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原 著
No.1 MiyanagaN,AkazaH,HinotsuS,JorakuA,OikawaT,SekidoN,KawaiK,ShimazuiT:

BackgroundVariablesforthePatientswithInvasiveBladderCancerSuitableforBladder-

preservingTherapy

JpnJClinOncol37,852-857,2007

No.2 AkazaH,TsukamotoT,MuraiM,NakajimaK,NaitoS:
PhaseIIstudytoinvestigatetheefficacy,safety,andpharmacokineticsofSorafenibin

Japanesepatientswithadvancedrenalcellcarcinoma

JpnJClinOncol37,755-762,2007

No.3 HinotsuS,AkazaH,UsamiM,OgawaO,KagawaS,KitamuraT,TsukamotoT,NaitoS,
NamikiM,HiraoY,MuraiM,YamanakaH,TheJapanStudyGroupofProstateCancer(J-CaP):

Currentstatusofendocrinetherapy forprostatecancerin Japan-Analysisofprimary

androgendeprivationtherapyonthebasisofdatacolloectedbyJ-CaP

JpnJClinOncol37,775-781,2007

No.4 TsutsumiM,MiyagawaT,MatsumuraT,KawazoeN,IshikawaS,ShimokamaT,ShiinaT,

MiyanagaN,AkazaH:
Theimpactofreal-timetissueelasticityimaging(elastography)onthedetectionofprostate

cancer:clinicopathologicalanalysis

IntJClinOncol12,250-255,2007

No.5 ShimazuiT,KawaiK,MiyanagaN,KojimaT,SekidoN,HinotsuS,OikawaT,JorakuA,
AkazaH:

Three-weeklyDocetaxelwithPrednisoneisFeasibleforJapanesePatientswithHormone-

refractoryProstateCancer:ARetrospectiveComparativeStudywithWeeklyDocetaxelAlone

JpnJClinOncol37,603-608,2007

No.6 IidaK,ItohK,MaherJM,KumagaiY,OyasuR,MoriY,ShimazuiT,AkazaH,YamamotoM:
Nrf2andp53cooperativelyprotectagainstBBN-inducedurinarybladdercarcinogenesis

Carcinogenesis.28,2398-403,2007

No.7 NagataY,SonodaT,MoriM,MiyanagaN,OkumuraK,GotoK,NaitoS,FujimotoK,HiraoY,
TakahashiA,TsukamotoT,AkazaH:
DietaryisoflavonesmayprotectagainstprostatecancerinJapanesemen

JNutr137,1974-1979,2007

No.8 TamuraK,FurihataM,TsunodaT,AshidaS,TakataR,ObaraW,YoshiokaH,DaigoY,Nasu

Y,KumonH,KonakaH,NamikiM,TozawaK,KohriK,TanjiN,YokoyamaM,ShimazuiT,
AkazaH,MizutaniY,MikiT,FujiokaT,ShuinT,NakamuraY,NakagawaH:

MolecularFeaturesofHormone-RefractoryProstateCancerCellsbyGenome-WideGene

ExpressionProfiles

CancerRes67,5117-5125,2007

１８６

腎泌尿器外科グループ（2007年）



No.9 ShimazuiT,AmiY,YoshikawaK,UchidaK,KojimaT,OikawaT,NakamuraK,HondaN,
HinotsuS,MiyazakiJ,KunitaN,AkazaH:

Predictionofinvitroresponsetointerferon-α inrenalcellcarcinomacelllines

CancerSci98,529-534,2007

No.10 AkazaH,MooreMA,ChangSJ,ChengC,ChoiHY,EsuvaranathanK,HinotsuS,HongSJ,
KimCS,KimWJ,MuraiM,NaitoS,SoebadiD,SongJM,UmbasR,UsamiM,ZiaS,Yang

CR:

<MeetingReport> The5thConferenceonAsianTrendsinProstateCancerHormone

Therapy

AsianPacificJCancer8,3-12,2007

No.11 MiyagawaT,ShimazuiT,HinotsuS,OikawaT,SekidoN,MiyanagaN,KawaiK,AkazaH:
DoesTumorSizeorMicrovascularInvasionAffectPrognosisinPatientswithRenalCell

Carcinoma?

