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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

Nephrectomy (simple, radical and partial) : Retroperitoneal VS Transperitoneal Approach Matsuda T 2013/11 22nd Malaysian Urological Conference

Uro-Oncology: Laparoscopic Work(Prostate and Kidney) Matsuda T 2013/11 22nd Malaysian Urological Conference

Japanese Robot Matsuda T 2013/10 31th World Congress of Endourology

3D vs "D Laparoscopiy: Help or Hindrance? Matsuda T 2013/10 31th World Congress of Endourology

Transurethral "One-Piece" Enucleation with Bipolar; Simple and Rational Surgical Procedure for Benign

Prostatic Hyperplasia

Mishima T, Matsuda T, Harada J, Takayasu K, Kawa G,

Kurumada S, Yoshimizu A,

2013/10 31th World Congress of Endourology

Standardization of Surgical Outcomes Reporting in Percutaneous Nephrolithotomy Opondo D, Gravas S, Joyce A, Pearle M, Matsuda T,

Sun Y-H, Assinos D, Denstedt J,  Rosette J

2013/10 31th World Congress of Endourology

THE CLINICAL RESEARCH OFFICE OF THE ENDOUROLOGICAL SOCIETY URETEROSCOPY GLOBAL

STUDY:INDICATIONS, COMPLICATIONS, AND OUTCOMES IN 11885 PATIENTS

Rosette J, Denstedt J, Geavlete P, Keeley F, Matsuda T,

Pearle M, Preminger G, Traxer O

2013/10 31th World Congress of Endourology

RENAL PARENCHYMAL NON-SUTURING TECHNIQUE USING TACHOSIL TISSUE SEALING SHEET IN

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY

◎Kinoshita H, Sugi M, Matsuda T 2013/10 31th World Congress of Endourology

DEVELOPMENT OF A NAVIGATION SYSTEM USING A MAGNETIC TRACKING SYSTEM FOR

URETEROSCOPY

◎Yoshida K, Kawa G, Kinoshita H, Matsuda T 2013/05 American Urological Association 2013

Subjective and objective assessments of recover of erectile function after nerve-sparing laparoscopic radical

prostatectomy in Japanese patients

Kinoshita H, Taniguchi H, Kawa G, Matsuda T 2013/05 The 14th Biennial Meeting of The Asia-

Pacific Society for Sexual Medicine
泌尿器科内視鏡外科の近未来 ◎松田公志 2013/11 第26回日本内視鏡外科学会

腎動脈阻血腹腔鏡下腎部分切除術と阻血時間 ◎木下秀文 2013/11 第26回日本内視鏡外科学会

尿管嵌頓結石に対するＴＵＬ術後の尿管狭窄の検討 ◎井上貴昭, 室田卓之, 六車光英, 川喜多繁誠, 木下秀文,

松田公志

2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

Transurethral Enucleation with Bipolar(TUEB) における逆行性一塊核出法 ◎三島崇生,　中川雅之, 矢西正明, 地崎竜介, 乾秀和, 杉

素彦, 木下秀文, 松田公志, 原田二郎, 河源

2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

腹腔鏡手術における医療材料費についての検討 ◎杉素彦, 山本哲平, 滝澤奈恵, 三島崇生, 矢西正明, 地

崎竜介, 乾秀和, 中川雅之, 木下秀文, 松田公志

2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

前立腺癌密封小線源永久挿入治療＝治療計画法の変更と余剰線源の有効利用＝ ◎川喜多繁誠, 西田晃久, 吉田崇, 林知行, 井上貴昭, 大

口尚基, 六車光英, 志賀淑子, 木下秀文, 松田公志

2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

腹腔鏡下および開放性腎部分切除術の治療成績に関する他施設共同研究 伊藤明宏, 岩村正嗣, 繁田正信, 田邉一成, 松田公志, 内

藤誠二, 寺地敏郎, 河内明宏, 中川健 荒井陽一

2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

当院における尿路結石治療チーム育成の試み（TULシュミレーション・トレーニング） 井上貴昭, 室田卓之, 吉田崇, 中川理恵, 西寅裕美子, 高

尾紀子, 六車光英, 木下秀文, 松田公志

2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

シンポジウム７　泌尿器科内視鏡手術の理想的な教育法　SY-7-3　"腹腔鏡手術に思う"私の理想的な教育

法

井上貴昭, 木下秀文, 吉田健志, 室田卓之, 松田公志 2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

