
共催：泌尿器科漢方研究会／株式会社ツムラ

第38回

泌尿器科漢方研究会学術集会

「漢方治療の温故知新」～東西医学の融合～
プログラム

日　時 ： 2022年6月4日（土） 13：00～18：00

会　場 ： アクロス福岡　イベントホール

会　長 ： 武井 実根雄（原三信病院）

オンデマンド配信
（一般講演・優秀演題ノミネート講演）
2022年6月13日（月）～7月11日（月）

ハイブリッド開催



【ご　案　内】
開催形式・会期
本学術集会はハイブリッド形式（現地開催＋LIVE配信＋オンデマンド配信）で開催いたします。

各プログラムの配信形式は下表のとおりです。

参加受付・登録
本学術集会に参加されます方は、泌尿器科漢方研究会ホームページよりオンライン参加登録をお願いいたします。

当日、会場内での参加登録も可能ですが、感染防止の観点から受付の混雑や現金受け渡しをできるだけ避ける

ため、事前参加登録をお願いしております。

参加費
◆会員：5,000円（年会費3,000円、参加費2,000円）　◆名誉会員：2,000円（参加費）　◆非会員：7,000円（参加費・税込）　◆学部生：無料

参加登録方法
①オンライン参加登録　◆参加登録期間： 4月20日(水)～6月4日(土)　※コンビニ決済の場合、5月30日(月)までの登録・入金

　　　　　　　　　　　 ◆参加登録方法： 研究会ホームページからのオンライン参加登録      

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

　　　　　　　　　　　 ◆お支払い方法： クレジットカード決済：一括払い（VISA／MasterCard）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンビニ決済

　参加登録後の取り消しは、お受けいたしかねます。お支払いいただいた参加費は理由の如何に関わらず返金いたしませんので、二重登

　録にご注意ください。領収書・参加証は、マイページからダウンロードしていただきたく存じます。

　※ 領収書・参加証は、ダウンロード後、大切に保管していただきますようお願いいたします。

　ご登録の際、「現地参加」または「Web参加」をご選択いただきます。宿泊等のご相談は担当のツムラMRへお問合せください。

②当日の現地参加受付　◆受付時間：6月4日(土)12:00～17:00　　◆受付場所：アクロス福岡　B2F　イベントホール

　　　　　　　　　　　 ※原則は会期前のオンライン参加登録でお願いいたします。

現地でご参加いただく方へ
現地参加用ネームカードは当日会場受付でお渡しいたします。

Webでご参加いただく方へ（LIVE配信・オンデマンド配信）
研究会ホームページ内「Web開催特設サイト」より、Web視聴用ユーザー名・パスワードでログインし、プログラムを視聴してください。

Web視聴用ユーザー名・パスワードは、お支払い完了後に下記よりご確認ください。

◆オンライン参加登録完了のお知らせメール　　◆オンライン参加登録システム　マイページ「HOME」画面

単位申請に関して
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

座長の皆様へ
担当セッション開始10分前までに、会場内の次座長席に必ずお着きください。Webよりご登壇の先生には別途、リモート登壇方法に

ついてお知らせいたします。

演者の皆様へ
《発表時間》

1 一般講演：口演6分 質疑2分

研究会
ホームページ

セッション

特別講演
ワークショップ

現地開催・LIVE配信
2022年6月4日(土)

オンデマンド配信
2022年6月13日(月)～7月11日(月)

