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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

Principle surgical dissection:analysis in laparoscopic maneuver ◎Yoshida T, Kinoshita H, Matsuda T 2012/10 28th Urological Research Society Meeting

Effectiveness of Three-Dimensional (3D) Imaging Systems in Laparoscopic Radical Prosatectomy:

Rancomized omparative Study with 2D Systems

◎Kinoshita H 2012/10 SIU

Laparoscopic Sacrocolpopexy ◎Oguchi N 2012/10 SIU

Laparoscopic partial nephrectomy; our current technique and experiences of complication ◎Matsuda T, Kawa G, Kinoshita H 2012/08 2012　Conjoint Meeting of  East Asia

Socitey of Endourology and Asian Society of
The Outcome of a Single-Session Flexible Ureteroscopy and Holmium Laser Lithotripsy for Renal Stone of 2

cm or Larger; A Single Center Experience

◎Inoue T, Sugi M, Masuda T, Nishida T, Kawakita S,

Murota T, Kinoshita H, Matsuda T

2012/08 2012　Conjoint Meeting of East Asian

Society of Endourology and Asian Society of
Validation And Reliability of Skill Assessment for Lparoscopic Surgery in Japan ◎Matsuda T, Terauchi T 2012/08 2012　Conjoint Meeting of East Asian

Society of Endourology and Asian Society of
Laparoscopic partial nephrectomy : Lessons learned from multi-institutional outcome study in Japan Saito H, Matsuda T, Tanabe K, Kawauchi A, Terauchi T,

Nakagawa K, Iwanura M, Shigeta N, Naito S, Ito A, Arai

2012/07 第43回腎癌研究会

Prospective randomized trial of alpha- blocker combined with imidafenacin in the treatment of nocturia in

patients with benign prostatic hyperplasia and concomitant overactive bladder syndrome : results of GOOD-

Inamoto T, Tsujimura A, Nonomura N, Azuma H, Akino

H, Oguchi N, Kitagawa Y, Segawa N, Tamada S,

2012/05 AUA

Randomized Controlled Trial of Nocturia in patients with Benign Prostatic Hyperplasia with OAB Uising an

Alpha-blocker Combined with a Novel Anticholinergic, Imidafenacin;GOOD-NGHT Study

◎Kuratsukuri K, Tsujimura A, Akino H, Oguchi N,

Kitagawa Y, Segawa N, Tamada S, Tuji H, Watanabe

2012/02 EAU

『前立腺癌治療戦略』～Case Study～ ◎木下秀文 2012/12 前立腺癌ＥＢＭフォーラム

移転性腎癌に対する術前スーテント投与が奏功した１例 ◎井上貴昭, 飯田剛嗣, 増田朋子,　西田晃久,　川喜多

繁誠, 大口尚基, 室田卓之

2012/12 第221回日本泌尿器科学会関西地方会

腹腔内精巣腫瘍の発生を見たミュラー管遺残症の１例 ◎三島崇生,　原田二郎, 河　源, 桜井孝規, 岡田卓也 2012/12 第221回日本泌尿器科学会関西地方会

卵巣腫瘍術後に後腹膜腔に発生したChronic Expanding hematomaの1例 ◎小糸悠也, 飯田剛嗣, 福井勝也, 地崎竜介, 中川雅之,

杉素彦, 木下秀文, 松田公志

2012/12 第221回日本泌尿器科学会関西地方会

腹腔鏡下腎動脈阻血腎部分切除術　周術期データと腎機能 ◎木下秀文 2012/12 第25回内視鏡外科学会

腹腔鏡手術における術中視野回転補正を目的としたスコピストガイドシステムの開発 ◎吉田健志, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2012/12 第25回日本内視鏡外科学会

