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xx 泌尿器科紀要第64巻（2018年） 人名索引

人 名

あ

赤尾利弥（腎細胞癌・腎孟転移 ) 439 

赤松秀輔（腎Mucinoustubular spir由 cellcar-) I I I 
1・ ．腎細胞癌 ／ 

（転移性腎細胞癌・ニボルマブ ) 383 

（回腸代用尿管・尿路変向 ) 87 

浅井昭宏（籍菌室属尿管ステント腫劇） 35 

朝倉寿久（褐色脂肪・ FDG PET-CT ) 435 

足立史郎（Meshplug migration ・ Bladder ) 63 

穴井 智（Nivolumab・関節リウマチ ) 397 

安部崇重（腎細胞癌・ Axitinib ) 353 

（腎移植後・尿閉 ) 409 

阿部豊丈（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫） 49 

阿部正和（腎孟癌・後天性血友病・類白血病｝ 151 
l反応、 ／ 

新井 学（性同一性障害・精子凍結保存 ) 451 

し1

家村友輔（下大静脈後尿管・尿管癌 ) 13 

（尿閉・急性散在性脳脊髄炎 ) 17 

（跨脱破裂・ BCG ) 25 

（性同一性障害・精子凍結保存 ) 505 

（尿路修復術・尿路損傷 ) 95 

五十嵐大樹（腎孟癌・後天性血友病・類白血病1151 
l反応 ／ 

井口孝司（巨大精巣腫蕩・鼠径リンパ節 ) 277 

池内亮介（転移性腎細胞癌・ニボルマブ ) 383 

f性腺機能低下症候群・根治的前立1
犠全摘除術 ) 501 

池上雅博（ 5重複癌 ) 231 

池田篤史（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 

（精巣腫蕩・悪性リンパ腫 ) 509 

（尿路上皮癌・化学療法 ) 55 

1寿脱癌・抗癌剤腸脱内注入療法・ 1
池田伊知郎防p時単回注入 ) 297 

池原 在（経会陰前立腺切除術 ) 21 

井崎博文（腎粘液管状紡錘細胞癌・透析患者） 365 

石井 元（ 5重複癌 ) 231 

石川 恵理（腎粘液管状紡錘細胞癌・透析患者） 365 

石川 達郎（腎細胞癌・腎孟浸潤 ) 117 

石津谷祐（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫） 49 

石田貴史（前立腺癌・新 Gradegroup分類 ) 7 

石塚竜太郎（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 

（精巣腫蕩・悪性リンパ腫 ) 509 

石原美佐（前立腺癌・前立腺前脂肪組織 ) 359 

索 日｜ （ページの太字は）
筆頭著者をしめす

（跨脱・ IMT ) 445 

泉 浩司（腎細胞癌・腎孟浸潤 ) 117 

／腎孟癌・後天性血友病・類白血病1
泉田 亘（反応 ) 151 

伊丹祥隆（根治的前立腺摘除術・切除断端陽｝ 101 
，性／

（根治的前立腺摘除術切除断端陽1
性・生化学的再発 ) 201 

／根治的前立腺摘除術・切除断端陽1
市川和樹 f生 ) 101 

（根治的前立腺摘附切除断端陽1
性・生化学的再発 ) 201 

伊藤克弘（腎Mucinous帥 ularspindle cell ca叶 111
同 －腎細胞癌 ／ 

1 I 391 (Nivolum油 Is仙川TH仙－¥ 
ency I 

伊藤孝美（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 ) 489 

伊藤拓也（尿膜管・放線菌症 ) 161 

伊藤哲之（尿道カテーテル・尿管内迷入 ) 123 

（筋層非浸潤性跨脱癌．遠隔転移 ) 271 

（前立腺癌．前立腺前脂肪組織 ) 359 

（勝肱・ IMT ) 445 

伊束晴喜（町lum油 Isolate

乾

井上

秀和（~：子urrent testicular cancer・Desp叶 131 
1ranon surgery / 

幸治（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 ) 107 

（ロボツト支援腹腔鏡下前立腺全摘
除術 リンパ嚢腫 ) 261 

（ロボット支援腎部分切除術無阻1I 323 血／

井上貴博（腎Mu叩cinoustubu 
¥ • ．腎細胞癌 ／ 

（転移性腎細胞癌・ニボルマブ ) 383 

（回腸代用尿管・尿路変向 ) 87 

井上剛志（跨脱破裂・ BCG ) 25 

(Nivolumab ・関節リウマチ ) 397 

井上雅弘（骨髄肉腫・精巣 ) 459 

射場昭典（巨大精巣腫蕩・鼠径リンパ節 ) 277 

伊波 恵（経会陰前立腺切除術 ) 21 

今井一登（転移性腎細胞癌・ニボルマブ ) 383 

今井幸弘（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 ) 107 

今里祐之（鍾龍属尿管ステント腫蕩性） 35 

今中岳洋（勝肱異物・腸脱穿孔 ) 169 

（尿道憩室腫蕩・明細胞腺癌 ) 67 

今野真思（残存尿管腎癌転移 ) 303 

今村亮一（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫） 49 

岩西利親（精巣上体炎・結節性多発動脈炎） 515 

岩村正嗣（尿路上皮癌・尿管部分切除術 ) 157 

岩本雅美（ 5重複癌 ) 231 
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（転移性腎細胞癌・ニボルマブ ) 383 
つ

