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HashimotoT,HattoriK,ShimazuiT,AkazaH,AkineY:
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JUrol176,S47-S49,2006
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A case of metastatic testicular cancer complicated by tumor lysis syndrome and

choriocarcinomasyndrome

JpnJClinOncol36(10),665-667,2006
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No.18 KawaiK,HinotsuS,OikawaT,SekidoN,HattoriK,MiyanagaN,HasegawaY,KojimaH,
ShimazuiT,AkazaH:
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withlowincidenceofgermcelltumor
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No.19 AkazaH,TsukamotoT,OnishiT,MikiT,KinouchiT,NaitoS:
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metastasisofrenalcellcarcinoma:amulticenteropenstudy
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No.20 AndoS,ShimazuiT,HattoriK,YamamotoT,KuriyagawaK,AkazaH:
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No.21 AokiH,IshidoyaS,ItoA,EndohM,ShimazuiT,AraiY:
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chemotherapyforpatientswithsmall-cellcarcinomaoftheprostate
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No.22 NakamuraK,YoshikawaK,YamadaY,SagaS,AokiS,TakiT,TobiumeM,ShimazuiT,
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Differentialprofilinganalysisofproteinsinvolvedinanti-proliferativeeffectofinterferon-

alphaonrenalcarcinomacelllinesbyproteinbiochiptechnology

IntJOncol28(4),965-970,2006

No.23 安東 聡,福原喜春,宮崎 淳,服部一紀,塚本 定,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：
下血を契機に発見された両側副腎,小腸転移を伴った腎細胞癌の1例

日泌尿会誌97(1),64-67,2006
No.24 宮永直人,樋之津史郎,塚本 定,石川 悟,大谷幹伸,菊池孝治,西嶋由貴子,島居 徹,

赤座英之：
前立腺癌のホルモン療法における緑茶抽出物（GTE）の有用性

腎泌予防医師14(1),40-42,2006
No.25 安東 聡,服部一紀,遠藤 剛,稲井広夢,松枝 清,今水流智浩,榊原 謙,河合弘二,

島居 徹,赤座英之：
長期尿管ステント留置中に生じた両側尿管総腸骨動脈瘻の1例

日泌尿会誌97(5),752-756,2006
No.26 末富崇弘,稲井広夢,眞鍋文雄,島居 徹,赤座英之：

Late-onsethypogonadism関連質問票を用いて自覚症状を評価したKallmann症候群の1例
泌尿紀要52(8),661-665,2006

No.27 赤倉功一郎,鈴木啓悦,辻比呂志,石川 仁,柳下次雄,秋元 晋,赤座英之,五十嵐辰男,
市川智彦,兼平千裕,香村衡一,高波眞佐治,畠 亮,原田昌興,藤目 真,丸岡正幸,
森田新六,鎌田 正,辻井博彦,島崎 淳：

前立腺癌に対する重粒子線（炭素イオン線）治療
泌尿器外科19(8),903-905,2006
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総 説
No.1 AkazaH:

Trendsin primary androgen depletion therapy forpatientswith localized and locally

advancedprostatecancer:Japaneseperspective

CancerSci97(4),243-247,2006

No.2 AkazaH:
The5th ConferenceonAsianTrendsinProstateCancerHormoneTherapy

AsianPacificJCancerPrev7(3),349,2006

No.3 ChengC,AkazaH,ChenKK,MooreMA,NaitoS,SongJM,UmbasS,XiaS:
Prostatecancercontrol-AimsoftheUICCAsiaregionalofficeconsortium

