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宮崎大学医学部泌尿器科学教室業績集 

 

学術論文 

 

原 著 

鮫島直樹 , 丸塚浩助 , 下村貴宏 , 賀本敏行 , 浅田祐士郎： High-grade prostatic 

intraepithelial neoplasia、small cell neuroendocrine variantを伴った前立腺癌の 1

例． 

診断病理 29(1)：39-43． 

 

山崎浩司, 後藤崇之, 向井尚一郎, 押川英央, 藤井将人, 鬼塚千衣, 月野浩昌, 下村貴宏, 

上村敏雄, 分田裕順, 井上勝己, 野瀬清孝, 賀本敏行：陰嚢内脂肪肉腫の 1例． 

西日本泌尿器科 74(7)：376-379． 

 

永井崇敬, 向井尚一郎, 鬼塚千衣, 下村貴宏, 上村敏雄, 分田裕順, 長野正史, 山下康洋, 

賀本敏行, 高橋尚也：精巣内微小石灰化を有する対側精巣に発症した異時性非セミノーマ

の 1例． 

西日本泌尿器科 74(11)：614-618． 

 

加藤敬司, 井上貴博, 溝脇尚志, 賀本敏行, 神波大己, 清水洋祐, 則久佳毅, 山田知美, 

平岡眞寛, 吉村耕治, 小川修：局所進行性前立腺癌における根治的放射線外照射治療後の

再発に対する救済ホルモン治療の臨床的検討． 

泌尿器科紀要 58(11)：599-603． 

 

 

症例報告 

月野浩昌, 押川英央, 後藤崇之, 向井尚一郎, 分田裕順, 賀本敏行：傍精巣横紋筋肉腫の

1例． 

西日本泌尿器科 74(1)：46． 

 

秋武正和，秋武奈穂子，堀 幹史，別納弘法，長野正史，木宮公一：オペプリムが著効し

た再発副腎皮質癌の 1例． 

西日本泌尿器科 74(1)：47 

 

 



谷口晶俊, 月野浩昌, 分田裕順, 賀本敏行：外傷性持続勃起症の 2例． 

西日本泌尿器科 74(1)：46． 

 

上村敏雄, 後藤崇之, 月野浩昌, 向井尚一郎, 賀本敏行, 南口尚紀：スニチニブ使用後に

手術を施行した下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎細胞癌の 1例． 

西日本泌尿器科 74(1)：47． 

 

山崎浩司, 柴田憲彦, 杉江悟, 賀本敏行：精巣摘除後にビカルタミドを中止し PSA経過が

良好であった Stage D2前立腺癌の 1例． 

西日本泌尿器科 74(1)：49-50． 

 

上村敏雄, 後藤崇之, 賀本敏行：敗血症を契機に診断された不完全重複腎盂尿管の下半腎

膿腎症の 1例． 

西日本泌尿器科 74(2)：97． 

 

中原梢, 向井尚一郎, 後藤崇之, 杉江悟, 鬼塚千衣, 月野浩昌, 上村敏雄, 分田裕順, 山

下康洋, 賀本敏行：膀胱 pyogenic granulomaの一例． 

日本泌尿器科学会雑誌 103(2)：344． 

 

井上知宏, 石井千寸, 持田耕介, 古結英樹, 田崎高伸, 賀本敏行, 瀬戸山充：尿道浸潤を

来し尿路変更術を行った外陰部 Paget病の 1例． 

日本皮膚科学会雑誌 122(4)：1223． 

 

中原梢, 後藤崇之, 向井尚一郎, 分田裕順, 上村敏雄, 賀本敏行：右陰嚢内および後腹膜

に再発した脂肪肉腫の一例． 

西日本泌尿器科 74（増)：162． 

 

石崎秀信, 中島真也, 内山周一郎, 前原直樹, 日高秀樹, 後藤崇之, 鬼塚千衣, 月野浩昌, 

賀本敏行, 千々岩 一男：膀胱浸潤直腸 S状部癌に対し腹腔鏡下に膀胱全摘術および低位前

方切除術を施行し得た一例． 

日本内視鏡外科学会雑誌 17(7)：713． 

 

山下拓也，堀 幹史，松元 崇，長野正史，木宮公一：当院における腎癌分子標的薬の臨

床的検討． 

西日本泌尿器科 74(12)：733. 

