
第80巻 第1号（2018年1月）

原　著
高齢者に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術におけるサルコペニアの
関連性の検討

深田 聡・他

尿閉を契機に診断された前立腺導管腺癌の１例 辻田 次郎・他
巨大な囊胞性副腎褐色細胞腫の１例 穴見 俊樹・他
ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術を施行した巨大前立
腺Stromal tumor of uncertain malignant potential （STUMP）の１例

今川 大輔・他

副腎血管腫の1例 永瀬　圭・他
第69回西日本泌尿器科学会総会印象記 白石晃司
日本泌尿器科学会第194回熊本地方会演題抄録
西日本泌尿器科と私 酒井 英樹
泌尿器科保険診療だより（220） 速見 浩士

第80巻 第2号（2018年2月）
総　説 前立腺癌におけるLiquid biopsyの現状と展望 舛田 一樹・桶川 隆嗣

原　著
抗血栓療法継続中の症例に対する光選択的前立腺レーザー蒸散
術（PVP）の安全性と有効性に関する多施設共同前方視的研究

野村 博之・他

回腸代用膀胱輸入脚狭窄により腎後性腎不全を発症した１例 森山 由貴子・他
女性尿道憩室に発生した明細胞腺癌の1例 湊 晶規・他
異なる臨床経過を呈した膀胱原発小細胞癌の4例 武本　健士郎・他
放射線外照射治療後の局所再発前立腺癌に対して
salvage high-dose-rate brachytherapyを施行した2例

刑部 博人・他

学　会 日本泌尿器科学会第73回大分地方会演題抄録
その他 西日本泌尿器科と私 永井　敦

第80巻 第3号（2018年3月）

原　著
実臨床に有用な後腹膜腫瘍の特徴―第19回九州泌尿器科共同研
究　九州沖縄地区における後腹膜腫瘍の実態調査サブ解析―

藤本 直浩・他

腎盂癌に対するGemcitabine-Carboplatin療法中に発症した間質性
肺炎の1例

眞砂 俊彦・高橋 千寛

陳旧性陰囊内血瘤の1例 甲斐 友喜・他
術式に工夫を要した女子尿道憩室の1例 吉野 干城・他
可逆性後頭葉白質脳症（PRES）を発症した抗GBM抗体型急速進行
性糸球体腎炎に生体腎移植を施行した1例

小松 宏卓・他

第311回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録
第126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 斎藤　誠一

第80巻 第4号（2018年4月）
岡山大学における高齢者に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術の経験 小林　泰之・他
８０歳以上の膀胱癌に対する腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討 野村　威雄・他
ロボット支援根治的膀胱全摘除術――高齢者への導入―― 亭島　淳・他
超高齢社会に向けた筋層浸潤性膀胱癌に対する低用量化学放射
線療法および膀胱部分切除による膀胱温存療法：フレイルからみ
た治療成績

斎藤　一隆・他

広島市立安佐市民病院における腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術の
治療実績

三田 耕司・他

「AMS GreenLight®HPS」を用いた前立腺蒸散術（PVP）の有用性に
関する多施設共同前向き研究：術後３年までの中間成績

関　成人・他

移植腎尿管狭窄症に対しBoari flap法が有効であった２例 眞砂 俊彦・他
膀胱異物の1例 大平　伸・河原　弘之
第312回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録
第135回日本泌尿器科学会鹿児島地方会演題抄録

その他 西日本泌尿器科と私 三股　浩光
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第80巻 第5号（2018年5月）
多職種医療人による超高齢時代の排尿管理 西村　かおる
高齢者排尿管理のための地域ネットワークおよび教育システム構
築の試み

東武 昇平・他

健康長寿を目指した高齢者排尿管理における多職種連携 西井　久枝・他
多職種による排尿管理の評価と介入 ――実用的な排尿行為の獲
得に向けて――

太田　有美

正しい排泄管理への取り組み 今丸 満美

原　著
島状陰茎皮弁を用いた尿道形成術－口腔粘膜移植術不適応症例
への応用

三井 要造・他　

陰茎重複症を疑われた会陰部副陰囊の１例 冨永 成一郎・宮本　豊
腎静脈原発平滑筋腫の1例 守屋 良介・他
第313回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録
第162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 武中　篤

第80巻 第6号（2018年6月）
腎癌における新規分子標的治療に対する耐性化機序の解明 吉野 裕史・他
泌尿器癌のPrecision Medicineの確立に向けた取り組み 塩田 真己・他
泌尿器科癌基礎研究のもう１つのブレイクスルーを目指して
 ――癌微小環境の再現と臨床への応用――

松本　洋明・松山　豪泰

原　著
当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）とTVM（tension-free
vaginal mesh）の治療成績の検討

鍬田 知子・他

膀胱に発生したInflammatory myofibroblastic tumorの1例 原 宏二・他
Internal Iliac Arterial Ramification Damage Caused by Inguinal
Impalement by A Handlebar and Treated by tae: A Case Report

Ryuta WATANABE et al.

