
7月14日（土）　第1会場（未来館ホール）

開会挨拶	 8:50～9:00

堀江 重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学） 
川戸　 佳（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学，帝京大学薬学部）

テストステロン研究会シンポジウム	 9:00～10:30

「性ホルモン研究の最新のトピック」
座　長：川戸　 佳（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学，帝京大学薬学部） 
　　　　井手 久満（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

	 TSY-1	 植物性香気成分は更年期女性の唾液中テストステロン濃度を増加させる
篠原	一之
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科神経機能学分野

	 TSY-2	 女性においてアンドロゲンが栄養代謝機能に及ぼす影響とその機序
岩佐　	武
徳島大学病院地域産婦人科診療部

	 TSY-3	 性ステロイドホルモンによる社会行動の制御
小川	園子
筑波大学人間系行動神経内分泌学研究室

	 TSY-4	 ヒトにおける11-ケトテストステロンの存在と機能
矢澤	隆志
旭川医科大学生化学講座細胞制御科学分野

共催：あすか製薬株式会社

シンポジウム1	 10:40～12:10

「膀胱がんから男性を救え」
【日本医師会生涯教育単位	「65　排尿障害（尿失禁・排尿困難）		1.5単位」】
座　長：三股 浩光（大分大学医学部腎泌尿器外科学講座）

	 SY1-1	 膀胱がんのリスクと予防
武藤　	智
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

	 SY1-2	 バルーン塞栓動脈内抗癌剤投与法（BOAI）によるシスプラチン投与と血液透析とを併用する集学的治療
東　	治人
大阪医科大学腎泌尿器外科

	 SY1-3	 筋層浸潤膀胱がんの治療戦略：腫瘍制御と機能温存を両立するロボット膀胱全摘除術
大山　	力
弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

共催：中外製薬株式会社



7月14日（土）　第1会場（未来館ホール）

ランチョンセミナー1	 12:20～13:20

【日本医師会生涯教育単位	「82　生活習慣		1単位」】
座　長：大山　 力（弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座）

	 LS1	 男性医学2018
堀江	重郎
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

共催：日本新薬株式会社

特別講演1	 13:30～14:00

【日本医師会生涯教育単位	「4　医師-患者関係とコミュニケーション		0.5単位」】
座　長：堀江 重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

	 SL1	 最強の男性マネジメント
Moogwi	Kim	
作家

招請講演1	 14:00～14:30

【日本医師会生涯教育単位	「6　医療制度と法律		0.5単位」】
座　長：宮崎 良春（薬院ひ尿器科医院）

	 IL1	 これからのメンズヘルスを考える
今村　	聡
公益社団法人日本医師会副会長

遠隔医療2018	 14:40～15:20

座　長：今村　 聡（公益社団法人日本医師会） 
　　　　森下 竜一（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