３Dの有用性の検討：３Dラパロスコープ技術小委員会報告 ◎松田公志, 木下秀文, 中川健, 岩村正嗣, 伊藤明宏, 宮

嶋哲, 星昭夫, 荒井陽一, 寺地敏郎, 馬場志郎

2012/12 第25回日本内視鏡外科学会

泌尿器腹腔鏡手術における３Dシステム（LTF-Y009)の使用経験 ◎中川健, 木下秀文, 岩村正嗣, 星昭夫, 伊藤明宏, 宮嶋

哲, 荒井陽一, 寺地敏郎, 馬場志郎, 松田公志

2012/12 第25回日本内視鏡外科学会

当院の前立腺針生検におけるMRI の検討 ◎山本哲平, 木下秀文, 松田公志 2012/12 第28回前立腺シンポジウム

前立腺癌診断地域連携パスの運用について ◎福井勝也, 木下秀文, 中川雅之, 地崎竜介, 杉素彦, 松

田公志

2012/12 第28回前立腺シンポジウム

泌尿器腹腔鏡手術：前立腺全摘除術と手術支援システム ◎松田公志 2012/11 第18回熊本前立腺癌研究会

腹腔鏡手術における３Dモニターの有用性に関する多施設共同研究－机上タスク：単純手技への影響 ◎伊藤明宏, 岩村正嗣, 木下秀文, 中川健, 宮嶋哲, 星昭

夫, 荒井陽一, 寺地敏郎, 馬場志郎, 松田公志

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

2cm以上の腎結石に対するSingle-session Flexible Ureteroscopy and Holmium Laser Lithotripsy臨床的評価 ◎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

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

クリニカルパスを用いた経尿道的前立腺切除術周術期管理の改善：多施設共同研究 ◎岡村菊夫, 野尻佳克, 津島知靖, 川喜田睦司, 関成人,

松田公志, 荒井陽一, 服部良平, 内藤誠二, 長谷川友紀

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

腹腔鏡下根治的膀胱全摘術の初期経験 ◎乾秀和, 井上貴博, 池田純一, 滝澤奈恵, 福井勝也, 地

崎竜介, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀文, 松田公志

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

腹腔鏡手術における３Dモニターの有用性に関する多施設共同研究－机上タスク：膀胱尿道吻合手技へ

の影響

◎岩村正嗣, 星昭夫, 木下秀文, 中川健, 伊藤明宏, 宮嶋

哲, 荒井陽一, 寺地敏郎, 馬場志郎, 松田公志

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

全身麻酔下および腰椎麻酔下における経尿道前立腺核出術（TUEB)の比較検討 ◎三島崇生, 原田二郎,　河　源, 岡田卓也 2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

R.E.N.A.L　Nephrometry　Scoring Systemにおける当院の腹腔鏡下腎部分切除術の検討 ◎山本哲平, 木下秀文, 松田公志 2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

泌尿器腹腔鏡技術認定制度の１０年を振り返る ◎松田公志 2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

前立腺癌に対する腹腔鏡下前立腺全摘と恥骨後式前立腺全摘の周術期成績の比較検討 ◎杉素彦, 木下秀文, 中川雅之, 川端和史, 川喜多繁誠,

大口尚基, 河　源, 室田卓之, 松田公志

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

腹腔鏡手術における３Dモニターの有用性に関する多施設共同研究－腹腔鏡下前立腺全摘除術の膀胱尿

道吻合時間への影響

◎星昭夫, 木下秀文, 中川健, 岩村正嗣, 伊藤明宏, 宮嶋

哲, 荒井陽一, 寺地敏郎, 馬場志郎, 松田公志

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

硬性腎盂鏡をもちいたCAPD留置カテーテルの工夫 ◎増田朋子, 井上貴昭, 飯田剛嗣, 西田晃久, 川喜多繁

誠, 大口尚基, 正木浩哉, 室田卓之

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

膀胱原発Solitary Fibrous Tumor　に対しTUEB電極を用いて一塊切除した1例 ◎大杉治之, 木下秀文, 福井勝也, 河　源, 松田公志 2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