AsianPacificJCancerPrev7(3),350-368,2006

No.4 宮永直人：
抗癌剤の副作用とその対策 腎・膀胱障害の対策

FocusonOncology4,14-16,2006

No.5 島居 徹,関戸哲利,赤座英之：
血栓症・肺塞栓症の予防と対策 血栓症の予防対策―当科の方針

臨床泌尿器科60(5),293-299,2006
No.6 島居 徹,赤座英之：

再燃前立腺癌におけるドセタキセル療法の現状と展望
臨床泌尿器科60(3),177-187,2006

No.7 赤座英之：
前立腺癌の化学予防

腎泌予防医誌14(1),19,36-37,2006
No.8 宮永直人,赤座英之：

進行性膀胱癌の治療戦略：個別化治療に向けて
2.浸潤性膀胱癌の膀胱温存可能症例の特徴

泌尿器外科19（臨増）,343-345,2006
No.9 宮永直人,赤座英之：

前立腺疾患 粒子線療法
ModernPhysician26(6),957-960,2006

No.10 島居 徹,関戸哲利,赤座英之：
血栓塞栓症のすべて 診断と治療の実際
泌尿器科周術期の予防と管理

総合臨床55(7),1913-1919,2006
No.11 河合弘二,赤座英之：

精巣腫瘍に対する外科的治療における補助療法
泌尿器外科19(6),701-711,2006

No.12 赤座英之：
S-1の基礎と臨床 将来展望
泌尿器科領域におけるS-1の意義

JpnJCancerChemother33(SupplI),236-238,2006
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No.13 宮永直人,赤座英之,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,島居 徹,幡多政治,
徳植公一,橋本孝之,福光延吉,菅原信二,秋根康之：

限局性前立腺癌に対する粒子線治療
泌尿器外科19(8),951-954,2006

No.14 赤座英之：
JCap調査に見る日本の前立腺癌治療の動向；特に局所限局癌に対する内分泌療法につい
て

泌尿器外科19(7),842,2006
No.15 島居 徹,赤座英之：

ガイドラインから見た男性更年期障害の診療；アンドロゲン補充療法の現状
泌尿器外科19(11),1301-1307,2006

No.16 島居 徹,赤座英之：
アンチアンドロゲン療法

内分泌・糖尿病科23(2),189-195,2006
No.17 荒川義弘,大槻秀武,青木 敦,渡部歌織,小俣政男,吉澤弘久,笹原一久,笹原浩康,

中村哲也,原佳津行,堀内龍也,武田光志,幸田幸直,赤座英之,針谷正祥,長崎州宏,
花岡英紀,青柳玲子,北田光一：

質の高いCRC業務をめざして「大学病院臨床試験アライアンス」の設立の背景と現状；大
学病院臨床試験アライアンス

月刊薬事48(12),81-87(1915-1921),2006
No.18 末富崇弘,及川剛宏,島居 徹,松木克之,赤座英之,東間 紘：

腎移植以外の泌尿器科領域における血管外科 各種病態における血管外科;腎癌下大静脈
進展例に対する手術

腎移植・血管外科18(2),86-96,2006
No.19 島居 徹,赤座英之：

がん診療の最前線 腎細胞癌と分子標的治療
最新医学62（3月増刊）,256-267,2006

No.20 宮永直人：
膀胱癌 膀注療法と動注療法

臨泌60(12),877-881,2006
No.21 宮永直人,赤座英之：

浸潤性膀胱癌の膀胱温存可能症例の特徴
泌尿器外科19（臨増）,343-345,2006

No.22 宮永直人：
予防医学の果たす役割 高齢者の泌尿器科疾患の発症は予防できるか

UrologyView4(2),97-103,2006

No.23 宮永直人：
新薬の広場 膀胱癌・前立腺癌治療薬

医薬ジャーナル42（増刊）,415-423,2006
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著 書
No.1 AkazaH,HabitF,KirbyR,MendozaAV,ThompsonI,PoppelHV:

ProstateCancerPrevention

「PROSTATECANCER」
Editors:McConnellJ,DenisL,AkazaHetal,6th InternationalConsultation

onNewDevelopmentsinProstateCancerandProstateDisease,247-274,2006

No.2 AkazaH,MiyanagaN,NaitoS,HiraoY,TsukamotoT,FujiokaT,MoriM,KimWJ,SongJM,
PantuckAJ:

Prostatecancerandisoflavone

「DevelopmentsinCancerEpidemiology」
ProspectsforcancercontrolintheAsianpacific

Editers:TominagaS,MooreMA,TajimaK,TsuganoS

ThePrincessTakamatsuCancerResearchFound,160-166,2006

No.3 赤座英之：
泌尿器科疾患 血尿（特発性腎出血を含む）
「今日の治療指針」

山口 徹,北原光夫,福井次矢（総編集）
医学書院,827,2006

No.4 宮永直人,赤座英之：
「AnnualReview糖尿病・代謝・内分泌」
Ⅳ.内分泌 B臨床分野での進歩
10.前立腺癌と食習慣

金澤康徳,武谷雄二,関原久彦,山田信博編
中外医学社,258-263,2006

No.5 島居 徹,赤座英之：
泌尿器科領域 「静脈血栓塞栓症ガイドブック」

小林隆夫編
中外医学社,143-150,2006

No.6 赤座英之：
「がん研究のいま」④ がんの疫学
5.前立腺がんの疫学と予防

鶴尾 隆,谷口維紹（編集代表）
秋山 徹,宮園浩平（編集幹事）
田島和雄,古野純典（4巻編者）

（財）東京大学出版会,61-72,2006
No.7 赤座英之：

「ゾレドロン酸のEBM」
第3章 エビデンスからみたゾレドロン酸
4.泌尿器科癌（前立腺癌など）に対するビスホスホネートの役割とゾレドロン酸の臨床効果

尾形悦郎監
メディカルビュー社,123-133,2006
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No.8 赤座英之：
「前立腺癌診療ガイドライン」2006年版
薬物療法

ガイドライン作成委員
金原出版,2006

No.9 島居 徹：
「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 腎細胞がん

ヌーヴェルヒロカワ,446-452,2006
泌尿・生殖器疾患 男性更年期障害

ヌーヴェルヒロカワ,507-509,2006
No.10 宮永直人：

「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 尿路上皮腫瘍 腎盂・尿管腫瘍・膀胱腫瘍

ヌーヴェルヒロカワ,452-456,2006
No.11 関戸哲利：

「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 尿失禁,神経因性膀胱

ヌーヴェルヒロカワ,461-476,2006
No.12 河合弘二：

「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 精巣腫瘍,陰茎腫瘍

ヌーヴェルヒロカワ,497-501,2006
No.13 及川剛宏：

「臨床病態学」3巻
泌尿・生殖器疾患 診断と検査

ヌーヴェルヒロカワ,431-439,2006

学会発表
No.1 AkazaH:

NewTreatmentforRenalCellCancer

The10th InternationalSymposiumonCancerChemotherapy(Tokyo)Jan,2006

No.2 常樂 晃,YooJ,AtalaA,河合弘二,赤座英之：
マウス腎初代培養細胞を利用した尿細管修復の基礎的検討

第15回泌尿器科分子・細胞研究会（京都）2月,2006
No.3 宮永直人,遠藤 剛,鈴木康一郎,宮川友明,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,

河合弘二,島居 徹,赤座英之：
筑波大学泌尿器科における表在性膀胱腫瘍の術後再発予防

第67回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）3月,2006
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No.4 関戸哲利,宮永直人,河合弘二,樋之津史郎,及川剛宏,島居 徹,赤座英之：
「浸潤性膀胱癌に対する膀胱温存治療」
内腸骨動脈内抗癌剤注入と放射線照射による膀胱温存治療
－治療後の膀胱機能に関する長期的な検討を中心として－

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.5 宮永直人,赤座英之,塚本泰司,平尾佳彦,内藤誠二,藤岡知昭,森 満,KimWun-Jae,

SongJM,PantuckAJ:

「前立腺癌の発症・進行の規定因子－遺伝子から生活・環境因子まで－」
食事と前立腺発癌リスク－大豆イソフラボンと前立腺癌－（ワークショップ）

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.6 石川 悟,堤 雅一,厨川 謙,川添夏衣,下釜達朗,赤座英之：

狭帯域フィルター内視鏡システムを用いた膀胱癌の診断
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.7 島居 徹,阿弥良浩,吉川和宏,小島崇宏,内田和彦,佐賀信介,赤座英之：
腎癌細胞株のインターフェロンα感受性判定のための遺伝子群の同定

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.8 常樂 晃,YooJ,AtalaA,赤座英之：

腎初代培養細胞を利用した尿細管構造の再構築
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.9 高岡栄一郎,服部一紀,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
進行性上部尿路移行上皮癌に対する術前化学療法についての臨床的検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.10 河合弘二,及川剛宏,樋之津史郎,関戸哲利,宮永直人,島居 徹,赤座英之：

