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第 629 回日本泌尿器科学会東京地方会 
 

会 長 校  日本医科大学 

会  長  近藤 幸尋 

日  時  2019 年 2 月 21 日（木）15:00～18:25 

会  場  御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター 1 階『Room C』
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-6  御茶ノ水ソラシティ 

TEL 03-6206-4855 

 

 

 

【参加者へのご案内】 
 

● 単位登録をご希望の方は必ず会員カードをお持ちの上、受付までお越し下さい。 

 

［日本泌尿器科学会 会員カードをお持ちでない方］ 

参加証の原本をご自身の専門医(初回・更新)認定申請時期まで保管し、申請をして頂く

ことになりました。 

当日、受付にて配布致します参加証をなくさないように大切に保管下さい。 

また必ず公的機関発行の身分証明書(免許証・パスポート等の顔写真が掲載されたもの)

をご持参下さい。 

 

［発表者・共同演者の方］ 

受付では参加単位登録のみとなります。発表者及び共同演者に加算される単位登録申請

は、各自で手続きをお願い致します。 

 

［会員カードを紛失等により再発行をご希望の方・単位登録に関する質問」 

(社)日本泌尿器学会へお問合せ下さい。 

TEL：03-3814-7921 

 

● も優秀な演題に対し、ベストプレゼンテーション賞を授与致します。 

発表時間は症例報告：5分です。時間超過はベストプレゼンテーション賞の対象外と 

なりますので発表時間の厳守をお願い致します。 

 

● 日本泌尿器科学会東京地方会のホームページを再開致しました。 

(http://www.urotokyo.jp) 

プログラム発送前にホームページからプログラムをダウンロードできます。 

是非ご活用下さい。 
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■講演時間   症例報告：発表 5分 質疑応答 2分 

イブニングセミナー：60 分(質疑含む) 

発表者は筆頭記載者 

(発表時間の厳守をお願いいたします) 

 

＜総会＞ 15：00～15：05 

＜臨床症例１＞ 15：05～15：50 座長 金谷 淳志（帝京大学） 

                 コメンテーター 村上 雅哉（東京慈恵会医科大学） 

（1）緊急手術を要した原発性アルドステロン症の 1例 

順天堂大学 黒澤  誠  家田 健史  小林 拓郎  小笠 大起 

 三好 悠斗  福田 和泰  芦沢  健  子安 洋輝 

 野間 康央  知名 俊幸  北村 香介  河野 春奈 

 日野安見子  永田 政義  磯谷 周治  和久本芳彰 

 武藤  智  堀江 重郎 

市ヶ谷ひもろぎクリニック 土井 直人 

37 歳女性。血清 K1.4mmol/L・右副腎腫瘤の診断で 2018 年 9 月 21 日に当科コンサルト。治

療抵抗性の低カリウム血症を伴う原発性アルドステロン症の診断となり 9月 29 日、腹腔鏡

下右副腎摘除術施行となった。 

 

（2）術中嚢胞液の穿刺吸引によって著明な血圧低下をきたした巨大褐色細胞腫の 1例 

杏林大学 鮫島 未央  田口  慧  宮川 昌悟  松本 龍貴 

 大村 章太  二宮 直紀  中村  雄  山口  剛 

 金城 真実  多武保光宏  桶川 隆嗣  福原  浩 

同 消化器・一般外科 木庭 露葉  松木 亮太  阪本 良弘 

同 麻酔科 神保 一平  本保  晃 

同 第三内科 津村 哲郎 

同 病理部 下山田博明  柴原 純二 

褐色細胞腫はカテコラミン過剰分泌により様々な致死的合併症を起こすため、周術期管理

に注意を要する。今回我々は、術中嚢胞液の穿刺吸引により著明な血圧低下を来した巨大

褐色細胞腫の 1例を経験したので報告する。 

 

（3）褐色細胞腫とパラガングリオーマが同時発生した 2例 

千葉大学 細谷奈津希  川村 幸治  加藤 繭子  井上 裕司 

 菅原  翔  新井 隆之  坂本 信一  小宮  顕 

 市川 智彦 

両側褐色細胞腫とパラガングリオーマが同時発生した稀な 2 例経験したので報告する。両

側副腎、膀胱頂部に発生した 68 歳女性、両側副腎と肝門部に発生した 42 歳男性に対しい

ずれも一期的に摘除を行った。 
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（4）後腹膜腫瘍として再発を認めた solitary fibrous tumor の 1 例 

東邦大学医療センター大森病院 安斉 基之  星野 織江  川島れい美  稲毛 達朗 

 田中 裕貴  伊藤友梨香  中島 陽太  青木  洋 

 田村 公嗣  笠原 瑞希  山辺 史人  鈴木 九里 

 小林 秀行  中島 耕一  永尾 光一 

同 病理診断科 密田 亜希  澁谷 和俊 

2018 年某月肺炎の精査で偶発的に右後腹膜に 75mm 大の腫瘤を指摘。摘出術施行し 2006 年

に切除された肝原発 solitary fibrous tumor の再発の診断となった。 

 

