
第71巻 第1号（2009年1月20日発刊）
新任のごあいさつ-「西日本泌尿器科」ご挨拶- 齋藤　誠一

学術
奨励賞

Maximum androgen blockade 中のPSA再燃に対する非
ステロイド性抗アンドロゲン剤交換療法 -NASA-PC研
究会報告を中心に-

藤本　直浩・他

原著
透析患者に発生した腎細胞癌手術症例の臨床的・病
理学的検討

林田　有史・他

精巣捻転を契機に発見された陰嚢内精巣セミノーマの 中野　一彦・他

後腹膜鏡下腎尿管摘除術を施行した左低形成腎およ
び尿管異所開口の1例

佐倉　雄馬・他

腎オンコサイトーマの1例 平賀　紀行・他
輪ゴムによる陰茎絞扼症の2例 井手迫　俊彦・他
診断に苦慮した前立腺TZ癌の1例 山田　泰司・他
人工透析導入時に発見された馬蹄腎に発生した腎細
胞癌の1例

服部　愼一・他

第71巻 第2号（2009年2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-松原　昭朗

原著 当院における高齢初発の局所前立腺癌治療の現状 村田　憲治・他
甲状腺癌腎転移の1例 田村　亜紀・他
Micropapillary bladder carcinoma の1例 森山　浩之・他
膀胱全摘後,18年目に再発転移を来した膀胱癌の1例 松﨑　洋吏・他
無症候特発性副腎出血の1例 富山　裕介・他
膀胱小細胞癌の1例 安東　聡・他
Successful Pregnancy and Delivery Using
Cryopreserves Sperm from a Patient with Bilateral
Testicular Tumors

Akihiko WATANABE et al.

第71巻 第3号（2009年3月20日発刊）
招請
講演

抗がん剤耐性の分子機構
-基礎研究から治療研究に向けて-

河野　公俊・他

特別
講演

前立腺癌に対するホルモン療法の歩み
-この60年で分かったこと-

藤本　直浩・他

原著
過活動膀胱患者に対するソリフェナシンとプロピベリン
の比較検討

野村　昌良・他

若年性前立腺癌の2例 有馬　隆司・他
ソマトスタチン投与後に軽快した難治性術後乳糜腹水
の1例

関野　陽平・他

術前右腎癌が疑われた巨大な後腹膜脱分化型脂肪肉
腫の1例

奏　聡孝・他

膀胱原発T-cell malignant lymphomaに対して膀胱全摘
除術とMAINZpouchⅡ法を 施行した1例

恒吉　研吾・他

バルーン拡張術を施行した回腸導管狭窄の1例 岸本　涼・他　　

第71巻 第4号（2009年4月20日発刊）

原著
海外渡航腎移植は安全か？
-兵庫県立西宮病院における検討-

有地　直子・他

泌尿器科癌の診断にPET-CTが有用であった3例 西田　智保・他
副腎腫瘍と鑑別困難だったExtragastrointestinal
stromal tumor(EGIST)の1例

白瀧　敬・他

副腎腫瘍と鑑別が困難であった後腹膜平滑筋肉腫の1 木内　慎一郎・他
膀胱転移をきたした腎細胞癌の1例 井口　智生・他
前立腺生検後に化膿性脊髄炎を来たした1例 安東　栄一・他　
透析導入期に診断された高齢Fabry病の1例 平井　健一・他　　

症例

症例

症例

症例



第71巻 第5号（2009年5月20日発刊）
難治性尿路上皮癌および精巣腫瘍に対する化学療法
（司会のことば）

三股　浩光・田中　正利

尿路上皮癌に対するセカンドライン化学療法としての
Paclitaxel/Carboplatin療法の臨床的検討

川元　健・他 

MVAC療法後の進行性尿路上皮癌に対する
Paclitaxel+Gemcitabine併用療法の検討

松本　博臣・他 

Gemcitabine・Cisplatin併用療法後のセカンドライン化学
療法

丹司　望・他

難治性精巣腫瘍にたいする3rdline化学療法としての
Gemcitabine(GEM),Cisplatin(CDDP),Paclitaxel(PTX)併
用療法の経験

雑賀　隆史・他

進行性精巣腫瘍に対する集学的治療 佐藤　文憲・他 

原著
Prognosis of Stage pT0 after Neoadjuvant Hormone
Therapy of Prostate Cancer

Satoshi WASHINO et al.