 



秋岡貴弘, 北悠希, 後藤崇之, 上村敏雄, 山下康洋, 野瀬清孝, 賀本敏行：排尿障害を機

に判明した「傍尿道」結石の 1例． 

西日本泌尿器科 74(12)：734． 

 

 

その他 

月野浩昌, 賀本敏行：病診連携の実際 宮崎大学医学部泌尿器科教室 宮崎県泌尿器科医

療連携(MiU-NET)の構築（解説）． 

外来癌化学療法 3(2)：122-126． 

 

分田裕順, 賀本敏行：【患者説明にそのまま使える!よくわかる泌尿器科検査の知識】 (第

2章)泌尿器科検査の基礎知識とケア CT検査（解説/特集）． 

泌尿器ケア 夏季増刊：150-158． 

 

賀本敏行：【明日を見据えた前立腺癌診療】 Key words 前立腺癌の今後の薬物療法への期

待（解説/特集）． 

カレントテラピー 30(9)：968-969． 

 

賀本敏行：【骨転移のマネジメント】 前立腺癌治療と骨転移マネジメント（解説/特集）． 

癌と化学療法 39：1178-1182． 

 

月野浩昌, 賀本敏行：【泌尿器病理 I-前立腺と腎臓-】 今日の前立腺癌の治療法（解説/特

集）． 

病理と臨床 30(9)：941-948． 

 

向井尚一郎, 深尾理, 賀本敏行：【なぜそれが大切?術式別観察ポイントとその根拠】 尿管

皮膚瘻造設術の観察ポイントとその根拠（解説/特集）． 

泌尿器ケア 17(10)：985-989． 

 

賀本敏行：「前立腺がん」 前立腺がん 局性前立腺癌の治療（解説）． 

日本癌治療学会誌 47（2）：291-302． 

 

 

 

 

 



学会発表 

 

一般演題 

中原 梢，押川英央，山崎浩司，藤井将人，後藤崇之，杉江 悟，鬼塚千衣，月野浩昌，

下村貴宏，向井尚一郎，上村敏雄，分田裕順，山下康洋，井上勝己，野瀬清孝，賀本敏行：

宮崎大学医学部泌尿器科教室における 2011年の臨床統計． 

日本泌尿器科学会第８３回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

押川英央，木田和貴：mTOR阻害薬で低リン血症をきたした転移性腎細胞癌の１例． 

日本泌尿器科学会第８３回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

永井崇敬，新川 徹，長田幸夫：MRIで前立腺部に腫瘤を認めた２例． 

日本泌尿器科学会第８３回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

秋武正和，秋武奈穂子，堀 幹史，別納弘法，長野正史，木宮公一：ミトタン長期使用中

に副腎不全を起こした１例． 

日本泌尿器科学会第８３回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

山崎浩司，柴田憲彦：当院における前立腺癌密封小線源永久挿入治療． 

日本泌尿器科学会第８３回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

上別府豊治，新村真司，川平秀一郎，新村友季子，池原 在，高島 博，新村研二，秦野 

直：診断に難渋した尿管下端腫瘍の２例． 

日本泌尿器科学会第８３回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

後藤崇之，月野浩昌，賀本敏行：医学生を対象とした体腔鏡下運針・結紮手技トレーニン

グの検討． 

日本泌尿器科学会第８３回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

藤井将人，古賀寛史，野間秀哉，尾畑紘史，藤岡晴真，志賀健一郎，一倉祥子，相島真奈

美，眞崎拓朗，野村博之，一倉晴彦，宮崎 薫，山口秋人：原三信病院における腎細胞癌

の治療成績について． 

日本泌尿器科学会第 83回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

 

