
第74巻 第1号（2012年1月）
TVT術後に発生または残存する切迫性失禁の予測因
子

柳澤　良三

過活動膀胱を伴う前立腺肥大症患者に対するナフトピ
ジルの臨床的効果

宮島　次郎・他

収縮不全随伴性排尿筋過反射と考えられた症例に対
する治療経験

大橋　輝久・他

小児原発性膀胱尿管逆流症に対する逆流防止術の臨
床的検討

宮前　公一・他

26連後に再発した悪性褐色細胞腫の1例 高橋　美香・他 
尿道留置カテーテルによる膀胱穿孔の1例 渡邉　雄一
精索転移を来たした胃癌の1例 大西　怜・他
自然消失をきたした副腎嚢胞の1例 井上　享・他

第74巻 第2号（2012年2月）
総説 尿路上皮癌の分子マーカー 榎田英樹・中川昌之 

腎細胞癌に対するスニチニブを用いたneoadjuvant療法
の経験

宮島　次郎・他

過活動膀胱に対するイミダフェナシンの排尿日誌を用
いた早期臨床効果の検討

中村　勇夫・他 

透析腎癌に合併した副腎出血の１例 植田　浩介・他
BCG膀胱内注入療法で粟粒結核を発症した１例 石引　雄二・他
腎細胞癌に癌内転移した多重癌の１部検例 上野　剛志・他 
腎癌との鑑別が困難であった後腎性腺腫の１例 森山　浩之・他

第74巻 第3号（2012年3月）
特別
講演

がんペプチドワクチン：第1世代の実用化と第2世代へ
の展開

伊東　恭悟・他

原著 腎盂尿管癌術後再発に関する臨床的検討 後藤　景介・他
ある時期より急に増大した後腹膜粘液性嚢胞腺癌の1
例-本邦報告例の集計を含めて-

大坪　智志・他

IgG4関連尿細管間質性腎炎の１例 吉武　真希・他 
原発巣の診断から18年後に胃転移を来した腎癌の1例 和田　耕一郎・他 
巨大な陰茎縫線嚢腫の１例 白瀧　敬・他
両側尿管アミロイドーシスの１例 尾畑　紘史・他 
開放性腎損傷（腎異物）の1例 名切　信・他

第74巻 第4号（2012年4月）

泌尿器がん免疫療法の開発と展望（司会のことば） 那須保友・野口正典 

ゲノム解析を基盤としたがんペプチドワクチン療法の開
発と展望

小原　航・他

MVAC耐性再発・進行尿路上皮癌に対するテーラーメ
イド癌

松本和将・他

標準治療抵抗性尿路上皮がんに対するテーラーメイド
ペプチドワクチン療法 開発の現状と展望

末金茂高・他

転移性腎細胞癌に対するインターフェロン‐αと分子標
的薬の併用療法

河野吉昭・他

前立腺癌に対する遺伝子治療
―新たな免疫療法の開発をめざした取り組み―

佐々木克己・他

去勢抵抗性前立腺がんに対するペプチドワクチン療法
の現状と今後

守屋普久子・他 

原著
本院における骨盤臓器脱に対するTVM(tension-free
vaginal mesh)手術100例 の検討

福本哲也・他

エチルシアノアクリルレートを用いて完治しえた膀胱膣
瘻の１例

中島のぶよ・他

Growing　ｔｅｒａｔｏｍａ　ｓｙｎｄｒｏｍｅの１例 森山　浩之・他
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第74巻 第5号（2012年5月）
進行性腎細胞癌に対する薬物療法～いつ、何を、どう
使う？～（司会のことば）

金山博臣・江藤正俊

腎癌に対するサイトカイン療法の現況と展望 和田孝浩・他
進行性腎細胞癌に対する薬物療法
―ファーストラインの分子標的薬―

亭島　淳・他

進行性腎癌に対する分子標的薬のsequential therapy 高橋正幸・他 
分子標的薬によるpresurgical theray
―その成績と妥当性―

近藤恒徳・他

進行性腎細胞がんに対する個別化がんペプチドワクチ
ン療法

末金茂高・他 

腎盂尿管癌におけるMRI拡散強調画像の経験 上田晃嗣・他
当院透析室における震災対策 篠原陽一

症例 尿閉を契機として発見された前立腺導管癌の１例 沢田雄一郎・他 

第74巻 第6号（2012年6月）
HoLEPはここまで来た！～gold standardへの道～（司
会のことば）

賀本敏行・持田　蔵 

HoLEP 10年の流れ 持田　蔵 
大きな前立腺に隠れた癌検出におけるHoLEPの役割 我喜屋宗久・他 
合理的なHoLEPの術式：逆行性一塊核出法 吉水　敦・他 
私の行っているHoLEP（Holmium YAG laser Enucleation
of Prostate）の手技とコツ

平林康男・他 

ホルミウムレーザー前立腺核出術の経験と技術習得 豊澤徳行・他
学術

奨励賞
高齢者尿路感染症の起炎菌に対する臨床的検討 沼　秀親・田辺和也 

原著 去勢抵抗性前立腺癌に対するDocetaxel療法 石井　龍・他

症例 門脈圧亢進症による回腸導管静脈瘤の１例 飯尾浩之・他 

第74巻 第7号（2012年7月）
退官のごあいさつ―教授退任のご挨拶― 井川 幹夫

総説
解剖学的知識に基づくミニマム創神経温存前立腺全摘
除術

古郷 修一郎・他

Prevalence of Overactive Bladder in Working Women
and Its Impact on Quality of Life

Tomoyuki SHIMABUKURO et al. 