精巣腫瘍肝転移の化学療法後の残存病巣の管理
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.11 宮永直人,常樂 晃,樋之津史郎,及川剛宏,関戸哲利,河合弘二,島居 徹,赤座英之：
浸潤性膀胱癌の膀胱温存療法における予後因子の免疫組織学的検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.12 赤倉功一郎,鈴木啓悦,辻比呂志,柳下次雄,赤座英之,市川智彦,香村衡一,高波眞佐治,

畠 亮,原田昌興,丸岡正幸,辻井博彦,島崎 淳：
骨盤内限局前立腺癌に対する重粒子線（炭素イオン線）治療の成績

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.13 鈴木康一郎,島居 徹,宮川友明,関戸哲利,河合弘二,赤座英之：

先天性水腎症に対する腎盂形成術の成績
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.14 小島崇宏,島居 徹,阿弥良浩,吉川和宏,内田和彦,及川剛宏,河合弘二,佐賀信介,
赤座英之：

ヒト腎癌初代培養細胞のインターフェロンα感受性と感受性予測遺伝子の発現
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
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No.15 安東 聡,末富崇弘,関戸哲利,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：
シルデアフィル治療効果に対するメタボリックシンドロームの影響

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.16 末富崇弘,眞鍋文雄,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：

陰茎のサイズ,下部尿路症状（LUTS）,アンドロゲンが性機能に与える影響についての検
討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.17 持原健勝,河合弘二,及川剛宏,樋之津史郎,関戸哲利,宮永直人,島居 徹,赤座英之：

精巣腫瘍導入化学療法における電解質異常
第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006

No.18 山内 敦,河合弘二,塚本 定,出山行孝,白井智之,赤座英之：
DMABラット前立腺発癌モデルにおける抗アンドロゲン剤による化学発癌予防後のPINの
残存についての検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.19 川添夏衣,宮川友明,宮永直人,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
膀胱小細胞癌の臨床的検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.21 宮川友明,宮永直人,鈴木康一郎,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
膀胱扁平上皮癌の検討

第94回日本泌尿器科学会総会（福岡）4月,2006
No.22 MiyazakiJ,KawaiK,OikawaT,JorakuA,HattoriK,ShimazuiT,AkazaH:

UroepithelialcellcandirectlyrespondtoMycobacterium bovisbacillusCalmette-Guerin

throughToll-likereceptorssignaling

AUAAnnualmeeting2006(Atlanta)May,2006

No.23 AkazaH:
Efficacyofprimaryhormonetherapyforlocalizedandlocallyadvancedprostatecancer:

resultsof10-yearfollow-up

AUAAnnualMeeting2006(Atlanta)May,2006

No.24 ShariatSF,MarbergerMJ,LotanY,Sanches-CarbayoM,ZippeC,LudeckeG,BomanH,

SawczukI,FriedrichMG,CasellaR,MianC,EissaS,AkazaH,SerrettaV,HulandH,
HedelinH,RainaR,MiyanagaN,SagalowskyAI,RoehrbornCG,KarakiewiczPI:
VariabilityinThePerformanceofNuclearMatrixProtein22inTheDetectionofBladder

Cancer

AUAAnnualMeeting2006(Atlanta)May,2006
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No.25 LewinshteinDJ,BenayounS,BrigantiA,ChunK-HF,ShariatSF,SagalowskyAI,WiansFJr,

RoehrbornCG,LotanY,ZippeC,RupeshR,LudeckeG,Sanchez-CarbayoM,CasellaR,

FriedrichMJ,HulandH,EissaS,AkazaH,MiyanagaN,SawczukI,MarbergerMJ,BomaH,
HedelinH,PerrotteP,KarakiewiczPI:

PredictiveAccuracy,Sensitivity,andSpecificityofNuclearMatrixProtein22andUrine

CytologyforPredictionofRecurrenceofNon-TransitionalCellCarcinomaoftheBladder

AUAAnnualMeeting2006(Atlanta)May,2006

No.26 AkazaH,IkemotoI,NamikiM,UsamiM,KobayashiM,FujimotoH,TsukamotoT,NaitoS:
A phaseIIstudyofS-1inpatientswithhormone-refractoryprostatecancer:TheS-1

CooperativeStudyGroup(ProstateCacer)study

ASCOAnnualMeeting(Atlanta)Jun,2006

No.27 関戸哲利,常樂 晃,樋之津史郎,河合弘二,宮永直人,及川剛宏,島居 徹,赤座英之：
前立腺肥大症例における排尿筋過反射は年齢や閉塞グレードと関係するか?

