
第79巻 第1号（2017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― 神波 大己
腸管利用尿路変向術の腸管合併症についての検討 川原 一朗・他
経直腸的前立腺生検における便培養の検討 野田 輝乙・他
後腹膜線維症に対し尿管剥離術および大網ラッピングを
施行した1例

児島 宏典・他

膀胱全摘術および尿道摘除術後に残存尿道再発を来した
浸潤性膀胱癌の１例

中山 祐起・他

学　会 第160回日本泌尿器科学会広島地方会演題抄録
西日本泌尿器科と私 大島 一寛
泌尿器科保険診療だより（217） 津島 知靖

第79巻 第2号（2017年2月）
総説 去勢抵抗性前立腺癌に対する個別化医療 赤松 秀輔・小川 修

前立腺癌の術後生化学的再発予測における神経周囲浸潤の
意義

三井 要造・他

腹腔鏡下小切開（ミニマム創）前立腺全摘除術における
周術期感染症の検討

那須 良次・他

症　例 BCG注入療法により発生した両側腎結核の1例 伊藤 大輔・他
学　会 第124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 松本 哲朗

第79巻 第3号（2017年3月）
膀胱癌Plasmacytoid variant 3例の検討 川本 文弥・他
先天性ネフローゼ症候群に対し片腎摘出術を施行した乳児例 森山 由貴子・他
腫瘍内出血を契機にクリーゼをきたした囊胞性変化を伴った副腎
褐色細胞腫の１例

種子島 時祥・他

腎周囲に発生した血管筋脂肪腫の1例 中西 裕美・他
学　会 第68回西日本泌尿器科学会総会印象記 松岡弘文
その他 西日本泌尿器科と私 松岡 啓

第79巻 第4号（2017年4月）
腎細胞癌pT1aの脊髄髄内転移の1例 武内 照生・他
バルーン拡張術を施行した回腸導管狭窄症の１例 和氣 功治・他
精巣原発軟骨肉腫の1例 楠本 浩貴・他
白膜断裂部位の診断にMRIが有用であった陰茎折症の2例 波越 朋也・他

学　会 日本泌尿器科学会第88回宮崎地方会演題抄録
その他 西日本泌尿器科と私 内藤 誠二

第79巻 第5号（2017年5月）
腎細胞癌の治療と診断―これからのグランドデザイン―
（司会のことば）

植村 天受・金山 博臣

腎細胞癌の手術療法―ロボット支援腎部分切除術の意義について
考える―

金山 博臣

テーラーメイド医療をめざした進行性転移性腎細胞癌患者に対する
分子標的薬（アキシチニブ）至適投与量決定のための薬物動態解
析と臨床評価に関する探索的研究

山本 義明・他

原　著
前立腺肥大症の手術療法（PVP、TURP、HoLEP）に伴う医療費用
に関する予備的検討

関 成人・他

症　例 TUL後に尿管狭窄をきたし回腸尿管置換術を施行した1例 西村 謙一・他
第100回日本泌尿器科学会山口地方会演題抄録
第308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 齋藤 泰

その他
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第79巻 第6号（2017年6月）
これからの泌尿器科の基本設計を考える―医療安全、医療倫理、
専門医制度、サブスペシャルティ―（司会のことば）

筧　善行・中川 昌之

どうなる？専門医　われわれの進むべき道 原　勲
泌尿器腫瘍学という泌尿器科最大のサブスペシャルティの今後の
発展の方向性を考える

筧 善行

症　例 骨盤内腫瘍に対する腹腔鏡下腫瘍生検が有用であった症例 永瀬 圭・他
統　計 当院におけるTUL術後急性腎盂腎炎の発症因子の検討 牟田口 淳・他

第309回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録
第100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 坂本 公孝

第79巻 第7号（2017年7月）
腎移植診療の諸問題を考える（司会のことば） 椎名 浩昭・荒木 元朗
山口大学泌尿器科における生体腎移植ドナーの選定の現状 松村 正文・他
ハイリスクの腎移植レシピエントに対するマネジメント 和田 耕一郎・他
血液型不適合移植の諸問題―血液型抗体をめぐる諸問題を考え
る―

岡本 賢二郎・他

ドナー特異的抗体（donor specific antibody, DSA）陽性腎移植の治
療戦略

有地 直子・他

プロトコール生検で評価したCNI腎障害の腎移植後長期病理所見 酒井 謙・他
学術奨励賞 腹腔鏡下前立腺全摘除術における前壁・側壁補強の工夫 桑原 朋広・他

学　会 第101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 魚住 二郎

第79巻　第8号（2017年8月）
腹腔鏡下手術　安全に手術を遂行するために（司会のことば） 斎藤 誠一・雑賀 隆史
当院における副腎疾患への取り組み 寺岡 祥吾・他
BMI 25 kg/m²以上の肥満ドナーからの腹腔鏡下腎採取術の検討 鑪野 秀一・他
術前慢性腎臓病stageが腹腔鏡下・ロボット支援腎部分切除術の術
後腎機能低下に及ぼす影響