腹腔鏡下前立腺全摘除術の手術時間の検討 ◎中川雅之, 木下秀文, 福井勝也, 乾秀和, 地崎竜介, 川

端和史, 大口尚基, 河　源, 松田公志

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会



2012年　業績

腹腔鏡手術における３Dモニターの有用性に関する多施設共同研究－膀胱尿道吻合時観察距離と内視鏡

移動距離、および疲労度の比較

◎中川健, 木下秀文, 岩村正嗣, 星昭夫, 伊藤明宏, 宮嶋

哲, 荒井陽一, 寺地敏郎, 馬場志郎, 松田公志

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

当院におけるHoLEPの治療成績 ◎福井勝也, 木下秀文, 小糸悠也, 池田純一, 高安健太,

地崎竜介, 乾秀和, 中川雅之, 杉素彦, 松田公志

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

尿管屈曲が著名であった陥頓結石に対しf-URSを施行した2例 ◎堀越幹人, 吉田健志, 井上貴昭, 増田朋子, 杉素彦, 室

田卓之

2012/11 第26回日本泌尿器内視鏡学会

ＰＳＡ監視療法可能な前立腺癌症例の前立腺全摘標本の病理学的検討 ◎井上貴博, 木下秀文, 杉素彦, 松田公志 2012/11 第62回日本泌尿器科学会中部総会

全身化学療法併用にてＣＲが得られた膀胱小細胞癌の３例 ◎原田二郎, 三島崇生, 河　源, 桜井孝規, 岡田卓也 2012/11 第62回日本泌尿器科学会中部総会

Solution G腎盂内還流で溶解した感染結石３例の経験 ◎高安健太, 地崎竜介, 小糸悠也, 池田純一, 山本哲平,

福井勝也, 乾秀和, 中川雅之, 井上貴博, 杉素彦, 木下秀

文, 松田公志

2012/11 第62回日本泌尿器科学会中部総会

後腹膜原発不明癌症例の検討 ◎小糸悠也, 福井勝也, 高安健太, 地崎竜介, 池田純一,

山本哲平, 乾秀和, 中川雅之, 井上貴博, 杉素彦, 木下秀

文, 松田公志

2012/11 第62回日本泌尿器科学会中部総会

当院における前立腺癌生検標本と全摘標本におけるGleasonscore(GS)の相違についての検討 ◎西田晃久, 川喜多繁誠, 飯田剛嗣, 井上貴昭, 増田朋

子, 大口尚基, 室田卓之, 木下秀文, 松田公志

2012/11 第62回日本泌尿器科学会中部総会

当院における前立腺全摘除術後の性機能の検討 ◎地崎竜介, 木下秀文, 池田純一, 小糸悠也, 高安健太,

山本哲平, 谷口久哲, 福井勝也, 乾秀和, 中川雅之, 井上

貴博, 杉素彦, 河　源, 松田公志

2012/11 第62回日本泌尿器科学会中部総会

副腎癌の臨床的検討 ◎池田純一, 滝澤奈恵, 木下秀文, 小糸悠也, 高安健太,

山本哲平, 福井勝也, 地崎竜介, 乾秀和, 中川雅之,　井

上貴博, 杉素彦, 松田公志

2012/11 第62回日本泌尿器科学会中部総会

去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル・プレドニゾロン療法の検討 ◎六車光英, 河野有香, 松本敬優, 住吉崇幸, 宇都宮紀

明, 常森寛行, 岡田卓也, 清川岳彦, 川喜田睦司

2012/11 第62回日本泌尿器科学会中部総会

北河内地区における前立腺生検陰性・地域連携パスについて～現状と改正案の提示 ◎福井勝也 2012/11 第7回　関西医大泌尿器　枚方・寝屋川病診

連携の会

副腎腫瘍の診断と治療　褐色細胞腫と内視鏡手術を中心に ◎松田公志 2012/10 第32回山形内分泌代謝研究会

泌尿器腹腔鏡手術：技術評価と手術支援システム ◎松田公志 2012/10 第34回茨城医学会泌尿器科分科会

前立腺癌の術後生化学的再発予測に対するＤ’Ａmico高リスク分類の細分類法 ◎井上貴博, 北悠希, 清水洋祐, ｓ寺田直樹, 山崎俊成,

神波大己, 小川修

2012/10 第8回泌尿器腫瘍放射線研究会（ＧＵＴＲ研

究会）

前立腺癌に対する去勢療法が皮下脂肪量および内蔵脂肪に及ぼす影響 ◎谷口久哲, 木下秀文, 松田公志 2012/09 第12回日本Men's Health 医学会

O-36イミダフェナシンは高血圧の有無にかかわらずOABを伴う前立腺肥大症患者の夜間頻尿を改善する

――Good Night スタディ層別解析――

◎大口尚基, 辻村晃, 秋野裕信, 北川育秀, 瀬川直樹, 玉

田聡, 辻秀憲, 中川雅之, 渡部明彦, 浦島充佳, 東治人,

植村天受, 奥山明彦, 勝岡洋治, 布施秀樹, 松田公志,

野々村祝夫, 仲谷達也, 並木幹夫, 横山修

2012/08 第19回日本排尿機能学会

高齢者泌尿器癌に対する腹腔鏡手術 ◎木下秀文, 松田公志 2012/07 第39回尿路悪性腫瘍研究会

泌尿器腹腔鏡技術認定のためのポイント：基本手技を含めて ◎松田公志 2012/07 第4回山口ESWL-Endourology研究会　夏季

講習会

不明熱で発見された副腎皮質癌の1例 ◎池田純一 2012/07 第5回臨床副腎フォーラム

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 2012/06 第115回日本泌尿器学会山陰地方会

抗がん剤とオピオイドの併用療法が奏功しオピオイドの中止が可能となった症例の検討 ◎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，蔭山惠

