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●学会発表
発表タイトル 発表者名 発表年月 学会名

Urinary Status After Laparoscopic Radical Prostatectomy ◎H Inui 2011/11 29th World Congress of Endourology and SWL

Influence of Education and Training for Young Surgeons on Practice of Laparoscopic Prostatectomy ◎H Kinoshita 2011/11 29th World Congress of Endourology and SWL

Minimally Invasive Urology in Japan ◎T Matsuda 2011/11 29th World Congress of Endourology and SWL

Endoscopic surgical skillqualification of laparoscopic adrenalectomies:six-year experiences in Japanese Society

of Endourology

◎T.Matsuda, T.Terachi, Y.Ono, T.Miki, T.Ichikawa, T.Habuchi,

S.Baba, S.Naito

2011/08 国際内分泌外科学会

Current Status of Urologic Laparoscopic Surgery in Japan ◎T Matsuda 2011/07 12th ASAN-SAMSUNG Urological Joint Symposium

Recovery of erectile function after nerve sparing laparoscopic radical prostatectomy: a comparative study

between subjective questionnaires and audio-visual stimulation tests using Rigi-Scan in Japanese patients

◎H Taniguchi, G Kawa, H Kinoshita, T Matsuda 2011/06 6th Japan-Asean Conference on Men's Health & Aging

Surgical Outcome of Laparoscopic Partial Nephrectomy: Japanese Multi-Institutional Study Including 1,375

Patients

◎H Saito, T Matsuda, K Tanabe, A Kawauchi, T Terachi, K

Nakagawa, M Iwamura, M Shigeta, A Ito, Y arai

2011/05 American Urological Association Annual Meeting

Endoscopic Surgical Skill Qualification in Japan: 6 year results in surgical subspecialties and validation analysis ◎Tadashi Matsuda 2011/04 2011 Urofair - Asia pacific congress of urologial diseases

BEP療法後の治療効果判定に苦慮した精巣セミノーマの1例 ◎大杉治之, 飯田剛嗣, 大口尚基, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2011/12 第217回　日本泌尿器科学会関西地方会

局所再発を繰り返し、精索高分化型脂肪肉腫が脱分化した1例 ◎堀越幹人, 井上貴昭, 秦健一郎, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁

誠, 杉素彦, 室田卓之, 三島崇生, 岡田卓也, 木下秀文, 松田公志

2011/12 第217回　日本泌尿器科学会関西地方会

無精子症に対するTESE-ICSIの治療成績 ◎日浦義人, 松田公志, 伊藤啓二朗, 中岡義晴, 森本義晴 2011/12 第56回日本生殖医学会学術講演会・総会

当院における多発腎結石に対するsingle flexible ureteroscopyの初期経験 ◎井上貴昭, 杉素彦, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁誠, 秦健一郎,

室田卓之, 木下秀文, 松田公志

2011/11 第25回日本泌尿器内視鏡学会総会

腹腔鏡用および尿路内視鏡用機器を用いたパウチ内結石砕石術の経験 ◎河　源, 飯田剛嗣, 大杉浩之, 福井勝也, 地崎竜介, 中川雅之, 木

下秀文, 松田公志

2011/11 第25回日本泌尿器内視鏡学会総会

腹腔鏡下前立腺全摘術後の排尿状態 ◎乾秀和, 木下秀文, 大杉治之, 林知行, 地崎竜介, 中川雅之, 日浦

義仁, 大口尚基, 河　源, 松田公志

2011/11 第25回日本泌尿器内視鏡学会総会

腎盂尿管腫瘍に対する腹腔鏡手術と開腹手術についての臨床的検討 ◎杉素彦, 秦健一郎, 井上貴昭, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁誠,

室田卓之, 木下秀文, 松田公志

2011/11 第25回日本泌尿器内視鏡学会総会

中リスク前立腺癌に対する密封小線源永久挿入治療の経験 ◎川喜多繁誠, 杉素彦, 西田晃久, 秦健一郎, 井上貴昭, 増田朋子,

室田卓之, 志賀淑子, 播磨洋子, 松田公志

2011/11 第25回日本泌尿器内視鏡学会総会

腹腔鏡下腎部分切除術の周術期合併症と長期腫瘍学的アウトカム：日本泌尿器内視鏡学会多施設共同研究 斎藤英朗, 松田公志, 田邊一成, 寺地敏郎, 岩村正嗣, 中川健, 繁田