 



秋武奈穂子，秋武正和，堀 幹史，別納弘法，長野正史，木宮公一：当院における尿路結

石による敗血症症例の臨床的検討． 

日本泌尿器科学会第 83回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

小林隆彦，岩本秀安，後藤崇之，鬼塚千衣，分田裕順，賀本敏行：尿路結石治療における

Ho YAG laserの設定条件の検討． 

日本泌尿器科学会第 83回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

岩本秀安，小林隆彦，後藤崇之，鬼塚千衣，分田裕順，賀本敏行：当科における HoLEPの

治療成績． 

日本泌尿器科学会第 83回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

 

中原梢，向井尚一郎，後藤崇之，杉江 悟，鬼塚千衣，月野浩昌，上村敏雄，分田裕順，

山下康洋，賀本敏行：膀胱 pyogenic granuloma の一例． 

第１００回日本泌尿器科学会総会，2012/04/21，横浜． 

 

月野浩昌，鬼塚千衣，向井尚一郎，上村敏雄，分田裕順，賀本敏行：筋層浸潤性膀胱癌に

対する膀胱全摘除術の臨床的検討． 

第１００回日本泌尿器科学会総会，2012/04/21，横浜． 

 

分田裕順，鬼塚千衣，月野浩昌，向井尚一郎，上村敏雄，井上勝己，野瀬清孝，賀本敏行，

楠原和朗，田村正三：宮崎大学における前立腺全摘除術後の追加および救済放射線治療の

検討． 

第１００回日本泌尿器科学会総会，2012/04/21，横浜． 

 

井上勝己，片山祐一，分田裕順，山下康洋，賀本敏行：間質性膀胱炎における腰椎麻酔下

膀胱水圧拡張術時の膀胱内圧ならびに内視鏡所見の検討． 

第１００回日本泌尿器科学会総会，2012/04/21，横浜． 

 

秋岡貴弘，賀本敏行：診断上興味ある症例 後腹膜． 

第１０１回九州泌尿器科連合地方会学術集会，2012/05/12，鹿児島． 

 

山下拓也，堀 幹史，松元 崇，長野正史，木宮公一：当院における腎癌分子標的薬の臨

床的検討． 

日本泌尿器科学会福岡地方会第２９０回例会，2012/07/07，福岡． 

 



秋岡貴弘，賀本敏行：排尿障害を機に判明した傍尿道結石の１例． 

日本泌尿器科学会福岡地方会第２９０回例会，2012/07/07，福岡． 

 

北 悠希：前立腺の surgical anatomyに関する考察． 

第 7回泌尿器科京都東山サマーセミナー，2012/08/19，京都． 

 

上別府豊治，中原梢，月野浩昌，向井尚一郎，賀本敏行，荒木賢二，井上勝己：宮崎大学

医学部附属病院でのトイレ一体型尿流量測定装置（尿流測定トイレ）の活用． 

第 19回日本排尿機能学会，2012/08/29，名古屋． 

 

片山祐一，中原梢，上別府豊治，分田裕順，井上勝己，賀本敏行：携帯型近赤外線組織酸

素モニタシステムを用いた膀胱血流の評価の試み～膀胱内圧所見との比較について～． 

第 19回日本排尿機能学会，2012/08/29，名古屋． 

 

片山祐一，中原梢，上別府豊治，分田裕順，井上勝己，賀本敏行：再発性間質性膀胱炎に

おける鍼灸治療の臨床的検討． 

第 19回日本排尿機能学会，2012/08/29，名古屋． 

 

Hiromasa Tsukino：h0GG1 codon 326 or XRCC1 codon 399 polymorphisms and the risk of 

prostate cancer． 

The 29th Japan-Korea Urological Congress，2012/09/14，Kagoshima． 

 