JpnJClinOncol37,197-200,2007

No.12 AkazaH,NaitoS,UsamiM,MikiT,MiyanagaN,TaniaiH,TheJapaneseGemcitabineStudy
Group:

Efficacy and Safety ofGemcitabine Monotherapy in Patients with TransitionalCell

CarcinomaafterCisplatin-ContainingTherapy:AJapaneseExperience

JpnJClinOncol37,201-206,2007

No.13 UsamiM,AkazaH,AraiY,HiranoY,KagawaS,KanetakeH,NaitoS,SumiyoshiY,Takimoto
Y,TeraiA,YoshidaH,OhashiY：

Bicalutamide80mgcombinedwithaluteinizinghormone-releasinghormoneagonist(LHRH-

A)versusLHRH-A monotherapyinadvancedprostatecancer:findingsfrom aphaseIII

randomized,double-blind,multicentertrialinJapanesepatients

ProstateCancerProstaticDis10,1-8,2007

No.14 MizokamiA,UenoS,FukagaiT,ItoK,EharaH,KinbaraH,OrigasaH,UsamiM,NamikiM,

AkazaH:
Globalupdateondefiningandtreatinghigh-risklocalizedprostatecancerwithleuprorelin:

anAsianperspective

BJUInt99(supl1),6-9,2007

No.15 AkazaH:
Globalupdateondefiningandtreatinghigh-risklocalizedprostatecancerwithleuprorelin:a

Japaneseperspective-theeffectofprimaryandrogendeprivationtherapyonstageC

prostatecancer

BJUInt99(Supl1),10-12,2007
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No.16 MikiT,MizutaniY,AkazaH,OzonoS,TsukamotoT,TerachiT,NaitoK,NonomuraN,
HaraI,YoshidaO,TheJapanBloodCellTransplantationStudyGroupforTesticularGermCell

Tumor:

Long-term resultsoffirst-linesequentialhigh-dosecarboplatin,etoposideandifosfamide

chemotherapywithperipheralbloodstem cellsupportforpatientswithadvancedtesticular

germcelltumor

IntJUrol14,54-59,2007

No.17 田中雅博,藤本清秀,平尾佳彦,長多好恵,森 満,赤座英之,KimWunJae：
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

腎泌予防医誌15,73-75,2007
No.18 西村周三,荒井陽一,宇佐美道之,金武 洋,内藤誠二,赤座英之：

進行前立腺癌に対するMAB療法の費用対効果分析
JpnJCancerChemother34,589-595,2007

総 説
No.1 AkazaH：

<MeetingReport>Reportfrom the1stJapaneseUrologicalAssociation-JapaneseSocietyof

MedicalOncologyjointconference,2006:‘A steptowardsbettercollaborationbetween
urologistsandmedicaloncologists’

IntJUrol14,375-383,2007

No.2 河合弘二,赤座英之：
特集 精巣腫瘍の治療 IGCC分類に応じた転移期精巣腫瘍の最新治療法

泌外 20,115-124,2007

No.3 赤座英之,飯田勝之：
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

腎泌予防医誌15,30-31,2007
No.4 赤座英之,FernandLabrie,並木幹夫：

特別寄稿 限局性・局所進行前立腺癌に対するMAB療法の考え方
JpnJCancerChemother34,657-669,2007

No.5 樋之津史郎,赤座英之：
特集 JUA前立腺癌診療ガイドライン：初版の読みどころと改訂へ向けての課題 薬物療
法

泌外20,761-765,2007
No.6 島居 徹,赤座英之：

特集：前立腺がんの診療（精巣腫瘍を含む） 5．治療に伴う副作用対策 3）薬物療法によ
る副作用へどう対応するか

臨床腫瘍プラクティス3,303-306,2007
No.7 島居 徹,赤座英之：

特集 進行尿路上皮癌の化学療法 転移性尿路上皮癌に対する化学療法の有用性と問題点
－Secondline,Thirdlineを含めて－

泌外20,1157-1162,2007
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No.8 赤座英之：
泌尿器科におけるがん治療のあり方 ―第44回 日本癌治療学会総会会長の立場から―

