
第72巻 第1号（2010年1月）
新任のごあいさつ―西日本泌尿器科学会会員の皆様へ― 江藤　正俊 

ヤング
ウロロジスト

リサーチ
コンテスト

ラットの膀胱求心路に発現するＴＲＰＭ８
林　篤正・他 

総説 泌尿器がんに対するがんペプチドワクチン療法 末金　茂高・他

原著
タムスロシン塩酸塩効果不十分の前立腺肥大症患者
に対するエビプロスタット併用療法の有用性の検討

海部　三香子・他

穿通性腎裂傷に対し腎部分切除を行った1例 田島　基史・他
画像上腎嚢胞性疾患との鑑別が困難であった先天性
巨大水腎症の1例

岡本　亘平・他

膀胱原発小細胞癌の1例 澁谷　忠正・他
Urinoma due to Ureteral Injury Caused by a Stab
Wound,which Functioned as a Reservoir for Urine

Takeshi WATANABEet al. 

第72巻 第2号（2010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へ― 酒井　英樹 

学術
奨励賞

RM2を用いた前立腺癌画像診断法開発のための基礎
的研究

長谷川　陽子・他 

総説 限局性前立腺癌に対する内分泌療法 井川　掌

原著
前立腺癌低リスク群と中リスク群の前立腺全摘標本に
おける病理学的比較
　　－病理学的見地からの密封小線源単独療法の適

坂本　直孝・他

後腹膜に発生したCastleman病の1例 坂口　大・他
尿路悪性腫瘍術後の縦隔リンパ節腫脹の病理診断に
胸腔鏡下リンパ節生検が有用であった2例

平田　武志・他

膀胱移行上皮癌微小乳頭状亜型の3例 岡　清貴・他
尿路上皮癌に対してGemcitabine投与中に発生した間
質性肺炎の2例

丹司　望・他

第72巻 第3号（2010年3月）
ヤング

ウロロジスト
リサーチ
コンテスト

去勢治療抵抗性前立腺癌における酸化ストレスとアン
ドロゲン受容体発現 塩田　真己・他 

原著
尿意を訴えない患者に対しておむつセンサーを利用し
た膀胱機能評価

作間　俊治・杉本　昌顕

18F-FDG　PETの前立腺集積亢進により診断された
PSA1.74ng/mlの前立腺癌の1例

梶原　充・他

陰茎根部皮下に発生した類表皮嚢胞の１例 澤崎　晴武・他
前立腺乳頭状嚢胞腺癌の１例 山本　智将・他
悪性精巣Leydig細胞腫の１例 浅井　聖史・他
スポーツ関連精巣外傷の１例 菅　朋子・他
精索原発炎症性偽腫瘍の１例 鹿子木　桂・他
異時性両側精巣垂稔転症の１例 富﨑　一向・他

第72巻 第4号（2010年4月）
腎移植の手技と周術期管理(司会のことば) 横山　雅好・錦戸　雅春
後腹膜鏡下ドナー腎摘出術－安全な手術のコツ－ 菅　政治・他
心停止ドナー腎摘出術 大城　吉則・他
脳死多臓器摘出術 高井　公雄・他
腎移植における我々の血管再建術の工夫 大岡　啓二・他
長期透析患者の献腎移植レシピエント手術手技とピット
フォール

望月　保志・他

腎移植の周術期管理 乾　政志・他
学術

奨励賞
前立腺癌検出におけるreal-time tissue
elastography(RTE)の役割

洲村　正裕・他

原著 当院での経尿道的尿管砕石術の治療成績 中西　良一・他
Ureteral Carcinoma Concurrently Associated with
Duplication ofthe Inferior Vena Cave and a Right
Retrocaval Ureter

Hiroshi TOMOMASA/et al. 

血精液症を主訴とした前立腺正中嚢胞の1例 荒井　啓暢・他
酸性尿酸アンモニウム結石の2例 渡辺　絢子・他

症例

症例

症例

症例

ワーク
ショップ



第72巻 第5号（2010年5月）
ヤング

ウロロジスト
リサーチ
コンテスト

膀胱癌と核内レセプターの関わり 稲元　輝生

原著 男子非淋菌性尿道炎に対するgatifloxacinの臨床研究 濱砂　良一・他
ＰＳＡ低値CA19-9高値を示した前立腺癌の１例 大迫　洋一・他
f-TUL後に敗血症をきたし治療にエンドトキシン吸着療
法を要した1例

