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第101回（2013.4.25－28　札幌）

・腎細胞癌有転移症例治療のPrinciple‐
AnecdotesとEvidences‐

藤澤正人

・泌尿器科領域における感染制御 荒川創一、濱砂良一、高橋　聡

・泌尿器科感染症の救急 急性前立腺
炎

田中一志

・去勢抵抗性前立腺がんに対する薬物
治療の現況と展望

三宅秀明

・転移性腎細胞癌に対するチロシンキ
ナーゼ阻害剤の治療成績

三宅秀明、西川昌友、鄭　裕元、熊野
晶文、古川順也、原田健一、村蒔基
次、藤澤正人

・神戸大学におけるI‐125密封小線源永
久挿入療法の治療成績

村蒔基次、古川順也、田中一志、三宅
秀明、吉田賢史、佐々木良平、杉村和
朗、藤澤正人

・神戸大学における腹腔鏡下前立腺全
摘除術とロボット支援腹腔鏡下前立腺
全摘除術の治療成績

村蒔基次、田中一志、古川順也、石村
武志、三宅秀明、藤澤正人

・腎移植後の胆石合併症例についての
検討

石村武志、小川悟史、村蒔基次、竹田
雅、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

・ロボット支援手術における術中遠隔教
育システムの開発

日向信之、倉橋俊史、安藤　慎、刺
鋭、後藤時男、古川順也、石村武志、
村蒔基次、田中一志、三宅秀明、藤澤
正人

・HoLEPにおけるラーニングカーブに関
する検討

原口貴裕、三宅秀明、千葉公嗣、田中
一志、藤澤正人

・ダビンチSシステムを用いたロボット支
援腹腔鏡下腎部分切除術～当院にお
ける初期経験～

古川順也、田中一志、山口耕平、熊野
晶文、千葉公嗣、重村克巳、日向信
之、石村武志、村蒔基次、原口貴裕、
三宅秀明、藤澤正人

・MVAC抵抗性尿路上皮癌に対する
Gemcitabine/Carboplatin療法の成績

古川順也、三宅秀明、西川昌友、鄭
裕元、熊野晶文、原田健一、村蒔基
次、田中一志、藤澤正人

・チロシンキナーゼ阻害剤抵抗性腎細
胞癌に対するmTOR阻害剤の有用性

熊野晶文、西川昌友、鄭　裕元、原田
健一、古川順也、村蒔基次、三宅秀
明、藤澤正人

・過活動膀胱に対するイミダフェナシン
増量治療の効果と安全性に関する検討
-患者自己目標達成質問票による評価
-

柳内章宏、仙石　淳、乃美昌司、古川
順也、原口貴裕、三宅秀明、藤澤正人

・精子形成障害の新たなメカニズムの
解明：RA‐GEF‐2ノックアウトマウスを用
いたオス不妊マウスの精子形成能の評

千葉公嗣



・総テストステロン値別による加齢男性
性腺機能低下症候群患者の治療効果
の検討

千葉公嗣、山口耕平、李　福平、江夏
寿徳、岡田桂輔、松下　経、三宅秀明、
田中一志、藤澤正人

・ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除
術、根治的前立腺全摘除術、腹腔鏡下
前立腺全摘除術の手術部位感染症に
関する比較検討

重村克巳、田中一志、松本　穣、村蒔
基次、三宅秀明、荒川創一、藤澤正人

・Temsirolimus耐性腎細胞癌株の樹立
および耐性獲得機序の解明

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

・クラスタリンは熱ストレスによって誘導
される損傷から精巣細胞を保護する可
能性がある

松下　経、山口耕平、江夏寿徳、李　福
平、岡田桂輔、千葉公嗣、三宅秀明、
藤澤正人

・マウス精子形成におけるRA‐GEF‐2の
機能解析

岡田桂輔、山口耕平、江夏寿徳、李
福平、松下　経、千葉公嗣、三宅秀明、
前田和宏、Shymaa E.Bilasy、枝松裕
紀、片岡　徹、藤澤正人

・根治的前立腺全摘除術施行症例にお
ける精嚢浸潤予測因子としての基部生
検陽性の意義

鄭　裕元、西川昌友、原田健一、熊野
晶文、古川順也、村蒔基次、三宅秀
明、藤澤正人

・非転移性腎細胞癌におけるmTOR
pathway活性化の臨床病理学的意義

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、藤澤正人

・精巣におけるポドシンの作用メカニズ
ムの究明

江夏寿徳、山口耕平、岡田桂輔、松下
経、李　福平、千葉公嗣、三宅秀明、藤
澤正人

・小児膀胱尿管逆流症に対するLich‐
Gregoir法の臨床的検討

福田輝雄、久松英治、中川賀清、杉多
良文

・当院で施行した60歳以上高齢ドナー
生体腎移植に関する検討

小川悟史、石村武志、村蒔基次、竹田
雅、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

・膀胱全摘除術が施行された膀胱癌症
例の予後予測因子の検討

宮崎　彰、横山直己、寺川智章、田中
浩之、井上隆朗

・当院で膀胱全摘除術が施行された膀
胱癌症例の臨床的検討

宮崎 彰、横山直己、寺川智章、田中浩
之、井上隆朗

・大うつ病を合併したLOH症候群患者に
対するARTの治療効果に関する検討

山口耕平、江夏寿徳、岡田桂輔、松下
経、李　福平、千葉公嗣、三宅秀明、田
中一志、藤澤正人

・ICG蛍光法による前立腺癌の術中セン
チネルリンパ節検索

結縁敬治、三浦徹也、酒井伊織、山下
真寿男



・漢方と性差医療 岡田　弘

・男性不妊症診療の実際 岡田　弘

・完全体外培養によるマウス精子作出
法

岡田　弘、太田茂之、定岡侑子、福島
麻衣、西尾浩二郎、佐藤　両、川口真
琴、小堀善友、芦沢好夫、八木　宏、宋
成浩、新井　学

・局所進行・有転移尿路上皮癌 原　勲、塚本泰司

・前立腺癌の診断と治療のためのMRI 原　勲

・前立腺癌症例内分泌療法中のBone
Manaｇementについて

大岡均至

・当科における自己導尿施行症例に対
する乾燥保存法について

大岡均至

・難治性慢性前立腺炎に対する血管透
過性亢進抑制剤カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウムの効果

大岡均至、山田哲夫、能登宏光、梅山
知一、嘉手川豪心、安次富勝博、西島
さおり、菅谷公男

・ 65歳以上の前立腺肥大症に合併した
過活動膀胱症例におけるトルテロジン
の服薬遵守 率向上に関する検討

大岡均至、山田哲夫、能登宏光、梅山
知一、嘉手川豪心、安次富勝博、西島
さおり、菅谷公男

・難治性慢性前立腺炎に対する血管透
過性亢進抑制剤カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウムの効果

