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ご　挨　拶

第29回日本性機能学会西部総会

　会 長　野口 満　 佐賀大学医学部 
泌尿器科学講座 教授

　この度、第29回日本性機能学会西部総会を2020年2月1日（土）に佐賀市にお

いて開催させて頂くこととなりました。佐賀市での開催は初めてで教室員および

同門一同にとって、大変光栄な事であり、皆様のご支援に厚く御礼を申し上げます。

　今回の学会テーマを “性機能の維持と温存 ”とさせていただきました。超高齢

社会において、ただ長生きするのではなく、最近は質の高い “健康長寿 ”がス

ローガンに掲げられています。“性機能の維持と温存 ”はまさしく健康長寿には

欠かせないことではないかと思っております。学会内容もテーマに即して、ラン

チョンセミナーで愛媛大学医学部地域医療学講座の古川慎哉准教授より「糖尿

病の観点からみた生活習慣とED」と題してご講演を頂きます。また、招請講演

1では、東京理科大学薬学部生命創薬科学科　樋上賀一教授に「健康寿命と生殖

能力 ～カロリー制限からの考察～」と題してご講演を頂きます。さらに、最近

の高齢社会、メタボ社会において急増している前立腺癌に関して、その治療と

EDは表裏一体であることから、「前立腺癌診療における性機能の維持と温存」

というシンポジウムを予定いたしました。手術療法、放射線療法の治療効果と性

機能温存について皆さんと考えていきたいと思います。

　会の最後に、招請講演2として、AV男優の森林原人様をお招きし、“性機能

の維持と温存 ”について、実践的な事柄も踏まえてプロフェッショナルな方から

のお話を拝聴したいと存じます。

　皆様の多数のご出席を賜り、実り多い学会になりますよう、スタッフ一同心か

らお待ち申し上げております。
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開 催 概 要

会議名称：第29回日本性機能学会 西部総会

会　　長：野口 満（佐賀大学医学部 泌尿器科学講座）

学会会期：2020年2月1日（土）

学会会場：�ホテルマリターレ創世 佐賀�
 〒840‒0804　佐賀県佐賀市神野東2‒5‒15

事 務 局：�佐賀大学医学部 泌尿器科学講座�
 〒849‒8501　佐賀県佐賀市鍋島5丁目1‒1 
TEL：0952‒34‒2344　FAX：0952‒34‒2060 
E-mail：hinyoukika@ml.cc.saga-u.ac.jp

テ ー マ：�性機能の維持と温存

ホームページ：�https://seikinouseibu29.wixsite.com/seikinouseibu29

世 話 人 会：11：20～11：50

懇親会日時：18：30～

懇親会会場：ホテルマリターレ創世（会場内）



The 29th Western Section Meeting of Japan Society for Sexual Medicine　3 

264

34

至佐賀大和IC

●
総合運動場

●
市役所

●国立佐賀病院

●県警機動隊
●佐賀警察署

●致遠館高校

●戸上電機製作所

佐賀
信用金庫

●

市立図書館
●アバンセ●

九州電力
●

佐賀消防署
●

佐 賀 駅

機動隊前

東神野

神野東一 駅前交番西 市役所南

佐賀署前

大
財
北
町

高架

堀 江 通 り

至
武
雄・長
崎

至
鳥
栖

ホテルマリターレ創世 佐賀

4F

会 場
グランデピアツァ

EV

EV

EV

エスカレーター

コングレーシオ

ク
ロ
ー
ク

［アクセス］
●徒歩の方 佐賀駅バスセンターより徒歩5分
●JRをご利用の方 博多駅より佐賀駅まで特急で40分
 長崎駅より佐賀駅まで特急で80分
●バスをご利用の方 福岡市天神より佐賀駅バスセンターまでバスで80分
 福岡空港より佐賀駅バスセンターまでバスで60分
 佐賀空港よりホテルまで30分
●お車でお越しの方 博多駅より佐賀大和ICまで65分（九州自動車道・長崎自動車道経由）
 福岡空港より佐賀大和ICまで45分（九州自動車道・長崎自動車道経由）
 佐賀空港より佐賀駅バスセンターまでバスで30分
 佐賀大和ICよりホテルまで15分

