
第77巻 第1号（2015年1月）
総説 尿管手術用スプリントカテーテルの開発をふり返って 有吉 朝美

原著
当院における抗血栓療法症例に対するPVPの安全性
と有用性

宮内 聡秀・他

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

Ryuta Watanabe et al

腹腔鏡下根治的腎摘除術後に肺水腫を来した１例 松元 崇・他 
Tumor Thrombus Extending into the Inferior Vena
Cava in A Case of Small Angiomyolipoma in the Kidney

Haruki Anjiki et al.

第77巻 第2号（2015年2月）
総説 腎癌に対する腎部分切除術 亭島 淳
原著 当科におけるがん終末期医療の現状 細川 忠宣・他
症例 当科で経験した傍尿道嚢腫の3例 波越 朋也・他

第77巻 第3号（2015年3月）
学術

奨励賞
ロボット支援根治的前立腺全摘除術後の性機能 村岡 邦康・武中 篤

原　著 当院泌尿器科における膀胱膣瘻の臨床的検討 梶原 充・他
悪性との鑑別が困難であった褐色細胞腫に多発傍神
経節腫を合併した2症例

藤井 将人・他

回腸を利用した代用尿管術後29年目に発生した腺癌
の1例

古屋 隆三郎・他

第77巻 第4号（2015年4月）
泌尿器がんの最新治療（司会のことば） 武中 篤・賀本 敏行
RCCに対する分子標的治療の総括 向井 尚一郎・賀本 敏行
ロボット支援下腎部分切除術の現状 小林 泰之・他
前立腺癌に対する高精度放射線治療：IMRTから重粒
子線治療まで

塩山 善之・他

ロボット支援膀胱全摘除術（RARC）の現状と問題点 瀬島 健裕・他 
症例 腹腔鏡下に同側腎を合併切除した副腎皮質癌の１例 木田 和貴・他

第77巻 第5号（2015年5月）
新任のごあいさつ―西日本泌尿器科学会会員の皆様 藤本　直浩
FDG-PET/CTで高集積を認めた後腹膜原発神経鞘腫
の1例

佐々木 雄太郎・他 

放射線療法および化学療法にて長期生存を得ている
進行腎盂癌の1例

坂口 大・他 

S字皮膚切開を用いて鼠径リンパ節郭清術を施行した
陰茎癌の1例

角田 俊雄・他

Metastatic Bladder Tumor Arising from Primary Gastric
Choriocarcinoma: A Case Report

Hiroaki NISHIMURA et al.

症例

シンポ
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症　例

症　例



第77巻 第6号（2015年6月）
西日本におけるアンドロロジー（司会のことば） 松山 豪泰・執印 太郎 
山口大学泌尿器科における男性不妊症診療の現況 白石 晃司・他
男性不妊症における精索静脈瘤の現況
－当院での手術法と治療成績を踏まえて－

原 綾英・他 

LOH症候群およびGIDに対するARTの現状と展望 杉本 盛人・他
ＥＤ，持続勃起症の治療 内田 洋介・中川 昌之

症例 処女膜閉鎖症に起因した排尿障害の1例 西村 博昭・他 

第77巻 第7号（2015年7月）
退任のごあいさつ―退任のご挨拶― 内藤　誠二 
オフィスウロロジー（司会のことば） 田中 正利・松木 孝和
泌尿器科開業の現況と可能性について 松木 孝和
専門性を考慮したOffice Urology
―当院の7年間の経験から―

井口 裕樹 

女性をターゲットとしたオフィスウロロジーの試み 井上 　雅
新規開業1年の現状 横山 光彦

原著
婦人科術後合併症による尿管狭窄症に対する高圧バ
ルーン拡張術

山本 康雄・他 

症例 類上皮血管筋脂肪腫の1例 西本 光寿・他

第77巻 第8号（2015年8月）
退任のごあいさつ―佐賀大学教授退任にあたり― 魚住　二郎 

総説 腎臓移植における超音波検査の役割 中村 信之・田中 正利

原著
抗血栓療法継続下に行った経尿道的膀胱腫瘍切除術
の後方視的検討

中田 哲也・他 

FFDG-PETにて高集積を認めた後腹膜神経鞘腫の１例 小居 浩之・他　
ステント留置とアルコール硬化療法が有効であった傍
腎盂嚢胞に起因した膿腎症の１例

鈴木 博丈・他 

副腎オンコサイトーマの1例 井上 克己・他

第77巻 第9号（2015年9月）
退官のごあいさつ―岡山大学退任のご挨拶― 公文　裕巳 
当院での骨盤臓器脱根治術における腟閉鎖術の位置 藏田 彩・他
間質性膀胱炎に対するカルバゾクロムスルホン酸ナト
リウムの効果

大岡 均至・他

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法中に
ニューモシスチス肺炎を発症した1例

沢田 雄一郎・他

性器出血を契機に発見された女性外陰部悪性腫瘍の3 山﨑　真理・他
Multilocular cystic nephromaの1例 原 宏二・他

第77巻 第10号（2015年10月）
新任のごあいさつ―西日本泌尿器科学会会員の皆様 那須　保友

BUBR1過剰発現の腎盂尿管癌における臨床的意義 山本 義明・他

転移性腎細胞癌に対する分子標的治療薬の使用経験 原 芳紀・他

総説
がん周囲微小環境におけるtype Ⅱ transmembrane
serine protease（TTSP）の働きについて（肝細胞増殖因
子の活性化酵素とその制御機構を中心に）

向井 尚一郎・月野 浩昌 

膀胱に発生した肉腫様癌の1例 神原 太樹・他 
BPH術後に発生した前立腺癌の診断にMRIと標的生検
が有用であった3症例

山田 陽司・他
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第77巻 第12号（2015年12月）
総　説 加齢と排尿筋低活動 宮里 実・他

Molecular-Targeted Therapy May Benefit Japanese
Renal-Cell Carcinoma Patients Who Have Memorial
Sloan Kettering Cancer Center Intermediate-Risk
Classification: A Multi-Institutional Cooperative Study

Tomoyuki SHIMABUKURO et al.

80歳以上の高齢者における泌尿器科手術の周術期合
併症

宮里 実・他

鳥取大学における3D画像解析システムを用いたロボッ
ト支援腹腔鏡下腎部分切除術の有用性について

眞砂 俊彦・他

外傷性持続勃起症に対し選択的動脈塞栓術を施行し
た1例

神原 太樹・他

単孔式腹腔鏡下副腎摘除術を施行した副腎褐色細胞
腫の1例

野村 威雄・他
症　例

原　著