第19回日本老年泌尿器科学会（東京）6月,2006
No.28 藤崎 明,川添夏衣,関戸哲利,及川剛宏,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：

再燃性前立腺癌に対しdocetaxelが奏功した1例
第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006

No.29 神鳥周也,福原喜春,常樂 晃,宮永直人,河合弘二,島居 徹,赤座英之：
ChoriocarcinomaSyndromeをきたした精巣腫瘍の1例

第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006
No.30 末富崇弘,松木克之,東間 紘,安東 聡,友部光朗,眞鍋文雄,樋之津史郎,島居 徹,

赤座英之：
泌尿器科受診患者におけるメタボリックシンドロームと性機能の検討

第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006
No.31 河合弘二,島居 徹,赤座英之：

最近の病期Ⅰ及びⅡ期精巣腫瘍の術後補助療法に関する研究動向
第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006

No.32 関戸哲利,島居 徹,服部一紀,福原喜春,川添夏衣,常樂 晃,及川剛宏,樋之津史郎,

宮永直人,河合弘二,赤座英之：
筑波大学付属病院における7cm未満の腎腫瘍に対する開放手術と鏡視下手術の臨床的検討

第68回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2006
No.33 樋之津史郎,服部一紀,内田克紀,島居 徹,赤座英之：

茨城県前立腺癌検診におけるPSA増加度の有用性
第15回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会（京都）7月,2006

No.34 田中雅博,藤本清秀,平尾佳彦,長多好恵,森 満,赤座英之,KimWJ:

健常人を対象にした大豆蛋白摂取量と血中・尿中濃度の世代間調査
第15回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会（京都）7月,2006
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No.35 AkazaH:
Prostatecancerintheasianpopulation:Influenceofdietaryfactors:Asianrobustness

againstprostatecancer

8th AsianCongressofUrology(Bari,Indonesia)Aug,2006

No.36 関戸哲利,常樂 晃,及川剛宏,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,島居 徹,赤座英之：
特発性女性尿閉の臨床的検討

第13回日本排尿機能学会（東京）9月,2006
No.37 FukuharaY,KawaiK,HinotsuS,OikawaT,SekidoN,MiyanagaN,ShimazuiT,AkazaH:

ThecompletionandtoxicityofMVACin86patientswithadvancedurothelialcancer

The23rdKorea-Japanurologicalcongress(Nara)Sep,2006

No.38 OikawaT,SekidoN,HinotsuS,MiyanagaN,KawaiK,ShimazuiT,AkazaH:
Diagnosticureteroscopyforupperurinarytracttumors

The23rdKorea-Japanurologicalcongress(Nara)Sep,2006

No.39 及川剛宏,河合弘二,坪井康次,高野晋吾,今川重彦,松村 明,島居 徹,赤座英之：
難治性の泌尿器癌および悪性脳腫瘍に対する活性化NK細胞療

第65回日本癌学会総会（横浜）9月,2006
No.40 TheS-1CooperativeStudyGroup(ProstateCancer),AkazaH:

MulticenterphaseIItrialofS-1inpatientswithhormone-refractoryprostatecancer

ESMO31stCongress(Istanbul,Turkey)Sep,2006

No.41 遠藤瑞木,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,島居 徹,赤座英之：
腎盂尿管腫瘍の診断における上部尿路内視鏡検査（尿管鏡）の意義

日本Endourology・ESWL学会 第20回記念総会（大阪）10月,2006
No.42 遠藤 剛,赤座英之,長澤俊郎,大越 靖,島居 徹,河合弘二,宮永直人,及川剛宏,

鈴木康一郎：
CTガイド下針生検が診断に有用であった後腹膜原発の非ホジキンリンパ腫の1例

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
No.43 宮川友明,関戸哲利,遠藤 剛,常樂 晃,及川剛宏,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,