会場案内図
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参加者へのご案内とお願い

座長へのご案内

1. 総合受付について
①受��付��時��間　　2月1日（土） 11：00～16：30

②参　 加 　費　　5,000円

③参加登録方法　　�当日の参加登録のみとなっています（事前参加登録はございません）。
なお現金のみの受付となっておりますので、予めご了承ください。

2. クロークについて
会場のある4Fにございますのでご利用ください。

3. ランチョンセミナーについて
ランチョンセミナーの整理券は配布いたしません。

4. 撮影・録音
ビデオ、ビデオカメラ、携帯電話等での撮影、録画、録音はご遠慮ください。

5. 託児所
託児所の準備はございません。このため、お子様をお連れになっての会場への入場はお断
りいたします。

6. マスコミの取材について
マスコミの取材に関しましては、会長許可を要します。事前に事務局までお問い合わせく
ださい。

7. 携帯電話
会場内での携帯電話の電源はお切りいただくか、マナーモードへの切替をお願い致します。

8. 懇 親 会
懇親会参加費は無料です。多くの皆様方のご参加をお待ちしております。

日　時：2月1日（土）　18：30～

場　所：ホテルマリターレ創世（会場内）

担当セッション15分前までに次座長席におつきください。
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発表者の皆様へ

1. 発表形式
口演でのご発表でPCプレゼンテーションのみです。

2. 発表時間
一般演題の発表時間は発表5分、質疑応答2分の計7分です。

3. PC受付
ご発表の30分前までにデーター登録・動作チェックをお済ませください。そのあとセッ
ション開始時刻の15分前までに次演者席にお越しください。プログラムの円滑な進行のた
め、時間を厳守いただくようお願い致します。

PC受付の場所と開設時間は下記のとおりです。

　受付時間：11：00～16：30

　場　　所：4F 会場前

4. 発表について
◦USBフラッシュメモリー持込またはノートパソコン持込の受付を行います。

◦�セッションの進行に影響が出るため、発表者ツールは使用できません。�
※発表原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトをお持ちください。

◦�対応OSはWindowsのみでソフトはPowerPoint（2003以降）です。�
データーはUSBフラッシュメモリーのみ受け付けます。

①USBフラッシュメモリーを持ち込まれる方へ

� ◦�フォントはOS標準のもののみご用意いたします。�
また、以下のフォントを推奨いたします。

　　　�日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝�
英　語：Times�New�Roman,�Arial,�Arial�Black,�Arial�Narrow,�Century�Gothic

� ◦�データーをコピーしたUSBはご自身のPC以外でも、正常にデータを読み込めるか
どうか確認してください。

� ◦�USBには、当日発表されるデータ（動画がある場合は動画ファイルを含む）以外は入
れないようにしてください。

� ◦�ファイル名は「演題番号�演者名」としてください。

� ◦�必ず事前にご自身でメディアのウイルスチェックを行ってください。

� ◦�動作確認後、メディアは一旦お返しいたしますが、バックアップ用としてお持ちくだ
さい。

� ◦�コピーしたデータは、発表終了後消去いたします。
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②動画・音声を使用される方へ

� ◦Windows�Media�Player（標準コーデック）で動作する形式をご用意ください。

� ◦�動画の参照ファイルがある場合は全てのデータを同じフォルダに入れてください（動
画ファイルはWMV形式を推奨します）。

� ◦�動画のリンク切れにご注意ください。データをメディアにコピーした後、使用した
PCとは別のPCで動作確認を必ず行ってください。

� ◦�バックアップのため、ご自身のPCを必ずお持ちください。

③ノートパソコンを持ち込まれる方へ

� ◦PC受付にて映像出力をご確認ください。

� ◦�念の為バックアップ用のデーターをCD-ROMあるいはUSBフラッシュメモリーで
お持ちください。

� ◦�ご発表の20分前までに、ご自身で直接受付横のPC受付の係員までお持ちください。

� ◦�必ずAC電源アダプターをご持参ください。

� ◦�DVI 端子などは接続できませんので、MacBook など返還コネクターが必要な場合は
必ずご持参ください。

� ◦�スクリーンセーバー、ウイルスチェック、並びに省電力設定（Macintosh の場合はホッ
トコーナーも）はあらかじめ解除しておいてください。解除されておりませんと発表
中にスクリーンセーバー等が作動してしまうことがあります。