	 SP-1	 オンライン診療の現在と未来
武藤	真祐
医療法人社団鉄祐会

	 SP-2	 健康寿命延伸に資するオンライン健康支援事業の未来
木村	大地
株式会社リンケージ



7月14日（土）　第1会場（未来館ホール）

シンポジウム2	 15:20～16:00

「排尿障害から見る在宅医療と遠隔医療」
座　長：佐藤 嘉一（医療法人社団三樹会病院）

	 SY2-1	 在宅療養患者での排尿障害の排尿障害の特徴と要点
青木	裕章
医療法人社団鳳優会あすかホームケアクリニック

	 SY2-2	 地域における健康増進	～「快尿」への取り組み～
松本	成史
旭川医科大学病院臨床研究支援センター

共催：ファイザー株式会社

シンポジウム3	 16:05～17:25

「女性医師から提案する男性の健康」
座　長：鈴木 眞理（政策研究大学院大学保健管理センター）

	 SY3-1	 血流と生活習慣病～メンズヘルスの視点より～
赤澤	純代
金沢医科大学総合内科集学的医療部女性総合医療センター

	 SY3-2	 瞳のアンチエイジング	～特にMen’s	Healthの立場から～
大倉	萬佐子
アイクリニック天神

	 SY3-3	 Men’s	Beauty	Promotion	が社会を変える？
小柳	衣吏子
AOHAL CLINIC

	 SY3-4	 Men's	Healthを極める最新食トレンド
渡邉	美和子
東京ミッドタウンメディカルセンター

共催：ロート製薬株式会社／株式会社日本ルミナス

イブニングセミナー1	 17:30～18:30

「男性のバイオマーカーをセンスする」
【日本医師会生涯教育単位	「65　排尿障害（尿失禁・排尿困難）		1単位」】
座　長：井手 久満（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

	 ES1-1	 PSA関連マーカーのNatural	historyをセンスする
伊藤	一人
医療法人社団美心会黒沢病院 / 医療法人社団美心会黒沢病院予防医学研究所

	 ES1-2	 男性に特有の疾患のバイオマーカー：PSA・テストステロン・ヘモグロビンについて
松下	一仁
聖路加国際病院泌尿器科

共催：武田薬品工業株式会社



7月14日（土）　第2会場（イノベーションホール）

一般演題口演1	 10:40～11:25

座　長：上芝　 元（東邦大学健康推進センター） 
　　　　白石 晃司（山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座）

	 O-01	 脳海馬が合成する男性・女性ホルモンによる記憶シナプスの急性的制御
川戸　	佳
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科

	 O-02	 LOH症候群におけるテストステロン低下を感知する簡易質問票の提唱
明比	祐子
福岡大学内分泌・糖尿病内科

	 O-03	 男性型脱毛症患者への多血小板血漿の局所注射　頭皮の厚みと毛量の変化の検討
小山	太郎
メンズヘルスクリニック東京

	 O-04	 HSF1によるStARの安定化を介したテストステロン合成の制御
白石	晃司
山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座

	 O-05	 Testosterone（T）、Dehydroepiandrosterone	（DHEA）の脂肪細胞に及ぼす影響の比較
梶田	和男
岐阜大学大学院医学系研究科総合病態内科学

一般演題口演2	 11:25～12:10

座　長：松下 一仁（聖路加国際病院泌尿器科） 
　　　　並木 俊一（独立法人地域医療機能推進機構（JCHO）仙台病院泌尿器科）

	 O-06	 無精子症患者のテストステロン活性に関与する因子
岩月	正一郎
名古屋市立西部医療センター泌尿器科 / 名古屋市立大学大学院医学研究科腎・泌尿器科学分野

	 O-07	 男性閉塞型睡眠時無呼吸症候群患者を対象とした持続陽圧呼吸療法の夜間頻尿改善効果に関する前向き
観察研究
宮里　	実
琉球大学医学部腎泌尿器外科

	 O-08	 前立腺癌術後PSA上昇に対する高吸収クルクミンの効果
井手	久満
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科