プロテインＣ欠乏症に伴う精巣梗塞の1例 山口　隆大・他
後腹膜腔に発生したＣａｖｅｒｎｏｕｓ　ｌｙｍｐｈａｎｇｉｏｍａの1 平田　武志・他

統計
九州大学泌尿器科学教室における2002年から2007年
の6年間の臨床統計

清島　圭二郎・他

第71巻 第6号（2009年6月20日発刊）

招請
講演Ⅱ

Underlying Mechanisms of Interstitial Cystitis/Painful
Bladder Syndrome
　　　 (IC/PBS)

Naoki YOSHIMURA 

Female Urology の現状と展望（司会のことば） 魚住　二郎・永井　敦
当院における腹圧性尿失禁、膀胱瘤、子宮脱に対する
外科手術の変遷

中尾　孝子・他 

骨盤臓器脱に対する tension-free vaginal mesh　（ＴＶ
Ｍ）　手術を安全、確実に行うための術式の工夫

野村　昌良・中島　信能 

性器脱に伴う水腎・水尿管の検討 高本　均・他
間質性膀胱炎　―診断・治療の現状と問題点― 南里　正晴・他 
日常診療における間質性膀胱炎の重要性 武井　実根雄・山口秋人 
再燃性前立腺癌に対する抗アンドロゲン剤交替療法の
治療成績

小泉　貴裕・他

当院における経尿道的ホルミウムレーザー前立腺核出
術（ＨｏＬＥＰ）の初期導入症例の検討

西山　康弘・他

原発性女子尿道腺癌の1例 澤崎　晴武・他
後腹膜腔に発生した骨盤脂肪腫の1例 木村　貴明・他
Median Raphe Cyst of the Scrotum and Perineum : A
Case Report

Katsumi KADEKAWA et al. 

第71巻 第7号（2009年7月20日発刊）

招請
講演Ⅱ

Underlying Mechanisms of Interstitial Cystitis/Painful
Bladder Syndrome
　　　 (IC/PBS)

Naoki YOSHIMURA 

Female Urology の現状と展望（司会のことば） 魚住　二郎・永井　敦
当院における腹圧性尿失禁、膀胱瘤、子宮脱に対する
外科手術の変遷

中尾　孝子・他 

骨盤臓器脱に対する tension-free vaginal mesh　（ＴＶ
Ｍ）　手術を安全、確実に行うための術式の工夫

野村　昌良・中島　信能 

性器脱に伴う水腎・水尿管の検討 高本　均・他
間質性膀胱炎　―診断・治療の現状と問題点― 南里　正晴・他
日常診療における間質性膀胱炎の重要性 武井　実根雄・山口秋人
再燃性前立腺癌に対する抗アンドロゲン剤交替療法の
治療成績

小泉　貴裕・他

当院における経尿道的ホルミウムレーザー前立腺核出
術（ＨｏＬＥＰ）の初期導入症例の検討

西山　康弘・他

原発性女子尿道腺癌の1例 澤崎　晴武・他
後腹膜腔に発生した骨盤脂肪腫の1例 木村　貴明・他
Median Raphe Cyst of the Scrotum and Perineum : A
Case Report

Katsumi KADEKAWA et al. 