� ◦�スリープからの復帰時、起動時のパスワードは解除しておいてください。

� ◦�発表後は、ご自身のPCをお受け取りください。
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4F グランデピアツァ 3F グラツィア・ホール

2020年2月1日（土）　ホテルマリターレ創世 佐賀

日　程　表

11：20～11：50

世話人会

12：00～13：00 共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー
［ 糖尿病の観点からみた生活習慣とED ］
演者：古川 慎哉（愛媛大学医学部 地域医療学講座 准教授）
座長：金山 博臣（徳島大学大学院 泌尿器科）　 　　　　　

13：00～13：30
一般演題 1　［ 陰茎 ］

座長：藤本 直浩（産業医科大学 泌尿器科）

13：35～14：10

一般演題 2　［ ED・勃起機能 ］
座長：齊藤 源顕（高知大学 薬理学講座）

14：15～15：10
招請講演 1

［ 健康寿命と生殖能力 ～カロリー制限からの考察～ ］
演者：樋上 賀一（東京理科大学薬学部 生命創薬科学科 教授、生命医科学研究所 所長）
座長：松山 豪泰（山口大学 泌尿器科学講座）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15：25～16：00

一般演題 3　［ ホルモン・女性性機能 ］
座長：武井 実根雄（原三信病院 泌尿器科）

16：05～16：55 シンポジウム
［ 前立腺癌診療における性機能の維持と温存 ］

演者： 本田 正史（鳥取大学 泌尿器科）・東武 昇平（佐賀大学医学部 泌尿器科学講座）
戸山 真吾（九州国際重粒子線がん治療センター）・後藤 景介（広島大学 泌尿器科）

座長：中川 昌之（鹿児島大学 泌尿器科）・椎名 浩昭（島根大学 泌尿器学）

17：00～18：00
招請講演 2

［ 職業としての性機能の維持と心構え］
演者：森林 原人（AV男優）　　 　　　
座長：永井 敦（川崎医科大学 泌尿器科）

18：30～ 懇 親 会



8　第29回日本性機能学会西部総会

プログラム

2020年2月1日（土）
会場：ホテルマリターレ創世 佐賀 4F グランデピアツァ

11：20～11：50 世話人会 （3F グラツィア・ホール）

12：00～13：00 ランチョンセミナー 共催：武田薬品工業株式会社

座長：金山 博臣（徳島大学大学院 泌尿器科）

［ 糖尿病の観点からみた生活習慣と ED ］
古川 慎哉（愛媛大学医学部 地域医療学講座 准教授）

13：00～13：30 一般演題1　［ 陰茎 ］
座長：藤本 直浩（産業医科大学 泌尿器科）

O1-1 包皮小帯短縮症の1例
山崎 豪介（産業医科大学病院 泌尿器科学教室）

O1-2 前立腺癌診断時の陰茎長と臨床病期および治療予後との関連
後藤 景介（広島大学大学院 医系科学研究科 腎泌尿器科学）

O1-3 当院におけるペロニー病に対する陰茎形成術の検討
岩井 秀憲（原三信病院 泌尿器科）

O1-4 ペロニー病に対するイオントフォレーシスの治療経験
清水 真次朗（川崎医科大学附属病院 泌尿器科）

13：35～14：10 一般演題2　［ ED・勃起機能 ］
座長：齊藤 源顕（高知大学 薬理学講座）

O2-1 RARP術後 EDに対する新規プロトコールを用いた低強度体外衝撃波治療 
―疾患特異的QOLの縦断的解析による治療効果の検証

井上 省吾（広島大学大学院医系科学研究科 腎泌尿器科学）

O2-2 EDの危険因子の縦断的検討：当院の健康診断
石川 公庸（横浜新緑総合病院、昭和大学藤が丘病院 泌尿器科）
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O2-3 前立腺肥大症に対するタダラフィル長期投与の勃起機能への影響
天野 俊康（長野赤十字病院 泌尿器科）