現地・LIVE配信の収録映像
一般講演
優秀演題賞ノミネート講演

○

○

×

○



2 特別講演：口演30分（質疑含む）×2演題

3 ワークショップ：口演15分（質疑含む）×3演題

《発表方法》

◆ご発表はパワーポイントによるデジタルプレゼンテーション（パソコン発表）にてお願いいたします。

【現地でのご発表の場合】

各発表セッション開始の30分前までに『PC受付（アクロス福岡イベントホール前ロビー）』にて受付および動作確認を行ってください。

【Webでのご発表の場合】

講演部分はパワーポイントに事前に音声を収録して5月27日（金）までにご提出をお願いいたます。ご提出方法につきましては、後日、

ご案内いたします。ご発表時はリモートにて出演頂き、質疑応答をお願いいたします。

《発表データ》

USBメモリをお持ち込みの方への注意事項

①アプリケーションは、以下のものをご使用ください。

　Windows版PowerPoint 2010/2013/ Microsoft365 2019（2016）/

②動画ファイルをご使用の方、Macintoshをご使用の方はPCをお持ち込みください。

③フォントはOS標準のもののみご使用ください。

④発表者ツール（演台モニターにスピーチ原稿を映す）は使用できません。紙に出力し、お持ち込みください。

ノートPCをお持ち込みの方への注意事項

①バックアップとして、必ずメディア（USBメモリ）もご持参ください。

②画面の解像度は、HD（16：9）が推奨です。（XGA  1,024×768  4：3）も使用可能です。

③PC受付にて映像の出力チェック後、発表者ご自身で会場内のオペレーター席へ発表の30分前までにお持ちください。

　※PCの機種やOSによって、出力設定方法が異なります。

④プロジェクターとの接続ケーブルの端子は、HDMIまたはミニDsub-15ピンです。PCによっては専用のコネクタが必要となりますの

　で、必ずお持ちください。

　※特に最近の小型PCは、別途付属コネクタが必要な場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

⑤スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。

⑥コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください。

　※内蔵バッテリー駆動ですと、ご発表中に映像が切れる恐れがあります。

PC操作のご案内

現地発表の方は画面の操作はご自身で行っていただきます。演台には発表者用のモニター、キーボード,マウスがセットされています。

PC受付にて担当者が操作方法を説明します。

Web発表の方は事前提出頂いた講演資料をオペレーターが映写いたします。

参加・視聴に関する注意事項
第38回泌尿器科漢方研究会学術集会における講演（以下「本講演」）の参加・視聴にあたり、以下の注意をご確認いただきますようお願い

申し上げます。

1本講演の内容を無断で複写・複製・編集・録画・録音・転用（本講演のスクリーンショット・写真撮影･ダウンロード・他のサイトへのアップ

　ロードを含む）など著作権、肖像権の侵害、および不当な権利侵害を行わないこと

2ログインIDやパスワードを他者に知らせたり、共有することのないよう管理すること

□新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ご協力のお願い
●以下に該当する方はご入場いただけませんので、ご来場をお控えください。
137.5度以上の熱や咳、のどの痛みなどの症状がある方や全身倦怠感など体調がすぐれない方。
2新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がある方または、過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間

　　を必要とされている国・地域への訪問歴及び該当在住者との濃厚接触がある方。
●以下、来場時のご協力をお願いします。
1館内では常時、マスクの着用をお願いします。ただし、ご登壇時は、聴講の皆さまが発表を聞きやすくするために、マスクを外してい

　　ただいて差し支えございません。マスク着用下でのご登壇をご希望の場合は、着用いただいて構いません。
2会期中、体調がすぐれない方は、必ず第38回泌尿器科漢方研究会学術集会運営事務局までご連絡ください。
3ロビーで飲食をされる場合、会話はお控えいただき、会話をされる際にはマスクを着用してください。
4館内設置の消毒液や、手洗いなどこまめな手指の消毒をお願いします。



第38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

13：45 

14：25 

15：05

15：15

15：25 

15：55

16：40

16：50

開会の辞

表彰＆閉会の辞

一般講演Ⅰ 〈40分〉
《5演題》

（6分口演 ・ 2分質疑）  

一般講演Ⅱ 〈40分〉
《5演題》

（6分口演 ・ 2分質疑）  

一般講演Ⅲ 〈40分〉
《5演題》

（6分口演 ・ 2分質疑）  

17：25

17：55

18：00

特別講演Ⅰ 〈30分〉
（質疑含む）

ワークショップ 〈45分〉
《3演題》

（10分口演・5分質疑）

優秀演題賞ノミネート講演 〈35分〉
《4演題》

（6分口演・2分質疑）

特別講演Ⅱ〈30分〉
（質疑含む）

休  憩

休憩 〈10分〉

総  会



２０２2年6月4日（土） 

第38回 泌尿器科漢方研究会学術集会 プログラム

武井 実根雄（原三信病院）

テーマ「『漢方治療の温故知新』～東西医学の融合～」

開会の辞　（13：00～13：05）

座　長：吉村　耕治（静岡県立総合病院）

相島 真奈美、武井 実根雄、一倉　祥子、横溝　晃
原三信病院　泌尿器科

1 特発性腎出血や放射線性膀胱炎による肉眼的血尿に漢方薬が奏功した5例の使用経験

大岡　均至 1)、千福　貞博 2)、三谷　和男 3)、秋葉　哲生 4)