大岡均至、山田哲夫、能登宏光、梅山
知一、嘉手川豪心、安次富勝博、西島
さおり、菅谷公男

・前立腺全摘除術のUpdate-骨盤外科
機能温存の工夫-

武中　篤

・泌尿器科感染症の救急 永江浩史、田中一志、上原慎也、栗村
雄一郎

・尿路上皮癌に対する化学療法の効果
は予測できるか？：効果予測因子として
の薬学的バイオマーカーの検討

松村永秀、中村靖司、柑本康夫、原
勲

・生活習慣病と再発予防 柑本康夫、射場昭典、佐々木有見子、
原　勲

・性分化疾患（DSD）に対するアプロー
チ

島田憲次、杉多良文



・AI(Adriamycin+Ifosfamide)療法が奏功
した後腹膜MFH(Malignant
fibroushistiocytoma)の1例

今井聡士、石田貴樹、山野　潤、中野
雄造、中村一郎、原田健一

・小経単発・高度な併存症を有する症例
-小経腎腫瘍に対する方針アプローチ
の難しさ-

瀬島健裕、岩本秀人、眞砂俊彦、森實
修一、八尾昭久、磯山忠広、武中　篤

・高齢者に対する膀胱全摘術後の早期
合併症発生に関する検討

磯山忠広、岩本秀人、眞砂俊彦、森實
修一、日向信之、八尾昭久、瀬島健
裕、武中　篤、小海　力、渡部信之、門
脇浩幸、小野孝司、高橋千寛

・Neobladderを前提とした女性の膀胱全
摘除術における尿道切断方法

酒井伊織、山中　望、原　琢人、三浦徹
也、結縁敬治、山下真寿男

・超音波による男性不妊症患者のため
の精細管径測定システムの開発

石川智基、郷原真輔、高島祐弥、畑
豊

・広汎子宮全摘除術後の神経因性膀胱
に対する排尿リハビリの実施経験

井上誠也、本田正史、平野慎二、山口
徳也、川本文弥、ツナピ　パナイオタ、
引田克弥、日向信之、村岡邦康、瀬島
健裕、高橋千寛、武中　篤

・女性下部尿路症状（LUTS)における抗
コリン薬内服継続に関する検討

川本文弥、本田正史、山口徳也、平野
慎二、井上誠也、ツナピ　パナイオタ、
引田克弥、日向信之、村岡邦康、武中
篤

・進行性腎癌に対する分子標的薬治療
の臨床的検討

楠田雄司、鈴木光太郎、桃園宏之、近
藤　有、山田裕二、濱見　學、山道　深

・腹圧性尿失禁患者に対する骨盤底筋
トレーニングガードルの使用経験

冨田裕乃、川口昌平、成本一隆、福島
正人、加藤稚佳子、竹山政美

・術前排尿動態がロボット支援根治的
前立腺全摘除後尿禁制に与える影響
について

本田正史、川本文弥、岩本秀人、井上
誠也、眞砂俊彦、森實修一、引田克
弥、八尾昭久、日向信之、村岡邦康、
磯山忠広、瀬島健裕、武中　篤

・泌尿器骨盤内悪性腫瘍手術後の深部
静脈血栓症に関する検討

寺川智章、横山直己、宮崎　彰、田中
浩之、井上隆朗、野中　顕子

・脳血管障害後の過活動膀胱に対する
イミダフェナシンの効果と尿流動態パラ
メーターへの影響に関する検討

仙石　淳、乃美昌司

・IPSSと比較した排尿日誌による夜間
頻尿の評価

村岡邦康、本田正史、山口徳也、平野
慎二、川本文弥、井上誠也、ツナピ　パ
ナイオタ、引田克弥、日向信之、武中
篤

・夜間頻尿に対する塩酸プロピベリンの
有用性の検討

冨田裕乃、成本一隆、川口昌平、福島
正人、竹山政美、加藤稚佳子、石浦嘉
之、町岡一顕、重原一慶、島村正喜、
栗林正人、溝上　敦、並木幹夫



・尿中分離ESBL産生菌の年次的分離
状況と薬剤感受性および臨床像につい
ての検討

桃園宏之、鈴木光太郎、近藤　有、楠
田雄司、山田裕二、濱見　學、三浦徹
也

・有熱性尿路感染症に対するempiric
therapyとしての
Tazobctam/piperacillin(TAZ/PIPC)の臨
床的有効性の検討

三浦徹也、原　琢人、酒井伊織、結縁
敬治、山下真寿男、桃園宏之、山田裕
二、濱見　學

・前立腺生検に伴う尿路性器感染症の
発生頻度の検討

東郷容和、山本新吾、清田　浩、荒川
創一、松本哲朗

・当院におけるロボット支援腹腔鏡下前
立腺全摘除術の切除断端陽性に対す
る検討

森實修一、平野慎二、山口徳也、岩本
秀人、眞砂俊彦、日向信之、八尾昭
久、磯山忠広、瀬島健裕、武中　篤

・当院におけるロボット支援腹腔鏡下前
立腺全摘除術の初期治療経験

倉橋俊史、安藤　慎、三宅秀明、田中
一志、藤澤正人

・限局性前立腺癌に対するヨウ素125
シード線源を用いた永久挿入密封小線
源治療の検討‐特に小線源治療がQOL
に及ぼす影響について‐

八尾昭久、岩本秀人、眞砂俊彦、森實
修一、日向信之、磯山忠広、道本幸
一、田原誉敏、小谷和彦、小川敬英、
瀬島健裕、武中　篤

・有袋術を行った異所性尿管瘤の臨床
的検討

杉多良文、久松英治、中川賀清、福田
輝雄

・性分化疾患(DSD)に対するアプローチ 杉多良文

・去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタ
キセル療法の継続期間に関わる因子
の検討

眞砂俊彦、平野慎二、山口徳也、岩本
秀人、森實修一、八尾昭久、日向信
之、磯山忠広、瀬島健裕、武中　篤

・当院における後腹膜鏡下腎摘除術の
工夫

田中浩之、横山直己、宮崎　彰、寺川
智章、井上隆朗

・当院における膀胱癌に対する膀胱全
摘、尿路変更の検討

松村永秀、楠本浩喜、井口孝司、若宮
崇人、西澤　哲、吉川和朗、児玉芳季、
康　根浩、柑本康夫、原　勲、

・排尿記録から見たOABSSと患者記載
によるOABSSの相違に関する検討

引田克弥、本田正史、山口徳也、平野
慎二、川本文弥、井上誠也、ツナピ　パ
ナイオタ、日向信之、村岡邦康、武中
篤

・間質性膀胱炎における臨床病理学的
因子とbiomarｋerとの相関についての検
討

山道　深、重村克巳、白川利朗、山下
真寿男、荒川創一、田中一志、藤澤正
人

・前立腺全摘除術における拡大骨盤リ
ンパ節郭清についての検討

鈴木光太郎、桃園宏之、近藤　有、楠
田雄司、山田裕二、濱見　學、山道　深



・当院における膀胱全摘、新膀胱造設
術の臨床的検討

山下真寿男、原　琢人、三浦徹也、酒
井伊織、結縁敬治、山中　望

・当科における前立腺Target生検の有
用性に関する検討

岩本秀人、山口徳也、平野慎二、眞砂
俊彦、森實修一、八尾昭久、日向信
之、磯山忠広、瀬島健裕、武中　篤

・当院における前立腺生検の臨床的検
討

近藤　有、鈴木光太郎、桃園宏之、楠
田雄司、山道　深、山田裕二、濱見　學

・間欠式導尿カテーテル保存液の殺菌
効果

乃美昌司、仙石　淳、高見望美、荒川
創一

・精巣上体炎の臨床的検討 松本　穣、重村克巳、荒川創一、三宅
秀明、田中一志、羽間　稔、藤井　明、
山下真寿男、中村一郎、松井　隆、原
章二、藤澤正人

・去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタ
キセル療法の治療成績

山田裕二、鈴木光太郎、桃園宏之、近
藤　有、楠田雄司、濱見　學、山道　深

・前立腺全摘除術における拡大骨盤リ
ンパ節郭清についての検討

鈴木光太郎、桃園宏之、近藤　有、楠
田雄司、山田裕二、濱見　學、山道　深

・当院における膀胱全摘、新膀胱造設
術の臨床的検討

山下真寿男、原　琢人、三浦徹也、酒
井伊織、結縁敬治、山中　望

・当科における腹腔鏡下腎部分切除術
の臨床的検討

岡本雅之、桑原　元、奥野優人、山尾
裕、田口　功、川端　岳

・「腹腔鏡下前立腺全摘除術・腎摘除術
を極める」LRPをやさしく行うためにー
ENSEAL Trioの活用例ー

川端　岳

・骨盤底筋のMRI動態解析による排尿メ
カニズムの考察

西尾浩二郎、宋成浩、定岡侑子、太田
茂之、佐藤　両、川口真琴、小堀善友、
芦沢好夫、八木　宏、新井　学、岡田
弘

・夜尿症患者の深部体温による
circadian rhythmの測定と睡眠覚醒周
期の関係

定岡侑子、宋　成浩、佐藤　両、　西尾
浩二郎、川口真琴、太田茂之、芦沢好
夫、小堀善友、八木　宏、新井　学、岡
田　弘

・排尿障害モデルの作成と流体力学シ
ミュレーション

宋　成浩、西尾浩二郎、川口真琴、定
岡侑子、太田茂之、芦沢好夫、佐藤
両、小堀善友、八木　宏、新井　学、岡
田　弘

・OAB投薬治療効果についての
Topographic Analysisによる評価

川口真琴、宋　成浩、西尾浩二郎、定
岡侑子、太田茂之、佐藤　両、小堀善
友、芦沢好夫、八木　宏、新井　学、岡
田　弘



・抗コリン剤抵抗性の過活動膀胱に対
するアスタキサンチンの効果の検討

八木　宏、定岡侑子、太田茂之、川口
真琴、佐藤　両、西尾浩二郎、小堀善
友、芦沢好夫、宋　成浩、新井　学、岡
田　弘

・夜間頻尿患者のCircadian rhythmと睡
眠覚醒周期の関係

佐藤　両、宋　成浩、定岡侑子、太田茂
之、西尾浩二郎、川口真琴、小堀善
友、芦沢好夫、八木　宏、新井　学、岡
田　弘

・埼玉県における性感染症実態調査　２
０年間のまとめ

小堀善友、宮田和豊、斉藤　博、内島
豊、賀屋　仁、木戸　晃、宮村隆三、石
井泰憲、岡田　弘

・当院を受診した射精障害患者のまと
め

太田茂之、定岡侑子、西尾浩二郎、佐
藤両、川口真琴、小堀善友、芦沢好
夫、八木　宏、宋　成浩、新井　学、岡
田　弘

・限局性前立腺癌に対する寡分割照射
法による放射線外照射療法の検討

新井　学、定岡侑子、太田茂之、川口
真琴、西尾浩二郎、佐藤　両、小堀善
友、芦沢好夫、八木　宏、宋　成浩、岡
田　弘、野崎美和子

・前立腺全摘除術における拡大リンパ
節郭清についての検討

鈴木光太郎、桃園宏之、近藤　有、楠
田雄司、山田裕二、濱見　學、山道　深

・進行性腎癌に対する分子標的薬治療
の臨床的検討

楠田雄司、鈴木光太郎、桃園宏之、近
藤　有、山田裕二、濱見　學、山道　深

・去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタ
キセル療法の治療成績

山田裕二、鈴木光太郎、桃園宏之、近
藤　有、楠田雄司、濱見　學、山道　深

・泌尿器骨盤内悪性腫瘍手術術後の深
部静脈血栓症に関するD-dimerの有効
性

寺川智章、横山直己、宮崎　彰、田中
浩之、井上隆朗

・Neobladder を前提とした女性の膀胱
前摘除術における尿道切断法

酒井伊織、山中 望、原 琢人、三浦徹
也、結縁敬治、山下真寿男

2013年1月～12月

日本臨床腎移植学会

第46回（2013.1.30－2.1　東京）

・移植後リンパ嚢腫等 藤澤正人

・生体腎移植後に低カリウム血症が遷
延した1例

石村武志、小川悟史、後藤俊介、藤井
秀毅、村蒔基次、竹田　雅、三宅秀明、
田中一志、西　慎一、藤澤正人

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



・生体腎移植後に輸血関連急性肺障害
（TRALI）が疑われた1例

小川悟史

・当院で施行した小児腎移植60例に関
する検討

小川悟史、石村武志、貝藤裕史、村蒔
基次、竹田　雅、三宅秀明、田中一志、
飯島一誠、藤澤正人

・生体腎移植後に輸血関連急性肺障害
（TRALI）が疑われた1例

小川悟史、石村武志、村蒔基次、竹田
雅、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

・移植前ESA反応性と移植後貧血の関
連について

北村　謙、西　慎一、石村武志、竹田
雅、藤澤正人

・腎移植3か月後からのエベロリムス導
入プロトコールに関する検討

岸川英史、西村憲二、石村武志、竹田
雅、藤澤正人、樋口喜英、野島道生、
山本新吾、川喜田睦司、市川靖二

日本泌尿器科学会関西地方会

第222回（2013.2.23　京都）

・異時性に両側に発生した肺癌副腎転
移の1例

宮崎　彰、横山直己、寺川智章、田中
浩之、井上誠也

・腎部分切除を施行し得た巨大腎血管
筋脂肪腫の1例

西岡　遵、鈴木光太郎、桃園宏之、近
藤 　有、楠田雄司、山田裕二、三浦徹
也、濱見　學

・機器の進歩によるICG蛍光法での骨
盤内リンパ流描出能の改善

結縁敬治、原　琢人、三浦徹也、酒井
伊織、山下真寿男

・副腎に発生した巨大ganglioneuromaの
1例

原　琢人、三浦徹也、酒井伊織、結縁
敬治、山下真寿男

・後腹膜bronchogenic cystの1例 桑原　元、奥野優人、山尾　裕、田口
功、岡本雅之、川端　岳

・静脈内腫瘍塞栓を伴う腎血管腫の2例 板東由加里、村蒔基次、山口耕平、古
川 順也、竹田　雅、三宅　秀明、田中
一志、藤澤正人、神澤真紀、中井登紀
子、原重　雄、伊藤智雄

・精巣奇形腫に合併した抗NMDA(N-
methyl-D-asparate)受容体脳炎の1例

鈴木光太郎、西岡　遵、桃園宏之、近
藤 　有、楠田雄司、山田裕二、石原佳
菜子、濱見　學

・診断に苦慮した左副腎部腫瘤の1例 鈴木光太郎、今井聡士、奥野優人、田
口　功、岡本雅之、川端　岳

日本泌尿器科学会埼玉地方会

第62回（2013.2.23　埼玉）



・性同一性障害（MTF）患者に発生した
精巣癌の１例

芦沢好夫、小堀善友、定岡侑子、太田
茂之、西尾浩二郎、佐藤両、川口真
琴、八木宏、宋 成浩、新井 学、岡田
弘

埼玉県医学会総会

第50回（2013.2.24　埼玉）

・泌尿器科無精子症に合併したLeyding
cell tumorで精巣保存を行った３例

太田茂之、定岡侑子、西尾浩二郎、佐
藤両、小堀善友、川口真琴、芦沢好
夫、八木宏、宋 成浩、新井 学、岡田
弘

日本環境感染学会総会

第28回（2013.3.1-2　横浜）

・インフェクションコントロールチーム（ＩＣ
Ｔ）による病棟ラウンド時における手指
衛生の効果

乃美昌司、荒川創一

・“パタパタ禁止”は本当に正しいの
か？

乃美昌司、荒川創一

関東生殖医学会

第１４７回（2013.4.20　東京）

・当院での精索静脈瘤に対する単孔式
腹腔鏡下手術と低位結紮術の成績の
比較

太田茂之、小堀善友、岡田 弘、寺井一
隆、辰巳賢一、出居貞義、稲垣 昇、飯
野好明、宋 成浩、新井 学

Asia-Pacific Society for Sexual Medicine

第14回（2013.5.31－6.2　金沢）

・Comprehensive evaluation of
androgen replacement therapy for men
with late-onset hypogonadism

Yamaguchi K、Okada K、Enatsu N、Li
F、 Matsushita K、Chiba K、Miyake H、
Fujisawa M

日本老年泌尿器科学会

第26回（2013.517－18　横浜）

・高齢者治療 藤澤正人、近藤幸尋

・大うつ病を合併したLOH症候群患者に
対するARTの治療効果に関する検討

山口耕平、江夏徳寿、岡田桂輔、松下
経、李　福平、千葉公嗣、三宅秀明、田
中一志、藤澤正人

・大うつ病を合併した加齢男性性腺機
能低下症候群患者に対する男性ホルモ
ン
補充療法の治療効果に関する検討

山口耕平

・ 『他科入院寝たきり症例の泌尿器科
的評価と排尿指導について』

大岡均至



・『前立腺癌症例治療前Bone
Managementの重要性について』

大岡均至

・後期高齢者に対するPVPの効果と安
全性の検討

山尾　裕、桑原　元、奥野優人、田口
功、岡本雅之、川端　岳

日本泌尿器科学会関西地方会

第223回（2013.5.25　大阪）

・Henoch-Shonlein紫斑病に乳頭状腎
細胞癌を合併した1例

賀來泰大、千葉公嗣、村蒔基次、石村
武志、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

・副腎癌に対して手術を施行しネフロー
ゼ症候群が改善した1例

岡村泰義、神野　雅、日向信之、村蒔
基次、石村武志、三宅秀明、田中一
志、藤澤正人

・右腎周囲膿瘍で発症した穿孔性虫垂
炎の1例

奥野優人、鈴木光太郎、今井聡士、田
口　功、岡本雅之、川端　岳

・腎周囲脂肪肉腫の1例 石田貴樹、角井健太、楠田雄司、山道
深、中野雄造、山田裕二、大橋康人

・尿管癌心膜転移による心タンポナー
デをきたした1例

吉井貴彦、木下佳久、山中那人

・BCG膀胱注入療法後の萎縮膀胱に対
し、膀胱水圧拡張術および経尿道的漬
瘍凝固術を施行した2例

横山直己、宮崎　彰、寺川智章、田中
浩之、井上隆朗

・前立腺生検後に発症した前立腺膿瘍
の1例

小田晃廉、酒井　豊、丸山　聡、田中宏
和、松村　勝

・diffuse large B-cell lymphomaの3例 田中幹人、山崎隆文、武市佳純、山中
和樹

・右腎周囲膿瘍で発症した穿孔性虫垂
炎の1例

奥野優人、鈴木光太郎、今井聡士、田
口　功、岡本雅之、川端　岳

・尿管癌心膜転移による心タンポナー
デをきたした1例

吉井貴彦、木下佳久、山中邦人

日本感染症学会　総会

第87回（2013.6.5-6　横浜）

・尿路感染症における耐性菌の現状と
治療法―経口抗菌薬の課題と可能性
―

荒川創一



・『当院における抗菌薬使用量の経時
的推移について』（

大岡均至

・『当院におけるノロウィルスアウトブレ
イクへの対応について』

大岡均至

・『当院における尿分離大腸菌の抗菌
薬感受性の推移について』

大岡均至

・当院で経験したHelicobacter cinaedi
感染症3 症例の臨床微生物学的検討

大沼健一郎、直本拓己、中村正邦、矢
野美由紀、楠木まり、吉田弘之、荒川
創一

・精巣上体炎の臨床的検討 松本　穣、重村克巳、田中一志、荒川
創一、藤澤正人、羽間　稔、藤井　明、
山下真寿男、中村一郎、松井　隆、原
章二

・尿路感染症患者より分離した
Pseudomonas aeruginosa 薬剤耐性株
におけるefflux pump 遺伝子の発
現についての検討

加藤綾香、大澤佳代、重村克巳、田中
一志、荒川創一、藤澤正人、白川利朗

・神戸大学病院におけるMRSA の検出
比率と抗MRSA 薬の使用量・感受性に
ついて

向井　啓、重村克巳、大澤佳代、西岡
達也、吉田弘之、藤澤正人、荒川創一

・ベンジルペニシリンカリウム療法にお
ける副作用発現に関する検討

西岡達也、向井　啓、大路　剛、吉田弘
之、直本拓己、岩田健太郎、荒川創一

・性感染症に関する特定感染症予防指
針に基づく対策の推進に関する研究―
センチネルサーベイランス
の施行について―

谷畑健生、荒川創一、小野寺昭一、岡
部信彦、松本哲朗、白川千香、大西
真、三鴨廣繁、余田敬子、川名　敬

日本リハビリテーション医学会学術総会

第50回（2013.6.25－28　東京）

・頚髄損傷患者における夜間多尿～起
立性低血圧との関連性および弾性ス
トッキング装着効果の検討～

柳内章宏、仙石　淳

日本抗加齢医学会総会

第13回（2013.6.28－30　横浜）

・去勢抵抗性前立腺癌に対する新規治
療戦略確立に向けた取り組み

三宅秀明

・総テストステロン値別による加齢男性
性腺機能低下症候群患者の治療効果
の検討

千葉公嗣



・総テストステロン値別による加齢男性
性腺機能低下症候群患者の治療効果
の検討

千葉公嗣、山口耕平、李　福平、江夏
徳寿、岡田桂輔、松下　経、三宅秀明、
田中一志、藤澤正人

・精巣におけるポドシン、ネフリンの作
用メカニズムの究明

江夏徳寿、山口耕平、岡田桂輔、松下
経、千葉公嗣、三宅秀明、藤澤正人

・マウス精子形成におけるRA-GEF-2
（Rapgef6）の機能

岡田桂輔

日本小児泌尿器科学会総会

第22回（2013.7.11-12　東京）

・小児病院の現状と展望 杉多良文

・有袋術を行った異所性尿管瘤の臨床
的検討

杉多良文

・膀胱外反・総排泄腔外反症-治療の現
状および成年期の問題-

杉多良文

・出生前診断された無症候性水腎症に
おける術後腎機能の検討

神野　雅

・Beckwith-Wiedemann 症候群で認めた
腎盂尿管移行部閉塞症の病因に関す
る考察

宋　成浩、定岡侑子、西尾浩二郎、小
堀善友、岡田　弘、田中百合子、土屋
貴義、永井敏郎

・夜尿症患者の睡眠時深部体温リズム
についての検討

定岡侑子、宋　成浩、鈴木啓介、岩端
威之、佐藤　両、岡田　弘

日本アンドロロジー学会学術総会

第32回（2013.7.26-27　大阪）

・「Mumps精巣炎はどのくらい精子形成
に影響するか？」

太田茂之、岩端威之、鈴木啓介、定岡
侑子、慎武、西尾浩二郎、佐藤　両、川
口真琴、小堀善友、芦沢好夫、八木
宏、宋　成浩、新井　学、丸山　修、岡
田　弘・「炎症性腸治療薬と男性不妊症との関

係」
慎　武、小堀善友、鈴木啓介、岩端威
介、定岡侑子、太田　茂、西尾浩二郎、
佐藤　両、川口真琴、芦沢好夫、八木
宏、宋　成浩、新井　学、岡田　弘

日本受精着床学会

第31回（2013.8.8-9　大分）

・男性不妊②③ 藤澤正人

・精子形成と血液精巣関門 千葉公嗣、藤澤正人



・射精障害に対する三環系抗うつ薬の
有効性の検討

山口耕平、岡田桂輔、江夏徳寿、松下
経、三宅秀明、藤澤正人

日本移植学会総会

第49回（2013.9.5-7　京都）

・当院での巣状文節状糸球体硬化症に
対する腎移植の治療方針および成績

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

・神戸大学病院で経験したABO不適合
移植

小川悟史、石村武志、村蒔基次、三宅
秀明 、田中一志、西　愼一、藤澤正人

日本泌尿器科学会関西地方会

第224回（2013.9.21　神戸）

・腹腔鏡下で摘除可能であった右副腎
に隣接する巨大傍神経節鞘腫の1例

遠藤貴人、重村克巳、日向信之、村蒔
基次、石村武志、三宅秀明、田中一
志、藤澤正人

・Extrapleural solitary fibrous tumorに
合併したDoege-Potter syndromeの1例

西岡　遵、千葉公嗣、村蒔基次、石村
武志、田中一志、三宅秀明、藤澤正人

・Rhabdoid featureを呈した腎細胞癌の
1例

板東由加里、長富俊孝、山野　潤、山
尾　裕、中村一郎

・ポピドンヨード腎盂内注入凝固療法に
より乳糜尿の改善を認めた3例

石田貴樹、角井健太、楠田雄司、山道
深、中野雄造、山田裕二

・膀胱癌硬膜転移の１例 桃園宏之、横山直己、寺川智章、田中
浩之、井上隆朗

・膀胱神経内分泌癌の1例 清末晶子、三浦徹也、酒井伊織、結縁
敬治、山下真寿男

・診断に苦慮した左副腎部腫癌の1例 鈴木光太郎、今井聡士、奥野優人

・ポビドンヨード腎盂内注入療法により
乳び尿の改善を認めた3例

石田貴樹、角井健太、楠田雄司、山道
深、中野雄造、山田裕二

日本排尿機能学会

第20回（2013.9.18-21　静岡）

・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



・ロボット支援前立腺全摘除術（RALP）
術前後の尿流動態および術後早期の
尿失禁に対する術前予測因子の検討

柳内章宏、三宅秀明、田中一志、藤澤
正人

・Fowler症候群類似の女性下部尿路閉
塞症例に対する経尿道的手術の成績

仙石　淳、乃美昌司、柳内章宏

・イミダフェナシン投与前後の膀胱内腔
微細構造変化についての検討

岩端威之、宋　成浩、佐藤両、小堀善
友、西尾浩二郎、鈴木啓介、定岡侑
子、芦沢好夫、川口真琴、太田茂之、
八木　宏、新井　学、岡田　弘

・夜間頻尿・多尿患者の深部温度変化 佐藤　両、宋　成浩、岩端威之、定岡侑
子、岡田　弘、新井　学、八木　宏、小
堀善友、川口真琴、西尾浩二郎、太田
茂之、鈴木啓介

・脊髄損傷に伴う神経因性膀胱に対す
るコハク酸ソリフェナシンの有用性

乃美昌司、柳内章宏、仙石　淳

日本癌学会学術総会

第72回（2013.10.3-5　横浜）

・HEDGEHOG SIGNALING AS A
PROGNOSTIC PREDICTOR IN
PATINETS WITH METASTATIC RENAL
CLEAR CELL CARCINOMA TREATED
WITH SUNITINIB