（回腸代用尿管・尿路変向 87 

上島成也（陰茎癌・心臓転移 ) 455 小河孝輔（尿道カテーテル・尿管内迷入 ) 123 

上田政克（腎細胞癌・腎孟転移 ) 439 （筋層非浸潤性跨脱癌・遠隔転移 ) 271 

上原慶一郎（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 107 （前立腺癌・前立腺前脂肪組織 ) 359 

植村公一（骨髄肉腫・精巣 ) 459 （勝肱・ IMT ) 445 

植村元秀（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫） 49 奥田洋平（淡明細胞腺癌・尿道憩室 ) 307 

植 村祐一白＼B；寿T脱I温12la存smacy凶 variant腸脱癌.) 369 奥野智也（転移性腎細胞癌・ニボルマブ

氏家 隆（腎反孟応癌・後天性血友病 類白血病｝／ 
奥野 博（：~；lum油・ Isolated-ACTH defici-) 391 

151 

内畑田 稔駄大 （防町町lum帥油 Isol叫O叶伽lat舵E仙 C灯T四H d耐efi批耐判fie削品刊ci佐刊iιり－）い39引1 
奥村昌央（胆管癌・跨脱転移 ) 165 

奥村悦久（回腸代用尿管・尿路変向 87 

内田将央（尿路上皮癌・化学療法 55 尾崎啓介（AML・腫蕩塞栓 ) 213 

宇野雅博（前立腺癌・新 Gradegroup分類 ） 7 長田 裕（腎細胞癌・腎孟浸潤 117 

小j畢迫喜（肉芽腫性精巣炎・ MRI 75 

え
小貫竜昭（前立腺癌・脈絡膜転移 181 

小野祐介（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫） 49 
頴JI! 晋（ 5重複癌 ) 231 小野 豊（精巣上体炎・結節性多発動脈炎 ) 515 

（後腎性腺腫の 2例 ) 329 小原 直（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 ) 489 

（術の前l例診断が困難であった尿膜管癌｝／ 仙
小原 航（腎反孟応癌・後天性血友病・類白血病｝) 151 

遠藤 剛（尿路上皮癌・化学療法 55 尾張拓也（Nivolumab・関節リウマチ

遠藤文康（HoLEP・導入期合併症 ) 207 

力、

お
垣本健一（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜 145 

大久保和俊（特発性腎出血・過酸化水素水 影林頼明（下大静脈後尿管・尿管癌 13 
大坂晃由（性同一性障害・精子凍結保存 ) 451 

（尿閉・急性散在性脳脊髄炎 17 
大津崇宏（腎細胞癌・ Axitinib （勝蹴破裂・ ECG 25 
大嶋浩一（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 

（性同一性障害・精子凍結保存 505 
大須賀慶悟（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫 ） 49 （尿路修復術・尿路損傷 95 
太田純一（腎細胞癌・腎孟浸潤 117 片山欽三（褐色脂肪・ FDG PET-CT 435 
大西裕之（特発性腎出血・過酸化水素水 ) 335 

加藤慎二（外陰部壊死性筋膜炎・凍傷 283 
大端 考（前立腺癌直腸浸潤・ Winter分類） 373 

加藤成ー（前立腺癌・新 Gradegroup分類 7 
大原慎也（Narrowband imaging ・勝肱癌 加藤大貴（前立腺癌・新 Gradegroup分類 7 