JpnJCancerChemother34,67-74,2007

No.9 島居 徹,赤座英之：
腎臓の病気 腎臓がん

からだの科学255,76-80,2007
No.10 宮永直人,赤座英之：

NeoadjuvantTherapyの適応と効用・Ⅱ 膀胱癌
JpnJCancerChemother34,1745-1749,2007

No.11 宮永直人,赤座英之：
特集 前立腺癌予防の可能性 イソフラボン

泌外20,1517-1523,2007
No.12 宮永直人,赤座英之：

前立腺癌―基礎・臨床研究のアップデート―Ⅰ 基礎研究 発症と予防
食生活と前立腺癌発症

日本臨床65（増刊10）49-53,2007
No.13 赤座英之：

前立腺癌―基礎・臨床研究のアップデート―Ⅱ 臨床研究 治療 内分泌療法
前立腺癌に対するアンドロゲン遮断療法の現状と展望

日本臨床65（増刊10）431-437,2007
No.14 島居 徹,赤座英之：

前立腺癌―基礎・臨床研究のアップデート―Ⅱ 臨床研究 治療 化学療法
再燃前立腺癌に対するドセタキセル療法（2）：プレドニゾロンとの併用

日本臨床65（増刊10）499-503,2007
No.15 赤座英之：

新春随想 茨城県のがん治療における取り組みについて
茨城県医師会報649,15-16,2007

著 書
No.1 赤座英之：

泌尿器科疾患 膀胱腫瘍
今日の治療指針

山口 徹,北原光男,福井次矢（編）
医学書院 791-793,2007

No.2 島居 徹,赤座英之：
第2章 LOH症候群について（解説） Ⅵ．泌尿器科的診察
LOH症候群 加齢男性性腺機能低下症候群 診療の手引き

日本泌尿器科学会/日本Men’sHealth医学会,
「LOH症候群診療ガイドライン」検討ワーキング委員会（編）

じほう 59-62,2007
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No.3 島居 徹,赤座英之：
第2章 LOH症候群について（解説） XI．前立腺の評価,副作用
LOH症候群 加齢男性性腺機能低下症候群 診療の手引き

日本泌尿器科学会/日本Men’sHealth医学会,
「LOH症候群診療ガイドライン」検討ワーキング委員会（編）

じほう 93-100,2007

No.4 島居 徹,赤座英之：
泌尿器系の癌 腎細胞癌と分子標的治療
最新医学2007増刊号 がん診療の最前線（前篇）

上田龍三,畠 清彦（監）
最新医学社 256-267(794-805),2007

No.5 赤座英之,島居 徹：
C.テストステロン補充と問題点
男性更年期障害 LOH症候群

奥山明彦（編）
南山堂 100-108,2007

No.6 及川剛宏,赤座英之：
Ⅱ．各論―主要疾患の病期・病態別治療法 前立腺癌
M.P.セカンドオピニオン実践ガイド
実地診療にも役立つ病期・病態別治療指針

MedicalPractice編集委員会
和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内尉義（編）

文光堂 175-178,2007

No.7 島居 徹,赤座英之：
9．腎癌の新しい治療法 1）分子標的治療（ソラフェニブ）
①開発の経緯と臨床試験での有効性
インフォームドコンセントのための図説シリーズ 腎癌

吉田 修,大園誠一郎（編）
医薬ジャーナル社 102-109,2007

No.8 赤座英之：
前立腺腫瘍―前立腺癌
＜教科書＞NEW泌尿器科学 改訂第2版

西沢 理,松田公志,武田正之（編）
南江堂 244-253,2007

学会発表
No.1 福原喜春,河合弘二,江村正博,石塚竜太郎,川添夏衣,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：
化学療法が著効した後腹膜原発胚細胞腫の2例

第20回関越UFT研究会（大宮）1月,2007
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No.2 藤崎 明,木村将貴,荒川 孝,服部一紀,赤座英之：
Subclinicalcushing症候群と診断,手術した副腎偶発腫瘍の1例

第71回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）3月,2007
No.3 石塚竜太郎,関戸哲利,福原喜春,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之,塚本 定：

尿道を取り囲む女性尿道憩室の1例
第71回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）3月,2007

No.4 江村正博,福原喜春,樋之津史郎,及川剛宏,関戸哲利,宮永直人,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
MVAC療法中に高度の蛋白尿を認めた1例

第71回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）3月,2007
No.5 関戸哲利,樋之津史郎,常樂 晃,及川剛宏,宮永直人,河合弘二,島居 徹,赤座英之：

前立腺肥大症における排尿筋過反射と年齢・閉塞グレードとの関連（ポスター）
第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007

No.6 河合弘二,及川剛宏,常樂 晃,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,島居 徹,赤座英之：
精巣及び性腺外胚細胞腫21例に対するTIP療法の長期成績

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.7 福原喜春,樋之津史郎,服部一紀,内田克紀,島居 徹,赤座英之：

PSAカットオフ値変更による茨城県前立腺癌検診2次健診受診者数の変化
第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007

No.8 川添夏衣,関戸哲利,樋之津史郎,常樂 晃,及川剛宏,宮永直人,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
広汎子宮全摘術後早期の尿流動態検査所見は術後1年目の
下部尿路管方法と関連するか？

