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2015年
◆日本泌尿器学会総会 ：金沢
「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」
◆日本老年泌尿器科学会 ：浜松
「PSA監視療法における治療介入因子」
◆国際泌尿器学会（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ：メルボルン）
「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 」
「Anxiety, Quality of Life, Advance Directives of Late-Stage Prostate Cancer Patients」
◆日本泌尿器科学会中部総会：岐阜
「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」
◆西日本泌尿器科学会総会 ：福岡
「PSA乱高下（PSA fluctuation）に対するデュタステリドの影響」
◆日本泌尿器科学会東海地方会 ：名古屋
「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」
◆名古屋西部泌尿器ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ：名古屋
「ＰＳＡ動態変化への知見 ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞからCHPI・PSA監視療法まで」
◆浜松泌尿器研究会：浜松
「PSA管理からの知見」
◆新城市医師会講演：新城
「前立腺肥大のこれから」
◆腎癌フォーラム 2015 ：名古屋
最適な個別化治療を目指して 座長
◆名古屋東部過活動膀胱フォーラム2015：名古屋
「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」
◆公立陶生病診連携会
「尿路感染新たなトリアージの展開」

2014年
◆日本泌尿器学会総会：神戸
「PSA監視療法におけるPSA症候群 」
◆全国自治体病院協議会指導医講習会：東京 タスクフォース
◆日本超音波医学会中部地方会：名古屋 泌尿器 座長
◆日本超音波医学会中部地方会：名古屋
「日帰り経直腸的超音波ガイド下前立腺生検の臨床検討 」
◆日本泌尿器科学会中部総会： 浜松 尿路上皮腫瘍 座長
◆国際泌尿器学会（イギリス：ｸﾞﾗｽｺﾞｰ）
「Efficacy of Fesoterodine on Nocturia and Quality of Sleep in Patients with Overactive Bladder」
「Utility of the UTI Severity Index in the Optimization of the Diagnostic and Therapeutic Effort for Urinary Tract Infection」
「Comparison of Initial Results with Robotic-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy and Minimum-Incision Endoscopic Radical Prostatectomy 」
「Concurrent Use of Sr-89 Chloride with Zoledronic Acid Is Safe and Effective for the Metastatic Castration Resistance Prostate Cancer 」
「Psychological Aspects of Active Surveillance for Japanese Men with Low Risk Localized Prostate Cancer」
「A Comparison of the Safety and Efficacy of Thrombomodulin VS Fragmin on Disseminated Intravascular Coagulation with Severe Urinary Tract Infection」
「Incidence and Outcome of Interstitial Lung Disease (ILD) with Everolimus Treatment for Metastatic Renal Cell Carcinoma 」
「Anxiety, Quality of Life, Advance Directives of Late-Stage Prostate Cancer Patients」
「Evaluation of the Efficacy of a Combination of Benzocaine Gel and Periprostatic Nerve Block in Pain Control during
Transrectal Ultrasonography-Guided Biopsy of the Prostate 」
◆日本泌尿器科学会中部総会：浜松
「当院における腸腰筋膿瘍の臨床的検討」
◆西日本泌尿器科学会総会 ：倉敷
「尿路感染トリアージの効用 The potential impact of the UTI severity index triage decisions for patients with urinary tract infections 」
◆日本泌尿器科学会東海地方会 ：名古屋
「両側腸腰筋膿瘍に対する経皮的ドレナージ術と高気圧酸素療法を施行した一例」

2013年
◆日本泌尿器科学会総会
「MirabegronはNocturiaを有するＯＡＢ患者に対する早期・中期効果に関する前向き検討」
◆国際泌尿器学会（カナダ：ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ）
「Early Phase Undergoing Treatment with EGFR-TKI is an Independent Prognostic Factor in Patients with mRCC」
「Acute Renal Infarction: Clinical Characteristics of 26 Patients」
「Mirabegron May Improve Sleep Quality in Patients with Overactive Bladder and Sleep Disturbance」
「Can Phytotherapy Prevent from Unnecessary Repeat Biopsy? 」
「Delayed Definitive Treatment for Active Surveillance versus Immediate Active Treatment with Low Risk Prostate Cancer in Japan」
「Clinical Evaluation of Urinary NMP22 Bladderchek in the Detection of Patients with Upper-tract Urothelial Cancer」
◆西日本泌尿器科学会総会
「RALP導入初期経験における検討」
◆日本泌尿器科学会中部総会
「VEGF-TKI：原発巣早期近接効果の意義」
「当院における重症尿路感染症DIC併発症例の臨床的検討」

◆尾張中支部薬剤業務研究会
「過活動膀胱最新の知見」

2012年
◆日本泌尿器学会総会
「早期前立腺癌に対するactive surveillanceの検討」
◆日本排尿機能学会
「PSA検診で異常値を伴う前立腺肥大におけるCernitin pollen extractの新たな効用の可能性」
◆国際泌尿器学会（福岡）
「Active Surveillance for the Management of Low-Risk Prostate Cancer in a Japanese Cohort」
◆日本泌尿器科学会中部総会
「ＰＳＡ検診におけるＣＨＰＩの影響」
◆日本泌尿器学会西日本総会
「Use of early primary tumor response to predict prognosis in patients with metastatic＆advanced RCC undergoing treatment with TKI.」
◆北海道RCCカンファランス
「Case report: Everolimus-associated Noninfectious interstitial pneumonia in patients with Advanced RCCA Case of Advanced RCC
with a Favorable Response to Retreatment with Everolimus」
◆名古屋RCCカンファランス
「Case report : Presurgical TKI & salvage cytokine therapy for mRCC 」
◆埼玉RCCカンファランス
講演：分子標的治療：選択肢拡大から何を選ぶか？
「How to select amongst available expanded options for the treatment of m & aRCC? 」
◆北海道RCCカンファランス
講演： 「分子標的治療の最適化を目指して 」

主たる著書（共著含む）・論文
「腎動脈瘤、腎動脈瘤晴破裂に対するＴＡＥ（コイル塞栓術）の経験」
「Acute renal infarction:Clinical characteristics of 15 patients within 10 years」
「浸潤性膀胱癌との鑑別に苦慮した増殖性膀胱炎の2例 」
「上部尿路上皮腫瘍におけるNMP22迅速定性法の有用性」
「フェンタニル使用中に呼吸抑制を呈した症例」
「腫瘍塞栓を伴う進行性腎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経過報告」
「泌尿器がんにおける事前要望書・リビングウィルの検討」
「Downsizing a Thrombus of Advanced Renal Cell Carcinoma in a Presurgical Setting with Sorafenib」
「総説：低リスク前立腺癌におけるPSA監視療法」
「To optimize category with presurgical targeted therapeutic benefits for metastatic renal cell carcinoma ( mRCC )」
「腎梗塞のイメージングとその治療 」
「精嚢、前立腺膿瘍に対して経会陰的ドレナージが有効であった1例 」
「前立腺再生検におけるcernitin pollen extract 長期服用の臨床的検討」
「当院における前立腺がん診療の取り組み 日帰り生検からダヴィンチ治療まで」
「集学的治療が奏効した前立腺神経内分泌癌」
「mTOR関連ILDにおける再投与 case studyからRECHALLENGE OF EVEROLIMUS FOR METASTATIC RENAL CELL CARCINOMA AFTER
RECOVERY FROM GRADE 3 INTERSTITIAL LUNG DISEASE : A CASE REPORT 」
「進行性腎癌における近接効果の意義」

