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学術論文 

 

著 書 

向井尚一郎，佐藤勇一郎：前立腺癌 CPC 症例 5 比較的まれな組織型の前立腺癌につい

て． 

実践的泌尿器腫瘍病理診断ーカンファレンス形式で学ぶー 中山書店：138-151． 

 

 

原 著 

杉江 悟, 月野浩昌, 向井尚一郎, 山下康洋, 賀本敏行, 長野正史：Cisplatin 低用量動

注併用放射線療法が著効した膀胱小細胞癌の 1例． 

西日本泌尿器科 75(2)：71-75． 

 

杉江 悟, 月野浩昌, 向井尚一郎, 中原 梢, 賀本敏行, 長野正史：傍精巣横紋筋肉腫の

2例． 

西日本泌尿器科 75(2)：85-89． 

 

片山祐一，中原 梢，下村貴宏，向井尚一郎，分田裕順，山下康洋，井上勝己，野瀬清孝，

賀本敏行：難治性間質性膀胱炎における鍼灸治療の臨床的検討． 

泌尿器科紀要 59(5)：265-269． 

 

向井尚一郎，月野浩昌，後藤崇之，杉江 悟，下村貴宏，上村敏雄，賀本敏行：腎癌骨転

移症例に対する集学的治療の検討． 

泌尿器科紀要 59(4)：207-212． 

 

速見浩士，中川昌之，榎田英樹， 内藤誠二，横溝晃，魚住二郎，野口満，江藤正俊，和田

孝浩，西一彦，酒井英樹，井川掌，錦戸雅春，松本哲朗，藤本直浩，齋藤誠一，大城吉則，

松岡啓，野口正典，末金茂高，三股浩光，佐藤文憲，田中正利，松岡弘文，平塚義治，石

井龍，賀本敏行，九州泌尿器科共同研究会：九州地方における間質性膀胱炎の実態調査 第

16回九州泌尿器科共同研究． 

西日本泌尿器科 75(10)：522-531． 

 

 



村嶋隆哉，上別府豊治，月野浩昌，向井尚一郎，賀本敏行：陰より発生した近位型類上皮

肉腫の 1例． 

泌尿器科紀要 59(11)：759-763． 

 

Sugie S, Tsukino H, Yamauchi T, Mukai S, Fujii M, Shibata N, Kuroda Y, Kamoto 

T.：Functional Polymorphism in the CAV1 T29107A Gene and Its Association with 

Prostate Cancer Risk among Japanese Men.  

Anticancer Res. 33(3):1023-7. 

 

Sugie S, Mukai S, Tsukino H, Toda Y, Yamauchi T, Nishikata I, Kuroda Y, Morishita 

K, Kamoto T.：Increased Plasma Caveolin-1 Levels Are Associated with Progression 

of Prostate Cancer among Japanese Men. 

Anticancer Res. 33(5):1893-7. 

 

和田孝浩，高橋 渡，河野吉昭，横溝晃，内藤誠二，藤本直浩，入江慎一郎，野口正

典，徳田雄治，井川掌，佐藤文憲，月野浩昌，西山賢龍，古賀寛史，江藤正俊：PSA

高値のため前立腺生検を行い癌陰性と診断された患者に対する経過観察の方法に関

する調査 アンケート結果から. 

泌尿器外科 26(8)：1275-1280，2013． 

 

 

総説 

鬼塚千衣，賀本敏行：【後期研修医がおさえておきたい泌尿器疾患 TOP 30】 エッセンシャ

ルアイテム 超音波検査． 

泌尿器外科 26(特)：8-16． 

 

月野浩昌，賀本敏行：【患者さんへの説明にそのまま使える!泌尿器がんのすべて】 (5章)

前立腺がん 前立腺がんの薬物療法． 

泌尿器ケア 夏季増刊：236-244． 
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学会発表 

 

