
 

2022 年 10 月 25 日 

株式会社メディカロイド 

 

第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会 出展のご案内 

 

株式会社メディカロイドは、総代理店シスメックス株式会社と共催で 2022 年 11 月 10 日から 12 日 

まで神戸コンベンションセンターにて開催されます 第 36 回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会  

に出展いたします。 

展示会場内メディカロイドブースでは、日本発手術支援ロボット「hinotori™ サージカルロボット     

システム」の展示と、医師の方に限り実機の操作体験をご案内しております。こちらは事前予約制となっ

ておりますので、ご希望の方は下記リンク先のフォームよりお申込み下さいませ。 

学会展示ブースでの hinotori™ Touch＆Try 事前予約はこちらから 

 

また、会期中の下記 3 日程にて、弊社共催セミナーを開催いたします。 

 

【ランチョンセミナー1】 

11 月 10 日（木曜日）11:40～12:40 神戸国際展示場 2 号館 1F 第 1 会場  

「hinotori™臨床の実際と期待」 

座長 ：羽渕 友則 先生（秋田大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学講座） 

演者 ：佐々木  雄太郎 先生（徳島大学病院 泌尿器科） 

演者 ：古川 順也 先生（神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野） 

 

【イブニングセミナー５】 

11 月 1１日（金曜日）17:10～18:10 神戸国際会議場 1F 第 6 会場  

「hinotori™ における臨床の工夫」 

座長 ：武中  篤 先生（鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 腎泌尿器学分野） 

演者 ：松本  一宏 先生（慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室） 

演者 ：全並  賢二 先生（藤田医科大学医学部 腎泌尿器外科学講座） 

  

https://www.medicaroid.com/reserve/?utm_source=jser2022&utm_medium=hp_release&utm_campaign


 

【学会特別企画３】 

11 月 12 日（土曜日）14:30～15:30 神戸国際展示場 2 号館 1F 第 1 会場 

「hinotori™ 臨床について」 

座長 ：羽渕  友則 先生（秋田大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学講座） 

座長 ：三宅 秀明 先生（浜松医科大学医学部 泌尿器科学講座） 

演者 ：楠原 義人 先生（徳島大学病院 泌尿器科） 

    「RARP:hinotori™と daVinci の相違点」 

   演者 ：黒松  功 先生（名古屋セントラル病院 泌尿器科） 

          「ロボット手術経験のない施設における hinotori™を用いた RARP の導入」 

演者 ：日向 信之 先生（広島大学大学院医系科学研究科 腎泌尿器科学） 

       「hinotori™を用いたロボット支援腎部分切除術の実際」 

 

 

詳細につきましては、弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

以 上 

 

hinotori™ サージカルロボットシステム 



会場

◯Tezuka ProductionsC

ぜひご来場いただき
hinotori™を触って感じてください！
hinotori™体験は、予約（20分/組）となりますので
体験希望の先生は、下記より事前申し込みをお願いします。

体験お申し込みはこちらから
hinotori™

主催：　第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会

第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会
 Japanese Society of Endourology and Robotics

月 日 日11 10 12
2022年

～ 土木期間

月 日11 10 13:00 18:00～木

月 日11 11 8:00 19:00～金

月 日11 12 9:00 17:40～土

展示のご案内

販売名：hinotoriサージカルロボットシステム
承認番号：30200BZX00256000

神戸国際展示場
コンベンションホール北
兵庫県神戸市中央区港島中町 6-11-1



◯Tezuka ProductionsC

神戸国際展示場2号館1F 第1会場「コンベンションホール南」

座長

演者

- 秋田大学大学院 医学系研究科 腎泌尿器科学講座 -- 秋田大学大学院 医学系研究科 腎泌尿器科学講座 -
羽渕  友則 羽渕  友則 

古川  順也古川  順也

先生先生

先生先生
- 神戸大学大学院 医学研究科 腎泌尿器科学分野 -- 神戸大学大学院 医学研究科 腎泌尿器科学分野 -

演者

佐々木 雄太郎佐々木 雄太郎 先生先生
- 徳島大学病院　泌尿器科 -- 徳島大学病院　泌尿器科 -

臨床の実際と期待 

共　催：　第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会
　株式会社メディカロイド／シスメックス株式会社

hinotori™

共催セミナーのご案内

ランチョン
セミナー 1

現地参加となります。HP等で参加方法をお確かめください。
※ライブ配信・オンデマンド配信の予定はございません。

＜参加方法＞

年 月 日 木11 102022 11:40～ 12:40

01
 第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会



◯Tezuka ProductionsC

神戸国際会議場 1F 第6会場 「メインホール」

座長

演者

- 鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 腎泌尿器学分野 -- 鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 腎泌尿器学分野 -
武中  篤 武中  篤 

松本  一宏松本  一宏

先生先生

先生先生
- 慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室 -- 慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室 -

演者 全並  賢二全並  賢二 先生先生
- 藤田医科大学医学部 腎泌尿器外科学講座 -- 藤田医科大学医学部 腎泌尿器外科学講座 -

における臨床の工夫

共　催：　第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会
　株式会社メディカロイド／シスメックス株式会社

hinotori™

共催セミナーのご案内

イブニング
セミナー 5

現地参加となります。HP等で参加方法をお確かめください。
※ライブ配信・オンデマンド配信の予定はございません。

＜参加方法＞

年 月 日 金11 112022 17:10～ 18:10

02
 第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会



03

◯Tezuka ProductionsC

神戸国際展示場2号館1F 第1会場「コンベンションホール南」

座長

演者

- 秋田大学大学院 医学系研究科 腎泌尿器科学講座 -- 秋田大学大学院 医学系研究科 腎泌尿器科学講座 -
先生先生

- 浜松医科大学 医学部 泌尿器科学講座 -- 浜松医科大学 医学部 泌尿器科学講座 -
先生先生

演者

演者

先生先生

臨床について

共　催：　第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会
　株式会社メディカロイド／シスメックス株式会社

hinotori™

 第36回日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会総会

学会特別企画のご案内

学会特別企画３

現地参加となります。HP等で参加方法をお確かめください。
※ライブ配信・オンデマンド配信の予定はございません。＜参加方法＞

年 月 日 土11 122022 14:30～ 15:30

羽渕  友則 羽渕  友則 

先生先生
- 広島大学大学院 医系科学研究科 腎泌尿器科学 -- 広島大学大学院 医系科学研究科 腎泌尿器科学 -

「hinotori™を用いたロボット支援腎部分切除術の実際」「hinotori™を用いたロボット支援腎部分切除術の実際」

日向  信之日向  信之

三宅  秀明 三宅  秀明 

先生先生
- 徳島大学病院　泌尿器科 -- 徳島大学病院　泌尿器科 -

「RARP:hinotori™ と da Vinci の相違点」 「RARP:hinotori™ と da Vinci の相違点」 

楠原  義人楠原  義人

- 名古屋セントラル病院 泌尿器科 -- 名古屋セントラル病院 泌尿器科 -

「ロボット手術経験のない施設におけるhinotori™を用いたRARPの導入」「ロボット手術経験のない施設におけるhinotori™を用いたRARPの導入」

黒松  功黒松  功