（5）同時発生をみた左腎細胞癌、尿路上皮癌(左腎盂、膀胱)の 1例 

公益財団法人東京都保健医療公社豊島病院 

 大水 円夏  山本慎一郎  吉川 哲夫 

同 検査科 秋田 英貴  鄭  子文 

ノガキクリニック 野垣 譲二 

64 歳男性、肉眼的血尿で受診。腎細胞癌、尿路上皮癌(左腎盂、膀胱)に対して手術を行っ

たが、術後約 2 年で多臓器転移を来して死亡。剖検により病態が解明された 1 例を経験し

た。 

 

（6）嚢胞状腎癌と鑑別が困難であった Mixed epithelial and stromal tumor の一例 

東京医科歯科大学 戸出 真宏  安田 庸輔  金子 香澄  田邉 健児 

 福田 翔平  福島 啓司  森山 真吾  上原  翔 

 木島 敏樹  吉田宗一郎  横山みなと  石岡淳一郎 

 松岡  陽  齋藤 一隆  藤井 靖久 

同 病理部 明石  巧 

46 歳女性。健診の超音波で 17cm 大の左腎腫瘍を指摘され当院紹介となった。嚢胞状腎癌

の診断で経腹的根治的左腎摘除を施行した。病理結果は Mixed epithelial and stromal 

tumor であった。 

 

 

＜臨床症例２＞ 15：50～16：25 座長 山口  剛（杏林大学） 

                 コメンテーター 中神 義弘（東京医科大学） 

（7）腎血管肉腫自然破裂の 1例 

日本医科大学 上田 貴之  木村  剛  佐野 雅之  柴崎 幹生 

 長谷川裕也  天河  亮  三神  晃  大林康太郎 

 赤塚  純  遠藤 勇気  武田 隼人  林  達郎 

 近藤 幸尋 

札幌医科大学 病理診断科・病理部 

 長谷川 匡 

血管肉腫は予後不良な悪性軟部腫瘍であり、皮膚や軟部組織に好発するが腎発生は稀であ

る。自然破裂を契機に発見され、急速に進行した腎血管肉腫の 1 例を経験したので、若干

の文献的考察を加えて報告する。 
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（8）術前に腎細胞癌との鑑別が困難であった腎Mixed epithelial and stromal tumor(MEST) 

の一例 

慶應義塾大学 神澤  健  松本 一宏  加山恵美奈  高橋 遼平 

 田中 伸之  武田 利和  森田 伸也  小坂 威雄 

 水野 隆一  篠島 利明  菊地 栄次  浅沼  宏 

 大家 基嗣 

同 放射線科学教室 横山 陽一  秋田 大宇 

同 病理診断部 林 雄一郎  三上 修治 

44 歳女性。背部痛で近医受診。CT と MRI で右腎に径 18mm の多房性嚢胞性腫瘍を指摘。嚢

胞性腎細胞癌が疑われ、ロボット支援下腹腔鏡下右腎部分切除術を施行。病理診断は Mixed 

epithelial and stromal tumor であった。 

 

（9）放射線治療の前後で薬物治療抵抗性から反応性に変化した尿路上皮癌の 1例 

東京女子医科大学 腎臓病総合医療センター 

 石山 雄大  高木 敏男  吉田 一彦  飯塚 淳平 

 奥見 雅由  田邉 一成 

東京女子医科大学 病理診断科 山本 智子 

同 移植管理科 石田 英樹 

転移性尿路上皮癌に対しては化学療法・免疫チェックポイント阻害薬治療が推奨されてい

る。当初、上記薬物治療に対し初期抵抗性であったが放射線治療後に照射部位以外にも反

応性を示した症例を経験したため報告する。 

 

（10）ペムブロリズマブによる補助療法中の膀胱癌 plasmacytoid variant の一例 

聖路加国際病院 田中 直人  松下 一仁  大山 雄大  京野 陽子 

 小松 健司  成本 一隆  新保 正貴  遠藤 文康 

 服部 一紀 

同 腫瘍内科 扇田  信  山内 照夫 

69 歳男性、術前 GC 療法後、ロボット支援膀胱前立腺全摘除術施行。病理は膀胱癌

plasmacytoid variant, pT4N2, 切除断端陽性であった。術後ペムブロリズマブ投与中であ

り経過報告する。 

 