正信, 河内明宏, 内藤誠二, 伊藤明宏, 荒井陽一

2011/11 第25回日本泌尿器内視鏡学会総会

腹腔鏡下腎部分切除術の手術成績およびoncological outcome：日本における多施設共同研究1,375例の解析よ

り

斎藤英郎, 松田公志, 田邉一成, 寺地敏郎, 岩村正嗣, 中川健, 繁田

正信, 河内明宏, 内藤誠二, 伊藤明宏, 荒井陽一

2011/11 第25回日本泌尿器内視鏡学会総会

去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）に対するドセタキセル療法の治療効果の検討 ◎原田二郎, 木下秀文, 飯田剛嗣, 滝澤奈恵, 福井勝也, 乾秀和, 中

川雅之, 川端和史, 大口尚基, 河　源, 松田公志

2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

後腹膜に発生したSolitary fibrous tumor の2例 ◎秦健一郎, 吉田建志, 井上貴昭, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁

誠, 杉素彦, 室田卓之, 松田公志

2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

前立腺癌密封小線源永久挿入療法施行前内分泌療法による前立腺体積縮小効果の検討 ◎川喜多繁誠, 杉素彦, 秦健一郎, 井上貴昭, 増田朋子, 西田晃久,

室田卓之, 志賀淑子, 播磨洋子, 木下秀文, 松田公志

2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

腹腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討 ◎川端和史, 木下秀文, 河　源, 飯田剛嗣, 原田二郎, 滝澤奈恵, 福

井勝也, 乾秀和, 地崎竜介, 中川雅之, 日浦義仁, 大口尚基, 松田公

2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

Tla腎癌に対する手術の経験 ◎増田朋子, 杉素彦, 秦健一郎, 井上貴昭, 西田晃久, 川喜多繁誠,

室田卓之, 松田公志

2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

関西医大における性同一性障害患者の現状 ◎地崎竜介, 織田裕行, 山田妃沙子, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

TOTスリング手術における術前後の排尿状態、QOL変化の検討 ◎中川雅之, 大口尚基, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

原発性アルドステロン症に対する単孔式腹腔鏡下手術7例の臨床的検討 ◎飯田剛嗣, 駒井資弘, 原田二郎, 滝澤奈恵, 福井勝也, 乾秀和, 中

川雅之, 川端和史, 大口尚基, 河　源, 木下秀文, 松田公志

2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

当院におけるPNLの治療成績の検討 ◎福井勝也, 河　源, 飯田剛嗣, 地崎竜介, 中川雅之, 川端和史, 大

口尚基, 木下秀文, 松田公志

2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

本邦におけるmTOR阻害剤エベロリムス使用腎癌患者に関する後方観察研究－第３報－ ◎木下秀文, 植村天受, 野々村祝夫, 西村和郎, 本郷文弥, 東治人,

三宅秀明, 吉岡俊昭, 原勲, 植田健, 高橋正幸, 丹司望, 松田公志

2011/11 第61回日本泌尿器科学会中部総会

再燃前立腺癌に対してドセタキセル療法を行いchemotherapy holidayを導入できた1例 ◎木下秀文, 飯田剛嗣, 駒井資弘, 大口尚基, 河　源, 松田公志 2011/10 第49回日本癌治療学会学術集会

