第73巻 第1号（2011年1月）
原著
前立腺肥大症における過活動膀胱合併症の特徴
異時性腎破裂をきたした両側透析腎癌の1例
直腸全周性狭窄にて大腸イレウスを呈した前立腺癌の
自然破裂を来した副腎皮質腺腫の１例
症例
EP療法を行った前立腺神経内分泌癌の1例
若年男性に発生したベリに管癌の１例
腎石灰化嚢胞に発生した感染性腎嚢胞の1例
回腸導管の植え替え術を施行した回腸導管皮膚瘻の1
第73巻 第2号（2011年2月）
Real-time balloon inflation elastography(RBIE)による前
学術
立腺癌検出
奨励賞
-前立腺針生検における有用性総説
小径腎癌に対する腎温存手術
前立腺肥大症患者の夜間頻尿および睡眠に対するナ
原著
フトピジルの改善効果
-夜間第一排尿までの睡眠時間を用いた検討腎細胞癌を合併した膀胱褐色細胞腫の1例
TIN療法を施行した難治性精巣腫瘍の1例
膀胱原小細胞癌の１例
症例
Brain Metastasis from Urothelial Cancer :A Report of
Four Cases
一期的後腹膜鏡下両側副腎摘除術を行った血液透析
患者に発生した両側副腎褐色細胞腫の１例
第73巻 第3号（2011年3月）
上部尿路上皮癌に対するBCG注入療法の検討
原著
前立腺部尿道に尿路上皮癌を認めた膀胱癌患者の予
後に関する検討
Successful Superselective Cavernous Artery
Embolization with Microcoils forPost-Traumatic
Nonischemic Priapism : A Case Report
成人に発症した巨大尿膜管嚢胞の１例
放射線治療と動注化学療法で局所制御が可能であっ
症例
た膀胱原発未文化癌の１例
膀胱原発小細胞癌の１例
集学的治療により完全寛解した転移性副腎癌の１例
CEAが腫瘍マーカーとして有用であった男子原発性尿
道腺癌の１例
第73巻 第4号（2011年4月）
手術指導と安全確保（司会のことば）
琉球大学泌尿器科における手術指導と安全確保
経尿道手術のオリジナル手術習得マニュアル
信頼のおける腹腔鏡手術医の育成：精神論的側面から
みたわれわれの教育方針
広島大学病院泌尿器科における腹腔鏡技術認定医育
ワーク
成のための手術指導と安全確保
ショップ 岡山大学泌尿器科における腹腔鏡教育の取り組み
-腹腔鏡技術認定医取得を目指した小児専門病院における小児泌尿器科手術教育の現状
と問題点
腎移植手術における手術指導と安全確保
弘前大学におけるミニマム創根治的前立腺全摘除術
教育システム
Course and Treatment Results of Parapelvic Renal
原著
インドシアニングリーン（ＩＣＧ）赤外線カメラシステムを
利用した腎動脈瘤自家腎移植術の血流評価法
症例
後腹膜脱分化型脂肪肉腫の1例
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第73巻 第5号（2011年5月）
次世代の外科治療（司会のことば）
外科領域のNOTESと単孔式腹腔鏡下手術の現状と今
シンポ
ロボット補助下前立腺摘除術：恥骨後前立腺摘除術と
ジウム
の比較
腎癌に対するCTガイド下経皮的ラジオ波焼灼療法
（RFA）の現状と将来
腎盂尿管移行部狭窄症に対するdismembered
Anderson-Hynes法におる後腹膜鏡下腎盂形成術：初
期11例の治療成績
原著
系統的経直腸的前立腺生検の臨床検討
女性排尿障害患者に対するウラピジル単独およびコリ
ン作動薬との併用療法の有用性
原発性膀胱絨毛癌の1例
症例
MIBGシンチグラフィが陰性であった褐色細胞腫の1例
急速に進行した陰茎sarcomatoid carcinomaの1例
第73巻 第6号（2011年6月）
泌尿器科領域の新しい診断技術（司会のことば）
ＣＴおよびＭＲＩの最新技術
シンポ
仮想海綿体内視鏡
ジウム
新しい前立腺癌の画像診断-バルーン圧迫法による組
2
織弾性超音波とMRI-RVS泌尿器内視鏡の将来技術
女性腹圧性尿失禁患者に対するＴＯＴ（経閉鎖孔式
テープ）手術の初期治療成績
原著
鳥取市立病院における腎結石に対するflexible
transurethral lithotripsy(f-TUL)治療成績extracorporeal shock wave lithotripsy(ESWL)治療成績
原発性膀胱絨毛癌の1例
症例
腎外傷後に仮性動脈瘤を形成した２例
腎温存手術を施行した両側同時性肉腫様腎細胞癌の1
第73巻 第7号（2011年7月）
High Risk 前立腺癌をいかに治療するか（司会のこと
ば）
ハイリスク前立腺癌に対する恥骨後式広範囲前立腺全
摘除術：安全に遂行するための術式の工夫
腹腔鏡下前立腺全摘除術
-High Risk 症例に対する術式の工夫と治療成績シンポ
術前ホルモン療法は腹腔鏡下前立腺全摘除術後の経
ジウム
過に影響を与えるか？
3
-高リスク癌の術後経過に焦点を当てて高リスク限局性前立腺癌に対する外照射併用125I密封
封小線源療法の短期治療成績
ハイリスク前立腺癌に対する内分泌療法併用強度変調
放射線療法(IMRT) の初期治療経験
腎杯穿刺法における超音波造影剤ソナゾイド
原著
(Sonazoid)の有用性に関する基礎的実験および臨床研
膀胱小細胞癌の1例
症例
腹腔鏡下生検にて診断した特発性後腹膜線維症の1例
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第73巻 第8号（2011年8月）
総説
男子尿道炎の診断と治療
前立腺癌患者における前立腺全摘除術の治療成績に
関する検討
鳥取市立病院における尿管結石に対するHo:YAGレー
原著
ザーを使用したtransurethral lithotripsy(TUL)治療成績
-extracorporeal shock wave lithotripsy(ESWL)治療成
績との比較
腹腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績
術前に両側精巣腫瘍と鑑別が困難であった精巣上体
炎の1例
陰茎海綿体腫瘍の1例
症例
嚢胞状病変を随伴した前立腺癌の2例
ＶＨＬ病の両側腎癌に対し集学的治療を行った1例
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第73巻 第9号（2011年9月）
学術
奨励賞