塩酸プロピベリン低用量開始例における有用性の検討 引田 克弥・他
陰嚢内脂肪肉腫の１例 山崎 浩司・他
腎嚢胞に合併した腎血管筋脂肪腫（AMLEC）の１例 米森 雅也・他
血液透析患者の腎自然破裂にたいして腎動脈塞栓術
を行った１例

米村 重則・他

排尿排便障害を認めた巨大精嚢嚢胞の１例 北野 弘之・他 

統計
板橋中央総合病院泌尿器科における2008年から2010
年の3年間の入院・手術統計

友政　宏・他

第74巻 第8号（2012年8月）

総説
褐色細胞腫に対する鏡視下手術
―いかに診断し、周術期を乗り切り、フォローするか―

井崎 博文・金山 博臣

市立吹田市民病院における腎細胞癌の臨床的検討 西原 千香子・他
当院におけるf-PNLの経験 岡　清貴・他
泌尿器科女性患者は女性泌尿器科医による診察を希
望しているか？

守屋 普久子・他

前立腺原発移行上皮癌の１例 仲西 昌太郎・他
下大静脈腫瘍塞栓を伴ったCCSK(clear cell sarcoma
of the kidney)の１例

森　聡博・他

印鑑細胞癌を伴う尿膜管癌の２例 松村 英理・他
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第74巻 第9号（2012年9月）

低リスク前立腺癌に対するPSA監視療法 武田 宗万・中野 洋二郎

前立腺膿瘍14例の検討 別城 悠樹・新垣 義孝

精索静脈瘤に対する顕微鏡下high inguinalアプローチ
による精索静脈結紮術

白石 晃司・松山豪泰

限局性淡明細胞型腎癌の予後予測因子としての術前
赤沈値の有用性について

川井 禎久・他

中津第一病院におけるTULの治療成績 北野 弘之・他
尿路閉塞を解除した結石性腎盂腎炎の治療経過と結
石砕石術（TULとESWL）の検討

北野 弘之・他

Postoperative Urethral Stenosis Caused by a Jump-
Rope Impacted within ? the Urethral Mucous
Membrane:A case Report

Shohei TOBU et al.

陰茎転移を来たしたS状結腸癌の１例 江島 和久・他
右陰嚢内に発生したangiomyofibroblastoma-like tumor
の１例

三井 要造・他

第74巻 第10号（2012年10月）

BiP/GRP78の抑制によるREIC/Dkk-3遺伝子治療抵抗
性前立腺がんの感受性化

谷本 竜太

尿細管上皮細胞と脂肪組織の相互作用 有働 和馬・他
Escherichia coli ampicillin secretion trap法を用いた前
立腺癌の膜蛋白質と分泌蛋白質の探索

林　哲太郎・他

ラット脳内微小灌流法を用いた中脳水道中心灰白質
（PAG）における神経伝達物質の 検討

橘田 岳也・他

総説 ハイリスク尿路上皮がんに対する周術期治療の現状 丹司 望

原著
前立腺癌骨転移巣の治療効果判定―Automated Bone
Scan Index(aBSI)による新たな戦略―

三井 要造・他

経直腸的前立腺針生検による直腸出血の１例 西村 和重・高木 紀人
副腎血管腫の１例 渡邉 雄一
陰嚢内に及ぶ巨大後腹膜脂肪肉腫の１例 正岡 寛之・他
BCG膀胱内注入療法後に発症した両側結核性精巣上
体炎の１例

羽田 真郎・田崎 義久

第74巻 第11号（2012年11月）
学術

奨励賞
上部尿路腫瘍に対する内視鏡的治療
―適応および治療成績―

河内 啓一郎・他

原著
前期および後期高齢者の過活動膀胱に対するトルテロ
ジンの有効性と安全性の検討

天野 俊康・他

精巣内微小石灰化を有する対側精巣に発症した異時
性非セミノーマの１例

永井 崇敬・他

根治的前立腺摘除術後の膀胱尿道吻合部狭窄に対し
てHo:YAG laserを用いた内視鏡下治療が有効であった

村岡 邦康・他

陰嚢内に及ぶ巨大後腹膜脂肪肉腫の１例 正岡 寛之・他
心機能の著明な改善が得られた生体腎移植の１例 三井 要造・他
腎移植後の膀胱尿管逆流症に対してDeflux注入術を
施行した１例

廣吉 俊弥・他
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ダウン症候群に発生した進行性精巣腫瘍の1例 柳原　豊・他
精嚢adenomyomaの１例 熊谷 壽二・他
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第74巻 第12号（2012年12月）
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口腔内細胞を用いた尿道再生―口腔粘膜細胞シートと
筋細胞シートを用いて

三上　洋・他

総説
単孔式腹腔鏡手術：泌尿器科領域における腹腔鏡手
術の新たな展開

佐藤 文憲・三股 浩光

原著
腹腔鏡下前立腺全摘除術における膀胱尿道吻合のV-
LocTM180の使用経験

神明 俊輔・他

血液透析導入・維持によりスニチニブ継続可能となった
肺転移腎細胞癌の２例

山本 智将・他

大網巻絡を伴う腹膜透析カテーテル閉塞に対し下腹部
切開示指挿入矯正法を行った１例

三井 要造・他

嚢胞内出血を伴ったtrue adrenal cystの１例 三井 要造・他
ミトタンが奏効した転移を有する副腎皮質癌の１例 東　浩司・他
感染を合併した陰茎縫線嚢腫の１例 渡邉 雄一
Bleomycin併用放射線療法により治癒した陰茎癌の１ 北野 弘之・他
精巣腫瘍の化学、放射線療法後に腎細胞癌と膀胱癌
が生じた泌尿器領域三重複癌の１例

井内 裕満・他

統計
九州大学泌尿器科学教室における2008年から2010年
の3年間の臨床統計

大坪　智志・他

症例


