日 程 表
日時：2015年6月27日（土）
8：00

会場：名古屋マリオットアソシアホテル

A会場：タワーズボールルーム（16Ｆ）

B会場：アゼリア（16Ｆ）

8：15～ 8：55 理事会
9：00

9：00～ 9：05 開会の辞

9：05～10：05 一般演題②

第26回日本夜尿症学会学術集会 会長
吉田 茂

10：00

9：05～10：35 奨励賞候補演題

座長：大友 義之

11：00

座長：井上 真太郎
「アラーム・センサー」 B-1～B-4

A-1～A-6

10：40～11：50 教育講演

座長：吉田 茂
「夜間頻尿の診療ストラテジー」
後藤 百万

12：00

12：00～13：00 ランチョンセミナー

座長：吉野 薫
「ウロセラピーを考える」
中井 秀郎

13：00

13：05～13：35 総

会

13：35～14：05 会長要望演題
14：00

座長：吉田 茂
「腰椎・仙椎の椎弓癒合不全と夜尿症」
望月 貴博

13：35～14：35 一般演題③

座長：岩間 正文
「薬物療法」 B-5～B-8

14：10～15：20 アフタヌーンセミナー

15：00

座長：高橋 昌久
「京都府立医科大学における
『アラーム
治療』
の取り組み」
内藤 泰行
「アラームによる夜尿症診療」
羽田 敦子

14：35～15：20 一般演題④

座長：津ヶ谷 正行
「下部尿路」 B-9～B-11

15：30～16：00 スウィーツセミナー

「夜尿症診療におけるITの利活用」
吉田 茂

16：00 15：30～16：45 一般演題①

座長：廣田 貴久
「心理・教育・他」 A-7～A-11

17：00

16：00～ 16：30 おひさまカレンダー DEMO

16：45～17：45 イブニングセミナー

座長：河内 明宏
「Advancements & Updates in the
Field of Enuresis」
Paul F. Austin
17：45～17：50 閉会の辞

１8：00

18：00～20：00

懇親会
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コスモス（17F）

第 26 回日本夜尿症学会学術集会
プログラム
2015 年 6 月 27 日（土）
名古屋マリオットアソシアホテル
---------------------------------------------------------------------------------------------------------A 会場：タワーズボールルーム（16F）
8：15 〜 8：55

理事会

9：00 〜 9：05

開会の辞

9：05 〜 10：35

奨励賞候補演題

A-1

第 26 回日本夜尿症学会学術集会 会長

吉田 茂

座長：大友 義之（順天堂大学附属練馬病院小児科）

心理的ストレスが昼夜の尿量逆転を引き起こす：二次性夜尿症の病因に関する動物
実験
〇加藤 正吾（かとう しょうご）、北尾 哲也、山内 壮作、木全 貴久、辻 章志、
金子 一成
関西医科大学小児科学講座

A-2

学童期の切迫性尿失禁は中高年期以降の過活動膀胱の独立した危険因子である
○梶原 充（かじわら みつる）1) 正路 晃一 1) 北野 弘之 1) 小畠 浩平 1)
稗田 圭介 1) 永松 弘孝 1) 郷力 昭宏 1) 馬場崎 隆志 1) 井上 省吾 1)
林 哲太郎 1) 亭島 淳 1) 森山 浩之 2) 松原 昭郎 1)
1) 広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 腎泌尿器科学
2) 尾道総合病院泌尿器科

A-3

薬物療法が奏功しなかった夜尿症におけるメラトニン受容体作動薬ラメルテオンと
アラーム療法の無作為化比較試験
○加賀 勘家（かが かんや）1) 山西 友典 1) 布施 美樹 2) 加賀 麻祐子 2)
柴田 千晴 1) 内山 智之 1) 市川 智彦 2)
1) 獨協医科大学病院排泄機能センター 2) 千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学

A-4

夜尿アラームに対する反応と治療効果についての臨床的検討
○上杉 達也（うえすぎ たつや）１） 大森 圭１） 石井 和史 2） 津川 昌也 2）
公文 裕巳 3）
1) 菊名記念病院泌尿器科 2) 岡山市立市民病院泌尿器科
3) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学
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A-5