ワーク
ショップ

症例

シンポ
ジウム

１

症例

原著

シンポ
ジウム

１

原著

症例



第71巻 第8号（2009年8月20日発刊）
単独医による初期治療経験ホルミウムレーザー核出術
(HoLEP)100例の検討：TURPとの比較および学習効果

我喜屋　宗久・小川　由英・他 

過活動膀胱症状が三交替制勤務従事女性労働者の精
神健康度や就業意欲に及ぼす影響

久保　達彦・他 

尿管結石における自然排石症例の検討 松本　精宏・他 
総説 ハイリスク前立腺がんに対する手術療法の位置づけ 徳田　雄治・魚住　二郎

原著
経尿道的前立腺切除術後の膀胱頚部狭窄症に対する
臨床的検討

柳澤　良三

症例
Conservative Management of Spontaneous Rupture of
Renal Angiomyolipoma During Pregnancy : A Case

Katsumi KADEKAWA et al. 

第71巻 第9号（2009年9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-賀本　敏行 
妊孕性を有する左精索静脈瘤の検討-精巣容積、精巣
内酸化ストレスおよび陰嚢深部温について-

白石　晃司・他

ラットくしゃみ誘発尿失禁制反射に対するノルアドレナリ
ン・セロトニン再取り込み阻害薬の効果

宮里　実・他 

泌尿器科医が行う子宮脱手術-Manchester手術の概 中島　のぶよ・他
前立腺癌放射線外照射による急性期尿路障害に対す
るセルニチンポーレンエキス投与の影響

菊川　忠彦・他

高齢Compromised　host の尿路感染症に続発した化
膿性脊椎炎の1例

東武　昇平・他

経直腸的前立腺生検後にESBL産生大腸菌による敗血
症を来たした1例

平賀　紀行・他

腎動静脈奇形の2例 山田　大介・他
Liposarcoma Occurring in the Tunica Vaginalis : A
Case Report

 Tomoaki HAKARIYA et al.

統計
前立腺癌の臨床的検討-大和市立病院泌尿器科にお
ける13年間350例の検討-

河原　崇司・他

第71巻 第11号（2009年11月20日発刊）
夜間頻尿への取り組み 田崎　雅敬・他
当院での尿路ドレナージを要した結石性腎盂腎炎の検 福田　淳史・他 
前立腺癌に対するI-125密封小線源永久挿入治療後の
QOL評価

亭島　淳・他 

統計 前立腺癌に対する化学療法 椎名　浩昭・他

原著
山口県立総合医療センターにおけるflexible TUL(f-
TUL)の検討

松田　健二・他

腹部腫瘤として発見された巨大尿管腫瘍の1例 澤崎　晴武・他
外尿道口尖圭コンジローマの2例 梶原　充・他
副腎原発性悪性リンパ種：6症例の報告と本邦報告例
の文献的検討

田中　恵・他

膀胱小細胞癌の1例 井上　誠也・他
湿潤環境創傷被覆材が有効であった陰唇癒着症の1 江浦　瑠美子・他

第71巻 第12号（2009年12月20日発刊）

総説
The Influence of PDE5 Inhibitors on Standard
Parameters of Semen Analysis and　Their Role in the
Pharmaceutical Management of Male Infertility

Fotios Dimitriadis

夜間頻尿に対する塩酸フラボキサート就寝前投与 嘉手川　豪心・他
動脈硬化性疾患における脈派伝播速度と下部尿路症
状に関する検討

渡邊　健志・他

陰茎皮膚に生じた淋菌性膿瘍の1例 梶原　充・他
後腹膜腫瘍が疑われた片側限局性特発性後腹膜線維
症の1例

平井　健一・他

外科的介入なしに治療した気腫性腎盂腎炎の1例 喜友名　明日香・他
部分切除で治癒しえた透析用グラフト感染の2症例 有地　直子・他
著名な高カルシウム血症を呈した副甲状腺ホルモン関
連蛋白(PTH-rP)産生膀胱癌の1例

高本　篤・他

三期に分けたstage operationにより完治し得た尿道上
裂の1例

平賀　紀行・他

症例

原著

症例

学術
奨励賞

症例

学術
奨励賞

原著

学術
奨励賞