（腎腫蕩・ロボット・腎部分切除術） 477 
加藤昌生（Narrowband imaging ・跨脱癌

大村 寧（襲腔鏡下副腎部分切除術副腎腫） 265 （腎腫蕩・ロボット・腎部分切除術） 477 

大森 臨心、（腎反孟応癌・後天性血友病・類白血病1／ 
金岡俊雄（前立腺癌・デユタステリド 187 

151 
（精嚢嚢胞・骨盤内膿蕩 193 

大山 信雄（根性治・生的化前学立腺的摘再発除術・切除断端陽｝／ 201 金丸聴淳（尿道カテーテル・尿管内迷入 123 

岡 一雅（前立腺癌・異所性ACTH症候群） 175 
（筋層非浸潤性勝肱癌・遠隔転移 ) 271 

岡 利樹（跨脱異物・腸脱穿孔 169 
（前立腺癌・前立腺前脂肪組織 ) 359 

（尿道憩室腫蕩・明細胞腺癌 67 
（勝肱・ IMT ) 445 

岡田紘一（Meshplug migration ・ Bladder 63 
金山博臣（AML・腫蕩塞栓 ) 213 

岡田 崇（下大静脈後尿管・尿管癌 13 
兼松明弘（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 

岡田 弘（性同一性障害・精子見桔保存 ) 451 上山裕樹（前立腺癌・デユタステリド 187 

岡田 能幸（回腸代用尿管・尿路変向 87 
（精嚢嚢胞・骨盤内膿蕩 193 

岡部 洗（出血性跨脱炎・腸脱全摘 ) 415 栢野想太郎（後腎性腺腫の 2例 ) 329 

修（腎Mucinoustubular spindl 
河合弘二（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 ) 489 

小JI! cinoma ・腎細胞癌 111 
（精巣腫蕩・悪性リンパ腫 ) 509 
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（尿路上皮癌・化学療法 55 金城孝則（勝肱異物・腸脱穿孔 169 

河内明宏（雲腔鏡下副腎部分切除術副腎腫） 265 （尿道憩室腫蕩・明細胞腺癌 67 

金野 紅（HoLEP・導入期合併症 207 
川喜田睦司（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 107 

（ロボット支援パ腹嚢腫腔鏡下前立腺全摘
除術・リン 261 く

（血ロボット支援腎部分切除術無阻1／ 323 日下部直久（腎細胞癌・ Axitinib 353 

川瀬 真（前立腺癌・新 Gradegroup分類 ） 7 楠原義人（AML・腫蕩塞栓 213 

河田 啓（跨脱癌・下肢痛・筋膜切開 ) 497 工藤英治（腎粘液管状紡錘細胞癌・透析患者） 365 

河原貴史（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 ) 489 久保千明（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜 145 

川村憲彦（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 窪田成寿（襲腔鏡下副腎部分切除術副腎腫） 265 

川村正隆（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 久保田聖史（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 107 
神田和哉（腎粘液管状紡錘細胞癌・透析患者） 365 

（腎Mucinous伽 ktrspin晶仙紅ー）
神烏周也（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 cinoma・腎細胞癌 111 

（精巣腫蕩・悪性リンパ腫 ) 509 （除ロ術ボッ・リト支ン援パ腹嚢腫腔鏡下前立腺全摘／ 。，；6

（尿路上皮癌・化学療法 55 
（血ロボット支援腎部分切除術無l且） 323 

寒野 徹（下大静脈後尿管・尿管癌 13 

神波大己／（腎.Mucinous tubular spindle cell car-) 111 
久保田恵章（跨脱癌・下肢痛・筋膜切開 ) 497 

cmoma・ 腎細胞癌
倉本朋未（B肉C芽G腫跨脱内注入療法腎結核性｝／ 225 

（回腸代用尿管・尿路変向 87 

栗林宗平（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜 145 

（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 
き

黒部匡広（尿路上皮癌・化学療法 55 

木内 寛（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫 49 黒本暁人（肉芽腫性精巣炎・ MRI 75 

（尿意切迫感・前立腺正中嚢胞 71 ..,. 
菊地 央（腎細胞癌・ Axitinib 353 

ι， 

岸川 英史（前立腺癌・異所性ACTH症候群） 175 呉 秀賢（コリン PET・腎細胞癌 339 

（異除術所牲尿管 腹腔鏡下腎尿管全摘） 219 小池祐介（ 5重複癌 ) 231 

岸本 望（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 小泉 充之（臨時草白堅実剤腸脱内注入療法） 297 

（精巣上体炎・結節性多発動脈炎 ) 515 洪 陽子（褐色脂肪・ FDGPET-CT 435 
木田和貴（筋層非浸潤性跨脱癌・遠隔転移） 271 柑本康夫（巨大精巣腫蕩・鼠径リンパ節 277 

（勝肱・ IMT ) 445 河野 仁（特発性腎出血・過酸化水素水 335 
（尿道カテーテル・尿管内迷入 123 公平直樹（前立腺癌直腸浸潤・ Winter分類 373 
（前立腺癌・前立腺前脂肪組織 359 小島崇宏（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 489 

北島一宏（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 （精巣腫蕩・悪性リンパ腫 509 
北見一夫（腎癌・甲状腺転移 41 （尿路上皮癌・化学療法 55 
北村 寛（胆管癌・腸脱転移 165 後藤崇之（転移性腎細胞癌・ニボルマブ 383 