男性の健康とテストステロン：更年期障害とEDを中心に ◎松田公志 2011/09 第116回　東北泌尿器科談話会学術講演会

閉塞性無精子症に対する治療の検討 ◎日浦義仁, 地崎竜介, 松田公志, 伊藤啓二郎, 中岡義晴, 森本義

晴

2011/09 第29回日本受精着床学会

泌尿器腹腔鏡手術の進歩：前立腺全摘除術と単孔式手術 ◎松田公志 2011/08 15th Kongoh Urology Conference

終末期がん患者に対する人工肛門造設手術の有効性に検討と術後ケアにおける問題点 ◎吉田　良，三頭佐知子，佐伯久美子，文岡礼雅，山岡月子，

寺西充子，川喜多繁誠，溝上友美，弥山秀芳，高田秀穂，權

雅憲

2011/08 第16回日本緩和医療学会学術大会

尿生殖洞異常の1例 ◎高田晃平，坂口達馬，松島英之，渡辺仁人，浜田吉則 2011/08 第47回日本小児外科学会近畿地方会

尿膜管遺残症に対する単孔式腹腔鏡手術の経験 ◎飯田剛嗣, 滝澤奈恵, 川端和史, 駒井資弘, 大口尚基, 河　源, 木

下秀文, 松田公志

2011/08 第4回単孔式内視鏡手術研究会
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当院における腹腔鏡下根治的前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアの検討 ◎三木博和，道浦　拓，植田愛子，末岡憲子，向出裕美，福井

淳一，井上健太郎，中根恭司，權　雅憲，木下秀文，松田公志

2011/08 第9回日本ヘルニア学会学術集会

低テストステロン患者に対するアンドロゲン補充療法の造血作用に関する検討 ◎河　源, 谷口,久哲, 地崎竜介, 木下秀文, 松田公志 2011/07 第11回日本Men's Health医学会

骨盤臓器脱(POP)におけるcine MRIの有用性の検討 ◎大口尚基, 中川雅之, 河源, 木下秀文, 松田公志 2011/07 第13回日本女性骨盤底医学会

原発性アルドステロン症に対する単孔式腹腔鏡下手術5例の臨床的検討 ◎飯田剛嗣, 駒井資弘, 原田二郎, 滝澤奈恵, 福井勝也, 乾秀和, 中

川雅之, 川端和史, 大口尚基, 河　源, 木下秀文, 松田公志

2011/07 第23回日本内分泌外科学会

成人巨大尿管症の1例 ◎秦健一郎, 井上貴昭, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁誠, 杉素彦,

室田卓之

2011/05 第215回　日本泌尿器科学会関西地方会

腹腔鏡用器機を用いて砕石したインディアナパウチ内結石の1例 ◎飯田剛嗣, 河　源, 地崎竜介, 福井勝也, 駒井資弘, 大口尚基, 木

下秀文, 松田公志

2011/05 第215回日本泌尿器科学会関西地方会

TKIの有効性と副作用 ◎稲元輝生, 駒井資弘 2011/05 平成23年度大阪泌尿器科臨床医会総会

進行性腎癌の治療におけるチロシンキナーゼ阻害薬関連性消化管合併症の3例 ◎井上貴昭, 木下秀文, 駒井資弘, 中川雅之, 川端和史, 河　源, 松

田公志

2011/04 第41回腎癌研究会

膀胱原発絨毛癌の1例 ◎井上貴昭, 杉素彦, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁誠, 室田卓之,

木下秀文, 松田公志

2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

経済社会状況の変動に伴う男性更年期外来受診患者像の変化に関する検討 ◎河　源, 谷口久哲, 福井勝也, 乾秀和, 駒井資弘, 中川雅之, 川端

和史, 大口尚基, 木下秀文, 松田公志

2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

腹腔鏡手術における剥離操作の解析　－紺子作用力の測定から ◎吉田健志, 木下秀文, 黒田嘉宏, 大城理, 松田公志 2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

mTOR阻害剤エベロリムス使用癌患者に関する後方観察研究 ◎玉田聡, 仲谷達也, 勝岡洋治, 東治人, 松田公志, 木下秀文, 吉村

一宏, 植村天受, 野々村祝夫, 高山仁志

2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

悪性軟部腫瘍の臨床的検討 ◎原田二郎, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

泌尿器腹腔鏡手術の進歩と課題 ◎松田公志, 河内明宏 2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

関西医科大学附属滝井病院における前立腺癌密封小線源永久挿入治療後の性機能変化の検証 ◎川喜多繁誠, 杉素彦, 井上貴昭, 増田朋子, 西田晃久, 室田卓之,

志賀淑子, 播磨洋子, 河　源, 木下秀文, 松田公志

2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

骨盤内蔵器脱根治術における潜在性腹圧性尿失禁に対するリスクファクターの検討 ◎大口尚基, 中川雅之, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

