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●2015年度
名古屋西部泌尿器カンファランス
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武田 宗万

PSA動態変化への知見 デュタステリドからCHPI・PSA監視療法
まで
PSA管理からの知見
前立腺肥大のこれから
前立腺癌治療中ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）を
併発した一例
PSA監視療法における治療介入因子
PSA異常BPHに対するデュタステリド内服での動態変化とその影
響
腎盂腎炎重症度分類の効用
RARP導入初期症例における検討
最適な個別化治療を目指して

武田 宗万

過活動膀胱の知見 求められる薬剤選択 患者特性の視点から

武田 宗万

腹部手術既往のアプローチ

武田 宗万

浜松泌尿器研究会
武田 宗万
新城市医師会
武田 宗万
第26７回日本泌尿器科学会東海地方
会
第28回日本老年泌尿器科学会
武田 宗万
第103回日本泌尿器科学会総会

武田 宗万

第103回日本泌尿器科学会総会
第103回日本泌尿器科学会総会
腎癌フォーラム2015
名古屋東部過活動膀胱フォーラム
2015
第4回 名古屋ロボティックウロロ
ジーセミナー

武田 宗万

2015SIU

第35回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

Research Activities 2015SIU

第35回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

2015SIU

第35回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

2015SIU

第35回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

2015SIU

第35回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

2015SIU

第35回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

2015SIU

第35回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

H

2015

第65回日本泌尿器科学会中部総会
第65回日本泌尿器科学会中部総会

武田 宗万

第65回日本泌尿器科学会中部総会

鈴木

第65回日本泌尿器科学会中部総会

金田

第67回西日本泌尿器科学会総会
第36回公立陶生病診連携会

武田 宗万
武田 宗万

Does dutasteride avoid the PSA fluctuation in men with the
elevated PSA level and negative biopsy
Usefulness of PSA as a marker of prostate cancer in men treated
with dutasteride
Bisphosphonate-related osteonecrosis of jaw (BRONJ) in men with
advanced prostate cancer
PSA anxiety : PSA syndrome before and after diagnosis of prostate
cancer
Learning curve assessment of robot-assisted radical prostatectomy
in the oncological and functional outcomes
Positioning-related complications of robot-assisted radical
prostatectomy (RARP) in a steep Trendelenberg position with
physique fixation appliance by the negative pressure
The efficacy and safety of fesoterodine in vulnerable elderly
patients with overactive bladder
当院における超音波ガイド下腎腫瘍生検
G-CSF産生浸潤性膀胱癌の一例
腫瘍塞栓を伴う進行性腎臓癌におけるソラフェニブによるネオア
ジュバント療法の一例
肺リンパ管筋腫症と腎血管筋脂肪腫に特発性血小板紫斑病を合併
した一例
PSA乱高下（PSA fluctuation）に対するデュタステリドの影響
尿路感染新たなトリアージの展開

●2016年度
第15回NPCフォーラム
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Research Activities

H

武田 宗万

第104回日本泌尿器科学会総会

両側精巣上体に発症した結節性多発動脈炎の1例

第104回日本泌尿器科学会総会

武田 宗万

過活動膀胱を有する脆弱高齢患者に対するフェソテロジンの臨床的検討

第104回日本泌尿器科学会総会

武田 宗万

当科における去勢抵抗性前立腺癌に対する臨床的検討

第104回日本泌尿器科学会総会

挙児獲得しえたKallmann症候群の1例

西濃排尿障害研究会

武田 宗万

前立腺肥大症における新たな薬物治療選択

第18回日本女性骨盤底医学会

奥村 敬子

TVM手術による尿管損傷の1例

Female Patient's Insight検討会

武田 宗万

女性過活動膀胱患者の真の姿を知って日常診療に取り組むために

日本性機能学会

奥村 敬子

よりよい性生活による、より豊かなカップルライフについて（仮）

第131回全国自治体病院協議会指導医
武田 宗万
講習会

タスクフォース

第1回手術関連指定講習会

武田 宗万

手術支援ロボット(da Vinci)

東海ラジオ

武田 宗万

ラジオ放送による前立腺肥大症疾患啓発

JSSM pre congress meeting of WMSM
奥村 敬子
2016
2016 SIU 第36回国際泌尿器科学会議 武田 宗万
2016 SIU 第36回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