木下 秀文 （~e伐削叩C印cur町町r 131 小畠浩平（Narrowband imaging ・跨脱癌
ration surgery 

小林 皇（外陰部壊死性筋膜炎・凍傷 283 
E人L. 哲将（襲腔鏡下副腎部分切除術副腎腫） 265 

(A勾均m%t叫 s叩Ph凶dleαd山H山11lipo仰叩matou凶st山t印吋u
木村 章嗣／（術の前l例診断が困難で、あった尿膜管癌l) 345 

恭（腎Mucinous伽 larsp仙 仙 叶 ）小林 111 
木村高弘（ 5重複癌 ) 231 cinoma ・腎細胞癌

（後腎性腺腫の 2例 329 
（転移性腎細胞癌・ニボルマブ 383 

木村友和（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 （回腸代用尿管・尿路変向 87 

（精巣腫蕩・悪性リンパ腫 ) 509 小林正雄（精巣上体炎・結節性多発動脈炎 515 

木村博子陥l腸E脱l温Rla存smacy凶叩制跨脱癌・） 369 
小堀 善友（性同一性障害・精子凍結保存 ) 451 

小松弥郷犠盤陸幕下症候群根治的前立） 501 

桐津崇宏（詑tcalspindle cell lipomatous吋 431
権藤俊一（腎癌・甲状腺転移 41 
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近藤拓也（腎細胞癌・腎孟浸潤 117 
す

さ 杉 素彦 (Re伐削叩C印cur町町r
ration surgery 131 

斎藤亮一（腎Mucin…bu川叫α11吋 111 
杉浦晋平（臨時草白堅実剤腸脱内注入療法） 297 

cmoma・腎細胞癌

（転移性腎細胞癌・ニボルマブ 383 
（腎癌・甲状腺転移 41 

坂田麻実子（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 ) 489 
杉野善雄（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 107 

佐々木裕（ 5重複癌 ) 231 （除ロ術ボッ・リト支ン援パ腹嚢腫腔鏡下前立腺全摘／ 26 

（後腎性腺腫の 2例 329 （血ロボット支援腎部分切除術無阻｝／ 323 

（術の前l例診断が困難であった尿膜管癌1／ 345 
鈴木一生（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 107 

佐々木雄太郎（腎粘液管状紡錘細胞癌・透析患者） 365 （除ロ術ボッ・リト支ン援パ腹嚢腫腔鏡下前立腺全摘／ 26 

笹原太志郎／（術の前l例診断が困難で、あった尿膜管癌l) 345 
（血ロボット支援腎部分切除術無l且） 323 

佐藤衆ー（経会陰前立腺切除術 21 

佐藤泰樹（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 
鈴木九里（陰茎転移・浸潤性腸脱癌 127 

佐藤真彦（肉芽腫性精巣炎・ MRI 75 
鈴木康太郎（前立腺癌・脈絡膜転移 181 

旦上直衛（腎細胞癌・分子標的薬 ) 483 
鈴木 透（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 

佐野啓介（精巣腫疹・悪性リンパ腫 ) 509 
鈴木良輔（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 107 

津田篤郎（腎Mucin… （ロボット支援パ腹嚢腫腔鏡下前立腺全摘) 261 
111 除術・リン

cmoma・腎細胞癌
（血ロボット支援腎部分切除術無阻｝／ 323 

（転移性腎細胞癌・ニボルマブ 383 

津田喜友（HoLEP・導入期合併症 207 砂田拓郎（腎細胞癌・分子標的薬 ) 483 

三馬省三（下大静脈後尿管・尿管癌 13 犠塁器産幕下症候群根治的前立） 501 
（尿閉・急性散在性脳脊髄炎 17 

（勝蹴破裂・ ECG 25 
須摩桜子（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 489 

（性同一性障害・精子凍結保存 505 

（尿路修復術・尿路損傷 95 せ

清川岳彦（腎細胞癌・分子標的薬 ) 483 

し （腺搭腺全摘機能除低術下症候群・根治的前立） 501 

塩崎啓登（腎粘液管状紡錘細胞癌・透析患者） 365 関井洋輔（尿膜管・放線菌症 161 

志賀正宣（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 ) 489 （前立腺癌・異所性ACTH症候群） 175 

篠原信雄（腎細胞癌・ Axitinib 353 関戸哲利（HoLEP・導入期合併症 207 

（腎移植後・尿閉 ) 409 
斗之ネA

政宏（尿膜管・放線菌症 161 そ

柴崎 昇（腎細胞癌・腎孟転移 ) 439 
宗宮伸弥（前立腺癌・デユタステリド 187 

溢谷和俊（陰茎転移・浸潤性腸脱癌 127 
（精嚢嚢胞・骨盤内膿蕩 193 

島田誠治（Recurre凶帥伽 cancer Despe-) 
ration surgery 

131 

島津宏樹（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 た

清水 崇（肉腫様扇平上皮癌・陰茎癌 79 
大豆本圭（AML・腫蕩塞栓 213 

清水洋祐（尿道カテーテル・尿管内迷入 123 
高尾徹也（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 

