
第81巻 第1号（2019年2月）
HoLEP導入後3年間における合併症と体積別Hb、Na低下の検討 内藤 美季・他
ロボット支援前立腺全摘除術症例における術前De Ritis（AST/ALT）
比の術後予後予測因子としての意義

三井 要造・他

女性過活動膀胱に対する牛車腎気丸の効果と冷えとの関係につい
て

松本 裕子・他

夜間頻尿に対するオレキシン受容体拮抗薬スボレキサントの有用性 末富 崇弘・他

術前に腎癌が疑われた腎梗塞の1例 佐藤 竜太・他
生殖器外 Mycoplasma hominis による移植腎周囲膿瘍の1例 福元 渉・他
腎温存が可能であったStageIII黄色肉芽腫性腎盂腎炎の1例 寺岡 祥吾・他
神経因性下部尿路機能障害の2症例～尿流動態検査の有用性～ 森山 由貴子・他
VERY LATE RELAPSE AND MANAGEMENT OF CLINICAL STAGE I
SEMINOMA AFTER ORCHIECTOMY: A CASE REPORT

Shogo WATARI et al.

腎動脈瘤自然破裂の1例 荒木 杏平・他
診断に苦慮したG-CSF産生膀胱癌の1例 村上 幹・他
後腹膜鏡下摘除術を施行した特発性副腎血腫の1例 ―肥満に関す
る到達法の考察を中心に―

吉野 干城・他

初診時に前立腺大細胞神経内分泌癌と診断された1例 森山 浩之・他
サンゴ状結石に合併した腎盂扁平上皮癌の1例 喜多 秀仁・他

尿路再建および腹壁形成術を施行したプルーンベリー症候群の1例 塩崎 啓登・他

腹腔鏡下に加療した腎結石を合併した下大静脈後尿管の1例 安部 怜樹・他
第70回西日本泌尿器科学会総会印象記
日本泌尿器科学会第75回大分地方会演題抄録
第128回日本泌尿器科学会山陰地方会演題抄録
第105回日本泌尿器科学会山口地方会演題抄録

原　著

学　会

症　例



第81巻 第2号（2019年4月）
QOL向上をめざした泌尿器がん治療（司会のことば） 井川 掌・松原 昭郎
QOL向上をめざした泌尿器がん治療　腹腔鏡下部分切除術 繁田 正信・他
ロボット支援下前立腺全摘除術 本田 正史・他
岡山大学病院におけるロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術の経験 小林 泰之・他
QOL向上をめざした泌尿器がん治療－腎癌の薬物治療－ 大庭 康司郎・他
去勢抵抗性前立腺癌治療の最前線（司会のことば） 神波 大己・藤本 直浩
M0CRPCに対する新規治療戦略 計屋 知彰・酒井 英樹
新規アンドロゲン受容体標的薬の使い方 寺田 直樹・他
去勢抵抗性前立腺癌における化学療法の使いどころ 三浦 徳宣・他
去勢抵抗性前立腺癌に対する薬物療法の個別化医療 塩田 真己・江藤 正俊
現代に求められる骨転移巣の診断と治療 安本 博晃・椎名 浩昭
健康長寿と排尿機能（司会のことば） 野口 満・齊藤 源顕
加齢と過活動膀胱、低活動膀胱 宮里 実・斎藤 誠一
高齢女性の排尿障害について 山本 恭代・金山 博臣
排尿障害治療は健康寿命を遷延させるか－ロコモティブシンドロー
ムの立場から－

梶原 充・他

食生活を中心とした生活習慣と高齢者における下部尿路症状につ
いて

松尾 朋博・他

男性下部尿路症状に対する薬物治療が健康寿命に与える効果 福元 和彦
総　説 精索静脈瘤：酸化ストレスとsperm DNA fragmentation 白石 晃司・松山 豪泰

原　著
高齢の転移性去勢抵抗性前立腺癌患者に対するリチャレンジ療法
としての少量エストラムスチンとデキサメタゾン併用療法の検討 －
超高齢化社会に向けたリチャレンジ療法－