	 O-09	 加齢が精液所見と精液中酸化還元電位（ORP）に与える影響
名古　	満
田園都市レディースクリニック

	 O-10	 メンズヘルス医学の歴史
奥井	伸雄
よこすか女性泌尿器科・泌尿器科クリニック



7月14日（土）　第2会場（イノベーションホール）

ランチョンセミナー2	 12:20～13:20

【日本医師会生涯教育単位	「82　生活習慣		1単位」】
座　長：竹山 春子（早稲田大学理工学術院生命医科学科生命分子工学研究室）

	 LS2	 機能性表示食品「牛丼の具」の開発
辻　	智子
株式会社吉野家ホールディングス

共催：株式会社吉野家ホールディングス

男を治す！男性医学	 15:00～16:00

【日本医師会生涯教育単位	「82　生活習慣		1単位」】
座　長：松田 公志（関西医科大学腎泌尿器外科学講座）

	 MH	 男性40歳からの超体内革命　－更年期から熟年期はかけての攻めの健康医学確立を－
熊本	悦明
日本メンズヘルス医学会名誉理事長、札幌医科大学名誉教授

シンポジウム4	 16:05～17:25

「男性のゲノム医療」
座　長：守山 敏樹（大阪大学キャンパスライフ健康支援センター）

	 SY4-1	 遺伝学的検査と予防先制医療
田口	淳一
東京ミッドタウンクリニック

	 SY4-2	 男性におけるがんとゲノム異常
中川	英刀
理化学研究所生命医科学研究センターがんゲノム研究チーム

	 SY4-3	 前立腺がんのゲノム医療
永田	政義
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

共催：コニカミノルタ株式会社



7月14日（土）　第2会場（イノベーションホール）

イブニングセミナー2	 17:30～18:30

「男性の排尿障害をこう直す」
【日本医師会生涯教育単位	「65　排尿障害（尿失禁・排尿困難）		1単位」】
座　長：岡田　 弘（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

	 ES2-1	 排尿で人を元気にする方法～排尿障害を病院医療から在宅医療の現場までつぶさにみて～
斎藤	恵介
順天堂大学医学部附属静岡病院

	 ES2-2	 難治性排尿障害、その病態に迫る
横山　	修
福井大学医学部医学科器官制御医学講座泌尿器科学

共催：キッセイ薬品工業株式会社



7月15日（日）　第1会場（未来館ホール）

シンポジウム5	 9:00～10:00

「メンズヘルスとメンタルヘルス」
座　長：片山 成仁（医療法人財団成仁）

	 SY5-1	 うつ病患者の性機能障害に関連する2,	3の事柄
功刀　	浩
国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第三部

	 SY5-2	 うつ病とテストステロン
渡部	芳徳
市ヶ谷ひもろぎクリニック

	 SY5-3	 男性更年期の精神症状
天野	俊康
長野赤十字病院泌尿器科

共催：大塚製薬株式会社

シンポジウム6	 10:10～11:40

「男性の生活習慣病　新しい展開」
【日本医師会生涯教育単位	「82　生活習慣		1.5単位」】
座　長：秋下 雅弘（東京大学老年病科）

	 SY6-1	 食塩の摂り過ぎで生じる全身の異常
西山　	成
香川大学医学部薬理学

	 SY6-2	 男性の生活習慣病にワクチンで挑む
森下	竜一
大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

	 SY6-3	 選択的アンドロゲン受容体修飾剤の可能性
柳瀬	敏彦
福岡大学医学部内分泌糖尿病内科

共催：第一三共株式会社



7月15日（日）　第1会場（未来館ホール）

ランチョンセミナー3	 11:50～12:50

「男性不妊における最近の知見と今後の展望」
【日本医師会生涯教育単位	「11　予防と保険		1単位」】
座　長：藤澤 正人（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野）

	 LS3-1	 男性不妊における最近の知見と今後の展望
辻村　	晃
順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科

	 LS3-2	 精液成分が決定する精子の直進運動性	
～その持続時間に関するミトコンドリア内セントラルドグマと酸化ストレスとの関係～
島田	昌之
広島大学大学院生物圏科学研究科

共催：ロート製薬株式会社

評議員会・総会	 12:55～13:10

特別講演2	 13:10～13:50

【日本医師会生涯教育単位	「1　医師のプロフェッショナルリズム		0.5単位」】
座　長：堀江 重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

	 SP2	 黄昏流星群にみる男性の生き方
弘兼	憲史
漫画家

共催：アンファー株式会社

招請講演2	 13:50～14:20

【日本医師会生涯教育単位	「6　医療制度と法律		0.5単位」】
座　長：堀江 重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学）

	 IL2	 健康長寿社会においてさらに必要とされる男性医療
鴨下	一郎
自由民主党 衆議院議員、日本大学医学部客員教授、藤田衛生保健大学客員教授



7月15日（日）　第1会場（未来館ホール）

教育講演	 14:20～14:40

座　長：森下 竜一（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

	 EL	 ひとに寄り添うICT医療～Life	x	Tech～
高尾	洋之
東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター先端医療情報技術研究部