小児の昼間尿失禁に対するオキシブ チニン塩酸塩経皮吸収型製剤の有効性の検討
○西崎 直人（にしざき なおと）1） 鈴木 美華子 1） 原 聡 1） 平野 大志２）
藤永 周一郎３） 大友 義之４） 清水 俊明５）
1) 順天堂大学医学部附属浦安病院 小児科 2) 東京慈恵会医科大学 小児科
3) 埼玉県立小児医療センター 腎臓科 4) 順天堂大学医学部附属練馬病院 小児科
5) 順天堂大学医学部 小児科

A-6

過活動膀胱を有する成人女性の小児期の排尿症状
○奥村 敬子（おくむら けいこ）1) 小林 将貴１) 小黒 俊樹１） 磯部 安朗１)
平林 聡１) 津ケ谷 正行２)
1) 成田記念病院泌尿器科 2) 大野泌尿器科

10：40 〜 11：50

教育講演

座長：吉田 茂（医療法人葵鐘会）

「夜間頻尿の診療ストラテジー」
演者：後藤 百万（名古屋大学医学部泌尿器科）
12：00 〜 13：00

ランチョンセミナー

【共催：医療法人葵鐘会】
座長：吉野 薫（あいち小児保健医療総合センター泌尿器科）

「ウロセラピーを考える」
中井 秀郎（自治医科大学 とちぎ子ども医療センター小児泌尿器科）
13：05 〜 13：35

総会

13：35 〜 14：05

会長要望演題

座長：吉田 茂（医療法人葵鐘会）

「腰椎・仙椎の椎弓癒合不全と夜尿症」
望月 貴博（大阪警察病院小児科）
14：10 〜 15：20

アフタヌーンセミナー（30 分× 2 題）

【共催：株式会社アワジテック】
座長：高橋 昌久（こどもクリニック・パパ）
「京都府立医科大学における『アラーム治療』の取り組み」
内藤 泰行（京都府立医大大学院泌尿器機能再生外科学）
「アラームによる夜尿症診療」
羽田 敦子（北野病院小児科）
休憩（10 分）
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15：30 〜 16：45

A-7

一般演題①「心理・教育・他」

座長：廣田 貴久（一宮西病院小児科）

夜尿症児でみられる中途覚醒の睡眠、日常生活への影響
赤司 俊二（あかし しゅんじ）
新都心こどもクリニック

A-8

夜尿症を持つ子どもの PedsQL を用いた QOL 評価
望月 貴博（もちづき たかひろ）
大阪警察病院 小児科

A-9

北野夜尿 CLA リストと夜尿症治療経過との関連
○島本 真弓（しまもと まゆみ）1） 山口 かおり 1） 池田 美和 1） 村岡 愛子 1）
杉元 佐知子 1） 片山 俊郎 2） 伊藤 尚弘 3) 山下 純英 3) 羽田 敦子 3)
1) 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 看護部
2) 公益財団法人 田附興風会 医学研究所顧問（姫路獨協大学 医療保健学部臨床工学科）
3) 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 小児科

A-10 教育現場における夜尿症の認識（養護教諭編）
○岡 勝巳（おか かつみ）１） 服部 益治２）
1) 岡こどもクリニック 2) 兵庫医科大学小児科
A-11 夜尿症診療における一般医家の認識
○服部 益治（はっとり ますじ）1) 柴野 貴之 1) 谷口 洋平 1) 大西 理史 1)
下村 英毅 1) 前川 講平 1) 西村 実果 2) 竹島泰弘 1)
1) 兵庫医科大学小児科 2) 宝塚市立病院小児科
16：45 〜 17：45

イブニングセミナー
【共催：フェリング ファーマ株式会社・協和発酵キリン株式会社】
座長：河内 明宏（滋賀医科大学 泌尿器科）

「Advancements & Updates in the Field of Enuresis」
Paul F. Austin（Washington University in St. Louis School of Medicine/St. Louis Children's Hospital）
17：45 〜 17：50