子，弥山秀芳，權　雅憲

2012/06 第17回日本緩和医療学会学術大会

副腎褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討 ◎滝澤奈恵, 井上貴昭, 飯田剛嗣, 原田二郎, 乾秀和, 川

端和史, 杉素彦, 河　源,　室田卓之, 木下秀文, 松田公

志

2012/06 第24回日本内分泌外科学会

高齢者におけるUrosepsisの臨床的検討 ◎井上貴昭, 杉素彦, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁誠,

室田卓之, 河　源, 木下秀文, 松田公志

2012/06 第25回日本老年泌尿器科学会

精巣特異的遺伝子movoの精子形成に関する解析 ◎地崎竜介, 矢尾育子, 片野泰代, 伊藤誠二, 松田公志 2012/06 第31回日本アンドロロジー学会および第18

回精子形成・精巣毒性研究会　共同開催学

会

膀胱内Solitary　Fibrous　Tumorに対しTUEB電極を使用した１例 ◎大杉治之, 木下秀文, 福井勝也, 河　源, 松田公志, 大

江知里, 植村芳子

2012/05 第219回日本泌尿器学会関西地方会

総排泄腔症におけるcarry-over診療の問題点－思春期を迎え子宮瘤血腫をきたした症例の経験から－ ◎高田晃平，浜田吉則，良田大典，中谷和義，福井勝

也，松田公志，神崎秀陽，田中義人，權　雅憲

2012/05 第49回日本小児外科学会学術集会
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１００ｍ㎡以上の腎結石に対するＰＮＬとｆＵＲＳの周術期評価 ◎井上貴昭, 杉素彦, 秦健一郎, 堀越幹人, 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