シンポジウム7	 14:45～16:15

「男性のコンディショニングを高める！」
【日本医師会生涯教育単位	「82　生活習慣		0.5単位」】
座　長：堀江 重郎（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学） 
　　　　西沢 邦浩（日経BP社日経BP総研メディカル・ヘルス ラボ）

	 SY7-1	 トップアスリートのコンディショニング最前線
杉田	正明
日本体育大学

	 SY7-2	 Dehydroepiandrosterone（DHEA）とMen’s	Health
満尾　	正
満尾クリニック

	 SY7-3	 エビデンスから導かれた日々のコンディショニングに男性が取り入れたい3つの習慣
川田	浩志
東海大学医学部内科

	 SY7-4	 「コンディショニング研究会」と現代人に有効なコンディショニングファクトの検討
西沢	邦浩
日経BP社日経BP総研メディカル・ヘルス ラボ

共催：コンディショニング研究会



7月15日（日）　第1会場（未来館ホール）

男性の機能性食品セミナー2018	 16:20～17:50

座　長：中神 啓徳（大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座） 
　　　　武田 典子（茨城県薬剤師会常務理事、つくば薬剤師会会長）

	 	 妊孕性に対するサプリメントの可能性　～抗酸化成分による精子への作用から～
愛宕	世高
ロート製薬株式会社医薬開発部

	 	 小林製薬の男性更年期向けサプリメント　～海馬にも海綿体にも血流求め～
伊藤	雄気
小林製薬株式会社通販事業部究開発部ヘルスケア研究開発G

	 	 ペルー産のマカが約30年間の日本での系統選抜で最強野菜に！
萩原	章史
株式会社食文化代表取締役

	 	 サプリメント「効年」による男性更年期症状の改善効果
坪川	雅哉
株式会社ファンケル総合研究所ヘルスサイエンス研究センター

	 	 マンゴスチンエキスの抗糖化作用
前嶋	一宏
日本新薬株式会社機能食品カンパニー食品開発研究所

	 	 タマネギ含流アミノ酸摂取による男性更年期症状改善効果
稲川	裕人
日清ファルマ株式会社ヘルスケア事業部

	 	 Men's	Healthのための腸活
金谷	　忠
森下仁丹株式会社ヘルスケア事業本部ヘルスケア研究開発部

閉会挨拶	 17:50～18:00



7月15日（日）　第2会場（イノベーションホール）

シンポジウム8	 9:00～10:00

「LUTS/BPH 2018」
【日本医師会生涯教育単位	「65　排尿障害（尿失禁・排尿困難）		1単位」】
座　長：小川 良雄（昭和大学医学部泌尿器科教室）

	 SY8-1	 前立腺肥大症治療の進歩
舛森	直哉
札幌医科大学医学部泌尿器科学講座

	 SY8-2	 夜間頻尿の診断と治療
藤本	清秀
奈良県立医科大学泌尿器科学教室

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

シンポジウム9	 10:10～11:40

「筋肉・エクササイズ」
【日本医師会生涯教育単位	「82　生活習慣		1.5単位」】
座　長：小川 純人（東京大学大学院医学系研究科加齢医学） 
　　　　杉田 正明（日本体育大学体育学部）

	 SY9-1	 ボディービルダーにおけるテストステロンやその他のステロイド使用及び入手方法：現状調査
ジュリウス	フィンク	
順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学

	 SY9-2	 運動ストレス性低テストステロン症Excises	Stress	Low	Testosterone	Symptoms（ESLT）
奥井	伸雄
よこすか女性泌尿器科・泌尿器科クリニック

