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学術論文 

 

原 著 

Nakahara K, Yamasaki K, Nagai T, Fujii M, Akioka T, Takamori H, Terada N, Mukai 

S, Sato Y, Kamoto T.: Expression of protease activating receptor-2 (PAR-2) is 

positively correlated with the recurrence of non-muscle invasive bladder cancer: 

an immunohistochemical analysis.  

Research Report of Urology. 2019 Apr 11;11:97-104. 

 

月野浩昌，秋野みゆき，賀本敏行：宮崎県における前立腺肥大症の治療状況． 

宮崎県医師会医学会雑誌 第 43巻 1号 55-59頁, 2019 Mar. 

 

岩本秀安，小林隆彦，伊藤歌織，寺田直樹，賀本敏行：腎結石に対する TUL 併用

PNL(ECIRS)における今後の展望． 

西日本泌尿器科 第 81巻 3号 278－285頁, 2019 Jun. 

 

永井崇敬，向井尚一郎，山崎浩司，藤井将人，髙森大樹，中原梢，寺田直樹，上村敏雄，

賀本敏行：尿路上皮癌に対する Gemcitabine+Nedaplatin 療法の臨床検討． 

西日本泌尿器科 第 81巻 3号 372－376頁, 2019 Jun. 

 

月野浩昌，上別府豊治，押川英央，寺田直樹，賀本敏行：骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙

骨膣固定術の治療成績． 

宮崎県医師会医学会雑誌 第 43巻 2号 91-95頁, 2019 Sep. 

 

症例報告 

Kida K, Terada N, Nakamura E, Mukai S, Nakamura A, Kamoto T.：En bloc removal of 

a large leiomyosarcoma arising from the inferior vena cava using retroperitoneal 

laparoscopic dissection of posterior vessels followed by cavectomy in a 

thoracoabdominal approach. 

Urology Case Report. 2019 Jul; 31;26:100984. doi: 10.1016/j.eucr.2019.100984. 

 

総説 

寺田直樹，藤井将人，向井尚一郎，賀本敏行，赤松秀輔，小林恭，井上貴博，小川修：新規



アンドロゲン受容体標的薬の使い方． 

西日本泌尿器科 第 81巻 2号 143－147頁, 2019 Apr. 

 

 

学会発表 

 

シンポジウム 

寺田直樹，溝脇尚志，斎藤俊弘，横溝晃，公平直樹，田畑健一，塩田真己，髙橋敦，島居 

徹，後藤崇之，橋本安弘，藤井将人，木村高弘，小島崇宏，井上貴博，杉元幹史，西山博

之，賀本敏行：転移性前立腺癌に対する局所放射線照射の生存期間延長効果と排尿関連

有害事象抑制効果の検討. 

第 35回前立腺シンポジウム, 2019/12/14-15, 東京. 

 

ワークショップ 

寺田直樹，植野尭，秋岡貴弘，藤井将人，髙森大樹，木田和貴，上村敏雄，向井尚一郎，

賀本敏行：尿膜管癌に対して臍下単孔式尿膜管切除術とエンド GIA利用膀胱部分切除術を

施行した 1例. 

第 8回泌尿器単孔式 Reduced port腹腔鏡手術ワークショップ, 2019/3/9, 東京. 

 

ハンズオンコース 

岩本秀安，小林隆彦，賀本敏行：The Endourological Society Hands-on Course Kyoto. 

①Diagnosis and follow-up of urolithiasis; best of imaging study.  

②Indication for PCNL and ECIRS depending on patient position, positioning 

injury. 

③Complication of PCNL, ECIRS and the troubleshooting. 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会, 2019/11/23-24, 京都. 

 

一般演題 

永田靖久, 植野尭, 伊藤歌織, 中原智子, 秋岡貴弘, 中原梢, 藤井将人, 山崎浩司, 永井

崇敬, 上別府豊治, 髙森大樹, 木田和貴, 寺田直樹, 月野浩昌, 上村敏雄, 向井尚一郎, 

賀本敏行：宮崎大学医学部泌尿器科教室における 2018年度の臨床統計． 

第 90回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2019/1/19, 宮崎. 