シンポジウム 

月野浩昌：高リスク前立腺癌に対するホルモン療法；シンポジウム 11 新しい治療戦略シ

リーズ 21 世紀の前立腺癌根治治療の可能性―どこまでいけるのか.．第 101 回日本泌尿

器科学会総会，2013/04/28，札幌． 

 

 

一般演題 

秋岡貴弘，村嶋隆哉，深尾 理，中原 梢，北 悠希，上別府豊治，杉江 悟，鬼塚千衣，

月野浩昌，向井尚一郎，上村敏雄，分田裕順，賀本敏行：宮崎大学医学部泌尿器科教室に

おける 2012年の臨床統計． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

鬼塚千衣，小林憲市，松本富美，島田憲次：Perineal grooveの一例． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

山崎浩司，山下康洋，木佐貫篤：DICを合併した尿管癌の 1例． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

村嶋隆哉，上別府豊治，月野浩昌，向井尚一郎，上村敏雄，賀本敏行：尿道背側に発生し

た腺癌の一例． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

永井崇敬，高島 博，新村友季子，枦木太郎，新村眞二，仲西昌太郎，新村研二：体腔鏡

下腎尿管全摘術後に巨大リンパ嚢腫を認めた 1例． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

松元 崇，山下拓也，堀 幹史，長野正史，木宮公一：当院での骨盤臓器脱に対する TVM

手術 35例の検討． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

高森大樹，下村貴宏，賀本敏行：当院における進行性腎細胞癌の検討． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

 



押川英央，三好邦和，志賀健一郎，眞崎拓朗，野村博之，一倉晴彦，宮崎 薫，古賀寛史，

山口秋人：原三信病院における尿道断裂の臨床的検討． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

木田和貴：串間市民病院における TURisシステムを用いた経尿道的前立腺切除術の検討．

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

小林隆彦，岩本秀安，後藤崇之，北 悠希，鬼塚千衣，賀本敏行：修正 Valdivia体位によ

る TUL assisted PNLの経験． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

杉田智恵，永友佐江，孝子美代子，馬崎 香，岩本秀安，小林隆彦：修正 Valdivia 体位に

おける固定方法の検討． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

岩本秀安，小林隆彦，後藤崇之，北 悠希，賀本敏行：当院における HoLEP術式の変遷．

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

藤井将人，柴田憲彦，杉江 悟，月野浩昌，分田裕順，賀本敏行：当院における PVP初期

経験． 

日本泌尿器科学会第 84回宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

 

向井尚一郎：当科におけるアキシチニブの使用経験． 

第 177回宮崎県泌尿器科医会，2013/01/24，宮崎． 

 

村嶋隆哉，向井尚一郎，秋岡貴弘，深尾 理，中原 梢，北 悠希，上別府豊治，月野浩

昌，上村敏雄，分田裕順，賀本敏行，佐藤勇一郎，浅田祐士郎，丸塚浩助：尿道背側に発

生した腺癌の一例． 

第 2回日本泌尿器病理研究会，2013/02/02，東京． 

 

鬼塚千衣，上村敏雄，賀本敏行，小林憲市，松本富美，島田憲次：精巣成分摘除後の卵精

巣が思春期に鼠径部腫瘤として認められた 1例． 

第 10回九州小児泌尿器研究会，2013/02/16，福岡． 

 

鬼塚千衣，上村敏雄，賀本敏行：精巣成分摘除後の卵精巣が思春期に鼠径部腫瘤として認

められた 1例． 



第 10回九州小児泌尿器研究会，2013/02/16，福岡． 

 

村嶋隆哉：尿道背側に発生した腺癌の 1例． 

第 2回日本泌尿器病理研究会，2013/02/02，東京． 

 

杉江 悟：日本人男性における前立腺癌の発症、進展と Caveolin-1(CAV1)T29107A遺伝子

多型(rs7804372)との関連． 

第 22回泌尿器分子・細胞研究会，2013/03/08，高知． 

 