原著

症例

前立腺癌検出におけるReal-time tissue
elastography(RTE)併用前立腺針生検の有用性
局所浸潤性膀胱癌におけるＣＤＤＰ併用放射線療法の
長期予後の検討
膀胱癌に対する光力学診断における課題
-偽陽性所見の病理学的検討岡山大学泌尿器科における女性外来統計と患者アン
ケート調査
血液透析用内シャント作成に対するインドシアニング
リーン(ICG)蛍光造影法の応用
肝転移を有する精巣腫瘍に対する
paclitaxel,ifosfamide,nedaplatin(TIN)療法の経験
精索腫瘍として発見された悪性リンパ腫の1例
外傷性精巣脱出症の1例
膀胱小細胞癌に対し集学的治療が奏功した1例

第73巻 第10号（2011年10月）
尿中microRNA検出による尿路上皮癌の診断
学術
Recombinant follicle-stimulating hormone を用いた男
奨励賞
性低ゴナドトロピン性 性腺機能低下症の治療成績
総説
原著

症例

筋層非浸潤性膀胱癌の予後
限局性前立腺癌に対する前立腺全摘除術と内分泌療
法の癌特異的生存期間の比較
結石性腎盂腎炎合併症例に対するＴＵＬの治療検討
ＢＣＧ膀胱内注入療法後に生じたReiter症候群の1例
腹腔内に穿通した膀胱異物の1例
14歳男児に発症した精巣腫瘍の1例
高齢男性にみられたcecoureteroceleの1例
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第73巻 第11号（2011年11月）
女性過活動膀胱（OAB)患者における抗コリン剤の臨床
比較検討
学術
奨励賞 内分泌非活性副腎腫瘍に対する手術治療の検討
膀胱機能の脊髄における制御とオレキシンAの役割
ヤング
ウロロジスト
膀胱機能の脊髄における制御とオレキシンAの役割
リサーチ
コンテスト
Combination Chemotherapy Comprising Docetaxel and
Zoledronic Acid Plus Dexamethasone for HormoneRefractory Prostate Cancer in Japanese Patients
原著
腹腔鏡下腎盂形成術の治療成績
前立腺針生検時に偶然発見された膀胱癌の臨床的検
討
Mixed epithelial and stromal tumor of the kidneyの1例
症例
腎摘出後に尿管断端炎を来たした腎結核の1例
第73巻 第12号（2011年12月）
学術
尿路癌患者で膀胱再発が疑われた非特異的粘膜変化
奨励賞 の組織学的検討
The Impact of Body Mass Index and Subcutaneous Fat
Volume on the Need forExtended Incision During
Minimum Incision Endoscopic Surgery for Radical
Nephrectomy
原著
腹直筋筋膜利用尿失禁手術の低侵襲化
-尿道サポート法(山田法)の経験内分泌療法抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法
についての検討
近森病院泌尿器科におけるUrosepsisの臨床的検討
外傷による腫瘍内出血を契機に発見された巨大副腎
骨髄脂肪腫の1例
輸血拒否患者に発症した動脈尿管瘻の1例
症例
Spontaneous Bladder Perforation : A Case Report and
Review of the Literature
外傷性横隔膜ヘルニアに合併した尿管損傷の1例
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