O2-4 当院における ED治療薬処方の現状分析 【第6報】 
三田 浩一（神戸三宮イースト駅前クリニック）

O2-5 バイアグラODフィルムのアンケート調査
小泉 真太郎（昭和大学藤が丘病院 泌尿器科）

14：15～15：10 招請講演1
座長：松山 豪泰（山口大学 泌尿器科学講座）

［ 健康寿命と生殖能力 ～カロリー制限からの考察～ ］
樋上 賀一（東京理科大学薬学部 生命創薬科学科 教授、生命医科学研究所 所長）

15：25～16：00 一般演題3　［ ホルモン・女性性機能 ］
座長：武井 実根雄（原三信病院 泌尿器科）

O3-1 男性不妊治療後の低ゴナドトロピン性性腺機能低下症のQOLと性機能の検討
白石 晃司（山口大学大学院医学系研究科 泌尿器科学講座）

O3-2 前立腺癌に対する根治的放射線照射後にアンドロゲン補充療法を施行した 
LOH症候群の1例

仲西 昌太郎（琉球大学大学院医学研究科 腎泌尿器外科学）

O3-3 膣欠損に対して小腸利用造膣術を施行した1例
松下 恭平（佐賀大学医学部附属病院 泌尿器科）

O3-4 女性外性器形成術後に発生した外尿道口狭窄症の一例
久住 倫宏（独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 泌尿器科）

O3-5 女性骨盤臓器脱診療における性生活に関する問診の位置づけ
草野 脩平（佐賀大学医学部附属病院 泌尿器科）
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16：05～16：55 シンポジウム

座長：中川 昌之（鹿児島大学 泌尿器科） 
椎名 浩昭（島根大学 泌尿器学）　

［ 前立腺癌診療における性機能の維持と温存 ］
　 S-1 鳥取大学の神経温存術式と治療成績

本田 正史（鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 腎泌尿器学分野）

　 S-2 ロボット支援下腹腔鏡下前立腺全摘術、神経温存での性機能温存 
～患者本人と配偶者の性機能温存に対する思いは違うのか？～

東武 昇平（佐賀大学医学部 泌尿器科学講座）

　 S-3 前立腺癌に対する重粒子線治療後の性機能に関する検討
戸山 真吾（九州国際重粒子線がん治療センター）

　 S-4 前立腺癌に対する密封小線源療法後における性機能の長期経過
後藤 景介（広島大学大学院 医系科学研究科 腎泌尿器科学）

17：00～18：00 招請講演2
座長：永井 敦（川崎医科大学 泌尿器科）

［ 職業としての性機能の維持と心構え ］
森林 原人（AV男優）

18：30～ 懇 親 会



抄　　録

ランチョンセミナー

招  請  講  演

シンポジウム
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ランチョンセミナー 共催：武田薬品工業株式会社

古川 慎哉
愛媛大学医学部 地域医療学講座 准教授

　ED診療ガイドラインによると、様々な疾病がEDのリスクである事が示されており、

EDは全身疾患と捉えることできる。糖尿病があると性機能障害は若年から高率に合併

し、主たる疾患に問わず性機能障害には留意する必要がある。また、糖尿病にEDが発

症すると虚血性心疾患が有意に増加する事から、EDがあれば動脈硬化の併存を疑うべ

きある。加えて、糖尿病にEDが合併していると、うつ症状、夜間排尿回数の増加、運

動不足、座位時間と関連性が示されている。より早期からの糖尿病への治療も動脈硬化

や神経障害の予防のために重要であり、EDの予防にも大切かもしれない。

　生活習慣の改善やリスクへの治療によって一部のEDは改善するため、積極的にリス

クのスクリーニングや全身疾患への治療を並行する事が望ましい。今後は学際的観点を

持ってEDの診断や治療を行う必要があると思われ、内科医も性機能障害に関心を持つ

べきであると確信している。

糖尿病の観点からみた生活習慣と ED
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