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)

三谷ファミリークリニック3)、あきば伝統医学クリニック4)

2 女性閉経後急性膀胱炎症状に対する清心蓮子飲の抗菌薬投与期間短縮効果について

一般講演 Ⅰ  （13：05～13：４5）

友田　岳志 1)、佐保田 珠弥 1)、渡邊　岳志 1) 2)

医療法人社団　メディカフレンズゆう　湘南台　腎泌尿器・漢方クリニック1)

なかいファミリークリニック2)

3 貧血症を呈した、薬剤性誘発による出血性膀胱炎に対し、
　  漢方薬の加味法が奏功した例およびその類似疾患についての報告

大矢　和宏
関東中央病院

4 難治性膀胱出血患者の血尿に対する漢方薬の使用経験

清水　一希、玉田　聡、松岡　悠大、呉　偉俊、大町　哲史
ベルランド総合病院泌尿器科

5 放射線性膀胱炎などによる血尿に対する漢方薬の効果



座　長：松本　成史（旭川医科大学）

黒川 慎一郎 1) 4)、薬師寺 和昭 4)、坂田　雅弘 4)、沈　龍佑 4)、亀尾　順子 4)

駒井　幹 4)、清川　千枝 4)、八木　実 4)、田中　英裕 1)、中川　剛 2)、末藤　大明 3)

惠紙　英昭 4)

熊本セントラル病院泌尿器科1)　中川ごうクリニック2)　　九州国際重粒子線がん治療センター3)

久留米大学医療センター　先進漢方治療センター4)

6 前立腺癌患者に対する重粒子線治療後の尿路の晩期有害事象に対する
　 漢方薬の使用経験

関口　由紀、中村　綾子、槍沢 ゆかり、藤崎　章子、金子　容子、永井　美江、中村　仁美
女性医療クリニック LUNA　ネクストステージ　女性医療クリニック LUNA 横浜元町

8 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　２

松本　裕子 1)、寺野　友美 2)、山岡傳一郎 2)

グッドライフ病院泌尿器科1)、愛媛県立中央病院漢方内科2)

7 頸部痛、のぼせ、動悸、呼吸困難、抑うつを主訴に来院した LOH症候群に対し、
東西医療をあわせて奏功した一症例

一般講演 Ⅱ  （13：45～14：25）

座　長：井手　久満（獨協医科大学埼玉医療センター）

靍　崇光 1)2)、水島　和彦 1)、黒澤　誠 1)、呉　彰眞 1)、上阪　裕香 1)、野﨑　大司 1)

白井　雅人 1)、辻村　晃 1)、堀江　重郎 2)

順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科1)、 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学2)

11 漢方製剤によって排尿症状が改善した3例

一般講演 Ⅲ  （14：25～15：05）

中嶋　正和、硲　達也、太田　秀人、樋上　健介、山田　祐也、玉置　雅弘、伊藤　哲之
日本赤十字社和歌山医療センター泌尿器科

9 西洋医学的標準治療抵抗性の慢性前立腺炎の1例

梁　英敏、重村　克巳、中野　雄造、藤沢　正人
神戸大学医学部附属病院　腎泌尿器科分野

10 竜胆瀉肝湯が難治性慢性前立腺炎症状に奏功した一例

二宮　典子
NINOMIYA LADIES CLINIC

12 高齢女性の夜間頻尿に対する漢方治療の経験



相島 真奈美、武井 実根雄、一倉　祥子、横溝　晃
原三信病院　泌尿器科

1 体幹の冷えが強い間質性膀胱炎症例で「常にある尿意」の
　  コントロールに難渋した経験

堀　淳一
旭川医科大学　腎泌尿器外科

2 両側鼠径部及び心窩部違和感を伴う排尿障害に漢方治療で難渋している1例

福間　裕二
日高病院　泌尿器科

3 小脳梗塞後、原因不明の尿道引きつれ感において漢方治療の難しさを感じた１例

岩本　崇史 1) 2)、鳥本　一匡 1)、後藤　大輔 1)、常田　洋平 3)、小林　亮平 3)