F-4-7　磁場発生装置を用いた上部尿路内視鏡ナビゲーションシステムの開発 吉田健志, 河源, 木下秀文, 松田公志 2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

結石治療後に発生した上部尿管狭窄に対する後腹膜鏡下尿管尿管吻合術の経験 高安健太, 原田二郎, 河源, 三島崇生 2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

ディベート　泌尿器腹腔鏡技術認定制度は今後も必要か？　D-1-1-1　必要である： 松田公志 2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

前立腺癌密封小線源永久挿入治療＝治療計画法の変更と余剰線源の有効利用＝ 川喜多繁誠, 西田晃久, 吉田崇, 林知行, 井上貴昭, 大口

尚基, 六車光英, 志賀淑子, 木下秀文, 松田公志

2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

女性におけるCroche Hookを用いた透視下尿管ステント交換の検討 大杉治之, 藤井将人, 北村悠樹, 眞鍋由美, 伊東晴喜, 三

品睦輝, 奥野博

2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

当院におけるECIRS（endoscopic combined intrarenal surgery)の初期経験 堀越幹人, 吉田健志 2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

ディベート　腹腔鏡下腎部分切除術の止血方法は？　D-9-2-2　シート状組織接着剤 木下秀文 2013/11 第27回日本泌尿器内視鏡学会

精巣内運動精子により妊娠出産に至った精子死滅症の一例 下井華代, 岡田英孝, 宮城博恵, 馬場真有美, 小野淑子,

都築朋子, 神道寿勇, 松田公志, 神崎秀陽

2013/11 第58回日本生殖医学会

精子死滅症例は高度乏精子症例に比べ精巣内精子回収法によって治療成績が向上する 大住哉子, 谷口久哲, 赤松芳恵, 佐藤学, 橋本周, 中岡義

晴, 森本義晴

2013/11 第58回日本生殖医学会

シンポジウム３「不妊症に対する外科的治療法の最前線」 

精路再建術の現状と課題

谷口久哲, 日浦義仁, 地崎竜介, 木下秀文, 松田公志, 森

本義晴

2013/11 第58回日本生殖医学会

一塊核出法によるHoLEPの初期経験 ◎原田二郎, 高安健太, 河源, 吉永敦, 車田茂徳 2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会

去勢抵抗性前立腺癌放射線治療後局所再発に対して救済ヨウ素125密封小線源永久挿入治療を行った一例 ◎川喜多繁誠, 西田晃久, 吉田崇, 林知行, 井上貴昭, 大

口尚基, 六車光英, 室田卓之, 志賀淑子, 播磨洋子, 木下

秀文, 松田公志

2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会

当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術後の尿禁制の検討 ◎地崎竜介, 池田純一, 山本哲平, 滝澤奈恵, 三島崇生,

矢西正明, 乾秀和, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀文, 松田公

志

2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会

発熱を呈した副腎皮質癌の１例 ◎池田純一, 乾秀和, 山本哲平, 滝澤奈恵, 三島崇生, 矢

西正明, 地崎竜介, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀文, 松田公

志

2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会

当院における経尿道的前立腺核出術（Holep, TUBE)の治療成績 ◎中川雅之, 大口尚基, 杉素彦, 乾秀和, 地崎竜介, 矢西

正明, 三島崇生, 滝澤奈恵, 山本哲平, 池田純一, 木下秀

文, 松田公志

2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会
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尿道内血管腫の１例 ◎渡邉仁人, 宮城亮太, 萩倉祥一, 吉野薫 2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会

当院における生体腎移植ドナーの術後フォローに関する実態調査及び臨床的検討 ◎矢西正明, 池田純一, 山本哲平, 滝澤奈恵, 三島崇生,

乾秀和, 地崎竜介, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀文, 松田公

志

2013/11 第63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治療後の患者家族への被曝線量の検討 ◎林知行, 川喜多繁誠, 吉田崇, 井上貴昭, 西田晃久, 大