副腎原発褐色細胞腫の術後再発症例の臨床的検討 ◎滝澤奈恵, 河　源, 乾秀和, 原田二郎, 川端和史, 飯田剛嗣, 木下

秀文, 松田公志

2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

経尿道的バイポーラ前立腺核手術（TUEB）の治療成績 ◎中川雅之, 大口尚基, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

腎外傷91例の治療方針の検討 ◎福井勝也, 杉素彦, 駒井資弘, 大口尚基, 河　源, 室田卓之, 木下

秀文, 松田公志

2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

前立腺生検がQOLに及ぼす影響 ◎木下秀文, 河　源, 大口尚基, 松田公志 2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

前立腺肥大症手術周術期管理の標準化研究に見る最適なTURPクリニカルパス ◎野尻佳克, 荒井陽一, 長谷川友紀, 服部良平, 松田公志, 内藤誠

二, 矢内原仁, 関成人, 岡村菊夫

2011/04 第99回日本泌尿器科学会総会

「Men's Healthにおけるテストステロンの意義」－LOH症候群とEDを中心に－ ◎松田公志 2011/04 富山県泌尿器科木曜会4月例会

精巣に特異的に発現するmovo遺伝子の精子形成に関する解析 ◎地崎竜介 2011/03 第127回関西医科大学学内学術集談会

尿膜管遺残症に対する単孔式腹腔鏡手術の経験 ◎飯田剛嗣 2011/03 第127回関西医科大学学内学術集談会

泌尿器腹腔鏡手術のトレーニング法と技術認定制度 ◎松田公志 2011/03 第1回大阪EndoUrology研究会

陰茎海綿体神経温存腹腔鏡下前立腺全摘除術後の勃起能に関する主観的評価と客観的評価の比較検討 ◎谷口久哲, 河　源, 日浦義仁, 福井勝也, 駒井資弘, 中川雅之, 川

端和史, 大口尚基, 木下秀文, 松田公志

2011/03 第42回関西アンドロロジーカンファレンス

関西医大枚方病院　腎移植の取り組み ◎矢西正明 2011/02 第11回京阪腎不全研究会

骨盤内腫瘤から発見された前立腺悪性リンパ腫の1例 ◎西田晃久, 杉素彦, 井上貴昭, 増田朋子, 川喜多繁誠, 室田卓之 2011/02 第214回日本泌尿器科学会関西地方会

前立腺癌骨転移との識別のため骨生検を要した胸骨肋骨鎖骨過骨症の1例 ◎滝澤奈恵, 木下秀文, 飯田剛嗣, 原田二郎, 福井勝也, 乾秀和, 駒

井資弘, 中川雅之, 川端和史, 大口尚基, 河　源, 松田公志

2011/02 第214回日本泌尿器科学会関西地方会

性ステロイドホルモン低下に対する補充療法―メリット・デメリット―　テストステロン ◎松田公志 2011/02 第5回生殖・発達内分泌研究会

腎臓移植について ◎矢西正明 2011/02 第６回枚方ＣＫＤ研究会

女性医師は働きながら女性らしく生きられるのか ◎滝澤奈恵 2011/02 平成22年度　女子医学生・研修医等をサポートするための会

鏡視下ドナー腎摘出術における到達経路の選択に検討を要した1例 ◎矢西正明, 河　源, 原田二郎, 飯田剛嗣, 中川雅之, 木下秀文, 松田

公志

2011/01 第44回日本臨床腎移植学会

●学術 論文雑誌
表題 著者・共著者名 発行年月 掲載誌名 巻号頁

Deficiency of Rap1-Binding Protein RAPL Causes Lymphoproliferative Disorders through Mislocalization of

p27kip1.

Katagiri K, Ueda Y, Tomiyama T, Yasuda K, Toda Y, Ikehara S,

Nakayama KI, Kinashi T

2011/01 Immunity
34(1):24-38

Pheochromocytoma and subclinical Cushing's syndrome with focal adrenocortical hyperplasia Takizawa N, Muguruma K, Sasano H 2011/07 International Journal of Urology 18(7):548-549

Prostate cancer detection by prebiopsy 3.0-Tesla magnetic resonance imaging. Nishida S, Kinoshita H, Mishima T, Kurokawa H, Sakaida N,

Matsuda T.