 

月野浩昌, 上別府豊治, 寺田直樹, 賀本敏行：潤和会記念病院における入院・手術の臨床

統計． 

第 90回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2019/1/19, 宮崎. 



 

伊藤歌織, 岩本秀安, 小林隆彦, 三宅那央, 秋岡貴弘, 井上正浩, 寺田直樹, 賀本敏行：

当科での ECIRS（endoscopic combined intrarenal surgery）の術前効果測因子の検討． 

第 90回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2019/1/19, 宮崎. 

三宅那央, 分田裕順：内分泌療法未治療のハイリスク予後因子を有する前立腺癌に対する

アビラテロンの初期使用経験． 

第 90回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2019/1/19, 宮崎. 

 

村嶋隆哉, 中原智子, 長野正史：当院での尿路上皮癌に対する Pembrolizumabの初期使用

経験． 

第 90回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2019/1/19, 宮崎. 

 

上別府豊治, 月野浩昌：仙骨神経刺激療法を施行した一例． 

第 90回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2019/1/19, 宮崎. 

 

藤田直子, 山下康洋：褐色細胞腫と診断し手術施行した副腎髄質過形成の１例． 

第 90回日本泌尿器科学会宮崎地方会，2019/1/19, 宮崎. 

 

永井崇敬, 山崎浩司, 寺田直樹, 向井尚一郎, 賀本敏行：METのリン酸化と matriptase

の発現が筋層浸潤性尿路上皮癌の予後不良因子の一つである. 

第 28回泌尿器科分子・細胞研究会，2019/2/22-23，下関. 

 

向井尚一郎：浸潤性膀胱癌における METのリン酸化と肝細胞増殖因 子（HGF）活性化酵

素およびその制御因子の免疫組織学的発現解析. 

第 8 回日本泌尿器病理研究会(JSUP)学術集会，2019/2/23，東京. 

 

上別府豊治：腹腔鏡下仙骨膣固定術の初期経験（合併症から学んだこと）. 

第 37回泌尿器科手術研究会，2019/1/26，宮崎. 

 

Terada N.: Panel discussion on congenital hydronephrosis: How to manage this 

situation. Pre-surgical stenting. 

34th European Association of Urology Annual Meeting 2019, 2019/3/14-19, 

Barcelona, Spain. 

 

寺田直樹, 植野堯, 山崎浩司, 秋岡貴弘, 高森大樹, 木田和貴, 藤井将人, 上村敏雄, 向

井尚一郎, 賀本敏行, 中原智子, 村嶋隆哉, 長野正史：前立腺癌内分泌療法中の神経内分



泌癌に対する治療経験.  

第 6回 Urology Expert Camp，2019/4/6，大阪． 

 

寺田直樹, 植野尭, 秋岡貴弘, 藤井将人, 髙森大樹, 木田和貴, 上村敏雄, 向井尚一郎,

賀本敏行, 赤松秀輔, 小林恭, 井上貴博, 小川修, 高橋佳苗, 新谷歩：去勢抵抗性前立腺

癌に対する新規アンドロゲン受容体標的薬とドセタキセルの治療順による治療効果の検

討． 

第 107回日本泌尿器科学会総会，2019/4/18-21，名古屋. 

 

木田和貴, 永田靖久, 植野堯, 秋岡貴弘, 藤井将人, 髙森大樹, 寺田直樹, 上村敏雄, 向

井尚一郎, 賀本敏行：7cm以上の非転移性腎癌に対する腹腔鏡手術の治療成績：解放手術

との比較． 

第 107回日本泌尿器科学会総会，2019/4/18-21，名古屋. 

 

秋岡貴弘, 植野尭, 藤井将人, 山崎浩司, 上別府豊治, 永井崇敬, 髙森大樹, 木田和貴, 

寺田直樹, 月野浩昌, 上村敏雄, 向井尚一郎, 賀本敏行：腎細胞癌に対して腹腔鏡補助下

小切開腎部分切除術を行った 17例の検討． 

第 107回日本泌尿器科学会総会，2019/4/18-21，名古屋. 

 

大塚武：当院導入時における光力学診断補助下経尿道的膀胱腫瘍切除術の有用性に関する

検討． 

第 107回日本泌尿器科学会総会，2019/4/18-21，名古屋. 

