
第70巻 第1号（2008年1月20日発刊）
総説 ホルモン不応性前立腺癌におけるＰＳＡ発現調節機構 計屋　知彰・他

市中病院間での体腔鏡下手術に対する技術習得への
取り組み

市川　孝治・他

腎性上皮小体機能亢進症に対する上皮小体摘出術の
治療成績

林田　有史・岸谷　晴雄・他

チューブレス尿管瘻第一例の最終報告 有吉　朝美
集学的治療を行った膀胱小細胞癌 宮本　克利・三田　憲明・他
褐色細胞腫と神経節腫が混在した副腎髄質腫瘍の１ 後藤　景介・他
盲端尿管内に結石を伴った盲端重複尿管の１例 山根　隆史・他
女子外尿道口に発生した尖圭コンジローマの1例 澤崎　晴武・他

第70巻 第2号（2008年2月20日発刊）
学術

奨励賞
Enterococcus faecalis におけるペニシリン耐性機序 平賀　紀行・他

DMSOは収縮機構のカルシウム感受性を低下させ、ウ
サギ排尿筋を弛緩させる

志賀　健一郎・他

Effect of Vascular Endothelial Growth Factor and its
Receptor　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　　ｏｎ　Ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｎｖａ
ｓｉｏｎ　ｉｎＢｌａｄｄｅｒ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｌｉｎｅｓ

中西　良一・他

膀胱移行上皮癌におけるメタロチオネイン（ＭＴ）の発現
とその役割

山崎　安人・他

高齢者ドナーにおける生体腎移植 島本　憲司・他

原著
尿管狭窄に対する virtual ureteroscopy(仮想尿管鏡)の
有用性について

山本　憲男・他

Sarcomatoid Renal Cell Carcinoma : Case Report and
Review of the Literature

長田　恵弘・増田　愛一郎

A 70-Year-Old Man with Solitary Paravesical
Neurofibroma : A Case Report

米澤　智一・他

第70巻 第3号（2008年3月20日発刊）
Long-Term Follow-Up of Nephron-Sparing Surgery for
Renal Tumors

Frederik C.Rood et al.

YAG Laser Treatment for Bladder Cancer (Report of
196 Cases)

Xishuang Song

A Membrane-Anchored Growth Factor HB-EGF:New
Insights into Cell Signaling

Shigeki HIGASHIYAMA 

特別
講演

化学療法の新たな展開 丹司　望

学術
奨励賞

高齢者夜間頻尿における脳性ナトリウム利尿ペプチド
(ＢＮＰ)測定の意義

曾根　淳史・他

腎腫瘍に対するミニマム創内視鏡下手術：11例の初期
経験

西山　賢龍・他

腎細胞癌術後に、肺クリプトコッカス症を発症した１例 西村　博昭・他
多房性?胞を伴った前立腺癌の１例 佐藤　勇司・他
女子尿道悪性黒色腫の１例 澤崎　晴武・他
腎細胞癌と腎オンコサイトーマの両側同時発生の２例 平田　武志・他

第70巻 第4号（2008年4月20日発刊）
小児泌尿器科手術（司会のことば） 金山　博臣・山口　孝則
当科における小児先天性水腎症に対する腹腔鏡下腎
盂形成術の経験

高橋　正幸・他

小児原発性膀胱尿管逆流症の治療方針 長野　正史・他
小児停留精巣、特に非触知精巣に対する当院での臨
床的検討

山口　晶子・他

近位型尿道下裂の治療：Yoke(modified Koyanagi)尿道
下裂形成術

鮎川　弥須宏・他

女児外陰部形成術におけるPUMとTUM 林　祐太郎・他
原著 抗コリン薬に対して無効であった過活動膀胱症例の検 野村　昌良・他

Tension-free vaginal tape (TVT) deviceを使用して施行
したtransobturator tape (TOT) 手術の経験

井手　広樹・他

後腹膜鏡下に摘除した巨大水腎症の1例 松永　欣也・他
特発性血小板減少性紫斑病に合併した腎細胞癌の１ 西田　智保・他
Cutaneous Metastasis of Penile Cancer Tomoyoshi IMAMURA et al. 