2016

当院におけるRARPハイリスク前立腺癌の成績

2016 SIU 第36回国際泌尿器科学会議 武田 宗万
2016 SIU 第36回国際泌尿器科学会議 武田 宗万

Female application of sexual wellness products
Prognostic factors for clinical outcomes in patients with castration resistant
prostate cancer treated with Enzalutamide and Abiraterone
Does fesoterodine have a role in the treatment of japanese elderly patients
with overactive bladder?
Prognostic value of the bone scan index (BSI) among men treated with ART
for metastatic castration-resistant prostate cancer
ONCOLOGICAL AND FUNCTIONAL OUTCOMES OF ROBOTIC RADICAL
PROSTATECTOMY IN HIGH-RISK PROSTATE CANCER PATIENTS

ネオキシテープ発売3周年記念講演会 武田 宗万

OAB治療新たな展開 当科におけるネオキシテープの経験

第66回泌尿器科学会中部総会

武田 宗万

BPH治療におけるPSAマネージメント

第66回泌尿器科学会中部総会

奥村 敬子

TVM手術後の尿管狭窄修復術の経験

第66回泌尿器科学会中部総会

武田 宗万

当院における急性腎盂腎炎の臨床的検討

第68回西日本泌尿器科学会総会

武田 宗万

CRPCへの新規ホルモン剤処方タイミング

蒲郡市医師会学術懇談会

武田 宗万

前立腺癌・癌と肥大症 最前線

第23回日本排尿機能学会

武田 宗万

「教育セミナー 前立腺疾患における慢性炎症を再考する～PSA変動の立場
から～」

中部大学生命健康科学部/共同研究：
武田 宗万
科研費内定

前立腺癌における性機能とメンタリティー

Eラーニング手術関連指定講習会

手術支援ロボット(da Vinci)

武田 宗万

日本医師事務作業補助研究会 第6回全
古賀 有香
国大会

泌尿器科における 診療データ収集・管理の取り組み
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第15回NPCフォーラム
名古屋大学 前立腺カンファレンス
名古屋市西区医師会 学術講演会
Urination Care Meeting In Nagoya-East
第105回日本泌尿器科学会総会
第105回日本泌尿器科学会総会
第105回日本泌尿器科学会総会
CRPC Round Table Meeting
日本医療マネージメント学会
名古屋東区医師会 学術講演会
平成２9年度第2回手術関連指定講習会
佐賀泌尿器科セミナー
Immuno-Oncology Seminar

武田宗万
武田宗万
武田宗万
武田宗万
武田宗万
奥村敬子

日本性機能学会 第28回学術総会

奥村敬子

武田宗万
武田宗万
武田宗万
武田宗万
武田宗万
武田宗万

第140回全国自治体病院協議会指導医講習会武田宗万
第24回日本排尿機能学会
奥村敬子
西三河CRPC講演会
武田宗万
第18回性科学セミナー

Research Activities 2017 SIU

H

奥村敬子

第18回性科学セミナー／第37回日本性科学
奥村敬子
会学術集会

2017

第37回国際泌尿器科学会議

武田宗万

2017 SIU 第37回国際泌尿器科学会議

武田宗万

2017 SIU 第37回国際泌尿器科学会議

武田宗万

2017 SIU 第37回国際泌尿器科学会議

武田宗万

2017 SIU 第37回国際泌尿器科学会議

武田宗万

2017 SIU 第37回国際泌尿器科学会議

武田宗万

2017 SIU 第37回国際泌尿器科学会議

武田宗万

第67回泌尿器科学会中部総会
武田宗万
第69回西日本泌尿器科学会総会
武田宗万
第2回オプジーボ腎細胞癌承認記念講演会in
武田宗万
Nagoya
西日本泌尿器科別冊
武田宗万
武田宗万
Modern Physician
全国自治体病院協議会雑誌第56巻第10号
武田宗万
武田宗万
Modern Physician
日本医療マネージメント学会雑誌
武田宗万
前立腺肥大症疾患啓発ラジオ番組
武田宗万

