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第1会場
(1階 ホール)

第2会場
(2階 ホール)

第3会場
(3階 会議室)

11:40 ～12:40 ランチョンセミナー1

高齢 に る 活動 治療： 展

第 ・第 会場では ランチョンセミナー に を た す
は ホール ホール ポスター・展示会場に が

13:20 ～14:20 演

えるのは のは

14:30 ～16:00 シンポジウム2

高齢 の 尿 が の 治療
術 管理の ： 癌

日本 尿
対 グラム

14:30 ～15:20 一般口演7
尿

座長： 　 孝・ 　　 正

8：50～9：40

議員会

9：45～9：50 会式

9:50～11:20 シンポジウム1

高齢 の下 尿路 に対する
動療 薬 療 を する

16:00 ～17:30 シンポジウム3

超高齢社会に る地 ケア
排 ケア の

14:30 ～16:00 ト ーニングセミナー

高齢 の尿 に わる の結

19 ：00～20 ：30 会員懇親会 （参加費無料） 会場：アートホテル旭川 3階ボールルーム
学会会場から徒歩5分

9:50～10:40 一般口演1
排尿ケア1

9:50～10:40 一般口演2
尿 癌

10:40 ～11:30 一般口演4

排尿ケア2

10:40 ～11:30 一般口演5

療 ・

11:40 ～12:40 ランチョンセミナー2

尿路 癌に るが 療 が
～biomarkerが たらすprecision medicine～

11:40 ～12:40 ランチョンセミナー3

癌に対する
Better Treatment, Better Support

15:20 ～16:10 一般口演9
尿 ・その他

座長： 藤和 子・ 田　

17:40 ～18:40 イブニングセミナー1

尿に る尿路 症の ジ ント
代 親 ーテ ング テーテル

の

17:40 ～18:40 イブニングセミナー2
高齢 の 活動 治療を える

～治療 ションの 効活 ～

司会：武田　正
演者： 田　 也

第1日目：2019年6月14日（金）

共催： ラスト株式会社 共催： 薬株式会社

共催： ンセン ー 株式会社共催：アストラ 株式会社共催：アステラス 薬株式会社

司会： 田　正貴・西村かおる
演者： 　正 ・ 　哲
　　　 藤和 子・谷口　 実

共催：グラ ・スミス ライン株式会社

司会：本間　 夫・西村かおる
演者： 田 子・井川　 彦

司会：三 　浩 ・久 　
演者：川 　 ・ 　　聡孝
　　　 山　　 ・ 村　　
　　　 　 恵

司会： 藤　 ・谷口　 実
演者：長谷川　浩・ 　　
　　　山川 ・田中　 典

座長： 　 ・ 恵 子

座長：青木　芳隆・ 本 子

共催：株式会社 薬工場

司会：山口　
演者： 　哲 ・ 口　

17:40 ～18:40 イブニングセミナー4

高齢 に る 尿の 治療
尿を に

共催： リング・ ー 株式会社

司会： 藤　
演者： 田　正貴

座長：三 　浩 ・篠原　信雄

座長： 田　 也・ 川　隆

司会： 　秀
演者： 　　

司会： 　秀
演者： 　俊彦

司会： 村　
演者： 井　　

司会： 木　 ・青木　芳隆
演者： 原　 子・今西　
　　　 　 ・ 　 子

第4会場
(2階 第2会議室)

第5会場
(2階 リハーサル室)

ポスター・展示会場
(地下 展示室)

9:00～16:30
ポスター貼付・閲覧

16:30 17:30～
ポスター発表

15:20 ～16:20 一般口演10
症例・その他

座長：中川　　恵・和角　彰子

9:50～10:40 一般口演3
排尿・排便管理

座長：三井　貴彦・和田　直樹

10:40 ～11:30 一般口演6

尿路結石症

11:40 ～12:40 ランチョンセミナー4
新たな時代を迎え腎癌に対する
治療薬の選択は変わるか？

司会：舛森　直哉
演者：篠原　信雄

14:30 ～15:20 一般口演8
手術・その他

座長：藤本　清秀・舛森　直哉

17:30 ～18:40 イブニングシンポジウム
OABに対する温熱効果17:40 ～18:40 イブニングセミナー3

超高齢社会の排尿ケア
～チーム活動で何が変わったのか?～

司会：髙橋　　悟
演者：西井　久枝・青木　芳隆

17:30 ～18:00
ポスター撤去

一般ポスターP1～P6

P1-1～P1-8
座長：中川　晴夫
P2-1～P2-8
座長：武井実根雄
P3-1～P3-8
座長：福原　　浩
P4-1～P4-8
座長：浪間　孝重
P5-1～P5-7

座長：岡村　菊夫
P6-1～P6-7

座長：江藤　正俊

19 ：00～20 ：30 会員懇親会 （参加費無料） 会場：アートホテル旭川 3階ボールルーム
学会会場から徒歩5分

共催：日本新薬株式会社 共催：花王株式会社

共催：武田薬品工業株式会社

司会：西村かおる・山西　友典
演者：山西　友典・今村　哲也
　　　和田　直樹・金　　憲経

座長：山口　　聡・谷口　成実