口尚基, 六車光英, 室田卓之, 志賀淑子, 播磨洋子, 木下

秀文, 松田公志

2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会

ＴＫＩ　Failureとなった高齢者mRCCに対するエベロリムスの治療効果 稲元輝生, 東治人, 野々村祝夫, 仲谷達也, 松田公志, 野

沢昌弘, 植田健, 木下秀文, 西村和郎, 金山博臣, 三木恒

治, 冨田善彦, 辻畑正雄, 植村天受

2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会

ロボット手術と女性泌尿器疾患（骨盤臓器脱） 大口尚基, 中川雅之, 三島崇生, 室田卓之 2013/11 第63回日本泌尿器科学会中部総会

再燃前立腺癌における非ステロイド性抗アンドロゲン剤交替療法の有用性の予測に関する検討～ＮＡＳ

Ａ-ＰＣ-ＰＭ Study Group～

神谷直人, 鈴木啓悦, 西村健作, 藤井元廣, 桶川隆嗣, 松

田公志, 森田辰男, 松本哲朗, 滝花義男, 大園誠一郎, 並

2013/10 第51回日本がん治療学会

再燃前立腺癌における非ステロイド性抗アンドロゲン剤交替療法の有用性の予測に関する検討　～NASA

- PC - PM Study Group～

神谷直人, 鈴木啓悦, 西村健作, 藤井元廣, 桶川隆嗣, 松

田公志, 森田辰男, 松本哲朗, 滝花義男, 大園誠一郎, 並

2013/10 第51回日本癌治療学会

当院の前立腺生検におけるＭＲＩの検討 山本哲平, 池田純一, 滝澤奈恵, 三島崇生, 矢西正明, 乾

秀和, 地崎竜介, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀文, 松田公志

2013/09 第1回泌尿器画像診断・治療技術研究会

腎部分切除術術後の漏斗部狭窄による難治性尿瘻に対して選択的腎動脈塞栓術が有効であった１例 山本哲平, 池田純一, 滝澤奈恵, 三島崇生, 矢西正明, 乾

秀和, 地崎竜介, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀文, 松田公志

2013/09 第224回　日本泌尿器科学会関西医科大

学地方会

腹腔鏡下手術で摘出した後腹膜Ganglioneuromaの1例 田口真, 吉田崇, 林知行, 井上貴昭, 西田晃久, 川喜多繁

誠, 大口尚基, 六車光英, 室田卓之

2013/09 第224回　日本泌尿器科学会関西医科大

学地方会
Impacted stone に対する自然灌流f-TULの工夫 井上貴昭 2013/09 第8回北大阪Endurology研究会

Ｂ型肝炎既感染レシピエント・ドナーの臨床的検討 ◎矢西正明, 小糸悠也, 高安健太, 池田純一, 山本哲平,

滝澤奈恵, 地崎竜介, 乾秀和, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀

文, 松田公志

2013/06 第29回腎移植・血管外科研究会

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, 正木浩哉, 室田卓之 2013/06 第58回日本透析医学会

前立腺癌全適後の再発 ◎地崎竜介 2013/05 大阪泌尿器科臨床医会　第63回学術集

会

原発性膀胱ＭＡＬＴ（Mucosa-Associated Lymphoid Tissue)の１例 ◎乾秀和, 池田純一, 山本哲平, 滝澤奈恵, 三島崇生,　矢

西正明, 地崎竜介, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀文, 松田公

2013/05 第223回　日本泌尿器科学会関西地方会

間欠自己導尿を施行中に急激な増大を認めた膀胱癌の１例 ◎原田二郎, 高安健太, 河源, 桜井孝規, 三島崇生 2013/05 第223回　日本泌尿器科学会関西地方会

前立腺癌密封小線源永久挿入治療後の精嚢再発に対してsalvage治療を行った1例 ◎林知行, 川喜多繁誠, 井上貴昭, 増田朋子, 西田晃久,

大口尚基, 室田卓之

2013/05 第223回　日本泌尿器科学会関西地方会

両側副腎褐色細胞腫摘除術後に異所性副腎への褐色細胞腫再発を認めたＭＥＮ２Ａの１例 ◎滝澤奈恵, 乾秀和, 木下秀文, 松田公志 2013/05 第25回　日本内分泌外科学会総会