青木　勝也 1)、藤本　清秀 1)

奈良県立医科大学　泌尿器科1)、大和郡山病院　泌尿器科2)、株式会社ツムラ　漢方研究開発本部3)

13 Dahl 食塩感受性ラットを用いた夜間多尿モデルにおける猪苓湯の作用

小松　歩
小松泌尿器科

14 残尿を伴った女性下部尿路症状に対し、猪苓湯を使用した23例の検討

髙橋　敦、桧山　佳樹、太刀川 公人、中山　奨、山名　杏沙、高木　良雄
函館五稜郭病院泌尿器科

15 原因不明の尿道痛に対して漢方治療が奏功した1例

座　長：大岡　均至（神戸医療センター）

総  会  （15：15～15：25）

休  憩  （15：05～15：15）

ワークショップ （15：55～16：40 ）

QOL改善に役立つ漢方薬
貝沼　茂三郎

座長：石塚　修

富山大学附属病院 和漢診療科

（ 信州大学 ）
  （15：25 ～ 15：55）特別講演Ⅰ

◆テーマ◆
『次の一手を考える』



田中　俊明 1) 2)、鰐渕　敦 1) 2)、前鼻　健志 1) 2)、京田　有樹 1) 2)、橋本　浩平 1) 2)

小林　皇 1) 2)、舛森　直哉 1)

札幌医科大学泌尿器科1)    八雲総合病院泌尿器科2)

1 非常勤出張医による泌尿器科外来での漢方薬処方の実際

天野　俊康、高澤　拓哉、雫田　繕雅、今尾　哲也
長野赤十字病院泌尿器科

2 男性更年期・LOH症候群診療における「証」からみた患者背景

土肥 洋一郎、可児　尚弥、本田　智子、原田　怜、松岡　祐貴、加藤　琢磨、岡添　誉
田岡 利宜也、常森　寛行、上田　修史、杉元　幹史

香川大学泌尿器科

3 泌尿器科がんにおけるがん関連疲労の有病率・重症度を調べる横断的研究
     ―漢方の可能性を探る―

大岡　均至 1)、千福　貞博 2)、三谷　和男 3)、秋葉　哲生 4)

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)

三谷ファミリークリニック3)、 あきば伝統医学クリニック4)

4 ハンナ型間質性膀胱炎症例に対する術後維持療法としての
     清心蓮子飲の有用性について

座　長：関口　由紀（女性医療クリニック LUNAネクストステージ）

休  憩  （16：40～16：50）

優秀演題賞ノミネート講演  （16：50～17：25）

堀江　重郎（順天堂大学 ）

表彰＆閉会の辞 （17：55～18：00 ）

泌尿器科領域の痛みの漢方治療

平田　道彦

座長：堀江　重郎

平田ペインクリニック

（ 順天堂大学 ）

  （17：25～17：55）特別講演Ⅱ



◆MEMO



泌尿器科漢方研究会幹事会

会場案内図

第38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　梶原  充　    （県立広島病院）
幹　　事　斎藤  誠一    （琉球大学）
幹　　事　杉元  幹史    （香川大学）
幹　　事　上仁  数義    （滋賀医科大学）
幹　　事　関口  由紀    （女性医療クリニック LUNA ネクストステージ）
幹　　事　武井  実根雄  （原三信病院）
幹　　事　玉田  聡　　  （ベルランド総合病院）　
幹　　事　深貝  隆志　  （昭和大学）　
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）

【アクセス】

●福岡空港から天神まで地下鉄空港線で11分

●JR博多駅から天神まで地下鉄空港線で5分

●西鉄福岡天神駅から徒歩10分

●地下鉄空港線天神駅から徒歩5分(16番出口直結)

●地下鉄七隈線天神南駅から徒歩7分(5番出口)

●バス停アクロス福岡・水鏡天満宮前から徒歩0分

天神4丁目から徒歩3分

天神中央郵便局前から徒歩5分       
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