野瀬清孝，川原和也，賀本敏行：穿刺針にターゲットを装着し尿失禁手術 TOTの穿刺ライ

ンを安定させる工夫． 

第 101回日本泌尿器科学会総会，2013/04/24，札幌． 

 

杉江 悟，賀本敏行：Cisplantin低用量動注併用放射線療法が著効した膀胱小細胞癌の一

例． 

第 101回日本泌尿器科学会総会，2013/04/24，札幌． 

 

分田裕順，上別府豊治，鬼塚千衣，月野浩昌，向井尚一郎，上村敏雄，賀本敏行：腎盂尿

管全摘除術後の再発に関する臨床病理学的検討． 

第 101回日本泌尿器科学会総会，2013/04/24，札幌． 

 

鬼塚千衣，上村敏雄，賀本敏行，小林憲市，松本富美，島田憲次：思春期に膀胱背側の嚢

胞性腫瘤の再増大を来した Herlyn-Werner-Wunderlich症候群(HWWS)の 2例． 

第 101回日本泌尿器科学会総会，2013/04/24，札幌． 

 

木田和貴，鬼塚千衣，藤田直子，齋藤太朗，北 悠希，向井尚一郎，月野浩昌，上村敏雄，

分田裕順，賀本敏行，秋山 裕，頼田顕辞：肺癌腎転移の 1例． 

日本泌尿器科学会福岡地方会第 292回例会，2013/07/06，福岡． 

 

秋岡貴弘，山崎浩司，藤井将人，杉江 悟，柴田憲彦，長野正史：エチニルエストラジオ

ールが著効した去勢抵抗性前立腺癌の 1例． 

第 126回日本泌尿器科学会鹿児島地方会，2013/07/13，鹿児島． 

 

新村友季子，新村眞司，永井崇敬，池原 在，高島 博，新村研二：集学的治療により長

期生存（CR)を得ているｐT3腎盂腫瘍の 1例． 

第 126回日本泌尿器科学会鹿児島地方会，2013/07/13，鹿児島． 



藤田直子，月野浩昌，賀本敏行：巨大陰嚢水腫に対し鏡視下手術を併用し根治術施行した

1例． 

第 126回日本泌尿器科学会鹿児島地方会，2013/07/13，鹿児島． 

 

木田和貴，向井尚一郎，藤田直子，齋藤太朗，北 悠希，鬼塚千衣，月野浩昌，上村敏雄，

分田裕順，賀本敏行：腹腔鏡手術にて腎を合併切除した左副腎皮質癌の 1例． 

第 126回日本泌尿器科学会鹿児島地方会，2013/07/13，鹿児島． 

 

岩本秀安，小林隆彦，今里浩之，北 悠希，賀本敏行，指宿昌一郎，杉村 宏：

Single-port-device(GelPoint)を用いた腹腔鏡下小切開併用腎部分切除術(HPN:Hybrid 

partial nephrectomy)の 1例． 

第 126回日本泌尿器科学会鹿児島地方会，2013/07/13，鹿児島． 

 

賀本敏行：宮崎大学おける腎移植の展望． 

第 86回移植セミナー，2013/07/20，宮崎． 

 

Toshiyuki Kamoto：Management for bone metastasis of prostate cancer． 

30th Korea-Japan Urological Congress，2013/09/06，Seoul, Korea． 

 

藤田直子：診断上興味ある症例 腎． 

第１０４回九州泌尿器科連合地方会学術集会，2013/10/12，福岡． 

 

Sugie S. : Caveolin-1 Genotypes Influence Prostate Cancer Susceptibility in Japanese 

Men.  