比較的大きな腎結石に対するｆ-ＴＵＬ後の自然排石と腎盂腎杯形態との影響についての検討 ◎井上貴昭, 室田卓之, 飯田剛嗣, 増田朋子, 西田晃久,

川喜多繁誠, 大口尚基, 木下秀文, 松田公志

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

Active Surveillance可能と思われる症例の前立腺全摘病理標本の検討 ◎井上貴博, 木下秀文, 清水洋祐, 寺田直樹, 神波大己,

杉素彦, 小川修, 松田公志

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

尿管腫瘍に対する尿管部分切除術の臨床的検討 ◎乾秀和, 井上貴博, 池田純一, 山本哲平, 滝澤奈恵, 福

井勝也, 矢西正明, 地崎竜介, 中川雅之, 杉素彦, 木下秀

文, 松田公志

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

磁場発生装置を用いた尿管鏡ナビゲーションシステムの開発 ◎吉田健志, 河源, 木下秀文, 松田公志 2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

当院における腹腔鏡下前立腺全摘除術の経験 ◎原田二郎, 三島崇生, 河源 2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

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 2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

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およびE-PASSを用いた比較検

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

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

当院における前立腺全摘標本からみた前立腺生検のGleason Score（GS)や検出箇所などの相違について

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

2013/04 第101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ヨウ素125密封小線源永久挿入療法の治療成績 ◎川喜多繁誠, 井上貴昭, 飯田剛嗣, 増田朋子, 西田晃久,

大口尚基, 室田卓之, 志賀淑子, 播磨洋子, 木下秀文, 松

田公志

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

筋層非浸潤性膀胱癌に対する再発予防目的Mitomycin C 膀胱内注入療法の治療成績 ◎大杉治之, 北村悠樹, 眞鍋由美, 増田憲彦, 伊東晴喜,

三品睦輝, 奥野博

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

精巣特異的遺伝子ｍｏｖｏ遺伝子の解析 ◎地崎竜介, 矢尾育子, 片野泰代, 伊藤誠二, 松田公志 2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

経尿道的バイポーラ前立腺核出術（TUEB）の治療成績 ◎中川雅之, 大口尚基, 木下秀文, 松田公志 2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

手術治療を要した包茎状態の尿道下裂 ◎渡邉仁人, 福井真二, 吉野薫 2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

７年間放置された尿管ステントに形成された多発結石のためステント抜去に難渋した症例 ◎堀越幹人, 吉田健志 2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会
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前立腺癌に対する即時 vs 遅延ＣＡＢ療法の近接効果、randomized controlled trialのデータから ◎木下秀文, 小倉啓司, 河源, 川喜田睦司, 吉田健志, 室

田卓之, 松田公志

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

当院における腹腔鏡下ドナー腎採取術の臨床的検討 ◎矢西正明, 杉素彦, 井上貴博, 中川雅之, 乾秀和, 地崎

竜介, 山本哲平, 池田純一, 高安健太, 小糸悠也, 木下秀

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

透析腎癌に対する腹腔鏡下腎摘除術の検討 ◎六車光英, 河野有香, 松本敬優, 宇都宮紀明, 常森寛行,

岡田卓也, 川喜田睦司

2013/04 第101回　日本泌尿器科学会総会

腎尿管膀胱全摘術後に発症した感染性心内膜炎の１例 ◎池田純一, 滝澤奈恵, 駒井資弘, 乾秀和, 小糸悠也,　高

安健太, 山本哲平, 矢西正明, 地崎竜介, 中川雅之, 井上

貴博, 杉素彦, 木下秀文, 松田公志

2013/02 第222回日本泌尿器科学会関西地方会

回腸を用いた膀胱拡大術24年後に腸管膀胱吻合部狭窄をきたした1例 ◎飯田剛嗣, 井上貴昭, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁誠,

大口尚基, 室田卓之

2013/02 第222回日本泌尿器科学会関西地方会

腹腔鏡手術の技術分析とサポートシステム ◎松田公志 2013/02 第6回Shizuoka Uro-Oncology

Conference (SUOC)

単孔式腹腔鏡下ドナー腎採取術の初期体験 ◎矢西正明, 小糸悠也, 高安健太, 池田純一, 山本哲平,

地崎竜介, 乾秀和, 中川雅之, 井上貴博, 杉素彦, 木下秀

文, 松田公志

2013/01 第46回臨床腎移植学会

ＯＡＢ診療ガイドラインと臨床 大口尚基 2013/01 第8回北大阪排尿障害フォーラム

●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

Recent advances in urologic laparoscopic surgeries: laparoendoscopic single-site surgery, natural orifice

transluminal endoscopic surgery, robotics and navigation.