招請
講演

ワーク
ショップ

症例

原著

症例

症例

総説

原著



第70巻 第5号（2008年5月20日発刊）
泌尿器科癌に対する集学的治療（司会のことば） 中川　昌之・筧　善行
癌特異的免疫療法を基盤としたホルモン不応性再燃前
立腺癌に対する集学的治療

野口　正典・他

進行性腎細胞癌に対する集学的治療 中本　貴久・他
腎細胞癌の骨・軟部組織転移巣に対するMDR克服併
用動注化学療法の経験

常森　寛行・他

進行性尿路上皮癌における新規多剤併用化学療法を
用いた集学的治療の臨床的検討

谷本　竜太・他

集学的治療後に進行した尿路癌患者に対するゲムシタ
ビンおよびパクリタキセルを含む化学療法の延命効果

宮田　康好・他 

局所進行性あるいは転移を有する尿路上皮癌症例に
対する集学的治療

尾澤　彰・他

原著
幼少児の膀胱容量および残尿測定における膀胱用超
音波診断装置(BVI6100)の有用性

松岡　弘文・他

前立腺癌膀胱浸潤による自然腎盂外溢流の1例 澤崎　晴武・他
多発性?胞を形成し、腹部膨満を来たした前立腺癌の1 堀　建夫・他
前立腺原発尿路上皮癌－新規抗癌剤を用いて、良好
な経過を辿っている２例

柳原　豊・他

第70巻 第6号（2008年6月20日発刊）
総説 腎癌に対する腹腔鏡下手術 佐藤　文憲・他

原著
長期臥床のためADLが低下した尿路結石症例に対す
る外科的治療の検討

石戸　則孝・他

遠隔転移巣が契機となり診断された前立腺
carcinosarcomaの1例

井上　亮・他

腎結石を合併した腎臓異物(腎臓伏針)の1例 名城　文雄・他
多発性内分泌腺腫症による両側褐色細胞腫の1例 菊川　忠彦・他
鼻腔転移を契機に発見された腎細胞癌の1例 山田　泰司・他
壊死性膀胱炎により腹膜炎を発症した透析患者の1例 森實　修一・他
透析患者に認められた膀胱上皮内癌の1例 柏木　英志・他

第70巻 第7号（2008年7月20日発刊）
退官のごあいさつ―泌尿器科20年を振り返って― 碓井　亞

総説
Potential Pharmacological Effects of Bitter Gourd
(Momordica Charantia)on
　　　 Urological Diseases : A Review

Chatchai Yachantha et al. 

原著
テンプレートを用いた経会陰的前立腺生検の試み
　　―経直腸的前立腺生検陰性例への再生検として―

白戸　玲臣・他

巨大前立腺印環細胞癌の1例 加々良　一郎・他
男子小児の膀胱異物の1例 天野　俊康・他
膀胱血管腫の1例 澤崎　晴武・他
外傷性表在性精巣転位症の1例 小西　基彦・他
後腹膜腔に発生した軟部Malignant rhabdoid tumor の1 是永　佳仁・他
感染を伴った出血性副腎嚢胞の1例 宮前　公一・他
腹腔鏡下開窓術を行った後腹膜リンパ嚢腫の1例 出嶋　卓・他

第70巻 第8号（2008年8月20日発刊）
退官のごあいさつ―宮崎大学退職に際してのご挨拶― 長田　幸夫
前立腺癌に対する放射線外照射併用高線量率ブラキ
テラピー後のPSA bounceの検討

坂本　直孝・他

ラット結石形成モデルにおける性ホルモンと結石形成
因子についての検討

宮島　次郎・他

総説 前立腺癌治療の医療評価としてのQOL解析 杉本　幹史・筧　善行
原著 広島大学泌尿器科における腹腔鏡下副腎摘除術 三田　耕司・他

完全重複腎盂尿管に合併した腎盂癌に対する経尿道
的尿管引き抜き術の経験

井上　省吾・他

尿管子宮内膜症の1例 阿部　俊和・他
輪ゴムによる陰茎絞扼症の1例 澤崎　晴武・他
前立腺全摘除術により偶然発見されその後急速に進
行した前立腺扁平上皮癌の1例

小林　一樹・他

Dimethyl sulfoxide(DMSO)の経皮的吸収療法が奏功し
た

森山　浩之・他

症例

学術
奨励賞

シンポ
ジウム

症例

症例

症例



第70巻 第9号（2008年9月20日発刊）
退官のごあいさつ―退官にあたり― 小川　由英
霊芝中の生理活性物質を利用した中高年男性の下部
尿路排尿障害に対する特定保健用食品の開発