 

上別府豊治, 押川英央, 月野浩昌：腹腔鏡下仙骨固定術の初期経験． 

第 107回日本泌尿器科学会総会，2019/4/18-21，名古屋. 

 

飛田卓哉：長期に HCG 高値を呈し診断に苦慮した異時性両側性精巣セミノーマの一例． 

第 241回日本泌尿器科学会関西地方会, 2019/5/25，大阪.  

 

岩本秀安, 小林隆彦, 賀本敏行：腎結石に対する TUL併用 PNL(ECIRS)の Tips and 

Tricks．  

泌尿器科手術手技研究会，2019/6/1，札幌． 

 

上別府豊治, 押川英央, 月野浩昌：腹腔鏡下仙骨固定術後の尿失禁に対して尿道スリング

手術を施行した症例の検討.  

第 29回骨盤外科機能温存研究会，2019/6/1，東京. 



 

中原梢, 秋岡貴弘, 髙森大樹, 木田和貴, 寺田直樹, 上村敏雄, 向井尚一郎, 賀本敏行：

TVTテープに起因する膀胱結石加療中に生じた膀胱膣瘻に対し、閉鎖術を施行した１例.  

第 16回泌尿器科再建再生研究会，2019/8，横浜. 

分田裕順：高齢者における前立腺生検についての臨床的検討.  

第 32回老年泌尿器科学会，2019/6/14-15，旭川. 

 

永井崇敬, 藤井将人, 寺田直樹, 向井尚一郎, 賀本敏行：新規 patienntderivedxenograft

モデルを用いた前立腺癌去勢抵抗性予測マーカー候補遺伝子 IL13Ra2の同定.  

第 78回日本癌学会学術総会，2019/9/26-28，京都. 

 

村嶋隆哉, 羽間悠祐, 増田憲彦, 吉川武志, 清川岳彦, 檜垣聡：発熱と陰嚢痛で発症した

結節性多発動脈炎の一例.  

第 242回日本泌尿器科学会関西地方会，2019/10/19，大阪. 

 

寺田直樹：転移を有するホルモン感受性前立腺癌に対する局所放射線療法の意義.  

第 57回日本癌治療学会学術集会，2019/10/24-26，福岡. 

 

木田和貴, 秋岡貴弘, 藤井将人, 髙森大樹, 寺田直樹, 上村敏雄, 長野正史, 向井尚一

郎, 賀本敏行：転移性腎癌に対するニボルマブの初期治療経験. 

第 57回日本癌治療学会学術集会，2019/10/24-26，福岡. 

 

木村翔一, 大塚武, 藤﨑友基也, 秋岡貴弘, 髙森大樹, 木田和貴, 寺田直樹, 上村敏雄,

向井尚一郎, 賀本敏行：前立腺神経内分泌癌に関する検討. 

日本泌尿器腫瘍学会第 5回学術集会，2019/10/26-27，福岡. 

 

寺田直樹：多施設調査結果に基づくカバジタキセルの適切な投与法. 

第 69回日本泌尿器科学会中部総会，2019/10/31-11/3，大阪. 

 

秋岡貴弘, 大塚武, 木村友哉, 木村翔一, 飛田卓哉, 岡部恍, 髙森大樹, 木田和貴, 寺田

直樹, 上村敏雄, 向井尚一郎, 賀本敏行：腹腔鏡下膀胱全摘回腸導管造設術の尿管導管吻

合法の検討. 

第 71回西日本泌尿器科学会総会，2019/11/7-10，松江. 

 



木村翔一, 寺田直樹, 秋岡貴弘, 大塚武, 木村友哉, 飛田卓哉, 岡部洸, 髙森大樹, 木田

和貴, 上村敏雄, 向井尚一郎, 賀本敏行：ホルモン療法中に神経内分泌癌へ変化した前立

腺癌に対する集学的治療の経験. 

 

第 71回西日本泌尿器科学会総会，2019/11/7-10，松江. 

木村友哉, 髙森大樹, 岡部洸, 大塚武, 木村翔一, 飛田卓哉, 秋岡貴弘, 木田和貴, 寺田

直樹, 上村敏雄, 向井尚一郎, 魏峻洸, 佐藤勇一郎, 賀本敏行：肉腫様変化を伴う進行性

腎癌に対し イピリムマブ・ニボルマブ併用療法を施行した一例. 