集学的治療が奏効した前立腺導管癌の1例 中山 祐起・他
日本泌尿器科学会第89回宮崎地方会演題抄録
第130回日本泌尿器科学会沖縄地方会演題抄録

その他 西日本泌尿器科と私 井川　掌

第80巻 第7号（2018年7月）
高齢者における悪性腫瘍の薬物療法 布川 朋也・金山 博臣
高齢者膀胱癌に対する薬物療法 松岡 祐貴・他
高齢去勢抵抗性前立腺がん患者に対する薬物療法 末金 茂高・他
超高齢時代のCRPC患者に対する骨マネジメントについて 向井 尚一郎・他

原　著

Effects of Solifenacin on Persistent Overactive Bladder Symptoms
Despite Attempted Management with β3 Receptor Agonist in
Female Patients ――Switching from Mirabegron to Solifenacin: An
Observational Study――

Narihito SEKI et al.

直腸癌の化学療法中に発症したFournier壊疽の1例 小川 祐・他
成人女性に発生した傍尿道囊腫の1例 三井 要造・他
異時性両側性精巣腫瘍の1例 柿木 優佳・他　
第102回日本泌尿器科学会四国地方会演題抄録
日本泌尿器科学会第195回熊本地方会演題抄録

その他 西日本泌尿器科と私 那須　保友
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第80巻 第8号（2018年8月）
超高齢時代の腎移植療法、オーバービュー
―高齢腎不全医療を再考する―

望月　保志・他

鹿児島大学における高齢者腎移植の実際
～適応・レジリエンス・トータルケア～

山田 保俊・中川　昌之

高齢ドナー，レシピエントの問題点・対策について 有地 直子・他　
超高齢者腎移植における臨床的検討と手術の問題点 宮内　勇貴・他　

原　著 腹腔鏡下膀胱全摘除術の術前腸管処理の検討 林田　章宏・他
難治性腹水を伴う肝硬変合併腎不全に対し腹膜透析を行った1例 佐々木　雄太郎・他
尿路感染を契機とした化膿性脊椎炎の3例 森　聰博・他
第106回日本泌尿器科学会総会印象記
日本泌尿器科学会福岡地方会第301回例会演題抄録
西日本泌尿器科と私 椎名　浩昭
保険診療だより 赤枝　輝明

第80巻 第9号（2018年9月）

原　著
Relationship Between Estimated Glomerular Filtration Rate and
Age, Sex　and Body Mass Index in Apparently Healthy Japanese
Men and Women

Tomoyuki
SHIMABUKURO et al.

総　説
サルベージ内分泌療法が非閉塞性無精子症の精巣組織に与える
影響

岡　真太郎・他

自然消失した膀胱炎症性偽腫瘍の1例 丸山　雄樹・他　
腎細胞癌術後13年目に陰嚢皮膚転移を来した1例 武内　照生・他
両側腎細胞癌を伴った両側腎門部副副腎の1例 作間　俊治・他
肺単独の遠隔転移をきたした前立腺癌の2症例 高松　大・他　
多発性両側腎腫瘍を合併したBirt-Hogg-Dubé症候群の1例 清水　知・他
尿道鏡下経直腸的空気注入法にて確定診断し得た恥骨後式前立
腺全摘除術後の直腸尿道瘻の１例

柳澤　良三

学　会 第315回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録

第80巻 第10号（2018年10月）
総　説 再発性尿路感染症に対するプロバイオティクスの有効性 定平　卓也・他

前立腺癌骨微小環境におけるCCL5による癌進展機構 浦田　聡子・他
ラット精索静脈瘤モデルにおける水素水の造精機能に及ぼす影響 杉山　星哲・他

原　著 高齢者の非転移性筋層浸潤性膀胱癌患者に対する治療法の選択 小羽田　悠貴・他
筋層浸潤性膀胱癌に対してGC療法後、静脈血栓塞栓症をきたした
３例

高橋　美香・他

陰嚢絞扼症の1例 小田　浩司・他　
無症候性の副腎海綿状血管腫の1例 波越　朋也・他
右腎に発生した髄外性形質細胞腫の1例 清水　知・他
薬剤性出血性膀胱炎の４例 石川　勉・他
膀胱への穿通胎盤にて帝王切開、子宮全摘、膀胱部分切除術施
行後に骨盤内尿腫を形成し、真性尿失禁をきたした1例

山本　恭代・他

学　会 日本泌尿器科学会第74回大分地方会演題抄録
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