
第78巻 第1号（2016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

総　説 前立腺がんと骨合併症 呉屋 真人・斎藤 誠一
高リスク前立腺癌に対する術前ホルモン化学療法併用・拡大前
立腺全摘除術の初期経験

榎田 英樹・他

独立行政法人国立病院機構広島西医療センターにおける休日
前立腺がん検診の4年間の統計報告

福島 貴郁・他

高二酸化炭素血症のため開放手術に移行した腹腔鏡下前立腺
全摘除術の１例

小居 浩之・他

腹腔鏡下尿管切石術を施行した2例 吉野 干城・他
5％ブドウ糖注射液を用いた灌流により溶解できた膀胱結石の1
例

池田 稔・他

第78巻　第2号（2016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― 野口 満

総　説 生体腎移植のドナー適応と腎摘出側選択における問題点 今村 亮一
原　著 過活動膀胱に対する干渉低周波療法の治療成績 長岡 明・他

Xanthogranulomatous Pyelonephritis with Renal Vein Thrombus
Occurring at the Same Site as Renal Cell Carcinoma that Had
Been Partially Nephrectomized One Year Earlier: A Case Report

Yoshifumi KEIDA et al.

腹腔動脈合併切除により摘除可能であった後腹膜脱分化型脂
肪肉腫の1例

川口 義弘・他

膀胱nephrogenic adenomaの2例 早川 祐輔・他
原発性精巣カルチノイドの1例 瀬戸 公介・他

統計
九州大学泌尿器科学教室における2012年から2014年の3年の
臨床統計

出嶋 卓・他

第78巻　第3号（2016年3月）
原　著 当院で看取った前立腺癌患者の臨床的検討 南里 正晴・他

破骨細胞型巨細胞を伴う腎盂尿路上皮癌の1例 大枝 忠史・他
高アンモニア血症による意識障害を来した閉塞性尿路感染症の
2例

今川 大輔・他

野球による外傷性精巣破裂の1例 花田 麻里・他
１８F-FDG-PET-CTで高い集積を認めた膀胱癌と前立腺癌の重
複癌の１例

福島 貴郁・他

学  会 第67回日本泌尿器科学会総会印象記 宮地 禎幸

第78巻　第4号（2016年4月）
小児泌尿器科イノベーション
―エンドウロロジーの進歩― (司会のことば）

野口　満・松岡弘文

小児泌尿器科領域におけるTUI：後部尿道弁に対するTUIにつ
いて

井手迫 俊彦・他

膀胱尿管逆流症（VUR）の内視鏡手術 (transurethral injection) 鯉川 弥須宏・他

小児に対する腹腔鏡下経膀胱的逆流防止術の問題点と展望 松岡 弘文・他

非触知精巣に対する腹腔鏡を用いた診断と精巣固定術 白石 晃司・松山豪泰

小児に対する腹腔鏡下腎盂形成術の進歩 高橋 正幸・金山 博臣

小児泌尿器科領域におけるロボット支援手術の応用と展望 有働 和馬・他

前立腺全摘除術後に発生した乳糜腹水に対してオクトレオチド
が有効であった１例

新村 眞司・他

タクロリムスの血中濃度の管理に難渋した生体腎移植の1例 小松 宏卓・他
症例

原　著

症　例

症　例

症　例
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第78巻　第5号（2016年5月）
CRPC―治療戦略は見えてきたか？― (司会のことば） 筧 善行・中川 昌之
CRPCまでのストラテジー：―マッチポンプを避けるために― 杉元 幹史
CRPCに対する新規薬剤の使い方 塩田 真己・他
患者側の視点に立ったCRPC治療（副作用対策を含めて） 榎田 英樹・他
CRPC患者の骨転移治療2015 入江 慎一郎・田中 正利

原著
尿管ステントを用いた上部尿路上皮内癌に対するBCG上部尿
路注入療法の検討

藤井 央法・他

発熱や頭痛を認めず、尿閉を主訴に受診したElsberg症候群の1
例

成松 隆弘・他

腎癌に対して腎摘後腎移植を施行した透析患者3例の経験 藤方 史朗・他
学会 第305回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録

その他 西日本泌尿器科と私 緒方 二郎

第78巻　第6号（2016年6月）
退官のごあいさつ―ご挨拶― 横山 雅好
腎移植、更なる成績向上のために！―技術の進歩と応用によるハ
イリスク症例への対応―（司会のことば）

錦戸 雅春・中村 信之

DSA陽性腎移植への取り組み～脱感作療法はどこまで進歩し
たか？～

山田 保俊・中川 昌之

当科における生体腎移植ドナーのbody mass indexと周術期成
績に関する検討

佐藤 文憲・他

免疫抑制療法の進歩と課題 望月 保志・他
西日本地区における心停止下提供献腎移植のドナー要因の移
植腎生着率への影響に関しての解析

中村 信之・他

学術奨励賞 閉塞性無精子症に対する精路再建の初期150例の検討 白石 晃司・他

症例
Giant Cowper's Syringocele Abscess Caused by Voiding
Dysfunction in the Old Male Patient: A Case Report

Ryuta WATANABE et al.