Matsuda T. 2013/05 Asian journal of endoscopic surgery

6(2):68-77

Pathological outcomes of Japanese men eligible for active surveillance after radical prostatectomy. Inoue T, Kinoshita H, Inui H, Komai Y, Nakagawa M,

Oguchi N, Kawa G, Sugi M, Ohe C, Miyasaka C, Nakano

Y, Sakaida N, Uemura Y, Matsuda T.

2013/04 International journal of clinical oncology
Apr 3. [Epub ahead

of print]

Influence of hospital surgical volume of radical prostatectomy on quality of perioperative care. Nojiri Y, Okamura K, Tanaka Y, Yanaihara H, Sassa N,

Hattori R, Machida J, Hashine K, Matsuda T, Arai Y,

Naito S, Hasegawa T.

2013/10 International journal of clinical oncology

18(5):898-904

Risk factors predicting the outcome of salvage radiotherapy in patients with biochemical recurrence after

radical prostatectomy.

Kinoshita H, Shimizu Y, Mizowaki T, Takayama K,

Norihisa Y, Kamoto T, Kamba T, Hayashino Y, Hiraoka

M, Ogawa O.

2013/08 International journal of urology

20(8):806-811

Changes in perioperative management of radical prostatectomy using clinical pathways according to a

stndardized care plan: A multi-institutional study

Okumura K, Nojiri Y, Tanaka Y, Nagae H, Arai Y,

Matsuda T, Hattori R, Hashine K, Naito S, Hasegawa T

2013/03 International journal of urology
20(3):337-343

 Survey of Endourology

 LAPAROSCOPY

Laparoendoscopic single-site versus conventional transperitoneal laparoscopic pyeloplasty: A prospective

randomized study.-Commentary

Matsuda T 2013/08 Journal of Endourology

27(8):955-956

 Survey of Endourology

 LAPAROSCOPY

Analysis of laparoscopic dissection skill by instrument tip force measurement.-Commentary

Matsuda T 2013/08 Journal of Endourology

27(8):954-955

Antimicrobial prophylaxis to prevent perioperative infection in urological surgery:a multicenter study Togo Y, Tanaka S, Kanematsu A, Ogawa O, Miyazato M,

Saito H, Arai Y, Hoshi A, Terachi T, Fukui K, Kinoshita H,

Matsuda T, Yamashita M, Kakehi Y, Tsuchihashi K,

Sasaki M, Ishitoya S, Onishi H, Takahashi A, Ogura K,

Mishina M, Okuno H, Oida T, Horii Y, Hamada A, Okasyo

K, Okumura K, Iwamura H, Nishimura K, Manabe Y,

Hashimura T, Horikoshi M, Mishima T, Okada T,

Sumiyoshi T, Kawakita M, Kanamaru S, Ito N, Aoki D,

Kawaguchi R, Yamada Y, Kokura K, Nagai J, Kondoh N,

Kajio K, Yoshimoto T, Yamamoto S.

2013/07 Journal of Infection and Chemotherapy

Epub ahead of print

Identification of stem cells that maintain and regenerate lingual keratinized epithelial cells. Tanaka T, Komai Y, Tokuyama Y, Yanai H, Ohe S,

Okazaki K, Ueno H.

2013/05 Nature Cell Biology
15(5):511-518

Analysis of laparoscopic dissection skill by instrument tip force measurement. Yoshida K, Kinoshita H, Kuroda Y, Oshiro O, Matsuda T. 2013/06 Surgical endoscopy
27(6):2193-2200

Prognostic factors of patients with metastatic renal cell carcinoma with removed metastases: a multicenter

study of 556 patients.

