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日本泌尿器科学会総会
　第102回（2014.4.24-27　神戸）

S状結腸利用新膀胱術後の細菌尿、膿尿、
尿路感染症に関する検討

重村克巳、田中一志、村蒔基次、荒川創一、三宅秀明、
藤澤正人

デュタステリド投与に伴うフリーテストステロ
ンの変化とその意義について

江夏徳寿、福田輝雄、松下経、千葉公嗣、三宅秀明、
藤澤正人

daVinci手術のトラブルシューティング：神戸
大学での経験と解決方法

日向信之、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

膀胱癌に対する膀胱全摘除術後の予後予
測

日向信之、宮崎 彰、西川昌友、鄭 裕元、熊野晶文、
古川順也、原田健一、村蒔基次、三宅秀明、 山田裕
二、
井上隆朗、山下真寿男、藤澤正人

去勢抵抗性前立腺癌におけるAkt1発現阻
害によるsunitinibの抗腫効果増強の検討

西川昌友、宮崎 彰、鄭 裕元、古川順也、原田健一、
日向信之、三宅秀明、藤澤正人

LOH症候群患者に対する男性ホルモン補充
療法がおよぼすLUTSへの効用

福田輝雄、江夏徳寿、千葉公嗣、松下　経、三宅秀明、
藤澤正人

 腎移植後維持期EVR追加投与症例におけ
るTAC血中濃度とeGFRの変化

石村武志、小川悟史、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

常染色体優性多発性嚢胞腎に対する腎移
植時の一期的経後腹膜的固有腎摘出術

小川悟史、石村武志、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

筋層非浸潤性膀胱癌に対するピラルビシン
術直後単回膀胱内注入療法による再発予
防効果の検討

村蒔基次、熊野昌文、古川順也、原田健一、日向信之、
三宅秀明、曽我英雄、田中宏和、藤澤正人

Sunitinib耐性腎細胞癌に対するAxitinibの抗
腫瘍効果発現機序の解析

宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、原田健一、熊野晶文、
古川順也、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

ラット精巣におけるクラスタリンの機能につ
いての検討

松下　経、福田輝雄、江夏徳寿、岡田桂輔、千葉公嗣、
三宅秀明、藤澤正人

ヒト腎癌細胞株におけるAkt1発現阻害によ
るソラフェニブの抗腫瘍効果についての検
討

鄭　裕元、宮崎　彰、西川昌友、熊野晶文、古川順也、
原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

ロボット支援 腹腔鏡下腎部分切除術 の臨
床的検討

田中一志

当科における転移性腎癌症例に対する分子
標的治療の臨床的検討

原田健一、宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、古川順也、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

BPH/LUTSに対するデュタステリドの有用性
に関する検討

原口貴裕、三宅秀明、江夏徳寿、白川利朗、田中一志、
藤澤正人

日本ロボット外科学会
　第6回（2014.2.22 博多）

ロボット支援根治的前立腺全摘除術後の排
尿関連QOLに関する縦断的解析

日向信之、石村武志、村薪基次、田中一志、三宅秀明、
藤澤正人

関西アンドロロジーカンファレンス
　第46回（2014.3.1 大阪）

顕微鏡下内精静脈低位結紮術後の精液所
見の経時的変化に関する検討

福田輝雄、江夏徳寿、岡田桂輔 、千葉公嗣、松下　経、
三宅秀明、藤澤正人

日本臨床腎移植学会
　第47回（2014.03.12-14 奈良）

単孔式ドナー腎摘出術の初期経験
石村武志、小川悟史、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

神戸大学病院における腎移植203例の検
討

小川悟史、石村武志、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
西 愼一、飯島一誠、藤澤正人

免疫抑制剤怠薬による移植後IgA腎症再
発が疑われた1例

小川悟史、石村武志、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
西 愼一、飯島一誠、藤澤正人

泌尿器科分子細胞研究会
　第23回（2014.4.24-27 山形）

去勢抵抗性前立腺癌におけるAkt1発現阻
害によるsunitinibの抗腫効果増強の検討

西川昌友、宮崎 彰、鄭 裕元、古川順也、原田健一、
日向信之、三宅秀明、藤澤正人

日本生殖医学会学術講演会
　第59回　（2014.4.24-27　東京）

精子形成とCell Junction 千葉　公嗣、江夏徳寿、岡田桂輔、藤澤正人

非モザイク型クラインフェルター症候群に対
する顕微鏡下精巣内精子採取術の検討

松下　経、角井健太、福田輝雄、江夏徳寿、三宅秀明、
藤澤正人
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当科におけるMicrosurgical Varicocelectomy
の臨床的検討