	 SY9-3	 持久性競技男性選手の男性ホルモン値の意味
鳥居　	俊
早稲田大学スポーツ科学学術院

共催：久光製薬株式会社

ランチョンセミナー4	 11:50～12:50

【日本医師会生涯教育単位	「83　相補・代替医療（漢方医療を含む）		1単位」】
座　長：武井 実根雄（原三信病院泌尿器科）

	 LS4	 オキシトシンと漢方薬～健康寿命を考える～
前島	裕子
福島県立医科大学病態制御薬理医学講座

共催：株式会社ツムラ



7月15日（日）　第2会場（イノベーションホール）

ワークショップ	 14:45～16:15

「私たちは男性をこう治している」
座　長：佐々木 春明（昭和大学藤が丘病院泌尿器科） 
　　　　永尾 光一（東邦大学泌尿器科）

	 WS-1	 低用量PDE5阻害薬連日投与による副次効果が得られた1例
佐々木	春明
昭和大学藤が丘病院泌尿器科

	 WS-2	 LOH症候群/男性更年期障害の総合的治療
佐藤	嘉一
三樹会病院

	 WS-3	 慢性前立腺炎に伴う疼痛の治療困難例への解決方法
鳥居　	毅
横浜東口鳥居クリニック

	 WS-4	 うつ病か男性更年期障害かの診断に迷い、両者の治療を同時に行った一例
満岡	孝雄
満岡内科・循環器クリニック

	 WS-5	 都内ED/AGA専門クリニックにおけるED患者の疫学調査		
－1307症例からのリスクファクターの検討とリスク管理－
加藤　	淳
医療法人社団イースト会イースト駅前クリニック新橋院

	 WS-6	 男性更年期障害患者に対して性機能の満足度改善を目的にTENGAを使用した経験
福元	和彦
福元メンズヘルスクリニック

	 WS-7	 排尿後尿滴下に関する一考察
三股	浩光
大分大学腎泌尿器外科学講座

	 WS-8	 LOH症候群を呈した男性摂食障害患者にARTを行った症例
富田	吉敏
国立精神神経医療研究センター病院総合内科部心療内科

	 WS-9	 男性C型慢性肝疾患患者におけるfree	androgen	indexの有用性について
樋本	尚志
香川県立保健医療大学臨床検査学科



7月15日（日）　第2会場（イノベーションホール）

レーザー特別企画	 16:20～17:50

「 世界の最新メンズヘルス治療とその舞台裏（毛髪・美容・ED・尿失禁＆More） 
～世界の潮流に乗り遅れるな！～」

座　長：奥井 伸雄（よこすか女性泌尿器科・泌尿器科クリニック）

	 LSP1	 男はキレイで一生現役
田中	優子
田中病院

	 LSP2	 ロングパルスEr:YAGレーザーを用いた女性器治療の効果について	～女性医療から男性医療へ～
滿行	みどり
みどり美容クリニック・広尾

	 LSP3-1	 非アブレーション型ロングパルス・Er:YAGレーザー膣照射による女性LUTSの改善
奥井	伸雄
よこすか女性泌尿器科・泌尿器科クリニック

	 LSP3-2	 非アブレーション型ロングパルス・Er:YAGレーザー照射とメンズヘルス医学の改善
奥井	伸雄
よこすか女性泌尿器科・泌尿器科クリニック

	 LSP4	 前立腺手術後の尿失禁治療：ロングパルスEr:YAG	LASERによるTU-LTの試み
桑原	勝孝
長久保病院



7月14日（土）・15日（日）　ポスター会場（天王星）

一般演題ポスター	

	 P-01	 性感染症判定を目的としたAIチャットボットシステムの開発
小堀	善友
獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科

	 P-02	 勃起障害精査中に判明した下垂体ゴナドトロピン産生腫瘍の1例
周東	孝浩
群馬大学医学部附属病院泌尿器科

	 P-03	 Seasonal	changes	and	other	factors	influence	on	testosterone	levels
根岸	知恵
筑波大学附属病院検査部

	 P-04	 ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術におけるICG蛍光法を利用した神経温存の試み
松下	一仁
聖路加国際病院泌尿器科

	 P-05	 前立腺癌患者に対するテストステロン補充療法の検討
並木	俊一
独立法人地域医療機能推進機構（JCHO）仙台病院泌尿器科

	 P-06	 性機能症状を主訴とするLOH患者の検討
平松	一平
順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科 / 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