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

進行性腎細胞癌に対するエベロリムスの使用経験 ◎宇都宮紀明, 河野有香, 松本敬優, 住吉崇幸,　常森寛

行, 清川岳彦, 六車光英, 川喜田睦司

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

磁場発生装置を利用した泌尿器鏡視下手術における術者支援システムの開発 ◎河　源, 吉田健志, 福井勝也, 中川雅之, 川端和史, 木

下秀文, 松田公志

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

拡大リンパ節郭清を伴う前立腺全摘術後の有賞状リンパ嚢腫発症のリスク因子についての検討 ◎河野有香, 松本敬優, 宇都宮紀明, 常森寛行, 清川岳

彦, 六車光英, 川喜田睦司

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

腹腔鏡下前立腺全摘術後の尿禁制に関する検討 ◎乾秀和, 木下秀文, 大杉治之, 林知行, 飯田剛嗣, 福井

勝也, 地崎竜介, 中川雅之, 川端和史, 日浦義仁, 大口尚

基, 河　源, 松田公志

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

腹腔鏡手術における術中視野回転補正を目的としたスコピストガイドシステムの開発 ◎吉田健志, 河　源, 福井勝也, 中川雅之, 川端和史, 木

下秀文, 松田公志

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

去勢抵抗性前立腺癌(CRPC）に対するドセタキセル療法の有用性の検討 ◎原田二郎, 木下秀文, 飯田剛嗣, 滝澤奈恵, 福井勝也,

乾秀和, 地崎竜介, 中川雅之, 川端和史, 大口尚基, 河

源,　松田公志

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

単孔式泌尿器腹腔鏡手術の現状と展開 ◎寺地敏郎, 松田公志 2012/04 第100回日本泌尿器科学会

OABを伴う前立腺肥大症患者の民間頻尿に対するα遮断薬とイミダフェナシンの併用効果に関する臨床

研究――Good　Night　Study

◎秋野裕信, 辻村晃, 大口尚基, 北川育秀, 瀬川直樹, 玉

田聡, 辻秀憲, 渡部明彦, 浦島充佳, 奥山明彦, 松田公志,

横山修

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

腎・副腎に対する腹腔鏡手術の現状と将来展望 ◎松田公志 2012/04 第100回日本泌尿器科学会

当院における上部尿路上皮癌に対するBCG療法の治療成績 ◎松本敬優, 河野有香, 住吉崇幸, 増田憲彦, 白石祐介,

宇都宮紀明, 常森寛行, 根来宏光, 杉野善雄, 大久保和

俊, 清川岳彦, 六車光英, 川喜田睦司

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

後腹膜鏡下右腎ドナー摘除術の検討 ◎常森寛行, 河野有香, 松本敬優, 宇都宮紀明, 清川岳

彦, 六車光英, 川喜田睦司

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

根治的前立腺全摘除術後の再発部位診断における骨代謝マーカーの有用性に関する検討 ◎清川岳彦, 河野有香, 松本敬優,　住吉崇幸, 増田憲彦,

白石裕介, 根来宏光, 宇都宮紀明, 常森寛行, 大久保和

俊, 岡田卓也, 六車光英, 川喜田睦司

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

前立腺癌密封小線源永久挿入治療後の下部尿路賞状の検討 ◎川喜多繁誠, 杉素彦, 堀越幹人, 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

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

V-locを使用した腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術における膀胱尿道吻合法 ◎川喜田睦司, 河野有香, 松本敬優, 宇都宮紀明, 常森寛

行, 清川岳彦, 六車光英

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績 ◎川端和史, 木下秀文, 河　源, 松田公志 2012/04 第100回日本泌尿器科学会

術後2年以上経過した経尿道的バイポーラ前立腺核出術（TUEB）の治療成績 ◎大口尚基, 中川雅之, 川端和史,　木下秀文, 松田公志 2012/04 第100回日本泌尿器科学会

前立腺癌に対する放射線外照射療法の治療成績 ◎大杉治之, 木下秀文, 松田公志 2012/04 第100回日本泌尿器科学会

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, 矢尾育子, 片野泰代, 伊藤誠二, 松田公志 2012/04 第100回日本泌尿器科学会

TVMにおける術後腹圧性尿失禁に対するリスクファクターの検討 ◎中川雅之, 大口尚基, 河　源, 木下秀文, 松田公志 2012/04 第100回日本泌尿器科学会

前立腺癌診断地域連携パスの運用について ◎福井勝也, 木下秀文, 中川雅之, 地崎竜介, 乾秀和, 飯

田剛史, 大口尚基, 河　源, 松田公志

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

手術教育が手術関連データにおよぼす影響；腹腔鏡下前立腺全摘除術 ◎木下秀文, 河　源, 福井勝也, 乾秀和, 滝澤奈恵, 川端

和史, 中川雅之, 飯田剛嗣, 原田二郎, 大口尚基, 松田公

志

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

腹腔鏡下腎部分切除術 ◎木下秀文, 松田公志 2012/04 第100回日本泌尿器科学会

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4報― ◎野澤昌弘, 野々村祝夫, 西村和郎, 本郷文弥, 玉田聡,