角井健太、江夏徳寿、福田輝雄、松下　経、 三宅秀明、
藤澤正人

骨盤外科機能温存研究会
　第24回(2014.5.31 名古屋）

女性における順行性膀胱全摘除術 -女性
尿道周囲構造物の解剖学的解析-

日向信之、宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、古川順也、
村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

日本アンドロロジー学会
　第33回（2014.6.12-13　軽井沢）

当院における非閉塞性無精子症患者に対
する顕微鏡下精子採取術の成績

江夏徳寿、角井健太、長富俊孝、福田輝雄、松下　経、
千葉公嗣、三宅秀明、藤澤正人

非閉塞性無精子症患者における 精子回収
とストレス関連タンパクの発現

福田輝雄、江夏徳寿、岡田桂輔 、千葉公嗣、松下　経、
三宅秀明、藤澤正人

前立腺肥大症患者におけるデュタステリド
投与がフリーテストステロン、排尿機能およ
び性機能に及ぼす影響

松下　経、福田輝雄、江夏徳寿、岡田桂輔、千葉公嗣、
三宅秀明、藤澤正人

日本老年泌尿器科総会
　第27回（2014.6.13-14　山形）

当科における高齢者の転移性腎癌症例に
対する分子標的治療の臨床的検討

原田健一、宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、古川順也、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

日本感染症学会学術講演会
第88回
日本化学療法学会総会 合同学会
第62回
（2014.6.18-20　福岡）

薬剤耐性菌を考慮した尿路 感染症の抗菌
薬療法とは？ 泌尿器科医の立場から

重村克巳、荒川創一、藤澤正人

経直腸的前立腺生検時のCMZ+LVFXの予
防抗菌薬としての効果についての検討

重村克巳、田中一志、荒川創一、藤澤正人

膀胱全摘除術におけるタゾバクタム／ピペ
ラシリンの周術期感染予防に関する検討

田中一志

日本性機能学会中部総会
　第24回（2014.6.21　和歌山）

神経温存前立腺全摘除術後の勃起機能の
回復を目的とした低用量バルデナフィルに
よる陰茎リハビリテーションの有効性の検討

松下　経、江夏徳寿、千葉公嗣、三宅秀明、藤澤正人

前立腺生物学シンポジウム
　第4回（2014.6.26-6.27　三重）

限局性前立腺癌における
CD44s,CD44v6,CD44v10の臨床的意義

鄭　裕元、宮崎　彰、西川昌友、古川順也、原田健一、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

腎移植血管外科研究会
　第30回（2014.6.27-28 那覇）

腎移植後ウィルス性食道炎の２例
石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

腎移植後閉塞性動脈硬化症を発症した3症
例の検討

小川悟史、石村武志、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

泌尿器科再建再生研究会
　第11回.（2014.7.5　青森）

S状結腸利用新膀胱術後の細菌尿、 膿尿、
尿路感染症に関する検討

重村克巳、田中一志、村蒔基次、荒川創一、三宅秀明、
藤澤正人

日本腎泌尿器疾患予防医学研究会
  第23回（2014.7.10-11　東京）

膀胱全摘除術におけるタゾバクタム／ピペ
ラシリンの周術期感染予防に関する検討

田中一志

腎癌研究会
　第45回（2014.7.20　東京）

First-line tyrosine kinase inhibitor therapy
did not influence the efficacy of second-line
tyrosine kinase inhibitor therapy in patients
with metastatic renal cell carcinoma

宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、原田健一、熊野晶文、
古川順也、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

日本受精着床学会
　第32回（2014.7.31-8.1　東京）

NBIシステムを用いたラット精巣の観察 江夏徳寿

日本癌治療学会学術集会
　第52回（2014.8.28－30 横浜)
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膀胱癌に対する膀胱全摘除術後の予後予
測

日向信之、桃園宏之、今井聡士、宮崎 彰、西川昌友、
鄭 裕元、古川 順也、原田健一、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