（11）多発筋炎を合併し急速に進行した膀胱癌の一例 

日本大学 佐々木佑介  吉岡 弘貴  鈴木 秋吾  橋本  翔 

 中原  健  船越 大吾  堀 祐太郎  桜井 文紀 

 大日方大亮  吉澤  剛  松井  強  持田 淳一 

 山口 健哉  高橋  悟 

68 歳男性。頚部痛ならびに下肢脱力を訴え当院受診。CT で膀胱腫瘍および多発リンパ節腫

大を見出され膀胱生検。筋層浸潤性膀胱癌の診断で化学療法を開始。経過中脱力が全身に

拡大し、精査の結果多発筋炎の診断。 
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（休 憩  16：25～16：35） 

 

 

＜臨床症例３＞ 16：35～17：20 座長 川村 幸治（千葉大学） 

                 コメンテーター 山口 健哉（日本大学） 

（12）膀胱部分切除によって外科的切除が可能であった尿膜管癌の 1例 

自衛隊中央病院 山田 真海  八木 宏太  辻田裕二郎  吉井 秀彦 

 床鍋 繁喜  鈴木 智史 

同 病理診断科 猛尾 弘照  松熊  晋 

尿膜管癌は稀な疾患で、その予後は極めて不良と言われている。今回、我々は膀胱部分切

除によって QOL を保ちつつ、外科的に根治し得たと考えられた 1 例を経験したので文献的

考察を加え報告する。 

 

（13）尿膜管平滑筋腫の一例 

JCHO 東京新宿メディカルセンター 

 菅野 貴洋  木藤 宏樹  木納 美香  中田多佳子 

 赤倉功一郎 

同 病理診断科 井上 雅文 

63 歳男性。CT で尿膜管に 3cm 大の腫瘤を指摘され、尿膜管腫瘍摘出＋膀胱部分切除術を行

い、平滑筋腫の診断であった。尿膜管平滑筋腫は非常に稀な腫瘍であり、臨床像・病理学

的特徴について文献的考察を加え報告する。 

 

（14）乳癌尿管転移の 1例 

順天堂大学医学部附属 練馬病院 

 宇井万里子  半田 亞希  豊永洋一郎  清水 史孝 

 東  直隆  花澤喜三郎  坂本 善郎 

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 

 堀江 重郎 

左乳癌術後に右乳房転移及び左尿管転移を認めた 1例を経験したので報告する。 

 

（15）外陰部パジェット病・尿道浸潤に対して、腫瘍切除、口腔粘膜を利用した外尿道口 

形成術を施行した一例 

東京大学 泌尿器科・男性科 岩田 翔平  松井 甫雄  木下 義隆  亀井  潤 

 佐藤 悠佑  川合 剛人  山田 大介  松本 明彦 

 鈴木 基文  井川 靖彦  久米 春喜 

同 口腔顎顔面外科・矯正歯科 石橋 牧子  星  和人  阿部 雅修 

同 女性外科 松本 陽子  曾根 献文 

同 皮膚科 尾松  淳  松田 和樹  三枝 良輔  山田 大資 

外陰部パジェット病・尿道浸潤を来した症例。皮膚腫瘍切除時に、外尿道口から 2cm の尿

道粘膜も全周性に切除。口腔粘膜を採取し、尿道粘膜欠損部を補い、外尿道口を形成した。

術後半年、腫瘍再発、尿道狭窄なし。 
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（16）ドナー腎摘出術時に肉眼的に同定し得た嚢胞性腎癌の 1例 

東京慈恵会医科大学 川野 将太  村上 雅哉  佐々木 裕  岩本 侑也 

 高見澤重彰  今井  悠  高橋 和宏  久金  陽 

 栢野想太郎  大沼  源  伊藤 景紀  五十嵐太郎 

 都筑 俊介  石井  元  小池 祐介  木村 高弘 

 古田  昭  三木 健太  頴川  晋 

生体腎ドナーの適応基準は悪性腫瘍の疑いが除外された状態であるが、今回我々は生体腎

移植のドナー腎摘出術の際に腎癌を疑う病変を認め、腎部分切除に切り替えた一例を過去

の文献とともに考察し、報告する。 

 

（17）前立腺癌 adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation の一例 

北里大学 北里研究所病院 小林 桃子  山下 英之  萩原 正博  高橋裕一郎 

 高嶋 力弥  大部  誠  入江  啓 

症例は 69 歳男性。前立腺癌に対して腹腔鏡下前立腺全摘除術施行した。病理診断は

adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation であった。 

 

 

＜イブニングセミナー＞ 17：20～18：20 

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 

小野薬品工業株式会社 

 座長  近藤 幸尋（日本医科大学) 

「腎癌のこれまでとこれから ‐課題と展望‐」 

東京大学大学院医学系研究科泌尿器外科学 

教授 久米 春喜 先生 

 

 

＜ベストプレゼンテーション賞 表彰式＞ 18：20～18：25 
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第 628 回日本泌尿器科学会東京地方会 
 

ベストプレゼンテーション賞 
 

 