（筋層非浸潤性勝肱癌・遠隔転移 ) 271 
高川 清（胆管癌・勝脱転移 165 

（前立腺癌・前立腺前脂肪組織 ) 359 
高木良雄（出血性跨脱炎・腸脱全摘 415 

（跨脱・ IMT ) 445 
高田晋吾（跨脱異物・腸脱穿孔 169 

志村壮一朗（尿路上皮癌・尿管部分切除術 157 
（尿道憩室腫蕩・明細胞腺癌 67 

下地 覚（AML・腫蕩塞栓 213 
高田秀明（腎Mucinous仙川叫α11car-) 

常楽 晃（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 ) 489 cmoma・腎細胞癌 111 

（精巣腫蕩・悪性リンパ腫 ) 509 （前立腺癌直腸浸潤・ Winter分類） 373 
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高橋 敦（出血性勝肱炎・勝脱全摘 ) 415 
と

高橋 毅（特発性腎出血・過酸化水素水 335 

高橋正幸（AML・腫蕩塞栓 213 栃木直丈（陰茎転移・浸潤性腸脱癌 127 

高本大路（臨時草白堅実剤腸脱内注入療法） 297 土肥洋一郎（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 107 

（ロボット支援パ腹嚢腫腔鏡下前立腺全摘） 円L:6
高安健太（Recurrent帥伽…r Despe-) 131 除術・リン

ration surgery 
（血ロボット支援腎部分切除術無阻1J 323 

高柳 明夫（出血性勝肱炎・勝脱全摘 ) 415 

高山仁志（尿膜管・放線菌症 161 富津 満（Nivolumab・関節リウマチ ) 397 

滝沢明利（残存尿管腎癌転移 ) 303 冨山 栄輔（異除術所性尿管・腹腔鏡下腎尿管全摘／ 219 

田口 元博（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 
豊里友常（経会陰前立腺切除術 21 

竹内康晴（HoLEP・導入期合併症 207 
豊島優多（勝蹴破裂・ BCG

竹j畢健太郎（淡明細胞腺癌・尿道憩室
25 

307 

武田 健（尿膜管・放線菌症 161 

楯 玄秀（残存尿管腎癌転移 ) 303 な

田中 健（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 
永井真吾（勝肱癌・下肢痛・筋膜切開

田中俊明（！%t叫 spindlecell lipomatous 
497 

中井千愛（勝肱癌・下肢痛・筋膜切開 497 

田中宣道（Nivolumab・関節リウマチ 397 中井 靖（Nivolumab・関節リウマチ 397 

田中 亮（異除術所性尿管・腹腔鏡下腎尿管全摘／ 219 
中井康友（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜 145 

永井康晴（陰茎癌・心臓転移 455 
谷川 剛（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 中川勝弘（前立腺癌・異所性ACTH症候群） 175 
田畑健一（尿路上皮癌・尿管部分切除術 157 

（異除術所牲尿管 腹腔鏡下腎尿管全摘／ 219 
玉置雅弘（前立腺癌・デユタステリド 187 

（精嚢嚢胞・骨盤内膿蕩 193 中津 成晃／（異除術所牲尿管・腹腔鏡下腎尿管全摘1） 

中島耕一（陰茎転移・浸潤性腸脱癌 127 

つ 長嶋洋治（腎粘液管状紡錘細胞癌・透析患者） 365 

辻 博隆（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜
仲島義治（前立腺癌直腸浸潤・ Winter分類） 373 

145 
中田 渡（腎外傷・腎孟癌 ) 403 

辻畑正雄（腎外傷・腎孟癌 ) 403 
中西裕佳子（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 

辻村 晃（尿意切迫感・前立腺正中嚢胞 71 
中西良一（腎粘液管状紡錘細胞癌・透析患者）

辻村 剛（腎外傷・腎孟癌 ) 403 
365 

中野剛佑（尿意切迫感・前立腺正中嚢胞 71 
辻本賀洋（下大静脈後尿管・尿管癌 13 

中漬 智則（根牲治的前立腺摘除術・切除断端陽｝／ 
辻本裕一（腎外傷・腎孟癌 ) 403 101 

蔦原宏一（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 （根性治・生的化前学立腺的摘再発附 切除断端陽） 20 
土橋一成（尿道カテーテル・尿管内迷入 123 

（前立腺癌・前立腺前脂肪組織 359 
中村健治（特発性腎出血・過酸化水素水 335 

（勝肱・ IMT ) 445 中村 泰行／（反腎孟応癌・後天性血友病・類白血病1） 151 
土屋ふとし（骨髄肉腫・精巣 ) 459 中山治郎（Meshplug migration ・ Bladder 63 

堤 雅一（尿路上皮癌・化学療法 55 中山 雅志（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜 145 