中間および高リスク転移性精巣腫瘍患者に
対するTIP早期導入の意義

西川昌友、宮崎彰、鄭裕元、古川順也、原田健一、
日向信之、三宅秀明、藤澤正人

小線源療法後の下部尿路症状に対するシ
ロドシンの予防効果を検討する無作為化比
較試験

村蒔基次、古川順也、三宅秀明、宮脇大輔、吉田賢史、
佐々木良平、杉村和朗、藤澤正人

転移性腎細胞癌におけるチロシンキナーゼ
阻害薬による一次治療と二次治療の臨床効
果の相関

宮崎　彰、古川順也、原田健一、西川昌友、鄭　裕元、
原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

腎細胞癌における Geriatric Nutritional Risk
Index（GNRI）の 予後予測因子としての意義

鄭　裕元、宮崎　彰、西川昌友、古川順也、原田健一、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、  藤澤正人

高齢者の転移性腎細胞癌症例に対する分
子標的治療の臨床的検討

原田健一、宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、古川順也、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

日本性機能学会
　第25回（2014.9.4-9. 6　仙台）

当院における腎摘除術後および腎部分切除
術後患者の勃起機能についての検討

松下　経、福田輝雄、江夏徳寿、千葉公嗣、
三宅秀明、藤澤正人

日本移植学会総会
　第50回（2014.9.10-12 東京）

３DCTによる腎体積比を用いたドナー分腎
機能評価

横山直己、小川悟史、石村武志、日向信之、村蒔基次、
三宅秀明、西　愼一、藤澤正人

内視鏡補助下小切開ドナー腎採取術の術
後長期QOLに関する検討

小川悟史、横山直己、石村武志、日向信之、村蒔基次、
三宅秀明、田中一志、西 愼一、藤澤正人

泌尿器画像診断・治療技術研究会
　第2回（2014.9.12-13 京都）

腎移植ドナー分腎機能評価 におけるレノグ
ラム、3DCT腎体積測定併用の有用性

石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

近畿内視鏡外科研究会
  第27回(2014.9.13 神戸)

ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術の検討 田中一志

日本排尿機能学会総会
　第21回（2014.9.17-20 岡山）

前立腺肥大症患者の下部尿路症状（LUTS）
に対するシロドシンおよびナフトピジルの臨
床効果に関する比較検討

白川利朗、重村克巳、原口貴裕、江夏徳寿、森下真一、
源吉顕治、 宮崎治郎、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

抗凝固薬投与患者のHolmium laser
enucleation of the prostate (Holep)に関する
検討

重村克巳、田中一志、原口貴裕、三宅秀明、藤澤正人

日本癌学会学術総会
第73回（2014.9.25-27 横浜）

Significance of 4E-binding protein 1 as a
therapeutic target for invasive urothelial
carcinoma of the bladder.

西川昌友、宮崎彰、鄭裕元、古川順也、原田健一、
日向信之、三宅秀明、藤澤正人

筋層非浸潤膀胱癌におけるHIF-1α発現と
上皮間葉移行マーカーとの関連

村蒔基次、原田健一、古川順也、三宅秀明、藤澤正人

Inhibitory effects of 4E-BP1 expression on
proliferative status in renal cell carcinoma
cells

宮崎　彰、桃園宏之、今井聡士、西川昌友、鄭　裕元、
古川順也、原田健一、日向信之、村蒔基次、三宅秀明、
藤澤正人

Effects of inhibition of 4E-BP1 expression
on human prostate cancer PC3 cell
proliferation and survival

鄭　裕元、宮崎　彰、西川昌友、古川順也、原田健一、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

Inverse association between E-cadherin
and TWIST expression patterns in localized
renal cell carcinoma

原田健一、宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、古川順也、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

日本手術医学会総会
　第36回（2014.9.26-27 札幌）

周術期予防的抗菌薬投与はガイドラインに
即しているか

重村克巳、荒川創一、藤澤正人

日本メンズヘルス医学会
　第14回（2014.9.27-28　大阪）

テストステロン補充療法の適切な効果判定
基準の検討

江夏徳寿、角井健太、長富俊孝、福田輝雄、松下　経、
千葉公嗣、三宅秀明、藤澤正人
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LOH症候群患者に対するテストステロン補
充療法が下部尿路症状に与える影響につ
いての検討