島居 徹,赤座英之：
腎摘除術後に無呼吸をきたした1例－睡眠時無呼吸症候群の術後管理の問題点－

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
No.44 川添夏衣,宮永直人,藤崎 明,江村正博,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,

河合弘二,島居 徹,赤座英之,稲留征典,野口雅之：
尿路上皮癌におけるneoadjuvantMVAC療法の組織学的効果判定

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
No.45 福原喜春,河合弘二,神鳥周也,石塚竜太郎,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,

宮永直人,島居 徹,赤座英之：
高齢者尿路上皮癌に対するM-VAC療法の有害事象の検討

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
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No.46 荒井陽一,赤座英之,藤澤正人,出口 隆,林 幹男,平尾佳彦,金武 洋,内藤誠二,
並木幹夫,橘 政昭,宇佐美道之,大橋靖雄：

進行前立腺癌患者に対するLHRHa単独療法とLHRHa＋ビカルタミド併用療法のQOLの
検討：特に痛みと排尿障害について

第71回日本泌尿器科学会東部総会（東京）10月,2006
No.47 藤崎 明,川添夏衣,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,島居 徹,赤座英之：

精巣腫瘍化学療法後,腫瘍マーカー陰性にも関わらず脳転移を来した1例
第28回茨城医学会泌尿器科分科会

第69回日本泌尿器科学会茨城地方会（水戸）10月,2006
No.48 神鳥周也,福原喜春,河合弘二,宮永直人,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：

精巣上体平滑筋腫の1例
第28回茨城医学会泌尿器科分科会

第69回日本泌尿器科学会茨城地方会（水戸）10月,2006
No.49 末富崇弘,松木克之,東間 紘,安東 聡,友部光朗,宮永直人,樋之津史郎,島居 徹,

赤座英之：
泌尿器科受診患者におけるメタボリックシンドロームと性機能

第6回日本Men’sHealth医学会（東京）11月,2006

班研究報告
No.1 守殿貞夫,大島伸一,平尾佳彦,鈴木和浩,荒井陽一,藤元博行,頴川 晋,赤座英之,

原 勲,筧 善行,樋之津史郎,長谷川友紀（日本泌尿器科学会前立腺癌診療ガイドライン
作成班）：
EBMIに基づいた前立腺癌診療ガイドライン 2006年度版－要約

厚生労働科学研究費 医療技術評価総合研究事業,2006

その他
No.1 赤座英之：

浸潤性膀胱癌の膀胱温存について
岐阜膀胱癌セミナー（岐阜）2月,2006

No.2 赤座英之：
前立腺癌とイソフラボン

久留米大学病院 前立腺センター設立記念講演会（久留米）4月,2006
No.3 河合弘二,樋之津史郎,堤 雅一,石川 悟,島居 徹,赤座英之：

肥満と根治的前立腺全摘術における病理所見に関する検討（ワークショップ）
第7回ホルモンと癌研究会（前橋）6月,2006

No.4 赤座英之,飯田勝之：
「泌尿器がんにおけるバイオマーカーの現状と将来」
膀胱癌OltiprazによるBBN誘発性膀胱発癌抑制における転写因子Nrf2の役割（シンポジウ
ム）

第15回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会（京都）7月,2006
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No.5 赤座英之：
主要臓器がんの治療ガイドライン－化学療法を中心に－（特別講演）
「泌尿器科がん治療ガイドライン」

第7回臨床腫瘍夏期セミナー（東京）7月,2006
No.6 赤座英之：

浸潤性膀胱癌に対して膀胱温存は可能か?（招請講演）
第15回千葉泌尿器科同門会学術集会（千葉）7月,2006

No.7 赤座英之：
Managementofurologicalcancer,wherearewenow?,andwhereshouldwego?（討論）

第23回浜松カンファランス（浜松）7月,2006
No.8 常樂 晃,山口雅之,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
前立腺生検前MRI画像診断の有用性についての検討

第22回前立腺シンポジウム（東京）12月,2006
No.9 赤座英之：

癌治療における泌尿器科的考え方（特別講演）
第70回日本泌尿器科学会茨城地方会（土浦）12月,2006
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