	 P-07	 前立腺癌に対する治療法別の男性更年期症状の出現様式の違いについての検討
福原	慎一郎
大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学泌尿器科学

	 P-08	 男性不妊外来受診患者の性生活と総テストステロン値に関する検討
谷口	久哲
関西医科大学腎泌尿器外科学講座

	 P-09	 雌ラットにおいてテストステロンが体重・摂食量・脂肪量に及ぼす影響はエストロゲン環境によって	
著しく変化する
岩佐　	武
徳島大学医歯薬学研究部産科婦人科学分野

	 P-10	 毛乳頭細胞に対するミノキシジルおよび周期的圧刺激の作用機序の解明
高田	弘弥
日本医科大学形成外科

	 P-11	 iPadを用いた電子問診票でのLOH症候群・ED診療への試み
西野	好則
西野クリニック

	 P-12	 LOH症候群に対するテストステロン補充療法の治療継続率に関する検討
大平　	伸
川崎医科大学泌尿器科学

	 P-13	 不適切なマスターベーションが原因による膣内射精障害を克服したサバイバーの1例
小林	秀行
東邦大学医学部泌尿器科学講座



7月14日（土）・15日（日）　ポスター会場（天王星）

	 P-14	 精液中微量成分と生活習慣および妊孕性との関連について
増田	隆昌
株式会社ダンテ

	 P-15	 前立腺全摘除術施行患者における性行為頻度の術後変化
井上	省吾
広島大学大学院医歯薬保健学研究科腎泌尿器科学

	 P-16	 泌尿器科外来患者の血清性ホルモンの現状と前立腺肥大症との考察
温井	雅紀
ぬくい泌尿器科医院

	 P-17	 転移性腎癌に対するニボルマブによる治療成績とQOLの検討
玉田　	聡
大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学

	 P-18	 光選択的前立腺レーザー蒸散術（PVP）における射精障害予防術式：Ejaculation	Sparing	PVP（ES-PVP）
宮内	聡秀
大分泌尿器科病院

	 P-19	 5-ALA含有食品摂取における男性更年期障害に対する改善効果の検討
子安	洋輝
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

	 P-20	 当院における男性更年期障害でのAMSスコアについての検討
子安	洋輝
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

	 P-21	 血管内皮機能と夜間勃起の関連について
小林　	皇
札幌医科大学医学部泌尿器科学講座

	 P-22	 テストステロン軟膏により血糖コントロールの改善がみられた肥満を伴う2型糖尿病男性の一例
上芝　	元
東邦大学健康推進センター

	 P-23	 男性2型糖尿病患者における血中遊離テストステロン濃度と肝線維化マーカーは負の関係がある
宮内	省蔵
市立宇和島病院内科

	 P-24	 Lepidium	meyenii（Maca）の精子機能に関するin	vitro解析
青木	悠介
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学

	 P-25	 LOH症候群患者に対する男性ホルモン補充療法の性機能への影響と治療満足度との関連
福田	輝雄
神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野

	 P-26	 摂食障害による男性低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の1例
石田	貴樹
神戸大学大学院医学研究科外科系講座腎泌尿器科分野

	 P-27	 前立腺生検施行症例における生検結果と生活習慣病因子との関連についての検討
緒方	彩人
江戸川病院泌尿器科



7月14日（土）・15日（日）　ポスター会場（天王星）

	 P-28	 ウオーキングと去勢抵抗性前立腺がん発症の関係についての研究
奥井	伸雄
よこすか女性泌尿器科・泌尿器科クリニック

	 P-29	 当院におけるLOH症候群に対する診療実績
多武保	光宏
杏林大学医学部泌尿器科学教室

	 P-30	 去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミド療法におけるPatient	Reported	Outcomeを	
用いた有害事象管理とQOL評価
井口	太郎
大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学

	 P-31	 精索静脈瘤術後精巣痛に対する桂枝茯苓丸加よく苡仁の効果について
大岡	均至
独立行政法人国立病院機構神戸医療センター泌尿器科