角井健太、江夏徳寿、福田輝雄、松下　経、
三宅秀明、藤澤正人

日本内視鏡外科学会総会
　第27回（2014.10.2-4　盛岡）

ロボット支援前立腺全摘除術と腹腔鏡下前
立腺全摘除術の手術関連合併症の比較検
討

重村克巳、田中一志、古川順也、日向信之、石村武志、
村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

ロボット支援腎部分 切除術の検討 田中一志

日本泌尿器科学会東部総会
　第79回（2014.10.12-14 横浜）

LOH症候群患者に対する男性ホルモン補充
療法がおよぼすLUTSへの効用

福田輝雄、角井健太、江夏徳寿、松下　経、三宅秀明、
藤澤正人

単孔式ドナー腎摘出術の初期経験
小川悟史、石村武志、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

ロボット腎部分切除術の 現状と今後の可能
性

田中一志

日本泌尿器科学会中部総会
　第64回（2014.10.17-19 浜松）

生体腎移植Graft決定における3DCT 腎
volumetryの有用性

石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

顕微鏡下内精静脈低位結紮術後の精液所
見の経時的変化に関する検討

福田輝雄、角井健太、江夏徳寿、松下　経、 三宅秀明、
藤澤正人

日本化学療法学会西日本支部総
会　　　　　第62回日本感染症学会中日本地方会学
術集会  　第57回日本感染症学会西日本地方会学
術集会  　第84回（2014.10.23-25 岡山）

「男性性器感染症に対する治療を考える」精
巣上体炎（ウイルス感染症を含む）

重村克巳、荒川創一、藤澤正人

神戸大学医学部附属病院での尿中分離菌
の年次変遷と薬剤感受性の検討

田中一志

抗MRSA薬の使い分け：尿路感染症 田中一志

小児腎不全学会
　第36回（2014.10.29-30 島根)

腎移植後、急性精巣上体炎にEBV感染を合
併した1例

石村武志、横山直己、小田晃廉、小川悟史、日向信之、
村蒔基次、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

臨床腎移植学会
　第48回（2014.10.30-31 東京）

生体腎移植後5年目にplasma cell-rich
acute rejectionが疑われた症例

小川悟史、石村武志、村蒔基次、三宅秀明、田中一志、
藤澤正人

日本泌尿器内視鏡学会総会
  第28回（2014.11.26-30　福岡）

神戸大学および関連施設におけるロボット
支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の臨床的検
討

原田健一、宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、古川順也、
日向信之、村蒔基次、三宅秀明、藤澤正人

日本生殖医学会
  第59回（2014.12.4-7　東京）

ヒト検体を用いた精巣内ネフリン、ポドシン
の発現の検討

江夏徳寿

非閉塞性無精子症患者の精巣組織 におけ
るストレス関連タンパクの発現の意義

福田輝雄、角井健太、江夏徳寿、岡田桂輔、千葉公嗣、
松下　経、三宅秀明、藤澤正人

日本生殖医学会
  第60回（2014.12.4-8　東京）

座長講演
日本における性感染症の実数について―厚
労科研センチネルサーベイランスから―

荒川創一

NBIシステムを用いたラット精巣の観察
江夏徳寿、角井健太、長富俊孝、福田輝雄、松下　経、
千葉公嗣、三宅秀明、藤澤正人

当科におけるMicrosurgical Varicocelectomy
の臨床的検討

角井　健太、江夏　徳寿、福田　輝雄、松下　経、
三宅　秀明、藤澤　正人

精子形成とCell Junction 千葉　公嗣、江夏徳寿、岡田桂輔、藤澤正人

非モザイク型クラインフェルター症候群に対
する顕微鏡下精巣内精子採取術の検討

松下　経、角井健太、福田輝雄、江夏徳寿、三宅秀明、
藤澤正人

日本性感染症学会学術大会
　第27回（2014.12.6-7 　神戸）
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セフェム系薬剤感受性低下の遺伝解析
大澤佳代、重村克巳、額田雪絵、吉田弘之、藤原美樹、
奈須聖子、白川利朗、藤澤正人、荒川創一

 
兵庫県下におけるアジスロマイシン耐性淋
菌の 分子遺伝学的解析

三浦真希子、重村克巳、大澤佳代、吉田弘之、
藤原美樹、澤村　暢、奈須聖子、荒川創一、
藤澤正人、白川利朗

泌尿器科クリニックにおける 男子尿道炎患
者に対する 検査・治療の現況

松村　勝、重村克巳、愛新啓盛、石田敏郎、 山中和樹、
藤岡　一、小野　義春、辻　功、下垣博義、今西　治、
田中一志、藤澤正人、荒川創一

性感染症、今何が問題か　―動向、耐性
菌、適正治療などー

荒川創一