鶴崎俊丈（走塁龍属尿管ステント腫蕩性） 35 中山祐起（乳頭状腎細胞癌・アキシチニブ） 45 

南方良仁（B肉C芽G腫勝脱内注入療法・腎結核牲） 225 

て

鄭 則秀（褐色脂肪・ FDG PET-CT 435 

寺尾秀行（腎癌・甲状腺転移 41 新津靖雄（HoLEP・導入期合併症 207 

寺田直樹（腎Mucin…
cmoma・腎細胞癌 111 新村研二（経会陰前立腺切除術 21 

（回腸代用尿管・尿路変向 87 
新村真司（経会陰前立腺切除術 21 

寺本祐記／（腎.Mucinous tubular spindle cell car-) 
新村友季子（経会陰前立腺切除術 21 

cmoma・ 腎細胞癌 111 
西尾恭規（前立腺癌直腸浸潤・ Winter分類 373 
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西川 徹（B肉C芽G腫跨脱内注入療法腎結核性｝) 225 旗谷雄三犠壁需産幕下症候群根治的前立） 501 

西j畢 哲（巨大精巣腫蕩・鼠径リンパ節 ) 277 服部悠斗（特発性腎出血・過酸化水素水

西野安紀（陰茎癌・心臓転移 ) 455 花井 禎（陰茎癌・心臓転移 ) 455 

西村和郎（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜 145 花田 英紀／｛腹蕩腔鏡下副腎部分切除術・副腎腫1) 265 
西村一男（特発性腎出血・過酸化水素水

西村健作（褐色脂肪・ FDG PET-CT ) 435 
羽間悠祐（腎細胞癌・分子標的薬 ) 483 

西村憲二（前立腺癌・異所性ACTH症候群） 175 （性腺腺全摘機能除低術下症候群 根治的前立｝／ 501 

（異除所術牲尿管 腹腔鏡下腎尿管全摘) 219 j賓田和希（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 

西山博之（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 
早田 直生（腎細胞癌・分子標的薬 ) 483 

（精巣腫揚・悪性リンパ腫 ) 509 
原 勲（巨大精巣腫蕩・鼠径リンパ節 ) 277 

（尿路上皮癌・化学療法
原 良太（Nivolumab・関節リウマチ

55 
浩（腎移植後・尿閉 ) 409 

任 幹夫（腎外傷・腎孟癌 ) 403 
原田

原田泰規（褐色脂肪・ FDG PET-CT ) 435 

ぬ
ひ

沼畑健司（肉芽腫性精巣炎・ MRI 75 

東原大樹（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫） 49 

ね 樋上健介（腎細胞癌・腎孟転移 ) 439 

日紫喜公輔（前立腺癌直腸浸潤・ Winter分類） 373 
根来宏光／（腎.Mucinous tubular spindle cell car-) 

cmoma・ 腎細胞癌 111 （転移性腎細胞癌・ニボルマブ

（転移性腎細胞癌・ニボルマブ 383 飛田 卓哉（特発性腎出血・過酸化水素水 ) 335 

（回腸代用尿管・尿路変向 87 平儀野剛（乳頭状腎細胞癌・アキシチニブ） 45 

の ゐ、

野島 道生（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 布川朋也（AML・腫蕩塞栓 ) 213 

時紀彰（跨脱癌抗癌剤勝脱内注入療法） 297 福井沙知（残存尿管腎癌転移 ) 303 
包 即時単回注入

福井真二（下大静脈後尿管・尿管癌 13 
野々村祝夫（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫 ） 49 

（尿閉・急性散在性脳脊髄炎 17 
（尿意切迫感・前立腺正中嚢胞 71 

（勝蹴破裂・ ECG 25 
野藤誓亮（外陰部壊死性筋膜炎・凍傷 ) 283 

（性同一性障害・精子凍結保存 ) 505 
(!%tcal spindle cell仰向吋 431 （尿路修復術・尿路損傷 95 

野村直史（腎腫蕩・ロボット・腎部分切除術） 477 福津重樹惇l腸脱l温Rl制存la叩oidvariant跨脱癌.) 369 

野村広徳（跨脱異物・腸脱穿孔 169 
福津信之（腎移植後・尿閉 409 

（尿道憩室腫蕩・明細胞腺癌 67 
福多史昌（！%tcalspindle cell lipo刷 ous吋 431

は 福永有仲（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 107 

橋本公夫（前立腺癌・前立腺前脂肪組織 359 （除ロ術ボッリト支ン援パ嚢腹腫腔鏡下前立腺全摘） ω 円 C

（跨脱・ IMT 445 （転移性腎細胞癌・ニボルマブ ) 383 

橋本浩平（外陰部壊死性筋膜炎・凍傷 283 福森知治（AML・腫蕩塞栓 ) 213 

(A勾均m%t叫 s叩Ph凶dleαd山H山11lipomatou凶st山t印吋u 福山 佳代／（腹蕩腔鏡下副腎部分切除術・副腎腫1) 265 

橋本貴彦（コリン PET・腎細胞癌 339 藤川祥平（前立腺癌・デユタステリド 187 

橋本鉱典（HoLEP・導入期合併症 207 （精嚢嚢胞・骨盤内膿蕩 193 

橋本諒典（精巣腫蕩・悪性リンパ腫 509 
藤川 直也（臨時草白堅実剤腸脱内注入療法） 297 

長谷川匡（詑tcalspindle cell 恥 matous
藤田和利（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫 49 