東治人, 吉岡俊昭, 三宅秀明, 木下秀文, 植田健, 高橋正

幸, 冨田善彦, 植村天受

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

関西医大枚方病院における単孔式腹腔鏡下手術の経験 ◎林知行, 飯田剛嗣, 駒井資弘, 中川雅之, 大口尚基, 河

源,　木下秀文, 松田公志

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

腎癌に対する腎摘除術の術後腎機能への影響 ◎六車光英, 河野有香, 松本敬優, 宇都宮紀明, 常森寛

行, 清川岳彦, 川喜田睦司

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

腹腔鏡下腎部分切除の腫瘍学的アウトカム ◎齋藤英郎, 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

2012/04 第100回日本泌尿器科学会

磁場発生装置を利用した泌尿器鏡視下手術、術中支援システムの開発 ◎吉田健志, 河　源, 福井勝也, 川端和史, 中川雅之, 木

下秀文, 松田公志

2012/03 第128回関西医科大学学内学術集談会

精索動脈瘤術後再発に対する手術 ◎地崎竜介, 日浦義人, 谷口久哲, 松田公志 2012/03 第137回日本生殖医学会関西支部集談会, 第

44回関西アンドロロジーカンファレンス
前立腺全摘の手術時間・手技についての検討 ◎中川雅之 2012/03 第19回近畿前立腺腫瘍研究会



2012年　業績

当院における後腹膜鏡下生体腎ドナー腎採取術の検討 ◎矢西正明, 河　源, 飯田剛嗣, 大杉浩之, 林知行, 福井

勝也, 地崎竜介, 中川雅之, 木下秀文, 松田公志

2012/02 第45回日本臨床腎移植学会

当院における後腹膜鏡下生体ドナー腎採取術の検討 ◎矢西正明, 河源, 飯田剛嗣, 大杉治之, 林知行, 福井勝

也, 地崎竜介, 中川雅之, 木下秀文, 松田公志

2012/02 第45回日本臨床腎移植学会

後腹膜腔に発生したcastleman diseaseの1例 ◎高安健太, 地崎竜介, 中川雅之, 井上貴博, 杉素彦, 木

下秀文, 松田公志

2012/09 第220回日本泌尿器科学会関西地方会

講義 ◎松田公志 2012/03 日本獣医内視鏡外科研究会　第8回学術総会

●学術雑誌論文
表題 著者・共著者名 発行年月 掲載誌名 巻号頁

Laparoendosopic single-site surgery for urachal remnants Iida T, Kawa G, Takizawa N, Komai Y, Kinoshita H,

Matsuda T

2012/05 Asian journal of endoscopic surgery
5(2):100-102

 Survey of Endourology

 LAPAROSCOPY

Matsuda T 2012/02 Jouranal of Endourology
26(2):91

 Survey of Endourology

 LAPAROSCOPY

Matsuda T 2012/08 Journal of Endourology
26(8):941-942

 Survey of endourology

 LAPAROSCOPY

Matsuda T 2012/08 Journal of Endourology
26(8):941

Surgical and oncologic outcomes of laparoscopic partial nephrectomy: a Japanese multi-institutional study

of 1375 patients.

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

Nakagawa K, Iwamura M, Shigeta M, Tatsugami K, Ito

A, Machida J, Kawakita M, Kinoshita H, Shinohara N,

Ioritani N, Seki T, Arai On Behalf Of The Japanese

Society Of Endourology Laparoscopic Partial

Nephrectomy Study Group Y.

2012/06 Journal of Endourology

26(6):652-659

Positive Correlation between Motion Analysis Data on the LapMentorTM Virtual Reality Laparoscopic

Surgical Simulator and the Results from Video Tape Assessment of Real Laparoscopic Surgeries.

Matsuda T, McDougall EM, Ono Y, Hattori R, Baba S,

Iwamura M, Terachi T, Naito S, Clayman R.

2012/11 Journal of Endourology
26(11):1506-1511

Restricted Expression of Ovol2/MOVO in XY Body of Mouse Spermatocytes at the Pachytene Stage. Chizaki R, Yao I, Katano T, Matsuda T, Ito S. 2012/03 Journal of andrology
33(2):277-286

A renal epithelioid angiomyolipoma/perivascular epithelioid cell tumor with TFE3 gene break visualized by

FISH.

Ohe C, Kuroda N, Hes O, Michal M, Vanecek T,

Grossmann P, Tanaka Y, Tanaka M, Inui H, Komai Y,

Matsuda T, Uemura Y.

2012/12 Medical molecular morphology

45(4):234-237

Evaluation of 2,590 urological laparoscopic surgeries undertaken by urological surgeons accredited by an

endoscopic surgical skill qualification system in urological laparoscopy in Japan.

Habuchi T, Terachi T, Mimata H, Kondo Y, Kanayama

H, Ichikawa T, Nutahara K, Miki T, Ono Y, Baba S, Naito

S, Matsuda T.

2012/06 Surgical endoscopy

26(6):1656-1663

Two cases of gastrointestinal perforation after radiotherapy in patients receiving tyrosine kinase inhibitor for

advanced renal cell carcinoma

Inoue T, Kinoshita H, Komai Y, Kawabata T, Kawa G,

Uemura Y, Matsuda T

2012/08 World journal of surgical oncology
10:Article No.167

Recovery of Erectile Function after Nerve-Sparing Laparoscopic Radical Prostatectomy in Japanese

Patients Undergoing Both Subjective and Objective Assessments.