 

『Lymphoepithelioma-like/plasmacytoid variant を伴う 

膀胱癌の一例』 

 

北里大学 

小林 桃子 

山下 英之  萩原 正博  高橋裕一郎  入江  啓 

高嶋医院 

高嶋 力彌 

 

 

平成 30 年 12 月 14 日（土）に御茶ノ水ソラシティ 

カンファレンスセンターにて開催されました、 

第 628 回日本泌尿器科学会東京地方会において 

北里大学 小林 桃子先生が、 

ベストプレゼンテーション賞を受賞されました。 

おめでとうございます。 

今後、益々の研究のご発展を祈念申し上げます。 
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次回（第 630 回）東京地方会のご案内 
 

【会員の方は必ず日本泌尿器科学会 会員カードをご持参下さい】 

 

日  時  2019 年 6 月 22 日（土） 14：00～（予定） 

会  場  御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター 1 階『Room C』 
（東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ TEL (03)6206-4855） 

会 長 校  日本医科大学 

演題締切  2019 年 3 月 14 日（木）～4月 18 日（木）16：00 まで 

   ※ 臨床的・基礎的研究発表も募集します 

 

 

【演題登録に関する注意事項】 

１．演題登録は UMIN を使用したオンライン方式のみとなります。 

２．登録方法は日本泌尿器科学会 東京地方会演題応募のページ 

https://endai.umin.ac.jp/endai/view/S00205.html にアクセス下さい。 

※テスト画面と本番画面がありますのでご注意下さい。 

３．オンライン登録画面に従い必要事項をご入力下さい。 

なお、抄録本文は「泌尿器外科」に掲載されます。 

  【ご注意】 

演題名：50 文字以内、要約文（プログラム掲載用）：100 文字以内、抄録本文：600 文字以内となります。 

４．登録内容の変更は締切期日の 16：00 まで可能です。 

  ※変更の際は登録時に発行された登録番号・パスワードをご入力下さい。 

※ 臨床的研究・基礎的研究での登録は必ず演題名の最初に 「【臨床的研究】」または 

  「【基礎的研究】」とご入力下さい。 

 

【発表に関する注意事項】 

 ※ 発表者で日本泌尿器科学会 東京地方会に未入会の方は、入会手続きを完了して下さい。 

１．発表方法はＰＣプレゼンテーションに限ります。 

２．事務局でご用意いたしますＰＣの OS は Windows10、アプリケーションは Power Point 2016 です。 

３．発表 30 分前までに、PC 受付で発表データの試写及び持込 PC の受付を必ず行って下さい。 

  ※持込まれる PC は事前にスクリーンセーバー、省電力ならびにパスワード設定の解除をお願いいたします。 

４．発表データをお持込みの際は必ず、ＵＳＢメモリーに保存したものをお持ち下さい。 

※Macintosh、またはビデオ画像（動画）をご使用の場合はＰＣ本体をお持込み下さい。その際必ず PC 本体の 

AC アダプターも持参して下さい。 

５．発表時の音声出力はご使用になれません。 

６．発表時間の 15 分前までには次演者席にご着席下さい。 

７．スライドの送り操作は、講演台にあるキーボードまたはマウスで演者自身が行って下さい。 

 

〔お問合せ先〕 

日本泌尿器科学会 東京地方会事務局 

〒100-6617 東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー17F ㈱シータイム内 

TEL: 03-6256-0391   FAX: 03-6256-0411 

E-mail: uroltokyo2008@ctime.co.jp 



 

 

 

2019 年度 協賛企業一覧 
（2019 年 1 月 21 日現在 五十音順） 

 

 

 

あすか製薬株式会社 

アステラス製薬株式会社 

ＭＳＤ株式会社 

小野薬品工業株式会社 

キッセイ薬品工業株式会社 

グラクソ・スミスクライン株式会社 

第一三共株式会社 

大鵬薬品工業株式会社 

中外製薬株式会社 

株式会社ツムラ 

日本化薬株式会社 

ノバルティス ファーマ株式会社 

バイエル薬品株式会社 

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 

ヤンセンファーマ株式会社 
 

 

 

 

2019 年度日本泌尿器科学会東京地方会開催にあたり 

上記企業のご協賛を頂戴いたしました。 

ここに銘記し、そのご好意に深謝いたします。 



 

会場案内図 

 

 

会 場：御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター 1 階『Room C』 

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-6 

ＴＥＬ：03-6206-4855 
 

■駅から会場までの所要時間 

・ JR 中央線・総武線「御茶ノ水」駅 
聖橋口から 徒歩 1 分 

・ 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 
B2 出口【直結】 

・ 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 
出口 1 から 徒歩 4 分 

・ 都営地下鉄 新宿線「小川町」駅 
B3 出口から 徒歩 6 分 
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