2011/07 International journal of urology

18(9):653-658

Perioperative management of transurethral surgery for benign prostatic hyperplasia: A nationwide survey in

Japan.

Okamura K, Nojiri Y, Seki N, Arai Y, Matsuda T, Hattori R,

Hasegawa T, Naito S

2011/04 International journal of urology
18(4):304-310



2011年　業績

 Survey of Endourology

 LAPAROSCOPY

Matsuda T 2011/08 Journal of Endourology
25(8):1234-1235

 Survey of Endourology

 LAPAROSCOPY

Matsuda T 2011/08 Journal of Endourology
25(8):1234

 Survey of Endourology

 LAPAROSCOPY

Matsuda T 2011/02 Journal of Endourology
25(2):278-279

 Survey of Endourology

 LAPAROSCOPY

Matsuda T 2011/02 Journal of Endourology
25(2):277-278

Change of aging male's symptoms(AMS) rating scale in Japanese late-onset hypogonadism(LOH) patients

administered androgen replacement therapy

H Taniguchi, G Kawa, H Kinishita, T Matsuda 2011/04 Journal of men's health
8(S1):S67-S70

Symptomatic change in Japanese hypogonadal patients several years after androgen replacement therapy. Taniguchi H, Kawa G, Kinoshita H, Matsuda T. 2011/09 The aging male 14(3):190-194

性ステロイドホルモンの臨床応用　男性更年期と性ステロイド 河源, 松田公志 2011/06 HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY 18(2):185-189

泌尿器腹腔鏡技術認定取得医の手術成績：初回技術認定医のアンケート調査の解析報告 羽渕友則, 寺地敏郎, 三股浩光, 近藤幸尋, 金山博臣, 市川智彦, 奴

田原紀久雄, 三木恒治, 小野佳成, 馬場志郎, 内藤誠二, 松田公志

2011/05 Japanese Journal of Endourology

24(1):69-82

泌尿器腹腔鏡技術認定制度：制度の概要と審査結果 松田公志, 寺地敏郎 2011/05 Japanese Journal of Endourology 24(1):56-61

腹腔鏡下腫瘍核出術を施行した後腹膜神経鞘腫の1例 谷口久哲, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2011/05 Japanese Journal of Endourology 24(1):158-161

第28回世界泌尿器内視鏡学会議に出席して：WCE2011 in Kyoto の紹介を兼ねて 松田公志 2011/02 Urology Today 18(1):52-53

腎がん 患者、家族からかかりつけ医への質問　腎がんと診断され腹腔鏡手術を勧められました。開腹手術と

の違いを教えてください

木下秀文 2011/04 治療
93(4月増刊):1048-1051

内視鏡外科手術をめぐる最近のトピックス トレーニングシステムと技術認定の動向 日本内視鏡外科学会技術

認定制度の現況;消化器･一般外科領域

小西文雄, 小西文雄, 木村泰三, 森俊幸, 松田公志 2011/01 消化器外科
34(1):87-91

大阪府で行われた腎移植に関する実態調査 小角幸人, 高原史郎, 野々村祝夫, 勝岡洋治, 東治人, 仲谷達也, 山口

誓司, 江左篤信, 金卓, 植村天受, 石井徳味, 西岡伯, 松田公志, 阪口

勝彦, 客野宮治, 原恒男, 熊田憲彦, 長濱寛二

2011/09 大阪透析研究会会誌

29(2):203-214

男性の健康とテストステロン：更年期障害を中心に 松田公志 2011/08 都島医師会会誌 (112):19-24

根治的前立腺全摘除術の周術期管理に関する全国調査 岡村菊夫, 津島知靖, 川喜田睦司, 野尻佳克, 内藤誠二, 松田公志,

服部良平, 長谷川友紀, 海法康裕, 荒井陽一

2011/05 日本泌尿器科学会雑誌
102(6):713-720

前立腺癌の治療 術後再発の諸問題 前立腺全摘除術後のPSA(prostate specific antigen)nadirの再発予測toolとし

ての意義

木下秀文, 河源, 小川修, 松田公志 2011/06 日本臨床
69(増刊号5):395-398

腹腔鏡下副腎摘除術 井上貴昭, 松田公志 2011/03 日本臨床 69(増刊2 内分泌腺腫

瘍):540-545

泌尿器科手術の術前・術後ケア 腎臓の手術　腹腔鏡下腎部分切除術 木下秀文, 藤重幾代, 高谷明美, 桃嵜淳子 2011/06 泌尿器ケア 2011(夏季増刊):64-73