杉江　悟・他

コイル塞栓術を施工した巨大腎動脈瘤の１例－術後５
年間の長期観察

瀬下　博志・他

サンゴ状結石に合併した腎盂腺癌の１例 石塚　竜太郎・他
抗癌化学療法(PEB)後の無精子症の精査にて診断され
たロバートソン転座の1例

天野　俊康・他

異時発生両側精巣セミノーマの1例 大西　怜・他

第72巻 第6号（2010年6月）
「効果的・効率的な泌尿器腹腔鏡手術医の育成」－こ
れから腹腔鏡手術を始める
人達に、いかに効率よく教育するか？－（司会のこと
ば）

雑賀　隆史・杉元　幹史

効果的効率的な泌尿器腹腔鏡手術医の育成
－熊本大学での取り組み－

和田　孝浩・他

高知大学における泌尿器腹腔鏡技術認定取得に向け
ての取り組み

 辛島　尚・井上　啓史

徳島大学における泌尿器腹腔鏡技術認定医の育成に
対する試み

福森　知治・他 

広島大学における腹腔鏡手術の取り組み 三田　耕司・他 
効果的・効率的な泌尿器腹腔鏡手術医の育成
―岡山大学の取り組み―

小林　泰之・他

香川大学における泌尿器腹腔鏡手術医の育成の取り
組み

常森　寛行・他

パネルディスカッション１・コメント 繁田　正信
Office Urologyの現況と将来展望（司会のことば） 國富　公人・松木　孝和
Office Urologyの現状と展望 澤村　正之
首都圏近郊都市でのOffice Urologyの現状と分析 渡辺　聡
地方都市における泌尿器科診療所の現況 城谷　建二

原著
尿路上皮癌に対するGemcitabine Cisplatin併用療法に
よる原発巣の組織学的治療効果

尾澤　彰・他

限局性尿管膀胱アミロイドーシスの１例 有村　博史・他
鎖骨上リンパ節転移を契機に発見され、集学的治療に
より

大枝　忠史・他

症例

症例
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第72巻 第7号（2010年7月）
超高齢者の泌尿器科がん治療（司会のことば） 鷲巣　賢一・金山博臣
超高齢者の泌尿器科がんに対する化学療法 丹司　望
高齢者の浸潤性膀胱癌に対する少量CDDP併用放射
線治療の検討

松本　博臣・他

超高齢者の腎がん治療 前田　佳子・他 
当科における初診時80歳以上の腎腫瘍患者の臨床的
検討

高橋　正幸・他

80歳以上の高齢患者の腎癌および上部尿路癌に対す
る腹腔鏡下手術の検討

佐藤　文憲・他 

80歳以上の超高齢者浸潤性膀胱癌に対する外科的治 武中　篤・他
超高齢者の局所前立腺癌の治療 坂本　直孝・他

学術
奨励賞

内分泌療法抵抗性前立腺癌におけるDEC療法の局所
治療効果
-Magnetic resonance spectroscopic imaging (MRS)によ
る評価-

洲村　正裕・他

Effects of the Timing of Tamsulosin Administration on
Men with Lower Urinary Tract Symptoms -A
Prospective Randomized Study-
　Tomoyuki SHIMABUKURO et al.

Tomoyuki SHIMABUKURO et al

バクロフェン髄腔内持続注入療法（Intrathecal
Baclofen:ITB）の排尿機能への影響

 高橋　良輔・他 

症例
Severe Metabolic Acidosis and Ammonemia in a
Patient with Ileovesical Fistula 　　Caused by Bladder
Cancer : A Case Report

Shohei TOBU et al. 

第72巻 第8号（2010年8月）
退官のごあいさつ-振り返ってひとこと- 宮川　征男・他 
地方医療における深在性腎損傷に対する経カテーテル
的動脈塞栓術の役割
-救急外来を受診し死亡した外傷症例58例の検討-

柳　雅人・他

高リスク前立腺癌に対する密封小線源治療の初期経 大山　伸幸・他
総説 腹腔鏡下腎部分切除術 三田　耕司・他

A Clinical Profile of Combination Therapy Comprising
Gemcitabine Plus a 　　　Platinum Anti-Cancer Drug as
Second-Line Chemotherapy for Advanced
Urothelial Cancer -Findings Arising from the Japanese
Mediacal Insurance 　　　Limitations on Gemcitabine

Takehiro SEJIMA et al. 