野口　正典・他

インターネット用いた成人女性の過活動膀胱に関する
アンケート調査

加藤　昌生　・他

経直腸的前立腺生検陰性例に対してのテンプレートを
用いた経会陰的前立腺再生検

白戸　玲臣　・他

ヤング
ウロロジ

スト
リサーチ
コンテス

質量分析器を用いたヒト体液タンパクプロファイル解析
による疾患 バイオマーカー探索

原　智彦・他

原著 夜間頻尿に対する塩酸オキシブチニン就寝前投与の 嘉手川　豪心・他
腎 Mixed epithelial and stromal tumor の1例 楠田　雄司・他
陰嚢平滑筋肉腫の1例 尾畑　紘史・他
尿中カテコールアミン代謝産物が高値を示した副腎神
経節細胞腫の1例

岸本　涼・他

第70巻 第10号（2008年10月20日発刊）
退官のごあいさつ―16年半お世話になった西日本泌尿
器科でのトピックス―

内藤　克輔

ヤング
ウロロジ

スト
リサーチ
コンテス

β2-ミクログロブリンによる腎細胞癌増殖制御構の解
析 野村　威雄・他

原著 体腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討 布川　朋也・他
腎盂外溢流を契機に発見された尿路結核の1例 山本　恭代・他
前立腺導管癌の2例 瀬野　康之・他
腎盂尿管移行部狭窄症に合併した気腫性腎盂腎炎の 澤崎　晴武・他
ループス膀胱炎の1例 別宮　謙介・他
腹膜播腫を来した後腹膜脂肪肉腫の1例 澤崎　晴武・他
腎癌術後10年目に縦隔転移をきたした1例 是永　佳仁・他

第70巻 第11号（2008年11月20日発刊）
学術

奨励賞
膀胱癌患者において初診時の喫煙状況と予後の関連
について

宮田　康好・他

ヤング
ウロロジ

スト
リサーチ
コンテス

ヒト外尿道括約筋衛星細胞の増殖制御機構
住野　泰弘・他

総説
高血圧と下部尿路症状と勃起障害におけるα1遮断薬
の役割

米納　誠・他

前立腺全摘除術における排尿状態と国際前立腺症状
スコア(IPSS)の変化に関する検討

宮前　公一・他

小径腎癌に対する腎部分切除術の有用性・安全性の
検討

原野　正彦・他

腹腔鏡下リンパ管遮断術を行った乳糜尿症の2例 瀬野　康之・他
陰茎縫線?腫の1例 澤崎　晴武・他
血清CA19-9髙値を示した水腎症の1例 田口　裕基・他
後腹膜に発生した炎症性偽腫瘍の1例 中西　良一・他
浸潤性膀胱癌と膀胱浸潤を伴った直腸癌の同時合併
の1例

平田　武志・他

完全重複腎盂尿管をともなった異所開口尿管を経尿道
的に治療した1例

沼倉　一幸・他

症例

症例

原著

症例

学術
奨励賞



第70巻 第12号（2008年12月20日発刊）
新任のごあいさつ-西日本泌尿器科学会会員の皆様へ 松山　豪泰

原著
LUTSを有する症例における前立腺容積の経年的変化
および容積と排尿困難を表す因子との関係：TURP施
行群と非施行群との比較

柿木　寛明・他

巨大膀胱憩室に発生した腺癌を伴った移行上皮癌の１ 向山　秀樹・他
Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome
Complicated by InterstitialCystitis and Fibromyalgia
Syndrome：A Case Report

Katumi KADEKAWA et al.

Pro-GRPがマーカーとして有用であった再燃前立腺癌
の１例

日下　信行・他

気腫性膀胱炎の１例 平田　晃・他
ドナー腎の移植腎動脈狭窄症に対してPTAが有効で
あった１例

眞砂　俊彦・他

生体腎移植後reversible posterior leukoencephalopathy
syndrome (RPLS)を来した 1女児例

三井　要造・他

統計
上尾中央総合病院泌尿器科における2005年から2007
年までの3年間の入院手術統計

小川　一栄・他

症例


