
第37回

泌尿器科漢方研究会学術集会

「Evidence-based Kampo」
プログラム

日　時 ： 2021年5月29日（土） 13：00～16：35

会　長 ： 岡田　弘（獨協医科大学埼玉医療センター）

本研究会学術集会は、『オンライン形式(LIVE配信)』にて
開催することとなりました。
ウェブによるセッション参加の良さを生かした
新しい形式の研究会となることを目指しております。

【完全Web開催】

共催：泌尿器科漢方研究会／株式会社ツムラ



開催形式

完全Web開催

LIVE講演 ： 特別講演Ⅰ・Ⅱ、ワークショップ、優秀演題賞ノミネート講演

事前収録 ： 一般講演Ⅰ・Ⅱ（後日研究会ホームページ上でのオンデマンド配信を予定しております。）

参加受付・登録

【参 加 登 録 】 研究会ホームページにて実施致します。

　　　　　　  （登録開始は4月下旬頃を予定）

　　　　　　  ホームページ（URL・二次元バーコード）：

　　　　　　  https://hinyouki-kampo.net/gakujutsu/

【視 聴 方 法 】 ステップ①≪参加登録≫

　　　　　　  　　　　　研究会ホームページの登録用バナーを選択し、必要事項をご記入ください。

　　　　　　  ステップ②≪会費支払い≫

　　　　　　  　　　　　ご登録のメールアドレスに決済用URLが届き、カード決済のお手続きができます。

　　　　　　  ステップ③≪視　聴≫

　　　　　　  　　　　　カード決済の完了後に、ご登録のメールアドレスへ視聴用URLが届きます。

【参加費・会費】　会　員：5,000円（年会費3,000円、参加費2,000円）

　　　　　　 非会員：7,000円（参加費）

　　　　　　 学部生：無料

単位申請に関して

本学術集会は、

1日本泌尿器科学会専門医制度研修3単位

2新専門医制度における　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

＊発行された参加証を専門医認定更新申請時に添付してください。自動登録はされません。

演者の先生方へ

発表はすべて口演形式です。

《発表時間》

1一　般　講　演　　 　　 ：発表7分    （質疑なし）

2優秀演題賞ノミネート講演 ：発表7分 質疑3分

3ワークショップ　　 　 ：発表１0分　全体討論会１５分

4特　別　講　演Ⅰ　　 　 ：口演30分 （質疑含む）

5特　別　講　演Ⅱ　　 　 ：口演30分 （質疑含む）

【ご　案　内】
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第37回泌尿器科漢方研究会学術集会
タイムスケジュール

13：00

13：05

13：40

14：10

14：15

14：20

16：35

開会の辞

優秀演題賞発表　閉会の辞

一般講演Ⅰ 〈28分〉
《4演題》
（7分口演）

一般講演Ⅱ〈35分〉
《5演題》
（7分口演）

15：00

15：10

15：55

16：25

特別講演Ⅰ 〈30分〉

特別講演Ⅱ 〈30分〉

ワークショップ 〈45分〉
《3演題》

（10分口演・討論会15分）

優秀演題賞ノミネート講演 〈40分〉
《4演題》

（7分口演＋3分質疑）

休憩 〈5分〉

休憩 〈10分〉

総会 〈5分〉



２０２１年５月２９日（土） Web開催

第37回 泌尿器科漢方研究会学術集会 プログラム

岡田　弘（獨協医科大学埼玉医療センター）

テーマ「Evidence-based Kampo」

開会の辞　（13：00～13：05）

座　長：上仁  数義（滋賀医科大学）

計屋  知彰、河田     賢、郷野 すずな、佐川     遼、正戸  正人、近藤     翼
湯野     努、志田  洋平、木原  敏晴、宮田  康好、酒井  英樹

長崎大学医歯薬学総合研究科　泌尿器科学
1 放射線性膀胱炎に伴う血尿に対し漢方薬が有効であった３例

大矢  和宏
関東中央病院

2 難治性膀胱出血患者の血尿に対する漢方薬の使用経験

一般講演 Ⅰ  （13：05～13：４0）

大岡  均至 1)、千福  貞博 2)

独立行政法人　国立病院機構　神戸医療センター　泌尿器科1)、センプククリニック2)

3 担癌症例などに用いる補中益気湯に関する緩和ケアチーム医師の理解度について

重村  克巳、梁     英敏、前田  光毅、中野  雄造、藤澤  正人
神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

4 泌尿器科領域の感染症患者における補中益気湯の使用状況



林     知行 1)、吉田  健志 1) 2)

座　長：岡村  菊夫（東名古屋病院）

社会医療法人若弘会　若草第一病院　泌尿器科1)、社会医療法人健生会　土車病院　総合診療科2)

5 難治性の頻尿に対して漢方薬が有効であった1例

福間  裕二
日高病院泌尿器科

6 腎部分切除術後の尿瘻患者の諸症状に対して、黄耆建中湯合当帰芍薬散を
 　使用した1例

上仁  数義、森     友莉、中川  翔太、小林  憲市、河内  明宏
滋賀医科大学　泌尿器科

8 小児下部尿路機能障害における漢方薬の役割

青木  九里 1) 2)、田中  裕貴 1)

東京品川病院　泌尿器科1)、東京小児療育病院泌尿器科2)