BPHの薬物選択とCRPCの新たな視点
前立腺癌におけるBone Health
前立腺肥大症における新たな薬物治療選択
過活動膀胱の最新の知見
新規ホルモン剤の至適投与タイミングに関する検討
導尿基準を用いた入院患者排尿管理の臨床的検討
入院患者における導尿基準臨床的応用の試み
mCRPC治療における新たな視点
当院における医師事務作業補助者管理システムの構築と課題
前立腺肥大症 最新治療とピットフォール
手術支援ロボット(da Vinci)
CRPC治療に関する新たな視点
ニボルマブ初期経験と方向性
女性用プレジャーグッズiroha(TENGA社)はセックス満足度を上げることは
できるか
タスクフォース
当院における導尿離脱に関わる因子の検討
CRPCにおける転移環境と治療タイミング
第18回性科学セミナー 女性泌尿器科医による男性生殖器の解剖と男性性
機能
女性用プレジャーグッズiroha(TENGA社)の有効性の検討-女医を対象とし
た質問票調査Efficacy and safety of tadalafil daily in the treatment of lower urinary tract
symptoms associated with benign prostatic hyperplasia in men
aged≧75years
The Use of Tadalafil in Patients with Chronic Prostatitis/Chronic Pain
Syndrome.
Long-term outcomes in severe lower urynary tract symptoms in men
undergoing robotic-assisted radical prostatectomy.
Ratio initial PSA and pretreatment PSA in CRPC are prognostic factors in
patients with castration-resistant prostate cancer
Factors predicting skeletal-related events in patients with bone metastatic
castration-resistant prostate cancer.
The potential impact of UTI template-guided triage decisions for patients
with urinary tract infections.
Ambulatory voiding in the elderly based on functional assessments by the
expertteam duringhospital care
PSA変動を伴うBPH管理
去勢抵抗性前立腺癌患者において転移時期は予後に影響するか？
分子標的薬で増悪後、nivolumabにより縮小を得た一例
CRPCへの新規ホルモン剤処方タイミング
スペシャリストに学ぶ高齢者排尿ケア 前立腺肥大症
医療現場におけるチーム医療・協働を目指して
私の処方 「 PSA変動を伴うBPHへの処方 」
医師事務作業補助者管理システムの構築と課題
前立腺肥大症の診断と治療

●2018年度
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岐阜市泌尿器科会

武田 宗万 高齢者BPHの最新治療

第106回日本泌尿器科学会総会

武田 宗万 CRPCに置ける転移環境と治療タイミングの意義

第106回日本泌尿器科学会総会

奥村 敬子 導尿離脱は生命予後に影響するか？

東海核医学セミナー

武田 宗万 CRPC治療におけるボーンナビ有用性

医療マネージメント学会

武田 宗万 ＭＡ導入後経営に与える有用性

Immuno-Oncology Seminar

武田 宗万 CRPC治療におけるBone NAVI有用性について

nagoya robotic urology seminar

武田 宗万 RARPを振り返る

尾張北西部前立腺癌治療戦略勉強会-画像診断
武田 宗万 M1前立腺癌症例に対するBSI・NLR・バイオマーカーによる治療戦略(仮)
と治療武田 宗万 座長：大阪医講師 アビラテロン関連演題
nagoya TUGA (名古屋第二服部先生主催）
nagoya TUGA

H

武田 宗万 Five T RARPの時間短縮のコツ

第25回日本排尿機能学会

奥村 敬子 導尿離脱は女性の生命予後に影響する

第25回日本排尿機能学会

奥村 敬子 自己導尿に消毒は必要か

第25回日本排尿機能学会

武田 宗万 排尿ケアチーム ラウンドシステム構築と課題

Research Activities 2018 SIU

2018

(名古屋第二服部先生主催）

第38回国際泌尿器科学会議

武田 宗万

Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in castration-resistant
prostate cancer patients

2018 SIU 第38回国際泌尿器科学会議

武田 宗万 The impact of time to metastasis on overall survival in CRPC patients

2018 SIU 第38回国際泌尿器科学会議

武田 宗万

Prognostic Value of Bone Scan Index in patients With Metastatic
Castration-resistant Prostate Cancer

2018 SIU 第38回国際泌尿器科学会議

武田 宗万

Influence of dutasteride, robot-assisted radical prostatectomy on the
degree of difficulty in Japanese patients.