安藤 忠助・他

膀胱浸潤性尿路上皮癌・リンパ腫様型/形質細胞様型の2例 森山 浩之・他
経膀胱瘻的アプローチによる膀胱砕石術の治療経験 小田 浩司・他
IgG4関連後腹膜線維症に対し、尿管剥離術及び癒着防止吸収性バ
リアシートを用いたラッピング法が有効であった1例

眞砂 俊彦・高橋 千寛

特発性腎出血に対する過酸化水素水腎盂内注入療法－4症例の経
験－

森山 浩之・他

第268回日本泌尿器科学会長崎地方会演題抄録
第317回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録
第163回日本泌尿器科学会広島地方会演題抄録
第164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90回宮崎地方会演題抄録
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第81巻 第3号（2019年6月）
—尿路結石治療、明日への挑戦—（司会のことば） 齋藤 誠一・永井 敦
TULの合併症をどのように減らすか：術者、指導医が心がけること 井崎 博文・他
腎結石に対するTUL併用PNL(ECIRS)における今後の展望 岩本 秀安・他
サンゴ状感染結石に対する経皮経尿道的アプローチによる超低侵
襲エンドウロロジー

石戸 則孝・他　

二分脊椎症のトータルケア（司会のことば） 山口 孝則・高橋 良輔
二分脊椎症のトータルケア―泌尿器科の立場から― 高橋 良輔
二分脊椎診療における小児科医の役割 里 龍晴
腎移植、明日への挑戦（司会のことば） 雑賀 隆史・三股 浩光
当科の単孔式およびreduced port腹腔鏡下ドナー腎採取術への取り
組み

秦 聡孝・他

ロボット自家腎移植 荒木 元朗・他
わが国の献腎移植の現状と課題―献腎移植、明日への挑戦― 望月 保志・他　
免疫学的ハイリスク腎移植症例に対する当院の取り組み―
bortezomib & high-dose IVIG induction―

宮内 勇貴・他

腎移植レシピエント手術の残された課題―Total iliac vein
transposition法―

山田 保俊・他

がん免疫療法、明日への挑戦（司会のことば） 江藤 正俊・那須 保友
尿路上皮がんに対するがんペプチドワクチン療法 末金 茂高・他
産学連携によるDNA microarrayを用いた抗PD-1抗体治療効果予測
のためのMSI癌の探索的研究

山本 義明・他

特別講演 ほ乳類の老化制御機構 下川 功

学術奨励賞
コーヒージテルペンであるkahweol acetateとcafestolの前立腺癌に対
する抗癌作用

岩本 大旭・他

原　著 尿路上皮癌に対するGemcitabine+Nedaplatin療法の臨床検討 永井 崇敬・他
膀胱原発悪性リンパ腫の1例 武内 照生・他
膀胱扁平上皮癌の1例 原田 みりい・他
GC(gemcitabine, cisplatin)療法が奏効した膀胱原発印環細胞癌の1
例

徳永 貴範・他

第127回日本泌尿器科学会山陰地方会演題抄録
第104回日本泌尿器科学会四国地方会演題抄録
日本泌尿器科学会福岡地方会第303回例会演題抄録
日本泌尿器科学会第197回熊本地方会演題抄録

第81巻 第4号（2019年8月）
特別講演 ニコニコペース®運動と健康づくり 田上 友季也・他

学術奨励賞
ロボット支援腎部分切除術におけるR.E.N.A.L nephrometry scoreと
手術成績の検討

西川 涼馬・他

総　説 腎癌に対する腎部分切除術 立神 勝則・江藤 正俊
前立腺全摘除術までの待機期間の影響 野田 輝乙・他
急性陰囊症に対する造影MRIの有用性の検討 清水 龍太郎・他
排尿困難を契機に診断された精囊悪性腫瘍の1例 川口 義弘・他
尿管浸潤性尿路上皮癌明細胞型の術後再発に対して放射線療法と
GC療法の併用が有効であった1例