波多野浩士（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜 145 藤田 哲夫（尿路上皮癌・尿管部分切除術 157 

秦野 直（経会陰前立腺切除術 21 伏見博彰（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 
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清秀（Nivolumab・関節リウマチ ） 

佳則（前立腺癌・新 Gradegroup分類 ） 

裕士（前立腺癌・デユタステリド ） 

哲（性腺機能低下症候群・根治的前立｝
l腺全摘除術 ／ 

昭（ 5重複癌 ） 

本

本

原

田

田

藤

藤

藤

船

古

ほ

昭夫（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫

（精巣腫揚・悪性リンパ腫

星 宣次（肉芽腫性精巣炎・ MRI 

星田義彦（陰茎癌・心臓転移

堀田 裕（肉腫様扇平上皮癌・陰茎癌

堀田有希（尿閉・急性散在性脳脊髄炎

堀 俊介（陰茎転移・浸潤性腸脱癌

堀井沙也佳（精巣上体炎・結節性多発動脈炎

本田真理子（ 5重複癌

星

阪

淵

田

前

曲

牧

ま

郁賢（Nivolumab・関節リウマチ ） 

敏博（腎Mucinoustubular spir由 cellcar-) 
1・ ．腎細胞癌 ／ 

哲幸（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 ） 

（日ポット支援腎部分切除術無阻）

憲彦（腎細胞癌・分子標的薬 ） 

十性腺機能低下症候群・根治的前立1
¥H泉全摘除術 ／ 

直哉（外陰部壊死性筋膜炎・凍傷 ） 

(Atypi叫 spindlecell lipomato山ー）
mor 

喜之（回腸代用尿管・尿路変向 ） 

崇志（Birt-Hogg-Dube症候群・腎癌 ） 

（ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘
除術・リンパ嚢腫

雅裕（外陰部壊死性筋膜炎・凍傷 ） 

伶主体e子urrenttesticular cancer・Despe-1
一一 ¥ration surgerγ ／ 

善昭（下大静脈後尿管・尿管癌 ） 

（尿閉・急性散在性脳脊髄炎 ） 

（跨脱破裂・ BCG ) 

（性同一性障害・精子凍結保存 ） 

（尿路修復術・尿路損傷 ） 

和将（尿路上皮癌・尿管部分切除術 ） 

士円／根治的前立腺摘除術・切除断端陽｝
口 'JA f生／

（根治的前立腺摘除術切除断端陽）
性・生化学的再発

隆児（腎細胞癌・ Axitinib ) 

豪泰（乳頭状腎細胞癌・アキシチニブ ） 

/Nivolumab ・ Isolated-ACTH defici-¥ 
由美＼e町

増田

舛森

松井

松岡

松木

松田

松村

松本

松本

本

山

鍋

松

松

真

第64巻（2018年）

397 

7 

187 

501 

231 

489 

509 

75 

455 

79 

17 

127 

515 

231 

397 

111 

107 

323 

483 

501 

283 
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107 

261 

283 

131 

13 

17 

25 

505 

95 

157 

101 

201 

353 

45 

391 
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人名索引

覚（腎細胞癌・ Axitinib

み

健太（ 5重複癌 ） 

/Nivolumab ・ Isolated-ACTH defici-¥ 
睦輝｛釘n

昼正I: (Re仁urrenttesticular cancer ・ Despe-1 
…一＼rationsurger下T I 

伸彦（骨髄肉腫．精巣 ） 

／根治的前立腺摘除術・切除断端陽1
溝淵真一郎↑生 ） 

（根治的前立腺摘除術切除断端陽1
牲・生化学的再発 ／ 

耕司（Narrowband imaging・勝肱癌 ） 

（腎腫蕩・ロボット・腎部分切除術）

要造（陰茎転移・浸潤性腸脱癌 ） 

健三（特発性腎出血・過酸化水素水 ） 

裕蔵（腎癌・甲状腺転移 ） 

友明（尿路上皮癌・化学療法 ） 

康（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫 ） 

（尿意切迫感・前立腺正中嚢胞 ） 

修（Meshplug migration ・ Bladder ) 

牧人（Nivolumab・関節リウマチ ） 

紘一（HoLEP・導入期合併症 ） 

有（Nivolumぬ・ Isolated-ACTHdefici-) 
1ency ; 