日本癌治療学会第 51回学術集会，2013/10/24，京都 

 

木田和貴，向井尚一郎，北 悠希，上別府豊治，杉江 悟，鬼塚千衣，月野浩昌，上村敏

雄，分田裕順，賀本敏行：進行性腎癌に対するアキシチニブの使用経験． 

日本癌治療学会第 51回学術集会，2013/10/24，京都 

 

木田和貴，月野浩昌，向井尚一郎，分田裕順，賀本敏行：当院における根治的前立腺全摘

除術後再発に対する救済放射線療法の検討． 

第 9回泌尿器腫瘍放射線研究会，2013/10/26，京都 

 

北 悠希，木田和貴，鬼塚千衣，月野浩昌，向井尚一郎，上村敏雄，分田裕順，賀本敏行，

岩本秀安，小林隆彦：GELPOINT を用いた後腹膜鏡下小切開併用腎部分切除術(Hybrid 



partial nephrectomy)の初期経験． 

第６５回西日本泌尿器科学会，2013/10/31，佐賀． 

 

秋岡貴弘，柴田憲彦，長野正史，藤井将人，賀本敏行：当院における PVPの初期経験の短

期成績． 

第６５回西日本泌尿器科学会，2013/10/31，佐賀． 

 

蓮井良浩，新川 徹，上別府豊治，分田裕順，賀本敏行：脳神経疾患患者における男性下

部尿路症状の検討． 

第６５回西日本泌尿器科学会，2013/10/31，佐賀． 

 

月野浩昌，向井尚一郎，北 悠希，鬼塚千衣，上村敏雄，分田裕順，賀本敏行：去勢抵抗

性前立腺癌に対するドセタキセル療法の検討． 

第６５回西日本泌尿器科学会，2013/10/31，佐賀． 

 

藤田直子，北 悠希，上別府豊治，杉江 悟，鬼塚千衣，月野浩昌，向井尚一郎，上村敏

雄，分田裕順，賀本敏行：尿路上皮癌から転化した膀胱小細胞癌の一例． 

第６５回西日本泌尿器科学会，2013/10/31，佐賀． 

 

岩本秀安，小林隆彦，賀本敏行，北 悠希：前立腺を一塊として核出する One lobe resection 

法の治療成績． 

第２７回日本泌尿器内視鏡学会総会，2013/11/07，名古屋． 

 

小林隆彦，岩本秀安，北 悠希，鬼塚千衣，賀本敏行，後藤崇之：修正 Valdivia体位によ

る TAP(TUL-assisited PNL)の臨床的検討． 

第２７回日本泌尿器内視鏡学会総会，2013/11/07，名古屋． 

 

北 悠希，木田和貴，鬼塚千衣，月野浩昌，向井尚一郎，上村敏雄，分田裕順，賀本敏行：

腹腔鏡下膀胱全摘除術の短期成績． 

第２７回日本泌尿器内視鏡学会総会，2013/11/07，名古屋． 

 

月野浩昌：前立腺癌の LH-RH療法におけるホルモン動態について． 

第 182回宮崎県泌尿器科医会，2013/11/21，宮崎． 

 

 

 



特別講演 

賀本敏行：前立腺癌に対する新規薬剤について～そろそろ真剣に考えないと～．第 183回

宮崎県泌尿器科医会，2013/12/12，宮崎． 

 

 

座 長 

頴川 晋，賀本敏行：シンポジウム１１ 新しい治療戦略シリーズ 21世紀の前立腺癌根治

治療の可能性ーどこまで行けるのか． 

第 101回日本泌尿器科学会総会，2013/04/24，札幌． 

分田裕順：一般演題．第 84回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

長野正史：一般演題．第 84回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

山下康洋：一般演題．第 84回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2013/01/19，宮崎． 

月野浩昌：一般演題ポスター：腎盂尿管腫瘍/臨床 1． 

第 101回日本泌尿器科学会総会，2013/04/25，札幌． 

賀本敏行：一般演題Ⅱ．第 33回九州腎移植研究会，2013/06/15，沖縄． 

賀本敏行：ヤングウロロジストリサーチコンテスト． 

第６５回西日本泌尿器科学会，2013/10/31，佐賀． 

賀本敏行：口演１２ 腎・尿路・膀胱 化学療法１．第５１回日本癌治療学会学術集会，

2013/10/24，京都． 

 