森山 浩之・他

消化器癌による転移性尿管腫瘍の2例 河村 香澄・他
尿路感染症による高アンモニア血症で意識障害をきたした1例 高橋 美香・他
Radium-223が著効した高リスク前立腺癌の1例 内藤 美季・他
両側精巣再発を来したB前駆細胞型急性リンパ性白血病の1例 原田 淳樹・他　
第319回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録
第129回日本泌尿器科学会山陰地方会演題抄録

学　会

原　著

症　例

ワークショップ１

ワークショップ2
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第81巻 第5号（2019年10月）
学術奨励賞 前立腺全摘除における外科的断端陽性と生化学的再発の検討 野田 輝乙・他

原　著 UroNavを用いたMRI/US fusion前立腺生検の導入と現状 新村 眞司・他
マイクロ波凝固装置による腎部分切除後に持続する尿瘻に生理的
組織接着剤を使用した1例

武内 照生・他

腹腔鏡下前立腺全摘除術後の縫合不全に血液凝固第XIII因子が関
連したと思われる1例

坪井 一馬・他

ニボルマブ・イピリムマブ併用療法が奏効した転移性腎細胞癌の1
例

石田 貴史・他　

膀胱憩室に発生した小細胞癌の1例 早川 祐輔・他
単腎の腎動脈狭窄に対し自家腎移植を施行した女児の1例 長光 涼子・他
膀胱膣瘻、直腸膀胱瘻に対する横行結腸導管の3例 新村 研二・他
成長曲線の異常を契機に発見された小児Leydig細胞腫の1例 溝口 瞳・他
ニボルマブ投与によりVogt-小柳-原田病を発症した1例について 藤方 史朗・他

統　計 当院における腹腔鏡下仙骨膣固定術の初期・中期成績 伊藤 文子・他
第106回日本泌尿器科学会山口地方会演題抄録
第137回日本泌尿器科学会鹿児島地方会演題抄録
第138回日本泌尿器科学会鹿児島地方会演題抄録
第105回日本泌尿器科学会四国地方会演題抄録

第81巻 第6号（2019年12月）
上部尿路上皮癌における炎症・免疫環境因子によるリスク分類の構
築

松本 洋明・他

術中陰茎白膜断裂部位の特定に陰茎海綿体への生理食塩水注入
が有効であった陰茎折症の3例

葺石 陽亮・濱口 卓也

総　説 小児先天性水腎症の治療方針について 江浦 瑠美子・中川 昌之
長径20mm以上の腎結石に対するPCNLとURSについての臨床的検
討

川口 義弘・他

腹腔鏡下腎部分切除術の腫瘍部位別臨床成績の検討 大河内 寿夫・他
3T MRI PI-RADS version 2が前立腺癌診断に与えた影響 山本 新九郎・他
恥骨後式前立腺全摘除術後に直腸穿孔による縦隔気腫を認めた1
例

原田 成美・他

発熱を契機に発見されたStauffer症候群を伴うIL-6産生腎細胞癌の
1例

原 浩司・他

移植腎尿管狭窄症に対するBoari flap法: 3症例の経験 眞砂 俊彦・他
前立腺癌に対してアビラテロンを投与中に発症した劇症肝炎の1例 近松 惣太郎・他
術後19年目に対側腎に再発した乳頭状腎細胞癌type 2の1例 向山 秀樹・他
腎実質内に発生した腫瘤形成性特発性後腹膜線維症の1例 斎藤 朗毅・他
抗凝固薬，抗血栓薬内服症例に対する経直腸的前立腺針生検の経
験―23症例の経験―

赤尾 淳平

日本泌尿器科学会第198回熊本地方会演題抄録
日本泌尿器科学会第84回佐賀地方会演題抄録
第320回日本泌尿器科学会岡山地方会演題抄録
日本泌尿器科学会第76回大分地方会演題抄録
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