閉会の辞

18：00 〜 20：00

懇親会：コスモス（17F）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B 会場：アゼリア（16F）
9：05 〜 10：05

B-1

一般演題②「アラーム・センサー」
座長：井上 真太郎（加古川東市民病院小児科）

ワイヤレスアラームの夜尿改善効果の検討
岩間 正文（いわま まさふみ）、入山 恵津子
三菱名古屋病院小児科

B-2

一次性夜尿症に対するコードレスタイプの夜尿アラーム、ピスコール導入のタイミ
ングに関する検討
○渡邊 常樹（わたなべ つねき）、池田 裕一、藤永 周一郎
埼玉県立小児医療センター腎臓科
昭和大学藤が丘病院小児科

B-3

当院における夜尿症に対する 2 機種のアラームによる治療成績の比較
伊藤 尚弘（いとう なおひろ）1) 羽田 敦子 1) 片山 俊郎 2) 秦 大資 1)
1) 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院
2) 姫路獨協大学 医療保健学部 臨床工学科

B-4

WEB カレンダーと多機能センサーを用いた夜尿症患者の睡眠中動態の把握
○原 政博（はら まさひろ）1) 猪又 明大 1) 中田 康之 1) 大谷 拓郎 1)
柳沼 義典 1) 前田 一穂 1) 堀田 真路 1) 吉田 茂２)
1) 株式会社富士通研究所
2) 医療法人葵鐘会

（A 会場にて、教育講演・ランチョンセミナー・総会）
13：35 〜 14：35

B-5

一般演題③「薬物療法」

座長：岩間 正文（三菱名古屋病院小児科）

デスモプレシン点鼻薬とミニリンメルトの検討
〇山田 恭弘（やまだ やすひろ）
、内藤 泰行、藤原 敦子、沖原 浩治、三木 恒治
京都府立医科大学大学院医学研究科 泌尿器外科学

B-6

夜尿消失後における DDAVP 隔日投与中の早朝尿浸透圧の検討
○池田 裕一（いけだ ひろかず）、渡邊 常樹
昭和大学藤が丘病院小児科
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B-7

Full Response 後の経口デスモプレシン製剤（ミニリンメルト®）の漸減法の検討
◯大友 義之（おおとも よしゆき）１）２） 海野 大輔１） 高田 大２） 新島 新一１）
1) 順天堂大学医学部附属練馬病院・小児科
2) 武蔵村山病院・小児科

B-8

小児神経因性膀胱患者に対する経皮吸収型過活動膀胱治療剤ネオキシ® テープ
73.5mg の使用経験
○上仁 数義（じょうにん
滋賀医科大学 泌尿器科

14：35 〜 15：20

B-9

かずよし）、小林 憲市、河内 明宏

一般演題④「下部尿路」

座長：津ヶ谷 正行（大野泌尿器科）

経尿道的尿道切開術が奏功した尿道リング状狭窄を伴った夜尿症の 1 例
○杉本 周路（すぎもと しゅうじ）1)2) 山中 弥太郎 1)2) 高田 将吾 1)
松井 強 1) 森田 恒太郎 1) 濱野 公成 1) 池田 太郎 1) 朴 英智 1) 秦 怜志 1)
1) 川越三井病院泌尿器科 2) 川越インタークリニック

B-10 長期に渡り器質的疾患が見逃されていた非単一症候性夜尿症の男児例
○櫻谷 浩志（さくらや こうじ）、渡邊 常樹、藤永 周一郎
埼玉県立小児医療センター 腎臓科
B-11 夜尿症患児における初期スクリーニングとしての尿流測定の重要性
○丸山 哲史（まるやま てつじ）1） 林 祐太郎 2） 安井 孝周 2）
1) 名古屋市立東部医療センター 泌尿器科
2) 名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野
休憩（10 分）

15：30 〜 16：00

スウィーツセミナー

【共催：ファイルメーカー社】

「夜尿症診療における IT の利活用」

16：00 〜 16：30

おひさまカレンダー DEMO
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吉田 茂（医療法人葵鐘会）