学会 第97回日本泌尿器科学会四国地方会演題抄録
その他 西日本泌尿器科と私 碓井 亞

第78巻　第7号（2016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へ－ 井上 啓史

招請講演 再生医療の現状と課題 大和 雅之
低強度体外衝撃波によるED治療効果の検討－陰茎プレチスモ
グラフィを用いた客観的評価－

馬場崎 隆志・他

ドナー年齢が生体腎移植に及ぼす影響 田岡 利宜也・他
膀胱尿路上皮癌に合併した原発性膀胱カルチノイドの1例 森岡 政明・他
胸腺癌の孤立性右副腎転移に対し腹腔鏡下右副腎摘除術を施
行した1例

木村 有佑・他

両側水腎症を呈したアデノウイルス尿路感染症の1例 作間 俊治・他
学会 第98回日本泌尿器科学会四国地方会演題抄録

西日本泌尿器科と私 小川 由英
泌尿器科保険診療だより（215） 大城 吉則

その他

学術奨励賞

症例
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第78巻　第8号（2016年8月）
新任のごあいさつ　―西日本泌尿器科学会会員の皆様へ― 雑賀 隆史

総説 局所前立腺癌に対する高線量率組織内照射療法 吉川 和朗・原　勲
根治的前立腺全摘除術後PSA再発症例に対する救済内分泌療
法の検討

宮前 公一・他

Effects of Switching from Alpha-Blocker to Tadalafil in Patients
with Lower Urinary Tract Symptoms Suggestive of Benign
Prostatic Hyperplasia (KYU-PRO Study)

Minoru MIYAZATO et al.

Renal Transplantation Following Aortofemoral Reconsrtruction
Using An Artificial Prosthesis: A Case Report

Yuki MIYAUCHI et al.

ホルミウム・ヤグレーザーを使用して尿道ステント

（Memotherm
TM

）を除去した3例
森中 啓文・他

前立腺癌に対する放射線治療後に恥骨骨髄炎を発症した1例 湯野 努・他
発症14年後に診断されたBirt-Hogg-Dubé症候群の1例 今里 祐之・他
第104回日本泌尿器科学会総会印象記
第99回日本泌尿器科学会山口地方会演題抄録

その他 西日本泌尿器科と私 野村 芳雄

第78巻　第9号（2016年9月）
退官のごあいさつ―「20年ひと昔」を振り返って思うこと― 執印 太郎

特別講演 腎細胞癌におけるマイクロRNAの分子制御機構 榎田 英樹・他
ロボット手術時代における前立腺癌リンパ節転移予測ノモグラ
ムの妥当性

猪口 淳一・他

生検前3.0-Tesla multiparametric MRI所見による前立腺再生検
法の使い分け ～癌検出率と生検効率を両立させる新たな前立
腺再生検法の提案～

安藤 忠助・他

前立腺癌に起因した播種性骨髄癌腫症の1例 河野 香織・他

PSA値低下から下垂体腫瘍が発見された1例 藤田 義嗣・他

外傷性尿道損傷後に尿道形成術を施行した2例 白水 翼・他

統　計 いわき市における女性泌尿器科手術の検討 山下 かおり

第157回日本泌尿器科学会広島地方会演題抄録

第123回日本泌尿器科学会山陰地方会演題抄録

その他 西日本泌尿器科と私 金武 洋

第78巻　第10号（2016年10月）
夜間頻尿に対するメラトニン受容体アゴニストの有用性と安全性
に関する研究

尾畑 紘史・他

当院における先行的腎移植症例の検討 野田 輝乙・他
過活動膀胱に対するフェソテロジンの効果に関する臨床的検討
－OABSS, PPBC, SF-8による前向き研究－

天野 俊康・他

術前に診断が困難であった尿道憩室腺癌の1例 穴見 俊樹・他
術前生検によって確定診断が困難であった陰茎乳房外浸潤性
Paget病の1例

生田 弘文・他

陰囊内原発平滑筋肉腫の1例 渡辺 大・他
第158回日本泌尿器科学会広島地方会演題抄録
日本泌尿器科学会福岡地方会第298回例会演題抄録
西日本泌尿器科と私 香川 征
泌尿器科保険診療だより（216） 赤枝 輝明

学　会

その他

原著

症　例

原　著

学術奨励賞

症　例

学　会

学　会

症　例



第78巻　第11号（2016年11月）
岩手県金ケ崎町一般健康診断時における過活動膀胱の認知率
と有病率に関するアンケート調査の結果

阿部 俊和・他

高リスク筋層非浸潤性膀胱癌に対する　half-dose BCG維持療
法の試み

柳原 豊・他

国際前立腺症状スコア（IPSS）および過活動膀胱症状スコア
（OABSS）記入に及ぼす年齢の影響

村岡 敬介・上別府 豊治

測定キットにより血清PSA値の著しい乖離を認めた1例 松本 賢士
膀胱神経内分泌癌と肉腫様癌が混在した1例 西川 涼馬・他
ナットクラッカー現象を有するドナーからの生体腎移植の2例 種子島 時祥・他
尿管坐骨孔ヘルニアに対し尿管ステント留置が有効であった
1例

木瀬 英明・他

第159回日本泌尿器科学会広島地方会演題抄録
日本泌尿器科学会第81回佐賀地方会演題抄録

その他 西日本泌尿器科と私 宮川 征男

第78巻　第12号（2016年12月）

学術奨励賞 膀胱上皮内癌に対するBCG膀胱内保持時間短縮の治療成績 野積 和義・他

総　説
腎癌外科治療の最前線-困難症例に対するロボット支援腎部分
切除術の適応拡大-

古川 順也・藤澤 正人

原　著 当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期経験 吉野 干城・他

二分脊椎による下部尿路症状に対し漢方治療が効果的であっ
た１例

木瀬 英明・青山 重雄

女性の新膀胱造設術を前提としたロボット支援逆行性膣温存膀
胱全摘除術の経験

弓岡 徹也・他

尿管癌に対するBCG注入療法後に間質性肺炎を合併した1例 木谷 公亮・他
学　会 第99回日本泌尿器科学会四国地方会演題抄録

西日本泌尿器科と私 真﨑 善二郎
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