S状結腸新膀胱の臨床的検討 石井　龍・他 
Prostate Cancer Detected from Lung Metastasis,with
No other Metastatic 　　　　Lesions : A Case Report

Keiichiro UEMURA et al. 

肉眼的血尿を主訴に発見された膀胱paragangliomaの1 大田　将史・他
顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)産生膀胱癌の1例 森山　浩之・他 
副腎腫瘍との鑑別が困難であった後腹膜神経鞘腫の1 澤崎　晴武・他 

第72巻 第9号（2010年9月）
当院における副腎褐色細胞腫に対する腹腔鏡手術の 駒木　亨・他
TUR-BT術後の蒸留水膀胱内持続灌流による表在性
膀胱癌の再発予防効果

細木　茂・他

陰茎部腫瘤の生検から確定診断に至ったWegener肉芽
腫症の1例

宮内　康行・他

総説 逆流性腎症 松岡　弘文・他

原著
直径4cm以下の腎腫瘍に対する術式の選択と腎部分
切除術の治療成績

甲田　俊太郎・他

後腹膜腔に発生したHemangiopericytomaの1例 是永　佳仁・他
前立腺癌患者に対する内分泌療法後に発症した手根
管症候群の1例

井上　省吾・他 

精索原発平滑筋肉腫の1例 陶山　俊輔・他
後腹膜腔に発生したundifferentiated high-grade
pleomorphic sarcomaの1例

高木　公暁・他

　

症例

原著
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学術
奨励賞

学術
奨励賞

症例



第72巻 第10号（2010年10月）
学術

奨励賞
Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP)に
抗凝固・血小板薬の休薬は必要か

西山　康弘・他

総説 泌尿器癌の骨転移とその対応 賀本　敏行・他

原著
血液透析患者の認知機能障害と透析関連因子につい
ての検討

松下　和孝・他

BCG膀胱内注入療法後に発生した結核性精巣上体炎
の1例

原田　修治・他

自然破裂で発症した腎細胞癌の1例 大枝　忠史・他 
限局性尿管アミロイドーシスの1例 天野　俊康・他
膀胱小細胞癌の1例 高野　右嗣・他
傍腫瘍症候群を呈したと思われる進行前立腺癌の1例 服部　愼一・他
診断に苦慮した腎盂腫瘍の1例 生駒　彩・他

統計 原三信病院における2003年から2007年の手術統計 三好　邦和・他 

第72巻 第11号（2010年11月）
新任のごあいさつ-西日本泌尿器科学会会員の皆様へ  武中　篤 

学術
奨励賞

Ta/1 high-grade膀胱癌に対するsecond TUR 白戸　玲臣・他

原著
限局性前立腺癌に対する高密度焦点式超音波(HIFU)
治療後のＱＯＬ

後藤　景介・他

迷入した金属クリップを核に形成された尿道結石の1例 津村　功志・他
輪ゴムによる陰茎絞扼症の1例 岸　弓景・他
Acute Prevesical Hematoma Following a Transrectal
Ultrasound-Guided 12-Core Needle Biopsy of the
Prostate

Kenji OHGAKI et al. 

ラジオ波焼灼術にて肝部分切除術を施行した腎細胞癌
肝臓直接浸潤の1例

向山　秀樹・他 

直腸狭窄で発見された前立腺癌の3例 渡辺　絢子・他 　 
精巣悪性リンパ腫の1例 井上　誠也・他

治験 急性単純性膀胱炎も対するセフジニル臨床的検討 小田　眞平・他 

第72巻 第12号（2010年12月）
総説 腎移植における最近の免疫抑制療法 大城　吉則

原著
急性腎盂腎炎入院症例における血液培養検査につい
ての臨床的検討

日向　泰樹・他

Prostate Cacinoma Metastasizing to hte Orbit:A Case
Report

Shohei TOBU et al.

TS-1Rが有効であった膀胱原発印環細胞癌の1例 水間　浩平・他
尿路上皮癌の治療経過中に発生した膀胱小細胞癌の 後藤　景介 
尿管結石を契機として発見された下大静脈奇形の1例 沢田　雄一郎・他 
急速な増大を示した再発性膀胱肉腫様癌の１例 三井　要造・他
集学的治療で寛解が得られた後腹膜悪性線維性組織
球腫に乳癌を併発した重複癌 の1例

南里　正之・他 

寛解状態を保っているAdult Wilms' tumor 藤方　史朗・他

症例

症例

症例