原発性アルドステロン症の治療とケア 滝澤奈恵, 松田公志 2011/10 泌尿器ケア 16(10):82-85

泌尿器科の内分泌疾患 副腎疾患の治療とケア 2.原発性アルドステロン症の治療とケア 滝澤奈恵, 松田公志 2011/10 泌尿器ケア 16(10):1042-1045

当科における悪性腫瘍患者の精子凍結保存の現状と保存システムに関する検討 谷口久哲, 日浦義仁, 地崎竜介, 川喜多繁誠, 河　源, 木下秀文, 室

田卓之, 松田公志, 宮城博恵, 下井華代, 岡田英孝, 神崎秀陽

2011/07 泌尿器科紀要

57(7):367-371

膀胱 Inflammatory myofibroblastic tumor の1例 井上貴昭, 木下秀文, 堀越幹人, 福井勝也, 駒井資弘, 中川雅之, 川

端和史, 大口尚基, 河　源, 松田公志, 植村芳子

2011/03 泌尿器科紀要
57(3):141-145

絨毛癌成分を伴った膀胱・尿管癌の1例 井上貴昭, 杉素彦, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁誠, 河　源, 室田

卓之, 木下秀文, 松田公志

2011/11 泌尿器科紀要
57(11):633-637

高齢者における腹腔鏡下腎手術の検討 杉素彦, 原田二郎, 乾秀和, 西田晃久, 川喜多繁誠, 室田卓之, 木下

秀文, 松田公志

2011/11 泌尿器科紀要
57(11):603-606

腹腔鏡下腎部分切除術　腎機能 木下秀文, 松田公志 2011/04 泌尿器外科 24(4):601-604

尿管転移をきたした前立腺癌の1例 原田二郎, 佐藤尚, 乾秀和, 西田晃久, 川喜多繁誠, 室田卓之, 松田

公志, 檀野祥三

2011/03 泌尿器外科
24(3):355-358

不妊診療のABC-ARTの前にできること【不妊原因診断とARTの前の対処法】男性不妊 乏精子症・無精子症，

性交障害

谷口久哲, 松田公志 2011/09 臨床婦人科産科
65(9):1166-1169

●著書
表題 著者・共著者名 発行年月 書名

腎・泌尿器・生殖器疾患 松田公志 2011/04 ガイドラインに基づく臨床指針　改訂第8版

褐色細胞腫の診断及び治療法の推進に関する研究 松田公志, 河源, 滝澤奈恵 2011 褐色細胞腫の診断及び治療法の推進に関する研究 平成22

年度 総括・分担研究報告書

第3章　治療　Ｂ　外科治療　1　外科治療の現状 滝澤奈恵, 松田公志 2011/01 原発性アルドステロン症診療マニュアル改訂

泌尿器科領域のプライマリケア 松田公志 2011/01 今日の治療指針　私はこう治療している　Today's

Therapy 2011

慢性腎不全 井上貴昭, 松田公志 2011/02 泌尿器科薬物療法 1st VISIT, 2nd VISIT

腎尿細管性アシドーシス 河　源, 松田公志 2011/02 泌尿器科薬物療法 1st VISIT, 2nd VISIT

腎梗塞・腎静脈血栓 福井勝也, 松田公志 2011/02 泌尿器科薬物療法 1st VISIT, 2nd VISIT

低カルシウム血症 駒井資弘, 松田公志 2011/02 泌尿器科薬物療法 1st VISIT, 2nd VISIT

高カリウム血症 大口尚基, 松田公志 2011/02 泌尿器科薬物療法 1st VISIT, 2nd VISIT

高カルシウム血症 中川雅之, 松田公志 2011/02 泌尿器科薬物療法 1st VISIT, 2nd VISIT

高尿酸血症 川端和史, 松田公志 2011/02 泌尿器科薬物療法 1st VISIT, 2nd VISIT


