第75巻 第1号（2013年1月）
学術 Prostate-Specific Antigen Bounce Following
奨励賞 Permanent Iodine-125 Prostate Brachytherapy
精索静脈瘤に対する顕微鏡下低位内精静脈結紮術の
原著 経験
結石による尿路閉塞を伴った重症腎盂腎炎の治療経
Nephrogenic Diabetes Insipidus with Bilateral Severe
Hydronephroureter Diagnosed? in Adulthood :A Case
Report and Review of the Literature
去勢抵抗性前立腺癌と筋層浸潤性膀胱癌を併発した
症例
症例に対しGDC療法が奏効した１例
Stage Ⅰ精巣癌のフォローアップにおける腫瘍マーカー
測定の有用性：3症例の検討
経皮的腎生検が診断に有用であった転移性腎腫瘍の
第75巻 第2号（2013年2月）
新任のごあいさつ―西日本泌尿器科学会会員の皆様
総説 血液型不適合腎移植の現況
原著 当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期治療経
Cisplatin低用量動注併用放射線療法が著効した膀胱
小細胞癌の１例
近赤外蛍光カラーカメラシステムを利用した腎部分切
除術の１例
症例 FDG-PET/CTで腎癌の創部播種転移が疑われた皮下
膿瘍の１例
傍精巣横紋筋肉腫の２例
Xanthogranulomatous Orchitis :A Case Report
副腎血管腫性内皮嚢胞の１例
第75巻 第3号（2013年3月）
学術 筋層非浸潤性膀胱癌（Ta,T1）に対するBCG膀胱腔内
奨励賞 注入療法の治療成績とEAU ガイドラインのリスク分類
下部尿路症状を有する未治療男性患者における各症
原著
状スコアの季節差
腎臓に発症したコレステリン肉芽腫の１例
25年後に対側に発生した精巣腫瘍の１例
副腎動脈瘤破裂の１例
症例 両側腎に転移した間葉性軟骨肉腫の１例
Intraperitoneal Foreign Body Migrating from the
Bladder :A Case Report
膀胱に発生した炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の１例
第75巻 第4号（2013年4月）
泌尿器癌の発生・進展のメカニズム解明と臨床応用へ
の挑戦（司会のことば）
酸化ストレスによる前立腺癌の進展機序の解明と治療
応用
クラスタリン発現とアンドロゲン受容体シグナル伝達経
ワーク
路のクロストークをターゲットとする前立腺癌の進展メカ
ショップ
ニズムの解明と臨床応用
長期低酸素環境における前立腺癌細胞増殖機構の解
明と新たな治療法の開発
マイクロRNA発現プロファイルを起点とした膀胱癌にお
ける分子ネットワークの解明
学術 前立腺癌におけるMRIで描出される病変と描出されな
奨励賞 い病変の比較検討
尿路感染症に起因するDICの治療における遺伝子組み
原著
換えトロンボモジュリン（rTM）の検討
症例 心タンポナーデを発症した膀胱癌心転移の1例
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第75巻 第5号（2013年5月）
泌尿器癌の薬物療法：近未来予測（司会のことば）
シンポ 腎細胞癌の薬物療法：治療アルゴリズムの近未来予測
ジウム 進行尿路上皮癌: post-Gemcitabine/Cisplatin療法は？
1
前立腺癌：近未来のホルモン療法の可能性
新時代の骨転移マネジメント
学術 腎癌の診断におけるdiffusion-weighted imaging（DWI）
奨励賞 の有用性の検討
恥骨後式前立腺全摘除術における皮下閉鎖式持続吸
原著 引ドレーンの手術部位感染（SSI）防止に対する効果
―前向き試験―
経尿道的膀胱腫瘍切除中に膀胱内爆発を生じた１例
症例
副腎再発を認めた脳原発悪性リンパ腫の１例
第75巻 第6号（2013年6月）
手術療法の将来展望～標準治療と先端医療～（司会
のことば）
ロボット支援手術の現状分析
シンポ 恥骨後式、腹腔鏡下、ロボット支援手術による前立腺
ジウム 全摘除術及びリンパ節郭清に関する臨床的検討
２
手術療法の将来展望～標準治療と先端医療～腹腔鏡
手術の立場から
泌尿器科領域における単孔式腹腔鏡手術の現状と課
開腹手術；開腹手術の位置付けと教育システム