7 広範性発達障害児における尿失禁に対し漢方を使用した２例

一般講演 Ⅱ  （13：05～13：40）

加藤  琢磨、小橋口 佳な、三浦  高慶、土肥 洋一郎、松岡  裕貴、宮内  康行
田岡 利宜也、常森  寛行、上田  修史、杉元  幹史、筧　  善行

香川大学医学部附属病院　泌尿器・副腎・腎移植外科

9 膀胱全摘・回腸利用尿路変向術施行例における周術期イレウス発症に対する
    漢方薬の有効性の検討

休  憩  （14：10～14：15）

泌尿器科診療に役立つ漢方薬
小川　恵子

座長：岡田　弘

広島大学病院　総合内科・総合診療科　漢方診療センター

（ 獨協医科大学埼玉医療センター ）

  （13：40 ～ 14：10）特別講演Ⅰ



関口  由紀 1)、中村  綾子 1)、槍沢 ゆかり 2)、藤崎  章子 1)

金子  容子 2)、永井  美江 2)、中村  仁美 1)、二宮  典子 3)

女性医療クリニックＬＵＮＡネクストステージ1)、女性医療クリニック LUNA 横浜元町2)

女性医療クリニック LUNA 心斎橋3)

11 GSM(Genitourinary Syndrome of Menopause)
     ～閉経関連尿路生殖器症候群～患者の舌診に関する検討

八木  静男
八木クリニック

10 慢性前立腺炎／慢性骨盤内疼痛症候群（CP/CPPS) に対する漢方薬の有用性

玉田     聡
ベルランド総合病院

13 放射線性出血性膀胱炎に伴う血尿に対する漢方薬の効果

寺井  一隆 1)、宮川     康 2)、辻村     晃 3)、岡田     弘 4)、堀江  重郎 5)

杉山産婦人科新宿1)、住友病院泌尿器科2)、順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科3)

獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科4)、順天堂大学 泌尿器外科5)

12 不妊症における漢方薬の有効性について

座　長：武井 実根雄（原三信病院）

総  会  （14：15～14：20）

優秀演題賞ノミネート講演  （14：20～15：00）

休  憩  （15：00～15：10 ）



大岡  均至 1)、千福  貞博 2)

独立行政法人　国立病院機構　神戸医療センター　泌尿器科1)、センプククリニック2)

1 転移を有する前立腺癌フレイル症例に対する漢方薬の効果
     －全身状態、排尿状態ならびに生活満足度を評価として－

玉城  光由、大城  琢磨
那覇市立病院　泌尿器外科

2 泌尿器科領域における薬物副作用に対しての補中益気湯の効果
   （抗癌剤、新規ホルモン製剤に対して）

重原  一慶、加藤  佑樹、中嶋  一史、飯島  将司、川口  昌平
野原  隆弘、泉     浩二、角野  佳史、溝上     敦

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　泌尿器科

3 前立腺癌に対する内分泌療法に伴う更年期様症状（のぼせ）に対する
     TJ-25 桂枝茯苓丸の有効性と安全性の検討

座　長：筧　 善行（香川大学）

ワークショップ 「がん」 （15：10～15：55 ）

堀江  重郎（順天堂大学 ）

表彰＆閉会の辞 （16：25～16：35 ）

最大限の効果を引き出す漢方治療

渡辺  賢治

座長：堀江  重郎

慶應義塾大学医学部　漢方医学センター

（ 順天堂大学 ）  （15：55～16：25）特別講演Ⅱ



泌尿器科漢方研究会幹事会

第37回泌尿器科漢方研究会学術集会事務局
〒107-8521　東京都港区赤坂2丁目17番11号
株式会社 ツムラ　学術企画部内

お問い合わせ先
E-mail: hinyouki@mail.tsumura.co.jp
TEL（ツムラお客様相談窓口）:0120-329-970　（対応時間9：00－17：30　平日のみ）
お問い合わせは、できる限りメールでご連絡いただきたく、ご協力のほど
何卒宜しくお願い申し上げます。

代 表 幹 事　　　堀江　 重郎　　（順天堂大学）
常 任 幹 事　　　天野　 俊康　　（長野赤十字病院）
常 任 幹 事　　　石塚　　 修　　（信州大学）
幹事・監事　　　大岡　 均至　　（神戸医療センター）
幹　　　事　　　井手　 久満　　（獨協医科大学埼玉医療センター）
幹　　　事　　　井上　 貴博　　（三重大学）
幹　　　事　　　岡田　　 弘　　（獨協医科大学埼玉医療センター）
幹　　　事　　　梶原　　 充　　（県立広島病院）
幹　　　事　　　斎藤　 誠一　　（琉球大学）
幹　　　事　　　上仁　 数義　　（滋賀医科大学）
幹　　　事　　　杉元　 幹史　　（香川大学）
幹　　　事　　　関口　 由紀　　（女性医療クリニック LUNA グループ）
幹　　　事　　　武井 実根雄　　（原三信病院）
幹　　　事　　　松本　 成史　　（旭川医科大学）
幹　　　事　　　吉村　 耕治　　（静岡県立総合病院）

（五十音順、敬称略）

参加登録・WEB視聴について
＊研究会の参加登録は、研究会ホームページにて実施致します。（登録開始は４月下旬頃を予定）

＊WEBでのご視聴方法は、参加登録頂き、クレジット決済完了後に自動返送される、
　メール本文のURLからのご視聴となります。

ホームページ（URL・二次元バーコード）

https://hinyouki-kampo.net/gakujutsu/
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