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第 27 回日本老年泌尿器科学会，2014/06/13，山形．	 
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徳田雄治，関田信之，松山豪泰，賀本敏行：シンポジウム：泌尿器細胞診報告様式に関す

る検討：現在までの進捗状況(臨床の立場から)．	 

第５５回日本臨床細胞学会総会[春期大会]，2014/06/06，横浜．	 
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第６６回西日本泌尿器科学会総会，2014/11/06，倉敷．	 



	 

木田和貴，向井尚一郎，鬼塚千衣，月野浩昌，上村敏雄，分田裕順，長野正史，山下康洋，

賀本敏行：宮崎大学における 7cm 以上の腎細胞癌 pT2～3NOMO に対する鏡視下手術の検討．

第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会，2014/11/26，福岡．	 

	 

座長	 

小林隆彦：一般演題．第 85 回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2014/01/18，宮崎．	 

分田裕順：一般演題．第 85 回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2014/01/18，宮崎．	 

賀本敏行：Session2「進行腎癌に対する分子標的薬選択の TIPS」．第 184 回宮崎県泌尿器

科医会，2014/01/30，宮崎．	 

月野浩昌：一般演題モデレーテッドポスター：前立腺腫瘍/診断マーカー（座長）．第 102

回日本泌尿器科学会総会，2014/04/26，神戸．	 

賀本敏行：泌尿器細胞診報告様式に関する検討：現在までの進捗状況．第５５回日本臨床

細胞学会総会[春期大会]，2014/06/06，横浜．	 

上村敏雄：座長：一般演題 21 腎腫瘍・泌尿器疾患２.	 

第 30 回腎移植・血管外科研究会，2014/06/27,	 沖縄	 

賀本敏行：座長：ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｾｯｼｮﾝ 3	 去勢抵抗性前立腺がんに対する新しい治療戦略．	 

第１２回日本臨床腫瘍学会学術集会，2014/07/17，福岡．	 

賀本敏行：口演５４	 尿路上皮	 手術療法．第 52 回日本癌治療学会学術集会，2014/08/28，

横浜．	 

賀本敏行：シンポジウム１「泌尿器がんの最新治療」第６６回西日本泌尿器科学会総会，

2014/11/07，倉敷．	 

賀本敏行：ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ 1	 今さら聞けないこと：「腹腔鏡のあれこれ」～去勢ﾚﾍﾞﾙはなぜ

「50」？～．第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会，2014/11/26，福岡．	 

賀本敏行：ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ３．第 28 回日本泌尿器内視鏡学会総会，2014/11/26，福岡．	 

	 