第68回日本泌尿器科学会中部総会

武田 宗万 前立腺癌④ 学会長賞審査委員

第68回日本泌尿器科学会中部総会

中野洋二郎 尿路上皮癌 学会長賞審査委員

第70回西日本泌尿器科学会総会

武田 宗万 CRPC：NLRは転移進展と予後の予見因子か

第28回日本医療薬学会年会

脇田 恵里 排尿ケアチームにおける薬剤師の活動と成果

前立腺癌トータルケア Webセミナー

武田 宗万 進行性前立腺癌に対するBone Management

排尿ケアミーティング

武田 宗万 排尿ケア ラウンド前後の重要ポイント

東海核医学セミナー研究会誌2018

武田宗万

CRPC治療における転移時期・BSI、NLR時系列モニタリングの意義につ
いて

●2019年度
第151回全国自治体病院協議会指導医講習会

武田

宗万

卒後に求められる研修目標

テレビ愛知放送

武田

宗万

今

武田

宗万

IMDCリスク分類に基づく転移性腎癌治療

40min Web

腎細胞がん

主たる泌尿器科業績紹介
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2019

tokai Seminar

No.5

中高年が悩む

排尿の問題最前線

梅村・武田

武田宗万：排尿ケアチームで排尿自立度改善に貢献,月刊薬事,Vol.61,No.5,9-12,2019

第107回日本泌尿器科学会総会

奥村

敬子

自己導尿に消毒は必要か～第二報～

第107回日本泌尿器科学会総会

武田

宗万

Denovo-M

RCC expert seminar

武田

宗万

NIVO単独での奏効後効果

GINNAN

Meeting

武田

宗万

今求められる排尿ケア

全国GSK

前立腺疾患WEB

武田

宗万

REVIEW：デュタステリド基本から発展まで

第21回医療マネジメント学会

武田

宗万

医師の生産性向上のために医師事務はどうあるべきか

日本放射線科専門医会・医会
JCRミッドサマーセミナー2019

武田

宗万

令和時代のがん医療NEXT#3〜前立腺癌〜

第21回日本女性骨盤底医学会

奥村

敬子

ガラパゴスFSFI(The Female Sexual Function Index)
～7年を経たインターネットによる1000人調査～

BPH アドバイザリーボードミーティング

武田

宗万

BPH早期治療介入の効果

瀬戸旭排尿ケアカンファレンス

武田

宗万

今 排尿ケアに大切なこと

瀬戸旭排尿ケアカンファレンス

浅野

真美

アンケート調査報告

名古屋泌尿器I-O WEBカンファレンス

武田

宗万

転移性腎がん二次IOの最適化治療

第４９回東京泌尿器科医会

武田

宗万

前立腺疾患

第26回排尿機能学会

奥村

敬子

消毒の有無は導尿Botherに影響するか

第26回排尿機能学会

奥村

敬子

口演28「排尿管理・排尿指導3」

第3回排尿ケアミーティング

武田

宗万

退院後の排尿ケアにつなげるために

全国排尿ケアWEBシンポジウム

武田

宗万

いま求められる排尿ケア～β3(ベタニス)の臨床意義～

日本性機能学会第30回学術総会

奥村

敬子

ガラパゴスFSFI(The Female Sexual Function Index)
～7年を経たインターネットによる1000人調査～

第39回日本性科学会

奥村

敬子

ガラパゴスFSFI～経時的変化から読み解く女性性機能の変化～

第69回日本泌尿器科学会中部総会

奥村

敬子

一般演題(口演(総会賞候補演題))6

第７１回西日本泌尿器学会総会

武田

宗万

LATITUDE

瀬戸旭長久手薬剤師会

学術講演会

CRPCの治療特性とモニタリング

Latitude

Criteriaの観点から

自験例報告

pass the baton

PSA変動への対処

「その他」

Criteriaにおける予後指標

武田

宗万

高齢者ＯＡＢ・ＬＵＴＳへの対応

2019

SIU

第39回国際泌尿器科学会議

武田

宗万

Prognostic role of SII in castration-resistant prostate cancer patients

2019

SIU

第39回国際泌尿器科学会議

武田

宗万

2019

SIU

第39回国際泌尿器科学会議

武田

宗万

2019

SIU

第39回国際泌尿器科学会議

Systemic immune-inflammation index predicts the clinical outcome in patients with metastatic
renal cell cancer treated with nivolmab
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