Naito S, Kinoshita H, Kondo T, Shinohara N, Kasahara T,

Saito K, Takayama T, Masumori N, Takahashi W,

Takahashi M, Terachi T, Ozono S, Naito S, Tomita Y

2013/10 Urology

82(4):846-851

特集　原発性アルドステロン症―診断と治療の新展開　腹腔鏡下副腎摘除術 滝澤奈恵, 松田公志 2013/07 Current Therapy 31(7):715-719

2cm以上の腎結石に対するSingle-session Flexible Ureteroscopy and Holmium Laser Lithotripsy 井上 貴昭, 室田 卓之, 木下 秀文, 松田 公志 2013/09 Japanese Journal of Endourology 26(2):305-309

腹腔鏡下腎盂形成術：後腹膜アプローチ 河源 2013/09 Japanese Journal of Endourology 26(2):216-221

腹腔鏡下腎部分切除術の工夫：安全に実施するために 松田公志 2013/11 Urology Today 20(4):28-31



2013年　業績

症例アブストラクト　化学療法時に伴う重度の口内炎に対して半夏瀉心湯が速効性を示した症例 大口尚基 2013/07 漢方と診療 4(2):35

ソリューションGによる溶解療法が有効であったリン酸アンモニウムマグネシウム腎結石の2例 福井 勝也, 中川 雅之, 地崎 竜介, 高安 健太, 杉 素彦, 木

下 秀文, 松田 公志

2013/07 日本尿路結石症学会誌
11(2):69-70

高齢泌尿器癌患者の治療戦略 高齢者泌尿器癌に対する腹腔鏡手術 木下秀文, 松田公志 2013/04 尿路悪性腫瘍研究会記録 39:17-21

腎癌副腎転移に対して術前スニチニブ投与が奏功した１例 井上貴昭, 室田卓之, 増田朋子, 西田晃久, 川喜多繁誠,

木下秀文, 松田公志

2013/09 泌尿器科紀要
59(9):573-577

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, 木下秀文, 河源, 松田公志 2013/06 泌尿器科紀要 59(6):389-93

膀胱粘膜下に発生したEndosalpingiosisの１例 三島崇生, 原田二郎, 河源, 岡田卓也 2013/03 泌尿器科紀要 59(3):171-4

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, 池田純一, 小糸悠也, 高安健太, 滝

澤奈恵, 矢西正明, 乾秀和, 地崎竜介, 中川雅之, 井上貴

博, 杉素彦, 松田公志

2013/08 泌尿器外科

26(8):1293-1294

前立腺生検陰性地域連携クリティカル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

2013/08 泌尿器外科
26(8):1285-1288

●著書
表題 著者・共著者名 発行年月 書名

顕微鏡手術 ◎松田公志 2013/05 ベッドサイド泌尿器科学

腹腔鏡手術 ◎松田公志 2013/05 ベッドサイド泌尿器科学　改訂第４版

カテーテル操作性と尿路内視鏡 ◎松田公志 2013/05 ベッドサイド泌尿器科学　改訂版第４

版
性機能障害（勃起障害） 松田公志 2013/01 今日の治療指針　私はこう治療してい

る　Today's Therapy 2013
副腎疾患の外科治療 滝澤奈恵, 松田公志 2013/03 最新　内分泌代謝学

男性性腺機能総論 松田公志 2013/03 最新　内分泌代謝学

低ゴナドトロピン性男性性腺機能低下症 谷口久哲,　松田公志 2013/03 最新　内分泌代謝学

加齢男性性腺機能低下（LOH）症候群 河源 2013/03 最新　内分泌代謝学

症例5　乳頭状癌－type1とtype2の違いとは？ 木下秀文, 大江知里, 松田公志 2013/04 実践的　泌尿器腫瘍病理診断－カン

ファレンス形式で学ぶ
荒井陽一, 松田公志, 髙橋悟 2013/12 新版　泌尿器科　周術期管理のすべて

Ⅲ腹腔鏡手術・内視鏡補助下手術　泌尿器腹腔鏡下手術の周術期管理における留意点 河源 2013/12 新版　泌尿器科　周術期管理のすべて

第18章腎・泌尿器系　C.腎・泌尿器系の疾患　C-7前立腺肥大症、前立腺がん、C-8尿路感染症、C-9尿路

結石、C-10腎盂尿管がん、膀胱がん

松田公志 2013/09 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

各論
第24章感染症　C各論　C-9尿路感染症 六車光英 2013/09 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

各論
高齢者泌尿器癌に対する腹腔鏡手術 ◎木下秀文, 松田公志 2013/04 第39回　尿路悪性腫瘍研究会記録　高

齢者泌尿器癌に対する腹腔鏡手術
不妊症と手術 

男性不妊症の手術 

（1）精索静脈瘤　（2）閉塞性無精子症

日浦義仁, 松田公志 2013/10 不妊ケアＡＢＣ