第 71回西日本泌尿器科学会総会，2019/11/7-10，松江. 

 

上村敏雄, 寺田直樹, 秋岡貴弘, 木村翔一, 向井尚一郎, 賀本敏行：生後 1ヶ月の乳児に

対して後腹膜鏡下腎摘除術を施行した１例． 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

岡部洸, 髙森大樹, 寺田直樹, 木村友哉, 上村敏雄, 向井尚一郎, 賀本敏行：腎尿管全摘

術後の残存尿管癌に対し膀胱鏡併用・腹腔鏡下膀胱部分切除術を施行した 1例． 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

寺田直樹, 木村翔一, 大塚武, 木村友哉, 藤崎友基也, 飛田卓哉, 岡部洸, 秋岡貴弘, 髙

森大樹, 木田和貴, 上村敏雄, 向井尚一郎, 賀本敏行：腹腔鏡下前立腺全摘除術後の生化

学的再発とその治療についての検討． 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

飛田卓哉：術前膀胱鏡における前立腺形態と RALPのアウトカムとの臨床的検討． 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

藤﨑友基也, 岩本秀安, 小林隆彦, 三宅那央, 伊藤歌織, 寺田直樹, 賀本敏行：HoLEPに

おける尿道粘膜温存式 one-lobe法の検討． 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

大塚武, 藤﨑友基也, 木村翔一, 秋岡貴弘, 髙森大樹, 木田和貴, 寺田直樹, 上村敏雄,

向井尚一郎, 賀本敏行：巨大な前立腺 STUMPに対する腹腔鏡補助下前立腺全摘除術の経

験. 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

上別府豊治, 押川英央, 月野浩昌：3D腹腔鏡下仙骨膣固定術の経験と尿流測定結果． 



第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

岩本秀安, 小林隆彦, 賀本敏行：HoLEPにおける周術期合併症を防ぐための工夫と治療成

績． 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

岩本秀安, 藤﨑友基也, 小林隆彦, 寺田直樹, 賀本敏行：Mosesを用いた 12時粘膜温存

HoLEP． 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

村嶋隆哉, 羽間悠祐, 増田憲彦, 吉川武志, 清川岳彦：当院における T1腎腫瘍に対する

術式の変遷． 

第 33回日本泌尿器内視鏡学会総会，2019/11/21-23，京都. 

 

岩本秀安, 小林隆彦, 賀本敏行：腎結石に対する TUL併用 PNL(ECIRS)の Tips and 

Tricks． 

第２回日本泌尿器科学会鹿児島地方会，2019/12/15，鹿児島. 

 

座 長 

向井尚一郎：一般ポスター 1-26 尿路上皮腫瘍/基礎．第 107 回日本泌尿器科学会総会，

2019/4/18，名古屋． 

賀本敏行：ランチョンセミナー42．第 107 回日本泌尿器科学会総会，2019/4/20，名古屋． 

賀本敏行：モーニングセミナー．第 16回泌尿器科再建再生研究会，2019/6/8，横浜． 

賀本敏行：イブニングセミナー16．第 57 回日本癌治療学会学術集会，2019/10/25，福岡． 

賀本敏行：ランチョンセミナー1．日本泌尿器腫瘍学会第 5回学術集会，2019/10/26，福岡． 

賀本敏行：パネルディスカッション 2．日本泌尿器腫瘍学会第 5 回学術集会，2019/10/27，

福岡． 

賀本敏行：教育セミナー6．第 71回西日本泌尿器科学会総会，2019/11/9，松江． 

向井尚一郎：一般演題 16(口演) 「腎腫瘍 2」．第 71回西日本泌尿器科学会総会，2019/11/9，

松江． 

上村敏雄：一般演題『急性血液浄化・HUS』．第 41回日本小児腎不全学会学術集会，2019/11/29，

高知． 

 

審査員 

向井尚一郎：一般演題 11(口演) 「尿路上皮癌 1」．第 71 回西日本泌尿器科学会総会，

2019/11/8，松江． 



上村敏雄：ポスター5 「陰嚢・精巣」．第 71回西日本泌尿器科学会総会，2019/11/8，松江． 

 


