
第76巻 第1号（2014年1月）
学術

奨励賞
腎細胞癌pT1a症例の遠隔転移危険因子 高田 祐輔・他

腎盂尿管に発生した悪性リンパ腫の1例 向山 秀樹・他
BCG膀胱内注入療法に合併したReiter症候群の経験 高橋 久弥・他
難治性放射線性出血性膀胱炎に対し高圧酸素療法が
有効であった1例

山口 徳也・他

孤発性腎細胞癌胃転移に対して内視鏡的粘膜下層剥
離術(ESD)を施行した１例

広重 佑・他

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

陶山 俊輔・他

腹腔鏡下に摘出可能であった後腹膜悪性線維性組織
球腫の１例

光成 健輔・他

第76巻 第2号（2014年2月）
化学療法が奏効した前立腺小細胞癌の2例 浅井 聖史・他
シリコン注入による散在性異物肉芽腫の1例 永田 祐二郎・他
外傷後に発症した陰嚢水腫の水腫根治術中に発見さ
れた精巣破裂の1例

高原 光平・他

ウイルス性尿路感染症の3例 片山 聡・他
腎上極に位置する小径腎腫瘍に対するロボット支援下
腎部分切除術（RAPN）の2例

眞砂 俊彦・他

第76巻 第3号（2014年3月）
特別
講演

グローバル化と泌尿器科 冨田 善彦

総説 前立腺癌骨転移に対する新しい治療戦略 宮地 禎幸
ステージ4腎盂癌に対し抗癌剤治療を施行し完全奏功
を呈した1例

李　賢・他

血液透析中の進行性腎癌に対して分子標的治療薬に
よる逐次治療を施行した1例

広重　佑・他

再手術を必要とした陰嚢内海綿状血管腫の1例 増本 弘史・他

第76巻 第4号（2014年4月）
自然消褪を認めた膀胱原発悪性黒色腫の1例 多田 幸恵・他
膀胱癌lymphoma-like/plasmacytoid variantの1例 澁谷 忠正・他
陰嚢内に発生した両側平滑筋腫の１例 大西 怜・他
急速に増大した後腹膜脂肪肉腫の１例 井出 健弘・他

第76巻 第5号（2014年5月）
恥骨後式前立腺全摘除術の困難さを規定する骨盤・前
立腺の形状に関する検討

那須 良次・他

ホルミウム・ヤグ（Ho:YAG）レーザーを用いた上部尿路
結石内視鏡治療の臨床的検討

野崎 邦浩・他

不妊症精査中に発見されたライディッヒ細胞腫の1例 成松 隆弘・他 
ESWLにより十二指腸壁内血腫を発症した1例 宮近 義浩・他 

第76巻 第6号（2014年6月）
局所進行性前立腺癌における初期治療別治療成績に
関する臨床的検討

湊 のり子・他 

徳島大学におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除
術の初期治療経験

香川 純一郎・他

腎盂原発小細胞癌の1例 山口　隆大・他 
鼠径部膨隆で発見された膀胱ヘルニアの１例 藤井 慎介・他 
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第76巻 第7号（2014年7月）
新任のごあいさつ―西日本泌尿器科学会会員の皆様 井川　掌
高齢化社会における泌尿器科の役割：～今，泌尿器科
に求められているもの～（司会のことば）

永井　敦・齋藤誠一 

e-learningを用いた排泄ケア教育ツール作成の試み 東武 昇平・他 
高齢者排尿障害の特徴と課題 宮里 実・齋藤誠一
高齢者の排尿の治療 梶原 充・他
高齢者における性機能 福元 和彦・他
高齢者におけるメンズヘルス 白石 晃司・松山豪泰 

原著 上部尿路結石に対するf-TULの初期治療成績 西村 謙一・他 

第76巻 第8号（2014年8月）
退職のごあいさつ―ご挨拶― 松岡　啓

総説 前立腺癌の画像診断 洲村 正裕・他
腹腔鏡下前立腺全摘除術118例の治療経験 渡辺 隆太・他
福山泌尿器病院における系統的経会陰前立腺生検、
特に前立腺腹側生検の意義に関する臨床的検討

菱川 賢・他

腎周囲原発と考えられるextranodal marginal zone
lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue
(MALT lymphoma)の1例

藤澤 尚人・他

血尿を主訴に発見された前立腺基底細胞癌の1例 沢田 雄一郎・他

第76巻 第9号（2014年9月）
退職のごあいさつ―退職に当たって― 松本 哲朗
手術手技の伝承と革新：～開放手術の未来像～（司会
のことば）

筧　善行・松本哲朗

開腹手術に対する若手泌尿器科医の考え 野口 満・他 隆太・他 
何を伝えどう教育していくか 藤本 直浩・松本哲朗
今後の開腹手術の立ち位置は？-技術の習得は必要 杉元 幹史
鏡視下手術とのダイアローグ 荒井 陽一

症例 透析患者に発生した膀胱癌の２症例 山口 友美・他

第76巻 第10号（2014年10月）
総説 下部尿路症状に対するボツリヌス毒素療法の現況 本田 正史・他

CTで診断できなかった腎動静脈奇形の１例 藏田 彩・他
IgG4-Related Kidney Disease Diagnosed by Bilateral
Kidney Swelling: A Case Report

Norio YAMAMOTO et al.

転移性腎癌に対しテムシロリムスによる治療を施行し重
症肺炎を来した１例

川原 一朗・他 

敗血症性肺塞栓を合併した結石性腎盂腎炎の1例 辻岡 卓也・他

第76巻 第11号（2014年11月）
独断と偏見で語るFemale　Urology（司会のことば） 松山　豪泰・武井実根雄
骨盤臓器脱・尿失禁に対する手術療法～こだわりのノ
ン・メッシュ～

中島 のぶよ・他

骨盤臓器脱術後の腹圧性尿失禁出現に対する予測因
子の検討

藏田 彩・他

原三信病院における女性泌尿器科治療の変遷 相島 真奈美・他
学術

奨励賞
ロボット支援下前立腺全摘除術（RALP）導入について
―腹腔鏡下前立腺全摘除（LRP）からRALPへ―

雑賀 隆史・他

Clear cell tubulopapillary renal cell carcinoma の１例 清水 志乃・他
尿膜管放線菌症の１例 井上 享・他
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第76巻 第12号（2014年12月）

総説
腎盂・尿管癌に対する内視鏡手術
－腹腔鏡手術と腎温存治療－

宮田 康好・酒井 英樹

当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期治療経 藤井 智浩・他
排尿日誌を用いたイミダフェナシン（ステーブラOD錠）の
早期効果に関する検討

相島 真奈美・他

Efficacy and Safety of Prophylactic Single-Dose
Levofloxacin 500 mg for Transrectal Prostate Needle
Biopsy in Japanese Patients: A Case Control Study

Ryo Kishimoto et al.

123 I-MIBGシンチグラフィーが陰性であった異所性褐色
細胞腫の１例

原 宏二・他

尿管ステント留置にて軽快した尿管坐骨ヘルニアの1例 筒井 顕郎・他
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