Hiromasa Tsukino：h0GG1 codon 326 or XRCC1 codon 399 polymorphisms and the risk of 

prostate cancer． 

32th SIU，2012/09/30，Fukuoka． 

 

Shoichiro Mukai,  Takahiro Akioka, Satoru Fukao, Takaya Murashima, Kozue Nakahara, 

Yuki Kita, Toyoharu Kamibeppu, Satoru Sugie, Hiromasa Tukino, Toshio Kamimura, 

Hironobu Wakeda, Toshiyuki Kamoto ：MET phosphorylation in prostate cancer tissue: 

An immunohistochemical analysis． 

32th SIU，2012/09/30，Fukuoka． 

 

深尾 理：診断上興味のある症例 腎． 

第 102回九州泌尿器科連合地方会学術集会，2012/10/20，那覇． 

 

 



上別府豊治，秋岡貴弘，村嶋隆哉，深尾 理，中原 梢，北 悠希，杉江 悟，月野浩昌， 

向井尚一郎，上村敏雄，分田裕順，賀本敏行，荒木賢二：当院でのトイレ一体型尿流量測

定装置（尿流量測定トイレ）の活用． 

第 64回日本泌尿器科学会西日本総会，2012/11/8, 徳島 

 

中原 梢，後藤崇之，向井尚一郎，分田裕順，上村敏雄，賀本敏行：右陰嚢内および後腹

膜に再発した脂肪肉腫の一例． 

第 64回日本泌尿器科学会西日本総会，2012/11/8, 徳島 

 

山下拓也，堀 幹史，松元 崇，長野正史，木宮公一：県立宮崎病院における腎癌分子標

的薬の臨床的検討． 

第 64回日本泌尿器科学会西日本総会，2012/11/8, 徳島 

 

小林隆彦，岩本秀安，北 悠希，後藤崇之，鬼塚千衣，賀本敏行： TUL-assisted PNL(TAP)

の経験． 

第 26回日本泌尿器内視鏡学会総会，2012/11/22，仙台． 

 

岩本秀安，小林隆彦，賀本敏行，後藤崇之，北 悠希：前立腺を一槐として核出する経尿

道的ホルミウムレーザー前立腺核出術の試み． 

第 26回日本泌尿器内視鏡学会総会，2012/11/22，仙台． 

 

分田裕順，月野浩昌，向井尚一郎，上村敏雄，賀本敏行：HoLEP の前後における PSA 推移

の検討． 

第 26回日本泌尿器内視鏡学会総会，2012/11/22，仙台． 

 

岩本秀安，小林隆彦，北 悠希，賀本敏行，後藤崇之：当院における HoLEPの手術手技の

変遷．第 8回内視鏡的前立腺治療研究会，2012/11/24，仙台． 

 

 

特別講演 

賀本敏行：”PSA高値”前立腺肥大症をどうするか？～PSA監視療法にからめて～． 

第 6回泌尿器科診療懇話会，2012/06/14，大阪． 

 

賀本敏行：進行性前立腺癌治療の今後の展開は？ 

第 77回日本泌尿器科学会東部総会,2012/10/19，東京． 

 



賀本敏行：前立腺癌薬物療法 Update． 

第 64回日本泌尿器科学会西日本総会，2012/11/09，徳島． 

 

賀本敏行：前立腺癌の最新情報． 

第 175回宮崎県泌尿器科医会，2012/11/24，宮崎． 

 

賀本敏行：PSA高値の BPHに対する対応． 

第 176回宮崎県泌尿器科医会，2012/12/13，宮崎． 

 

 

座 長 

井上勝己：一般演題．日本泌尿器科学会第 83回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 

野瀬清孝：一般演題．日本泌尿器科学会第 83回宮崎地方会，2012/01/21，宮崎． 