遥（腎細胞癌・ Axitinib ) 

健（腎細胞癌・腎孟浸潤 ） 

秀明（腎外傷・腎孟癌 ） 

三木

一一口二二日口

島一一
一
水野

回一一
一

井

森

岸

川

川

コ
一
光
峯
宮
宮

宅

宅

崎

コ
一
三
一
守
口

宮崎

宮田

三山

三輪

む

村井哲夫（残存尿管腎癌転移 ） 

村岡研太郎（残存尿管腎癌転移 ） 

村上貴之（骨髄肉腫・精巣 ） 

村上雅哉（ 5重複癌 ） 

村田 大城（腎腫蕩・ロボット・腎部分切除術）

村西雄貴（腎移植後・尿閉 ） 

室 博之（前立腺癌直腸浸潤・ Winter分類）

恵

め

謙印Tl2lasmacy凶 variant跨脱癌.) 
¥B；寿脱温存 ／ 

も

英樹（腎腫蕩・ロボット・腎部分切除術）

均（根治的前立腺摘除術・切除断端陽｝
l牲／

（根治的前立腺摘附切除断端陽1
性・生化学的再発 J 

純一（乳頭状腎細胞癌・アキシチニブ ） 

望月

百瀬

フに
Fド

353 

231 

391 

131 

459 

101 

201 

1 

477 

127 

335 

41 

55 

49 

71 

63 

397 

207 

391 

353 

117 

403 

303 

303 

459 

231 

477 

409 

373 

369 

477 

101 

201 

45 
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森井章裕（胆管癌・勝脱転移 165 
よ

諸角謙人（肉芽腫性精巣炎・ MRI 75 

横井勇毅（腎癌・甲状腺転移 41 

や 古川 武志（腎細胞癌・分子標的薬 ) 483 

安井 寛（腎細胞癌・腎孟転移 ) 439 
fは生泉腺全摘機能除低術下症候群・根治的前立1) 501 

安岡 弘直（尿道憩室腫蕩・明細胞腺癌 67 吉岡 厳（勝肱異物・腸脱穿孔 169 

保田 賢吾（腎癌・甲状腺転移 41 （尿道憩室腫蕩・明細胞腺癌 67 

矢西正明（Re仁ur削 131 
吉田 健志 （~e伐削叩c印仰u町町r 131 

rat10n surgery ration surgerγ 

矢吹和朗（前立腺癌・脈絡膜転移 181 （骨髄肉腫・精巣 ) 459 

山門亨一郎（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 吉田さやか（尿閉・急性散在性脳脊髄炎 17 

山口 誓司（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 吉田 崇（Recur削 131 

山崎俊成（腎Mucinoustubular spindl 
ration surgery 

cmoma・ 腎細胞癌
111 吉田 徹（腎細胞癌・分子標的薬 ) 483 

（転移性腎細胞癌・ニボルマブ 383 （性腺腺全摘機能除低術下症候群 根治的前立｝／ 501 

（回腸代用尿管・尿路変向 87 
吉永光宏（前立腺癌・異所性ACTH症候群） 175 

山下真平（巨大精巣腫蕩・鼠径リンパ節 277 
吉野喬之（腎孟尿管 ・MALTリンパ腫 ) 489 

山田祐介（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 
吉村耕治（前立腺癌直腸浸潤・ Winter分類） 373 

山田祐也（前立腺癌・デユタステリド 187 
善山 徳俊（術の前l例診断が困難で、あった尿膜管癌1) 345 

（精嚢嚢胞・骨盤内膿蕩 193 

山中 和明（異除術所性尿管・腹腔鏡下腎尿管全摘／ 219 
米山惰子（前立腺癌・脈絡膜転移 181 

高谷和香子（外陰部壊死性筋膜炎・凍傷 ) 283 
山中庸平（勝肱異物・腸脱穿孔 169 

（出血性跨脱炎・腸脱全摘 ) 415 
（尿道憩室腫蕩・明細胞腺癌 67 

山道 岳（淡明細胞腺癌・尿道憩室 307 わ
（腎外傷・腎孟癌 ) 403 

（結節性硬化症・腎血管筋脂肪腫 ） 49 和久夏衣（腎孟尿管・ MALTリンパ腫 489 

山本顕生（腎外傷・腎孟癌 ) 403 （精巣腫揚・悪性リンパ腫 509 

山本新吾（コリン PET・腎細胞癌 ) 339 和田吉生（腎移植後・尿閉 409 

渡遺蔵人（HoLEP・導入期合併症 207 

ゆ
渡遺昌太郎（HoLEP・導入期合併症 207 

渡部貴彦（前立腺癌・脈絡膜転移 181 

弓場 覚（脱分化型脂肪肉腫・後腹膜 145 鰐淵 敦（肉腫様扇平上皮癌・陰茎癌 79 