T1/ high-grade膀胱癌に対するsecond TURの検討と予
原著
後予測の試み
播種性骨髄癌腫症を初発とした前立腺癌の１例
症例 診断・治療に難渋した腸骨動脈尿管瘻の1例
術前診断が困難であった非特異的限局性尿管炎の1
第75巻 第7号（2013年7月）
学術
顕微鏡下精巣内精子採取術初期250例の経験
奨励賞
原著 腹腔鏡下膀胱全摘除術における初期経験に関する報
修正Valdivia体位における尿路結石治療の4例
前立腺癌の膀胱転移の1例
酸性尿酸アンモニウム結石の1例
セミノーマを発症したアンドロゲン不応症の1例
症例
後腹膜鏡下腎摘除術後に両側側腹筋に発症した横紋
筋融解症の1例
転移性腎細胞癌に対するエベロリムス投与後に急性腎
不全を来たした1例
第75巻 第8号（2013年8月）
招請
未知への探究心：私のプロテアソーム研究から…
講演
原著 間質性膀胱炎に対する水圧拡張術の経験
肉芽腫を合併した腎細胞癌の１例
Stamey尿失禁防止術に用いた人工血管が膀胱内に迷
入した１例
膀胱癌plasmacytoid variantの1例
症例
Wegener肉芽腫症に対するCyclophosphamide治療後に
発生した膀胱癌の1例
女性泌尿器科領域における経腟・経直腸リニアプロー
ブを用いた超音波診断の試み:自験104例の検討
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第75巻 第9号（2013年9月）
招請
腎細胞癌特異的分子を標的とした創薬研究
講演
学術 3Dモニターを使用した腹腔鏡下前立腺全摘除術の経
奨励賞 験
福山泌尿器病院におけるHo-YAGレーザー導入後の
原著
TUL初期治療経験
腎細胞癌の摘除術後に皮膚筋炎が改善した1例
Cushing症候群を呈した副腎 black adenomaの1例
脊髄圧迫症状をきたした前立腺癌胸椎転移に対し椎弓
症例
切除術を施行した1例
血管内ステントグラフト留置術により止血し得た尿管動
脈瘻の1例
第75巻 第10号（2013年10月）
経直腸的前立腺生検におけるニューキノロンとタゾバク
学術
タム／ピペラシリン（TAZ/PIPC）の予防抗菌薬としての
奨励賞
副腎皮質腫瘍におけるIGF2とβ-catenin発現の検討
総説 腎癌に対する分子標的治療薬の現状と課題
九州地方における間質性膀胱炎の実態調査 ―第16
原著
回九州泌尿器科共同研究―
Pseudomyxoma Peritonei of the Appendix Found
Incidentally During Graftectomy of A Failed Allograft: A
Case Report
Recurrent Spontaneous Subcapsular Renal Hematoma
with Loss of Renal Function: A Case Report
症例 ドレインチューブによる浅腸骨回旋動脈からの遅発性
出血を来した生体腎移植の１例
Single photon emission computed tomography・CT複合
撮影が診断に有用であった膀胱パラガングリオーマの
鼻腔内転移を含む晩期多臓器転移を来した腎細胞癌
の1例
第75巻 第11号（2013年11月）
精巣腫瘍との鑑別が困難であった炎症性偽腫瘍の1例
膀胱に発症したendosalpingiosisの1例
膀胱炎症性偽腫瘍の1例
症例 前立腺STUMP (stromal tumor of uncertain malignant
potential) の1例
根治的膀胱前立腺全摘除術後にdocetaxel療法を施行
して長期生存を得ている前立腺小細胞癌の1例
献腎移植のドナー不足に対する香川県の10年間の取
統計
り組みと献腎移植数の推移
第75巻 第12号（2013年12月）
総説 夜間頻尿とQOL
骨形成変化を伴った肉腫様陰茎癌の1例
腎膿瘍を伴う急性腎不全を発症したサルモネラ感染症
の1例
超高齢者腎癌に対するソラフェ二ブの使用経験
膀胱全摘除術前後のGC療法にもかかわらず，急速に
症例
進行した膀胱癌micropapillary variantの1例
嚢胞性腎癌と鑑別が困難であった後腹膜脱分化型脂
肪肉腫の１例
不妊を機に発見され腫瘍摘除後に妊孕性が改善した
精巣ライディッヒ細胞腫の1例
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