亭島 淳・他

腹腔鏡下膀胱全摘除術における術後回復能力強化プログラム
（ERAS）の有用性と安全性の検証

高田 徳容・他

当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術に関連した周
術期合併症

有働 和馬・他

去勢抵抗性前立腺癌（司会のことば） 井川 　掌・藤本 直浩
CRPCへの新規ホルモン剤至適処方タイミング 武田 宗万・他
去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドの使用経験 三浦 徹也・他
去勢抵抗性前立腺癌に対する新規薬剤の現状と課題 三浦 徳宣・他
化学療法未施行の去勢抵抗性前立腺癌に対する新規アンドロゲン
レセプターシグナル阻害薬の治療成績（多施設共同研究)

福岡 憲一郎・他

原　著 前立腺肥大症患者におけるα１遮断薬の内服継続率に関する検討 大平 伸・他
症　例 血液透析中に発見された後腹膜悪性リンパ腫合併腎細胞癌の１例 川瀬 真・他

第105回日本泌尿器科学会総会印象記 椎名浩昭
日本泌尿器科学会福岡地方会第299回例会演題抄録
西日本泌尿器科と私 竹中 生昌
泌尿器科保険診療だより（218） 宮﨑 良春
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第79巻　第9号（2017年9月）
巌流島対決：前立腺肥大症、腎結石、男性不妊症、小児泌尿器科
のcontroversy（司会のことば）

永井　敦・賀本 敏行

HoLEP 持田 蔵
他の術式では治療対象となりにくいハイリスクBPH患者に対して提
供可能な低侵襲治療、それがPVP（Photoselective vaporization of
the prostate；光選択的前立腺レーザー蒸散術）

野村 博之

NHO岡山医療センターにおけるbipolar transurethral resection of
the prostate (bipolar TURP)およびtransurethral enucleation with
bipolar (TUEB)の成績

市川 孝治・他

3 cmの腎結石に対するf-TULの挑戦 藤田 雅一郎・他
30 mmの腎結石治療におけるPNLの優位性 眞﨑 拓朗
30 mm以上の結石治療は、経皮的腎砕石術ECIRSが第1選択 岩本 秀安・他
Conventional TESEの臨床的検討―閉塞性無精子症の治療戦略― 原 　綾英・他
閉塞性無精子症に対する精路再建術―TESEの前に勧めるべき― 白石 晃司・松山 豪泰
膀胱尿管逆流症(VUR)の手術：開放手術 上村 敏雄・他
小児における気膀胱下Cohen手術は標準法となり得るか 松岡 弘文・田中 正利

学術奨励賞 膀胱癌のサブタイプ分類と分子標的治療への試み 林 哲太郎・他
学　会 第102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 横山 雅好

第79巻　第10号（2017年10月）
総　説 泌尿器科癌領域におけるCTC（末梢血循環癌細胞）検査 直江 道夫・他
原　著 上部尿路感染症によるurosepsisの臨床的検討 村岡 邦康・他

陰茎異物遺残により経尿道的手術が困難であった膀胱癌に対し
経皮的内視鏡手術を施行した1例

德永 貴範・他

Ureteral Tumor Incidentally Found due to Spontaneous Urinary
Extravasation: A Case Report

Ryuta WATANABE et al.

生検により診断可能であった乳癌原発転移性尿管腫瘍の1例 新井 悠一・他
第125回日本泌尿器科学会山陰地方会演題抄録
第101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 田中 正利
泌尿器科保険診療だより（219） 赤枝 輝明

第79巻　第11号（2017年11月）
退官のごあいさつ―西日本泌尿器科の一員となって１６年― 筧 善行

特別講演 非閉塞性無精子症診療の進歩，課題および今後 白石 晃司・松山 豪泰
腸管利用尿路変向術を伴った膀胱全摘除術における術後感染症
の発生頻度

那須 良次・他

当院における近年の梅毒診療状況 井口 裕樹

骨転移が消失し膀胱全摘除術を施行した2例 筒井 顕郎・他

化学療法先行治療が奏効した巨大精巣腫瘍の1例 原　千瑛・他

学　会 第161回日本泌尿器科学会広島地方会演題抄録
その他 西日本泌尿器科と私 松山 豪泰

第79巻　第12号（2017年12月）
総　説 腎移植と悪性腫瘍―腎移植の適応評価と移植後の対策― 西川 晃平・他

自然破裂をきたした小径腎癌の1例 中村 裕一郎・他
脱分化型精索脂肪肉腫の1例 海部 三香子・他
悪性Paragangliomaの1例 木村 有佑・他
生体腎移植後29年目に移植腎に発生した腎盂癌の1例 山野井 友昭・他

学　会 日本泌尿器科学会第82回佐賀地方会演題抄録
その他 西日本泌尿器科と私 金山 博臣
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