Taniguchi H, Kawa G, Kinoshita H, Matsuda T. 2012/07 The journal of sexual medicine
9(7):1931-1936

腹腔鏡用器機を用いた代用膀胱内結砕石術 

Cystomithotripsy of Continent Urinary Reservoir useing Laparoscopic Instruments

飯田剛嗣, 河　源, 福井勝也, 木下秀文, 松田公志 2012/10 Audio-Visual Journal of AJUA
18(4):20

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

2012/09 Japanese Journal of Endourology
25(2):341-345

TURP術後の最適なカテーテル抜去日 野尻佳克, 荒井陽一, 関成人, 内藤誠二, 町田二郎, 長谷

川友紀, 服部良平, 松田公志, 矢内原仁, 岡村菊夫

2012/04 Japanese Journal of Endourology

25(1):118-122

腹腔鏡下腎部分切除術 乾秀和, 井上貴博, 川端和史, 木下秀文, 松田公志 2012/12 Year Book of RCC 2012
71-79

悪性褐色細胞腫の手術適応 松田公志, 滝澤奈恵 2012/06 ホルモンと臨床 60(6):51-55

内科医が知っておくべき最新医療機器 2)腎泌尿器科 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 福井勝也, 松田公志 2012/02 診断と治療 100(2):271-275

副腎髄質腫瘍に対する外科 滝澤奈恵,　飯田剛嗣, 原田二郎, 乾秀和, 川端和史, 河

源, 木下秀文, 松田公志

2012/04 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌
29(1):31-38

泌尿器科検査の基礎知識とケア 13.内視鏡を用いる検査 木下秀文 2012/06 泌尿器ケア (夏季増刊):176-181

泌尿器科検査の基礎知識とケア 13.内視鏡を用いる検査 膀胱鏡検査 木下秀文 2012/06 泌尿器ケア (夏季増刊):170-175

GC療法中にRenal salt wasting syndromeを来たした1例 谷口久哲, 甘利佳史, 岡博史, 川喜多繁誠, 室田卓之 2012/02 泌尿器科紀要 58(2):97-100

泌尿器腹腔鏡手術の現状と将来展望 松田公志 2012/09 泌尿器外科 25(9):1863-1866

第30回　泌尿器科領域におけるトラブルシューティング（連載）　腹腔鏡手術における腹部大動脈損傷 松田公志 2012/05 泌尿器外科
25(5):1197-1200

進行性腎盂尿管癌に対する腹腔鏡下腎尿管全摘術 木下秀文, 河源, 松田公志 2012/04 泌尿器外科 25(4):673-675

「未承認医療機器を用いた臨床研究実施の手引き」抜粋版 川上浩司, 中里適, 北川雄光, 清水公治, 田上和夫, 戸高

浩司, 松田公志, 山本晴子, 新井茂鉄, 大庭和夫, 上崎勇

一, 伴隆一, 丸岡英二, 渡辺一博

2012/03 薬理と治療

40(Suppl.1):S48-S52



2012年　業績

超音波凝固切開装置の選択と使い方 木下秀文, 松田公志 2012/05 臨床泌尿器科 66(6):385-388

ベッドサイド検査の実際 2.画像検査 040 泌尿器科腫瘍におけるPET/CTの有用性 木下秀文, 松田公志 2012/04 臨床泌尿器科 66(4):224-227

手術手技　泌尿器腹腔鏡手術　もう一歩,ステップアップするために 腹腔鏡下副腎摘出術 木下 秀文, 松田 公志 2012/12 臨床泌尿器科 66(13):1011-1018

●著著
表題 著者・共著者名 発行年月 書名

IgG4関連全身硬化性疾患の診断法の確立と治療方法の開発に関する研究 病因病態解明のための遺伝子，

免疫学的解析 接着制御分子破綻による自己免疫発症の機構

木梨達雄, 植田祥啓, 富山尚, 安田鐘樹, 片桐晃子, 片貝

智哉, 羽廣克嘉

2012 IgG4関連全身硬化性疾患の診断法の確立と

治療方法の開発に関する研究 平成22-23年
IgG4関連全身硬化性疾患の診断法の確立と治療方法の開発に関する研究 接着制御分子破綻による自己免

疫発症の機構

木梨達雄, 植田祥啓, 富山尚, 尚田鐘樹, 片桐晃子, 片貝

智哉, 羽廣克嘉

2012 IgG4関連全身硬化性疾患の診断法の確立と

治療方法の開発に関する研究 平成23年度
膀胱腟、尿管膣瘻 松田公志 2012/01 今日の治療指針　私はこう治療している

Today's Therapy 2012
第7章　管理・画像診断・治療　副腎の手術：腹腔鏡下副腎摘除術 福井勝也, 松田公志 2012/02 新しい診断と治療のABC73/内分泌  6

内分泌性高血圧


