－・－�

特別講演�　    座長：布施 秀樹（白井聖仁会病院）� （14：50～15：30）�

「医心方」に学ぶEDに関する漢方治療�
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 武蔵野徳洲会病院 泌尿器科　小川 由英�
�

1 2 3 4

参加者の皆様へ�

1．本学術集会は、日本泌尿器科学会専門医制度研修 3 単位。�
 新専門医制度におけるiv）学術業績・診療以外の活動実績に算定できる単位�
 教育的企画・学術集会等への参加　国内におけるその他の集会 1 単位�
 が認められています。�

2．参加費として 3,000 円を受付にて徴収させていただきます。�

第33回泌尿器科漢方研究会学術集会�
2016年5月28日（土） コクヨホール（品川）�

テーマ：「 トータルケアを目指す -臨床で活かす漢方薬- 」�

（18：35～18：40）�閉会の辞　　　　　　天野 俊康 （長野赤十字病院）�

　信州大学医学部 泌尿器科学講座�
今村 哲也�

1． 下部尿路障害の漢方薬治療における薬理効果について基礎医学研究からの考察�

広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 泌尿器科�
梶原　充�

2． 泌尿器科領域における漢方薬ーこれまでの軌跡とこれからの展望ー�

7． 前立腺がん治療の有害事象に対する漢方製剤の使用経験�
名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学�

○松尾 かずな、 森　文、 山内 裕士、 山本 晃之、 坂元 史稔�
馬嶋　剛、 石田 昇平、 舟橋 康人、 藤田 高史、 佐々 直人�
松川 宜久、 加藤 真史、 吉野　能、 山本 徳則、 後藤 百万�

8． 疲労倦怠改善を期待し人参養栄湯を投与した進行がんの1例�
順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学�

○青木 裕章、 野間 康央、 知名 俊幸、 北村 香介　�
永田 政義、 磯谷 周治、 和久本 芳彰、 堀江 重郎�

9． 自己免疫賦活作用を期待し十全大補湯を投与した膀胱癌リンパ節転移の1例�
順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学�

○北村 香介、 半田 亞希、 平松 一平、 杉浦 正一郎、 大高 絢子、 金山 麻裕子�
野間 康央、 高畑 創平、 知名 俊幸、 新井 貴博、 青木 裕章、 河野 春奈　　�
高澤 直子、 永田 政義、 磯谷 周治、 和久本 芳彰、 堀江 重郎   　　   　　 

10． 転移性腎癌症例へのスニチニブ治療に伴う口内炎に対する半夏瀉心湯の有用性�
独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 泌尿器科�

大岡 均至�

（13：00～13：05）�開会の辞　　　　　　天野 俊康（ 長野赤十字病院 ）�

（13：05～13：50）�一般講演Ⅰ　　座長：吉村 耕治 （静岡県立総合病院）�

2． 漢方治療により頻尿とともに消化器症状や凍瘡も改善した結腸過長症の1例�
さくらの杜診療所、公立刈田綜合病院�

蓮田 精之�

3． 入院高齢患者への抑肝散投与の検討�
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 泌尿器科�

○梶原　充、 森山 浩之�
�

4． 当院における大建中湯の使用経験�
長野赤十字病院 泌尿器科�

○岸蔭 貴裕、 天野 俊康、 今尾 哲也�

5． 帝京大学メンズヘルス外来における漢方の使用状況�
帝京大学医学部附属病院 泌尿器科学1）、順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学2）�
　○木村 将貴1) 、 野口 尊弘1) 、 芦澤　健1) 、 堀内　明1) 、 古謝 将之1)   �

　平野　央1) 、 子安 洋揮1) 、 寺井 一隆1) 、 斉藤 恵介1) 、 井手 久満1) �

　武藤　智1) 、 辻村　晃2) 、 山口 雷蔵1) 、 堀江 重郎2) 　　　　      

18． LUTSに対する八味地黄丸と牛車腎気丸の効果の比較�
獨協医科大学越谷病院�

○八木　宏、 下村 之人、 鈴木 啓介、 岩端 威之、 定岡 侑子、 小林 知広、 慎　武�
佐藤　両、 西尾 浩二郎、 芦沢 好夫、 新井　学、 宋　成浩、 岡田　弘　　　  

21． 泌尿器科領域における五積散の効果�
女性医療クリニックLUNAグループ・LUNA骨盤底トータルサポートクリニック�
○関口 由紀、 中村 綾子、 二宮 典子、 前田 佳子、 榎本 香織、 藤崎 章子�

17． 蓄尿症状を訴える男性患者に対する牛車腎気丸の治療効果�
原三信病院 泌尿器科�

○野村 博之、 武井 実根雄、 山口 秋人�

一般講演Ⅳ　　　座長：岡村 菊夫 （東名古屋病院）� （16：55～17：50）�

16． 広汎性発達障害患児の遺尿症に対する漢方薬の使用経験�
東邦大学 泌尿器科学講座1）、鶴風会東京小児療育病院 小児神経科2）�

　○鈴木 九里1) 、 伊藤 友梨香1) 、 清水　知1) 、 田中 裕貴1) 、 井本 哉匡1) �
鵜木　勉1) 、 中島 陽太1) 、 中西 雄亮1) 、 田村 公嗣1) 、 田井 俊宏1)　 �
永田 雅人1) 、 山辺 史人1) 、 田中 祝江1) 、 小林 秀行1) 、 永尾 光一1)　 �
中島 耕一1) 、 椎木 俊秀2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

20． 夜間中途覚醒による不眠症に随伴した夜間頻尿に対する理気剤（抑肝散）の効果�
長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科�

○松尾 朋博、 大庭 康司郎、 宮田 康好、 酒井 英樹�

《休　　憩》� （16：15～16：25）�－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－� －・－・－・－・－・－・－�

13． 結石の自排石促進作用に対する猪苓湯の有効性の検討�
原三信病院 泌尿器科�

志賀 健一郎�

14． 脳卒中後の尿閉に対する利水剤（猪苓湯）の有用性�
竹の塚脳神経リハビリテーション病院 リハビリテーション科、脳神経外科�

○宮上 光祐、 岩崎 光芳、 鈴木 康之�
�

15． 妊婦の右疝痛発作に対して漢方薬による疼痛緩和が可能であった1例�
名古屋第一赤十字病院 泌尿器科�

佐野 友康�

（15：30～16：15）�

11． トラニラスト誘発間質性膀胱炎様モデルにおける猪苓湯の薬効評価�
サザンナイトラボラトリーLLP1）、琉球大学医学部附属動物実験施設2）�

琉球大学大学院医学研究科生化学講座3）�
　○菅谷 公男1) 、 西島 さおり1) 、 嘉手川 豪心1) �

安次富 勝博1) 、 上田 智之2) 、 山本 秀幸3)　 

12． ラット骨盤うっ血頻尿モデルを用いた猪苓湯と補中益気湯の作用相違に関する研究�
サザンナイトラボラトリーLLP1）、琉球大学医学部附属動物実験施設2）�

琉球大学大学院医学研究科生化学講座3）�
　○西島 さおり1) 、 菅谷 公男1) 、 嘉手川 豪心1) �

安次富 勝博1) 、 上田 智之2) 、 山本 秀幸3)　 �
�

一般講演Ⅱ　　座長：小川 良雄 （昭和大学）� （13：50～14：35）�

6． エンザルタミドによる全身倦怠感に補中益気湯が奏功した一例�
信州大学医学部附属病院 泌尿器科学教室�

○道面 尚久、 皆川 倫範、 斉藤 徹一、 鈴木 都史郎、 横山　仁、 石川 雅邦�
永井　崇、 平形 志郎、 中沢 昌樹、 小川 輝之、 石塚　修　　　　　　  

1． 原三信病院泌尿器科における漢方処方の実態�
原三信病院 泌尿器科�

○武井 実根雄、 相島 真奈美、 野村 博之、 原　律子、 田中 祥子　　　　�
志賀 健一郎、 古賀 寛史、 宮崎 啓成、 眞　 拓朗、佐藤 暢晃、 村上 知彦�
三好 邦和、 宮崎　薫、 一倉 晴彦、 川原 一朗、 山口 秋人、 内藤 誠二　�

フレイル・サルコペニアの病態と漢方薬の可能性�
� 東京大学医学部附属病院 老年病科�

小川 純人�

（16：25～16：55）�教育講演　　　座長：齋藤 誠一 （琉球大学）�

テーマ：他科から学ぶ泌尿器科頻用処方を活かすコツ�

19． ＬＵＴＳに対する漢方製剤の使用経験�
豊見城中央病院、琉球大学医学部�

齋藤 誠一�

総合討論�

（17：50～18：35）�座長：堀江 重郎 （順天堂大学）�
         天野 俊康 （長野赤十字病院 ）�

ワークショップ�

テーマ：排尿障害に対する漢方治療ー漢方薬のEBMとこれからの展望ー�

一般講演Ⅲ　　座長：岡田　弘 （獨協医科大学越谷病院）�



　総　　会� （14：45 ～14：50）�

《休　　憩》� （14：35 ～14：45）�－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－� －・－・－・－・－・－・－�

特別講演�　    座長：布施 秀樹（白井聖仁会病院）� （14：50～15：30）�

「医心方」に学ぶEDに関する漢方治療�
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 武蔵野徳洲会病院 泌尿器科　小川 由英�
�

1 2 3 4

参加者の皆様へ�

1．本学術集会は、日本泌尿器科学会専門医制度研修 3 単位。�
 新専門医制度におけるiv）学術業績・診療以外の活動実績に算定できる単位�
 教育的企画・学術集会等への参加　国内におけるその他の集会 1 単位�
 が認められています。�

2．参加費として 3,000 円を受付にて徴収させていただきます。�

第33回泌尿器科漢方研究会学術集会�
2016年5月28日（土） コクヨホール（品川）�

テーマ：「 トータルケアを目指す -臨床で活かす漢方薬- 」�

（18：35～18：40）�閉会の辞　　　　　　天野 俊康 （長野赤十字病院）�

　信州大学医学部 泌尿器科学講座�
今村 哲也�

1． 下部尿路障害の漢方薬治療における薬理効果について基礎医学研究からの考察�

広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 泌尿器科�
梶原　充�

2． 泌尿器科領域における漢方薬ーこれまでの軌跡とこれからの展望ー�

7． 前立腺がん治療の有害事象に対する漢方製剤の使用経験�
名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学�

○松尾 かずな、 森　文、 山内 裕士、 山本 晃之、 坂元 史稔�
馬嶋　剛、 石田 昇平、 舟橋 康人、 藤田 高史、 佐々 直人�
松川 宜久、 加藤 真史、 吉野　能、 山本 徳則、 後藤 百万�

8． 疲労倦怠改善を期待し人参養栄湯を投与した進行がんの1例�
順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学�

○青木 裕章、 野間 康央、 知名 俊幸、 北村 香介　�
永田 政義、 磯谷 周治、 和久本 芳彰、 堀江 重郎�

9． 自己免疫賦活作用を期待し十全大補湯を投与した膀胱癌リンパ節転移の1例�
順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学�

○北村 香介、 半田 亞希、 平松 一平、 杉浦 正一郎、 大高 絢子、 金山 麻裕子�
野間 康央、 高畑 創平、 知名 俊幸、 新井 貴博、 青木 裕章、 河野 春奈　　�
高澤 直子、 永田 政義、 磯谷 周治、 和久本 芳彰、 堀江 重郎   　　   　　 

10． 転移性腎癌症例へのスニチニブ治療に伴う口内炎に対する半夏瀉心湯の有用性�
独立行政法人国立病院機構神戸医療センター 泌尿器科�

大岡 均至�

（13：00～13：05）�開会の辞　　　　　　天野 俊康（ 長野赤十字病院 ）�

（13：05～13：50）�一般講演Ⅰ　　座長：吉村 耕治 （静岡県立総合病院）�

2． 漢方治療により頻尿とともに消化器症状や凍瘡も改善した結腸過長症の1例�
さくらの杜診療所、公立刈田綜合病院�

蓮田 精之�

3． 入院高齢患者への抑肝散投与の検討�
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 泌尿器科�

○梶原　充、 森山 浩之�
�

4． 当院における大建中湯の使用経験�
長野赤十字病院 泌尿器科�

○岸蔭 貴裕、 天野 俊康、 今尾 哲也�

5． 帝京大学メンズヘルス外来における漢方の使用状況�
帝京大学医学部附属病院 泌尿器科学1）、順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学2）�
　○木村 将貴1) 、 野口 尊弘1) 、 芦澤　健1) 、 堀内　明1) 、 古謝 将之1)   �

　平野　央1) 、 子安 洋揮1) 、 寺井 一隆1) 、 斉藤 恵介1) 、 井手 久満1) �

　武藤　智1) 、 辻村　晃2) 、 山口 雷蔵1) 、 堀江 重郎2) 　　　　      

18． LUTSに対する八味地黄丸と牛車腎気丸の効果の比較�
獨協医科大学越谷病院�

○八木　宏、 下村 之人、 鈴木 啓介、 岩端 威之、 定岡 侑子、 小林 知広、 慎　武�
佐藤　両、 西尾 浩二郎、 芦沢 好夫、 新井　学、 宋　成浩、 岡田　弘　　　  

21． 泌尿器科領域における五積散の効果�
女性医療クリニックLUNAグループ・LUNA骨盤底トータルサポートクリニック�
○関口 由紀、 中村 綾子、 二宮 典子、 前田 佳子、 榎本 香織、 藤崎 章子�

17． 蓄尿症状を訴える男性患者に対する牛車腎気丸の治療効果�
原三信病院 泌尿器科�

○野村 博之、 武井 実根雄、 山口 秋人�

一般講演Ⅳ　　　座長：岡村 菊夫 （東名古屋病院）� （16：55～17：50）�

16． 広汎性発達障害患児の遺尿症に対する漢方薬の使用経験�
東邦大学 泌尿器科学講座1）、鶴風会東京小児療育病院 小児神経科2）�

　○鈴木 九里1) 、 伊藤 友梨香1) 、 清水　知1) 、 田中 裕貴1) 、 井本 哉匡1) �
鵜木　勉1) 、 中島 陽太1) 、 中西 雄亮1) 、 田村 公嗣1) 、 田井 俊宏1)　 �
永田 雅人1) 、 山辺 史人1) 、 田中 祝江1) 、 小林 秀行1) 、 永尾 光一1)　 �
中島 耕一1) 、 椎木 俊秀2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

20． 夜間中途覚醒による不眠症に随伴した夜間頻尿に対する理気剤（抑肝散）の効果�
長崎大学病院 泌尿器科・腎移植外科�

○松尾 朋博、 大庭 康司郎、 宮田 康好、 酒井 英樹�

《休　　憩》� （16：15～16：25）�－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－� －・－・－・－・－・－・－�

13． 結石の自排石促進作用に対する猪苓湯の有効性の検討�
原三信病院 泌尿器科�

志賀 健一郎�

14． 脳卒中後の尿閉に対する利水剤（猪苓湯）の有用性�
竹の塚脳神経リハビリテーション病院 リハビリテーション科、脳神経外科�

○宮上 光祐、 岩崎 光芳、 鈴木 康之�
�

15． 妊婦の右疝痛発作に対して漢方薬による疼痛緩和が可能であった1例�
名古屋第一赤十字病院 泌尿器科�

佐野 友康�

（15：30～16：15）�

11． トラニラスト誘発間質性膀胱炎様モデルにおける猪苓湯の薬効評価�
サザンナイトラボラトリーLLP1）、琉球大学医学部附属動物実験施設2）�

琉球大学大学院医学研究科生化学講座3）�
　○菅谷 公男1) 、 西島 さおり1) 、 嘉手川 豪心1) �

安次富 勝博1) 、 上田 智之2) 、 山本 秀幸3)　 

12． ラット骨盤うっ血頻尿モデルを用いた猪苓湯と補中益気湯の作用相違に関する研究�
サザンナイトラボラトリーLLP1）、琉球大学医学部附属動物実験施設2）�

琉球大学大学院医学研究科生化学講座3）�
　○西島 さおり1) 、 菅谷 公男1) 、 嘉手川 豪心1) �

安次富 勝博1) 、 上田 智之2) 、 山本 秀幸3)　 �
�

一般講演Ⅱ　　座長：小川 良雄 （昭和大学）� （13：50～14：35）�

6． エンザルタミドによる全身倦怠感に補中益気湯が奏功した一例�
信州大学医学部附属病院 泌尿器科学教室�

○道面 尚久、 皆川 倫範、 斉藤 徹一、 鈴木 都史郎、 横山　仁、 石川 雅邦�
永井　崇、 平形 志郎、 中沢 昌樹、 小川 輝之、 石塚　修　　　　　　  

1． 原三信病院泌尿器科における漢方処方の実態�
原三信病院 泌尿器科�

○武井 実根雄、 相島 真奈美、 野村 博之、 原　律子、 田中 祥子　　　　�
志賀 健一郎、 古賀 寛史、 宮崎 啓成、 眞　 拓朗、佐藤 暢晃、 村上 知彦�
三好 邦和、 宮崎　薫、 一倉 晴彦、 川原 一朗、 山口 秋人、 内藤 誠二　�

フレイル・サルコペニアの病態と漢方薬の可能性�
� 東京大学医学部附属病院 老年病科�

小川 純人�

（16：25～16：55）�教育講演　　　座長：齋藤 誠一 （琉球大学）�

テーマ：他科から学ぶ泌尿器科頻用処方を活かすコツ�

19． ＬＵＴＳに対する漢方製剤の使用経験�
豊見城中央病院、琉球大学医学部�

齋藤 誠一�

総合討論�

（17：50～18：35）�座長：堀江 重郎 （順天堂大学）�
         天野 俊康 （長野赤十字病院 ）�

ワークショップ�

テーマ：排尿障害に対する漢方治療ー漢方薬のEBMとこれからの展望ー�

一般講演Ⅲ　　座長：西澤　理 （北アルプス医療センターあづみ病院）�






