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学術論文 

原 著 

1）M. Kajiwara, K. Inoue, K. Mutaguchi, T. Usui：The Prevalence of Overactive Bladder 

and Nocturnal Enuresis in Japanese Early Adolescents : A Questionnaire Survey．

Acta Urol Jpn 52(2)：107-111，2006． 

2）梶原 充，井上勝己，牟田口和昭，碓井 亞：本邦中学生の過活動膀胱、夜尿症に関す

る疫学調査．泌尿器科紀要 52(2)：107-111，2006． 

3）K. Yakushiji, S. Kai, M. Yamauchi, M. Kuwajima, Y. Osada, K. Toshimori：Expression 

and distribution of OCTN2 in mouse epididymis and its association with obstructive 

azoospermia in juvenile visceral steatosis mice．Int J Urol 13：420-426，2006． 

4）酒井英樹，金武 洋，藤本直浩，古賀寛史，内藤誠二，入江慎一郎，野口正典，魚住二

郎，濱田泰之，三股浩光，蓮井良浩，西山賢龍，中川昌之，諸角誠人：九州沖縄地区に

おける根治的前立腺摘除術と術後補助療法および PSA failure に関するアンケート調

査．西日本泌尿器科 68：320-328，2006． 

5）山口孝則, 鯉川弥須宏, 此元竜雄, 中村 繁, 上村敏雄, 長野正史, 長田幸夫, 

内藤誠二：近位型尿道下裂に対する Yoke 法の検討．日本泌尿器科学会雑誌 97(5)：

730-736，2006． 

6）古賀成彦，金武洋，内藤誠二，古賀寛史，中川昌之，川原元司，小川由英，菅谷公男，

真崎善二郎，魚住二郎，上田昭一，吉田正貴，長田幸夫，蓮井良浩，田中正利，大島一

寛，平塚義治，松岡啓，宮原茂，野口正典，野村芳雄，三股浩光，松本哲朗，藤本直浩：

腎血管筋脂肪腫における腎動脈塞栓術の効果について．西日本泌尿器科 68(10)：

466-473，2006． 

 

総 説 

1）分田裕順，長田幸夫：腰痛ー各科領域における腰痛症 

泌尿器科領域における腰痛．臨床と研究 83(4)：26(518)-28(520)，2006． 

 

その他 

1）R. Hamasuna, Y.Osada, J.S.Jensen：Detection of M.genitalium, C. trachomatis and 

Ureaplasmas from the Urine of Japanese Men with Non-Gonococcal Urethritis．

Internationa Journal of  Infectious Diseases 10(1)：S191，2006． 

 

 



学会発表 

 

一般演題 

1）杉江 悟, 髙森大樹, 井上知宏, 木田和貴, 薬師寺和道, 上村敏雄, 分田裕順, 

長野正史, 小林隆彦, 井上勝己, 山下康洋, 野瀬清孝, 浜砂良一, 蓮井良浩, 

長田幸夫：宮崎大学医学部泌尿器科教室における 2005 年の臨床統計．日本泌尿器科学会

第 77 回宮崎地方会，2006/01/14，宮崎． 

2）山下康洋, 杉江 悟, 薬師寺和道, 上村敏雄, 分田裕順, 長野正史, 井上勝己, 

浜砂良一, 蓮井良浩, 長田幸夫：当科における腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討．日

本泌尿器科学会第 77 回宮崎地方会，2006/01/14，宮崎． 

3）井上勝己, 薬師寺和道, 野瀬清孝, 長田幸夫：水分過剰摂取が原因と思われる再発

性腎盂腎炎の 1例．日本泌尿器科学会第 77 回宮崎地方会，2006/01/14，宮崎． 

4)杉江 悟, 山下康洋, 長田幸夫, 篠原立大, 関谷 亮.経尿道的膀胱憩室焼灼術で

発生したと思われる小腸穿孔の 1例.日本泌尿器科学会第 77 回宮崎地方会.2006/01/14.

宮崎 

5)木田和貴, 林 恵理, 宮内武弥, 五反田丈徳, 町田典子, 呉屋真人, 新村研

二.Multilocular cystic RCC の１例.第 91 回日本泌尿器科学会沖縄地方会総

会.2006.1.21.沖縄 

6)林 恵理, 呉屋真人, 木田和貴, 宮内武弥, 町田典子, 五反田丈徳, 新村研二, 

嘉手川豪心, 高木千彰.Lymphoepithelioma-like carcinoma of the urinary bladder

の１例.第 91 回日本泌尿器科学会沖縄地方会総会.第 91 回日本泌尿器科学会沖縄地方会

総会.2006.1.21.沖縄 

7）濵砂良一：宮崎大学医学部泌尿器科外来における膀胱尿道鏡消毒の変遷とその問題点．

第 15 回宮崎医療材料滅菌・管理研究会，2006/01/28，宮崎． 

8)山下康洋, 杉江 悟, 分田裕順, 井上勝己, 長田幸夫.出血性変化を伴った巨大副

腎皮質腺腫の１例.日本泌尿器科学会福岡地方会第 277 回例会.2006/02/25.久留米 

9)上村敏雄, 長野正史, 長田幸夫.停留精巣捻転 右停留精巣に精巣捻転を併発した１

例.第 3回九州小児泌尿器研究会.2006/02/18.鹿児島 

10)井上勝己.相談しづらいおしっこの話「頻尿、夜間頻尿、尿失禁について～とりもどそ

う、膀胱の底力」.市民公開講座.2006/02/25.延岡 

11)小林隆彦.相談しづらいおしっこの話「前立腺肥大と前立腺癌の話」.市民公開講

座.2006/02/25.延岡 

12)鯉川弥須宏, 山口孝則, 此元竜雄, 上村敏雄, 秋田泰之.一側性先天性腎盂尿管移

行部狭窄症症例の腎盂形成術前後の腎機能変化.第 94 回日本泌尿器科学会総

会.2006/04/12～15.福岡 

 



13)秋田泰之, 上村敏雄, 此元竜雄 ,鯉川弥須宏, 山口孝則.多嚢腎（ＭＣＤＫ）にお

ける合併症とその管理.第 94 回日本泌尿器科学会総会.2006/04/12～15.福岡 

14)宮内武弥, 林 恵里, 木田和貴, 町田典子, 五反田丈徳, 呉屋真人, 新村研二.

Ｐｉｅｚｏｌｉｔｈ3000 による上部尿路結石の治療成績.第 94 回日本泌尿器科学会総

会.2006/04/12～15.福岡 

15)月野浩昌.診断上興味ある症例・後腹膜.第 89 回九州泌尿器科連合地方会.2006/04/29.

長崎 

16)蓮井良浩.前立腺がんのすべてを学ぶ「前立腺がんにならないために」他.市民公開講

座.2006/05/13.延岡 

17)坂本増美, 川越久美, 井上勝己, 長田幸夫.介護支援専門員による高齢在宅要支援

者への膀胱訓練法.第 19 回日本老年泌尿器科学会.2006/06/09～10.東京 

18)上村敏雄, 長野正史, 長田幸夫, 此元竜雄, 鯉川弥須彦, 山口孝則.ＷＡＧＲ症

候群の 2例.第 15 回日本小児泌尿器科学会総会.2006/07/20～22.新潟 

19)長野正史, 上村敏雄, 長田幸夫.経過中腹痛の出現なく、嘔吐を主訴に認められた腎

盂外自然溢流の 1女児例.第 15 回日本小児泌尿器科学会総会.2006/07/20～22.新潟 

20)井上勝己, 長野正史, 上村敏雄, 長田幸夫.後部尿道弁に前部尿道弁を合併し排尿

障害が遷延した一例.第 15 回日本小児泌尿器科学会総会.2006/07/20～22.新潟 

21)別納弘法, 蓮井良浩, 長田幸夫, 南口尚紀, 秋山 裕.前立腺癌症例における治療

前精巣萎縮度と予後との関係についての検討.日本泌尿器科学会福岡地方会第 278 回例

会.2006/07/01.福岡 

22)R. Hamasuna, Y.Osada, J.S.Jensen.Detection of M.genitalium, C. trachomatis and 

Ureaplasmas from the Urine of Japanese Men with Non-Gonococcal Urethritis.12th 

International Congress on Infectious Diseases.2006/06/15～18.Lisbon 

23)分田裕順, 蓮井良浩, 薬師寺和道, 井上勝己, 岩元秀安, 長田幸夫.重複尿管に

合併した尿管瘤内移行上皮癌の 1例.日本泌尿器科学会第 71 回佐賀地方会.2006/09/02.

佐賀 

24)井上勝己, 上村敏雄, 長野正史, 長田幸夫.遺尿症を契機に診断された広汎性発達

障害の 2例.第 13 回日本排尿機能学会.2006/09/06～8.東京 

25)小牧 亘, 福島 剛, 田中弘之, 別納弘法, 向井尚一郎, 片岡寛章.HGF 

activator inhibitor type 1 (HAI-1)の転写制御機構の解析.第 65 回日本癌学会学術総

会.2006/09/28～30.横浜 

26)福島 剛, 下村 猛, 向井尚一郎, 小牧 亘, 片岡寛章.膠芽腫における CD24 発

現とその意義.第 65 回日本癌学会学術総会.2006/09/28～30.横浜 

27)別納弘法, 向井尚一郎, 蓮井良浩, 長田幸夫, 片岡寛章.ヒト腎細胞癌における

HGF（hepatocyte growth factor）活性化関連因子の発現と臨床的意義.第 65 回日本癌学

会学術総会.2006/09/28～30.横浜 



28)向井尚一郎, 福島 剛, 小牧 亘, 別納弘法, 田中弘之, 片岡寛章.ヒト組織カ

リクレインによる hepatocyte growth factor activator zymogen (pro-HGFA)の活性化.

第 65 回日本癌学会学術総会.2006/09/28～30.横浜 

29)月野浩昌，髙森大樹，分田裕順，蓮井良浩，榮建文，田村正三，大藤雪路，大藤哲郎，

長田幸夫.経皮的骨セメント局注療法が有効であった泌尿器科癌骨転移の２例.第４４回

日本癌治療学会総会.2006/10/18～20.東京 

30)月野浩昌.診断上興味ある症例 腎.第９０回九州泌尿器科連合地方会.2006/10/14.鹿

児島 

31)長野正史，上村敏雄，分田裕順，井上勝己，小林隆彦，山下康洋，蓮井良浩，長田幸夫.

腎盂尿管腫瘍に対する後腹膜鏡下腎尿管全摘術の検討.第５８回日本泌尿器科学会西日

本総会.2006/11/02～4.長崎 

32)月野浩昌，山下康洋，杉江 悟，分田裕順，蓮井良浩，長田幸夫.前立腺悪性リンパ腫

の１例.第５８回日本泌尿器科学会西日本総会.2006/11/02～4.長崎 

33)上村敏雄，長野正史，長田幸夫.停留精巣に合併した精索捻転症の１例.第５８回日本泌

尿器科学会西日本総会.2006/11/02～4.長崎 

34)月野浩昌.経皮的骨セメント局注療法が有効であった泌尿器科癌骨転移の２例.第４４

回日本癌治療学会総会.2006/10/17～19.東京 

35)濵砂良一.非淋菌性尿道炎の原因としての M.genitalium と C.trachomatis.第２４回ク

ラミジア研究会・第１３回リケッチア研究会.2006/10/21.北九州 

36)Inoue K,Osada Y,Nose K,Yakushiji K.Renal function and urodynamic evaluations in 

myelomeningocele related neurogenic bladder managed with clean intermittent 

catheterization.2006/11/27～12.01.クライストチャーチ（ニュージーランド） 

37)濵砂良一.非淋菌性尿道炎の原因とその治療法－主に Mycoplasma genitalium による尿

道炎について－.第３回佐賀泌尿器疾患研究会学術講演会.2006/11/09.佐賀 

38)濵砂良一、長田幸夫、今井博久.専門学校学生における Mycoplasma genitalium の感染

率調査.日本性感染症学会第１９回学術大会.2006/12/09～10.金沢 

39 ） J.Skov Jensen,L.Helin-Kristensen,R.Hamasuna ： Analysis of the Mycoplasma 

genitalium mgpB gene of 21 isolates.．The International Organization for Mycoplasma 

XVI Congress，2006/07/09，Cambridge． 

 

特別講演 

1)長田幸夫.性感染症の最近の話題.第８回島根 Uroradiology Conference.2006/07/28.島 

根 

2)蓮井良浩.前立腺癌の診断と検診について.都城市北諸県郡医師会外科医会.2006/07/11.

宮崎（都城） 

 



シンポジウム 

1)濵砂良一.シンポジウム４「蔓延するＳＴＤ感染症：若者が危ない」Ｍｙｃｏｐｌａｓｍ

ａ ｇｅｎｉｔａｌｉｕｍ感染症.第 80 回日本感染症学会総会.2006/04/20～21.東京 

2)R. Hamasuna,Mycoplasma genitalium in male urethritis and its antibiotic 

susceptibility.10th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infections 

Diseases.2006/12/02～5.福岡 

 

 

その他 

1)野瀬清孝.研究会.第４回福岡排尿障害研究会.2006/02/10.福岡 

2)長野正史.研究会.第４回福岡排尿障害研究会.2006/02/10.福岡 

3)井上勝己.「夜間頻尿の治療を考える」.座談会（アステラス製薬株式会社）.2006/03/04.

熊本 

4)井上勝己.「もう悩まないで尿失禁！尿もれはこうして怒る」～医師の立場から～.「よ

びもどせ！ぼうこうの底力！」～くらしの中から尿もれ対策～市民公開講座.2006/09/30.

宮崎 

5)長田幸夫.「よびもどせ！ぼうこうの底力！」～くらしの中から尿もれ対策～総合司会.

「よびもどせ！ぼうこうの底力！」～くらしの中から尿もれ対策～市民公開講

座.2006/09/30.宮崎 

 

 

座長 

1）長田幸夫：特別講演「佐賀大学泌尿器科における後腹膜鏡下腎尿管摘除術」．日本泌尿

器科学会第 77 回宮崎地方会，2006/01/14，宮崎． 

2）野瀬清孝：一般演題．日本泌尿器科学会第 77 回宮崎地方会，2006/01/14，宮崎． 

3）浜砂良一：一般演題．日本泌尿器科学会第 77 回宮崎地方会，2006/01/14，宮崎． 

4）蓮井良浩：一般演題．日本泌尿器科学会第 77 回宮崎地方会，2006/01/14，宮崎． 

5)長田幸夫.研究会.第４回福岡排尿障害研究会.2006/02/10.福岡 

6)野瀬清孝.研究会.第４回福岡排尿障害研究会.2006/02/10.福岡 

7)長野正史.膀胱・尿道.第 3回九州小児泌尿器研究会.2006/02/18.鹿児島 

8)長田幸夫.相談しづらいおしっこの話.市民公開講座.2006/02/25.延岡 

9)長田幸夫.公開講座.前立腺がんのすべてを学ぶ市民公開講座.2006/05/13.延岡 

10)長田幸夫.基礎１：排尿生理抹消.第 13 回日本排尿機能学会.2006/09/06～8.東京 

11)長田幸夫.特別講演.第５８回日本泌尿器科学会西日本総会.2006/11/02～4.長崎 

12)蓮井良浩.腎盂・尿管腫瘍.第５８回日本泌尿器科学会西日本総会.2006/11/02～4.長崎 

 