Furukawa J, Kumano M, Harada K,
Muramaki M, Miyake H, Fujisawa M

・Expression level of phosphorylated-
4E-binding protein 1 in
radical nephrectomy specimens as a
prognostic predictor
in patients with metastatic renal cell
carcinoma
treated with mammalian target of
rapamycin inhibitors

Nishikawa M, Miyazaki A, Tei H,
Kumano M, Furukawa J, Harada K,
Hinata N, Muramaki M, Miyake H,
Fujisawa M

・Resistance to temsirolimus in human
RCC cells is mediated by activation of
signal transduction pathways through
mTORC2

Harada K, Miyazaki A, Nishikawa M,
Tei H, Kumano M, Furukawa J, Hinata
N, Muramaki M, Miyake H, Fujisawa M

・Symposia on Specific Tumors : Search
for molecular targets of urological
tumors
Significance of molecular chaperone on
molecular targeting therapy in prostate
cancer

Miyake H, Muramaki M, Fujisawa M

・Expression profile of EMT-associated
markers in urothelial and Bilharzial
squamous cell carcinomas of the
bladder

Miyake H, Kumano M, Furukawa J,
Harada K, Muramaki M, Fujisawa M

・The role of clusterin in autophagy
pathway

Kumano M, Furukawa J, Harada K,
Muramaki M, Miyake H, Fujisawa M



・Prognostic significance of the
expression of CD44s、 CD44v6 and
CD44v10 in localized prostate cancer

Tei H, Miyazaki A,Nishikawa M,Kumano
M,Furukawa J,Harada K, Hinata
N,Muramaki M, Miyake H, Fujisawa M

日本泌尿器科学会　東部総会

第７８回（2013.10.17-19　新潟）

・Onco-TESEを行った異時性両側精巣
腫瘍の２例

岩端威之、小堀善友、鈴木啓介、定岡
侑子、太田茂之、慎武、飯島将司、佐
藤　両、芦沢好夫、八木　宏、宋　成
浩、新井　学、岡田　弘

・男性下部尿路疾患に対する八味地黄
丸の効果に関する検討

八木　宏、定岡侑子、太田茂之、川口
真琴、佐藤　両、西尾浩二郎、小堀善
友、芦沢好夫、宋　成浩、新井　学、岡
田　弘

・ヨウ素１２５永久挿入密封小線源療法
におけるintraoperatively built custom
linked seedsとloose seedsの比較検討

鈴木啓介、西尾浩二郎、太田茂之、慎
武、川口真琴、小堀善友、芦沢好夫、
八木　宏、宋　成浩、新井　学、岡田
弘、小林俊策、野崎美和子

・当院における結石治療の現状 芦沢好夫、佐藤　両、岩端威之、鈴木
啓介、定岡侑子、太田茂之、西尾浩二
郎、小堀善友、川口真琴、八木　宏、宋
成浩、新井　学、岡田　弘

日本癌治療学会

第51回（2013.10.24-26　京都）

・腎・尿路・膀胱 藤澤正人

・転移性腎細胞癌に対するアキシチニ
ブの初期使用経験

三宅秀明

・前立腺全摘除術施行症例における一
般健康関連および疾患特異的QOLの
比較

村蒔基次

・当院におけるロボット支援腹腔鏡下腎
部分切除術の初期成績

日向信之

・当院におけるロボット支援腹腔鏡下腎
部分切除術の初期成績

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、藤澤正人

・腎癌肺単独転移症例に対する1次治
療としてのsorafenibの治療成績

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、藤澤正人

・当科における膀胱尿路上皮癌に対す
るBCG維持療法の成績

原田健一

・転移性淡明腎細胞癌における血清Na
値の予後予測因子としての有用性

古川順也



・転移性腎細胞癌に対するチロシンキ
ナーゼ阻害剤の治療成績

宮崎　彰、西川昌友、鄭　裕元、熊野昌
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

・pT3b症例における生化学的再発予測
因子の検討

熊野晶文

・進行精巣腫瘍に関する大量化学療法
の長期治療成績の検討

鄭　裕元

・膀胱全摘除術施行症例における腎機
能の長期予後

西川昌友

・GC療法抵抗性進行尿路上皮癌に対
するGemcitabine+Docetaxel療法の治
療成績

山田裕二、石田貴樹、角井健太、楠田
雄司、山道　深、中野雄造

・スニチニブ投与時における血中NT-
proBNP測定の有用性

楠田雄司、石田貴樹、角井健太、山道
深、中野雄造、山田裕二

・膀胱全摘除術後の深部静脈血栓症に
関するD-dimerの有効性

寺川智章、横山直己、宮崎　彰、田中
浩之、井上隆朗

日本癌治療学会学術集会

第51回（2013.10.24-26　京都）

・腎癌薬物療法の最新知見に基づく最
適な治療戦略とは？
RCC治療における逐次療法の考え方と
その実践

三宅秀明

・転移性腎細胞癌に対するアキシチニ
ブの初期使用経験

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

・当科における膀胱尿路上皮癌に対す
るBCG維持療法の成績

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

・チロシンキナーゼ阻害薬にて加療を
行った転移性淡明腎細胞癌における血
清Na値の予後予測因子としての有用性

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

・pT3b症例における生化学的再発予測
因子の検討

熊野晶文、宮崎　彰、鄭　裕元、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

・進行精巣腫瘍に関する大量化学療法
の長期治療成績の検討

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



・膀胱全摘除術施行症例における腎機
能の長期予後

西川昌友、宮崎　彰、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

日本小児腎不全学会

第35回（2013.10.24-25　福島）

・生体腎移植後、腹水の管理に難渋し
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、藤澤正
人

日本化学療法学会西日本支部総会

第61回（2013.11.6-8　大阪）

・敗血症 荒川　創一

・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、重村克巳、三浦徹也、松本
穣、安福富彦、中野雄造、直本拓巳、
吉田弘之、木下承晧、荒川創一、藤澤
正人

西日本泌尿器科学会総会

第65回（2013.11.1　佐賀）

・尿路結石に関連する腎盂腎炎の検討 中野雄造、石田貴樹、角井健太、楠田
雄司、山道　深、山田裕二、山野　潤、
中村一郎

日本化学療法学会西日本支部総会

第61回（2013.11.6-8　大阪）

・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

重村克巳、田中一志、三浦徹也、松本
穣、安福富彦、中野雄造、直本拓巳、
吉田弘之、木下承晧、荒川創一、藤澤
正人

日本泌尿器内視鏡学会総会

第27回（2013.11.7-9　名古屋）

・RARP: 注意すべき 操作、合併症 田中一志

・転移性腎細胞癌対する薬物療法　～
その展望と課題～

三宅秀明

・前立腺全摘除術：生き残るのはどれ
か？
ロボット手術

三宅秀明、藤澤正人

・遠隔地におけるロボット支援手術中教
育システムの開発

日向信之、倉橋俊史、安藤　慎、刺
鋭、古川順也、石村武志、村蒔基次、
田中一志、三宅秀明、藤澤正人



・腎門部腫瘍に対するロボット支援腎部
分切除術の有用性

日向信之、山口耕平、千葉公嗣、古川
順也、石村武志、村蒔基次、原口貴
裕、田中一志、三宅秀明、藤澤正人

・ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術
における選択的動脈遮断による部分阻
血法の工夫

古川順也、山口耕平、熊野晶文、千葉
公嗣、重村克巳、石村武志、村蒔基
次、三宅秀明、田中一志、藤澤正人

・前立腺肥大症の日帰り手術　HoLEP 原口貴裕

・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、日向信之、古川
順也、石村武志、村蒔基次、三宅秀
明、藤澤正人

・-理想の開放手術を求め続けて得たも
の-

杉多良文

・右腎盂尿管と下大静脈の高度癒着で
難渋した後腹膜鏡下右腎尿管全摘除
術の2例

山下真寿男、清末晶子、三浦徹也、酒
井伊織、結縁敬治

・手術リスクを有するBPHに対するPVP
療法の安全性、有効性の検討

今井聡士、鈴木光太郎、奥野優人、田
口　功、岡本雅之、川端　岳

・腹腔鏡下腎部分切除術におけるキド
ニークランプを用いた腎実質クランプ法
の検討

岡本雅之、鈴木光太郎、今井聡士、奥
野優人、田口　功、川端　岳

・当科における腹腔鏡下前立腺全摘除
術の治療成績

田口　功、鈴木光太郎、今井聡士、奥
野優人、岡本雅之、川端　岳

・腹腔鏡下腎摘除術・副腎摘除術にお
ける技術認定制度からみた推奨でき
る・できない手技

川端　岳

・安全に3D腹腔鏡手術を行うために〜
手技の工夫と注意点〜
「腹腔鏡下前立腺全摘除術」

川端　岳

・腹腔鏡手術におけるトラブルシュー
ティング
「トラブルを回避するための腹腔鏡手術
手技」

川端　岳

・前立腺肥大症のこれからの手術
「PVP」

川端　岳

・当科における腹腔鏡下副腎摘出術の
臨床的検討

田中宏和、小田晃廉、酒井　豊、丸山
聡



・当科における腹腔鏡下副腎摘出術の
臨床的検討

田中宏和、酒井　豊

・ロボット支援下前立腺全摘除術：
functional and oncological outcomeの
改善；前立腺尖部処理

武中　篤

・腹腔鏡下腎盂形成術術中所見からの
腎盂尿管移行部狭窄症の分類と術後
経過

鈴木啓介、宋　成浩、岩端威之、定岡
侑子、佐藤　両、西尾浩二郎、芦沢好
夫、八木　宏、新井　学、岡田　弘

・単孔式腹腔鏡下動脈温存精索静脈瘤
手術

小堀善友、太田茂之、慎武、西尾浩二
郎、佐藤　両、八木　宏、新井　学、宋
成浩、岡田　弘

・HoLEP施行時の被膜剥離を難しくする
要因の検討

佐藤　両、定岡侑子、岩端威之、太田
茂之、西尾浩二郎、小堀善友、芦沢好
夫、八木　宏、宋　成浩、岡田　弘

・完全内臓逆位症に併存した腎癌に対
する腹腔鏡手術の1例：後腹膜アプロー
チの有用性

寺川智章、横山直己、宮崎　彰、田中
浩之、井上隆朗

日本脊髄障害医学会

第48回（2013.11.14-15　福岡）

・高齢者非骨傷性頚髄損傷における下
部尿路機能障害

仙石　淳、乃美昌司、柳内章宏

・頚髄損傷患者における夜間多尿の病
態と昼間下肢圧迫ストッキングの効果

柳内章宏、仙石　淳、乃美昌司

・International Bowel Function Basic
Spinal Cord Injury Data Setを用いた脊
髄損傷者に対する排便機能調査

乃美昌司、柳内章宏、仙石　淳

日本生殖医学会学術講演会・総会

第58回（2013.11.15-16　神戸）

・不妊症外来で求められる性感染病に
関する基礎知識

守殿貞夫

・in vitroにおける精子形成 守殿貞夫、小川毅彦

・クラスタリンは熱ストレスから精巣細胞
を保護する働きをする可能性がある

松下　経、山口耕平、福田輝雄、江夏
徳寿、岡田桂輔、千葉公嗣、三宅秀
明、藤澤正人

・精索静脈瘤手術 山口耕平



・不妊診療における男性側からのアプ
ローチ

山口耕平、藤澤正人

・悪性腫瘍と男性不妊 千葉公嗣

・RA‐GEF‐2(Rapgef6)のマウス精子形
成における役割

岡田桂輔、山口耕平、福田輝雄、江夏
徳寿、李　福平、松下　経、千葉公嗣、
三宅秀明、前田和宏、Shymaa
E.Bilasy、枝松裕紀、片岡　徹、藤澤正
人

・精巣におけるポドシン、ネフリンの作
用メカニズム

江夏徳寿、山口耕平、福田輝雄、岡田
桂輔、千葉公嗣、松下　経、三宅秀明、
藤澤正人

・泌尿器科医と生殖医療 市川智彦、藤澤正人

・男子低ゴナドトロン性性腺機能低下症
の臨床

岡田　弘

・Modern ART不成功例不妊カップルに
対するトータルケア

岡田　弘、柳田　薫

・Y染色体微小欠失を伴う無精子症患
者に対して

石川智基

・modem ART時代の脊髄損傷による射
精障害患者の挙児戦略

岩崎威之、小堀善友、鈴木啓介、太田
茂之、飯島将司、慎　武、八木　宏、宋
成浩、新井　学、岡田　弘、辰巳賢一、
飯野好明、出居貞義、稲垣　昇、越田
光伸

・精子力は３５ー４０歳を境に低下す
るーmouse oocyte activation test を用
いた検討

慎　武、福島麻衣、岩端威之、鈴木啓
介、太田茂之、小堀善友、八木　宏、宋
成浩、新井　学、岡田　弘

・高齢不妊カップルに対する治療戦略
『精子の老化とその対策』

小堀善友、岡田　弘

・泌尿器科におけるMHH治療標準科に
むけたアンケート調査

小堀善友、太田茂之、岡田　弘、田中
敏章

・International Bowel Function Basic
Spinal Cord Injury Data Setを用いた脊
髄損傷者に対する排便機能調査

乃美昌司、柳内章宏、仙石　淳

日本泌尿器科学会　埼玉地方会

第64回（2013.11.16　埼玉）

・精索転移をきたした膵癌の一例 慎　武、鈴木啓介、岩端威介、定岡侑
子、太田茂之、西尾浩二郎、佐藤　両、
川口真琴、小堀善友、芦沢好夫、八木
宏、宋　成浩、新井　学、岡田　弘



・尿管endometriosisの１例 定岡侑子、鈴木啓介、岩端威之、太田
茂之、慎武、西尾浩二郎、佐藤　両、川
口真琴、小堀善友、芦沢好夫、八木
宏、宋　成浩、新井　学、岡田　弘

日本外科感染症学会

第26回（2013.11.25-26　神戸）

・ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺
全摘除術と開腹根治的前立腺全摘除
術の術後感染の比較検討

重村克巳、田中一志、日向信之、古川
順也、石村武志、村蒔基次、三宅秀
明、荒川創一、藤澤正人

・「泌尿器領域における周術期感染症
予防抗菌薬の使用状況についてのアン
ケート調査報告（UTI
共同研究会）」

東郷容和、山本新吾、清田　浩、荒川
創一、松本哲朗

日本泌尿器科学会　中部総会

第63回（2013.11.28-30　名古屋）

・医療安全　－序－ 荒川創一

・医療安全 荒川創一、後藤百万

・ロボット支援 腹腔鏡下腎部分切除術 田中一志

・前立腺癌: Surgical Tx & combination 三宅秀明

・シスプラチンによる精巣内ポドシン、ネ
フリンの発現変化とARB投与による影
響

江夏徳寿、山口耕平、岡田桂輔、松下
経、千葉公嗣、三宅秀明、藤澤正人

・前立腺癌細胞でのクラスタリンによる
オートファジー活性制御

熊野晶文、三宅秀明、藤澤正人

・前立腺肥大症合併過活動膀胱症例に
おける抗コリン薬変更時の服薬遵守率
に関する検討

大岡均至

・尿道狭窄予防としての経尿道的前立
腺切除術後の柴苓湯投与について

大岡均至

・新規リユース自己導尿用カテーテル
の開発

大岡均至

・ロボット支援手術 松田公志、藤澤正人

・当院における腎・尿管結石に対する
TUL-assisted PNLの治療成績

角井健太、石田貴樹、楠田雄司、山道
深、中野雄造、山田裕二

・α 1 blockerにβ 3 agonistを追加投与
することの意義についての検討

角井健太、寺尾秀治、石田貴樹、楠田
雄司、山道　深、中野　雄、山田裕二

・男性過活動膀胱患者に対するミラベク
ロンの有用性の検討

角井健太、寺尾秀治、石田貴樹、山道
深、楠田雄司、中野雄造、山田裕二



・高リスク前立腺癌に対する腹腔鏡下
前立腺全摘除術の臨床病理的検討

田口　功、鈴木光太郎、今井聡士、奥
野優人、岡本雅之、川端　岳

・膀胱癌T1G3症例に対するre-staging
TURの臨床病理学的検討

石田貴樹、角井健太、山道　深、楠田
雄司、中野雄造、山田裕二

・経尿道ホルミウムレーザー前立腺核
出術（HoLEP）における前立腺癌検出の
予測因子の検討

安福富彦、阪本祐一、酒井　豊、坂井
田紀子、岡村明治、岡　泰彦

・排尿後の頭痛を契機に発見された小
児褐色細胞腫の1症例

安福富彦、岡　泰彦、洲尾昌伍、安福
正男、久野克也、片岡　大、親里嘉展、
坂井田紀子、岡村明治

・神戸大学病院におけるカンジダ尿症
の検討

松本　穣

日本内視鏡外科学会

第26回（2013.11.28-30　福岡）

・泌尿器科ロボット支援手術におけるト
ラブルシューティング

藤澤正人、横溝　晃

・ロボット支援手術のトラブルシューティ
ング：神戸大学における経験と対策

三宅秀明

・ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除
術における医療費のエビデンスを問う

村蒔基次

・ロボット支援手術における 術中遠隔
教育システムの開発

日向信之、倉橋俊史、安藤　慎、刺
鋭、 古川順也、石村武志、村蒔基次、
田中一志、三宅秀明、藤澤正人

・キドニークランプを用いた腎実質クラ
ンプによる腹腔鏡下腎部分切除術の検
討

川端　岳、岡本雅之、田口　功、奥野優
人、今井聡士、鈴木光太郎

・泌尿器腹腔鏡手術における３D vision
の有用性

武中　篤

日本生殖内分泌学会

第18回（2013.12.7　東京）

・クラスタリンは熱ストレスによって誘導
される損傷から精巣細胞を保護する可
能性がある

松下　経、山口耕平、福田輝雄、江夏
徳寿、李　福平、岡田桂輔、千葉公嗣、
三宅秀明、藤澤正人



















Kohei Yamaguchi、Keisuke Okada、 Noritoshi
Enatsu、 Fuping Li、
Kei Matsushita 、Koji Chiba、Hideaki Miyake 、
Masato Fujisawa











Junya Furukawa、Masafumi Kumano、 Kenichi Harada、Mototsugu Muramaki、 Hideaki Miyake、Masato Fujisawa

Masatomo Nishikawa、Akira Miyazaki、
Hiromoto Tei、Masafumi Kumano、
Jyunya Furukawa、 Ken-ichi Harada、
Nobuyuki Hinata、Mototsugu Muramaki、
Hideaki Miyake、 Masato Fujisawa

Harada K、Akira Miyazaki、 Masatomo Nishikawa、Hiromoto Tei、Masafumi Kuman 、Junya Furukawa、Nobuyuki Hinata、Mototsugu Muramaki、Hideaki Miyake、Masato Fujisawa

Hideaki Miyake、 Mototsugu Muramaki、 Masato Fujisawa

Hideaki Miyake、 Masafumi Kumano、 Junya Furukawa、 Ken-ichi Harada、 Mototsugu Muramaki、 Masato Fujisawa

Masafumi Kumano、Junya Furukawa、 Kenichi Harada、Mototsugu Muramaki、 Hideaki Miyake、 Masato Fujisawa 
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Junya Furukawa、Masafumi Kumano、 Kenichi Harada、Mototsugu Muramaki、 Hideaki Miyake、Masato Fujisawa

Harada K、Akira Miyazaki、 Masatomo Nishikawa、Hiromoto Tei、Masafumi Kuman 、Junya Furukawa、Nobuyuki Hinata、Mototsugu Muramaki、Hideaki Miyake、Masato Fujisawa

Hideaki Miyake、 Masafumi Kumano、 Junya Furukawa、 Ken-ichi Harada、 Mototsugu Muramaki、 Masato Fujisawa

Masafumi Kumano、Junya Furukawa、 Kenichi Harada、Mototsugu Muramaki、 Hideaki Miyake、 Masato Fujisawa 


