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.9 内藤誠二,村井 勝,塚本泰司,赤座英之：

日本人進行性腎細胞癌患者を対象としたソラフェニブ単剤投与による
第Ⅱ相臨床試験

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.10 住吉義光,赤座英之,内藤誠二,塚本泰司,古賀寛史,原林 透：

ホルモン不応性前立腺癌に対するプレドニゾロン併用によるドセタキセルの
第2相臨床試験

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.11 島居 徹,吉川和宏,阿弥良浩,小島崇宏,内田和彦,赤座英之：

腎癌細胞株におけるインターフェロンα感受性関連遺伝子の
導入による感受性の獲得（ポスター）

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.12 小島崇宏,島居 徹,及川剛宏,河合弘二,堀江 亮,甲藤美幸,片桐拓也,内田和彦,

赤座英之：
高密度SNPアレイによる淡明腎細胞癌の網羅的ゲノム解析（ポスター）

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
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No.13 田中雅博,藤本清秀,近藤秀明,千原良友,鳥本一匡,田中宣道,平山暁秀,吉田克法,
平尾佳彦,赤座英之：

健常人を対象にしたイソフラボン錠投与における体内薬物動態に関する臨床研究（ポス
ター）

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.14 常樂 晃,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（ポスター）
第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007

No.15 安東 聡,宮永直人,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,山川 誠,椎名 毅,赤座英之：
T1c前立腺癌症例における超音波組織弾性イメージングの有用性（ポスター）

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.16 樋之津史郎,赤座英之,宇佐美道之,小川 修,香川 征,北村唯一,塚本泰司,内藤誠二,

平尾佳彦,村井 勝,山中英壽,J-CaP研究会：
日本における前立腺癌内分泌療法の実態― J-CaP研究会データにおけるprimaryandrogen
deprivationtherapyの解析―

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.17 末富崇弘,常樂 晃,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：
男性機能外来を受診した65歳以上の高齢者のEDの特徴

第20回日本老年泌尿器科学会（長崎）5月,2007
No.18 KojimaT,ShimazuiT,HinotsuS,OikawaT,KawaiK,HorieR,KattoM,KatagiriT,UchidaK,

AkazaH:
Uniparentalpolysomy of3q isapotentialmetastaticmarkerin clearcellrenalcell

carcinoma

AUAAnnualMeeting2007(Anaheim)May,2007

No.19 木村友和,廣瀬優樹,高岡栄一郎,山本貴大,関戸哲利,島居 徹,赤座英之：
経尿道的膀胱腫瘍切除術後に発症した悪性症候群の1例

第72回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2007
No.20 安東 聡,山本貴大,及川剛宏,常樂 晃,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,

島居 徹,赤座英之：
精索結核の1例

第72回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2007
No.21 関戸哲利,服部一紀,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：

茨城県における泌尿器科腹腔鏡手術の現状
第72回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2007

No.22 関戸哲利,服部一紀,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：
筑波大学における用手補助鏡視下腎摘除術の現状の検討

第72回日本泌尿器科学会茨城地方会（つくば）6月,2007
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No.23 山本貴大,河合弘二,安東 聡,高岡栄一郎,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：
精巣腫瘍導入化学療法における腎機能障害

第42回茨城腎研究会（水戸）7月,2007
No.24 安東 聡,樋之津史郎,服部一紀,内田克紀,島居 徹,赤座英之：

前立腺癌検診受診間隔延長の可能性―茨城県前立腺癌検診データの解析―
第16回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会（大阪）7月,2007

No.25 田中雅博,藤本清秀,平山暁秀,田中宣道,米田龍生,吉田克法,平尾佳彦,赤座英之：
環境・宿主要因による前立腺癌発生の疫学的研究：健常人を対象としたイソフラボン錠投
与における体内薬物動態の臨床研究

第16回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会（大阪）7月,2007
No.26 樋之津史郎,赤座英之：

泌尿器疾患診療ガイドラインの作成支援システム
第72回日本泌尿器科学会東部総会（札幌）8月,2007

No.27 末富崇弘,松木克之,東間 紘,常樂 晃,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：
メタボリックシンドロームと性機能―インスリン抵抗性を中心に（ポスター）

第72回日本泌尿器科学会東部総会（札幌）8月,2007
No.28 関戸哲利,宮永直人,川添夏衣,石塚竜太郎,島居 徹,赤座英之：

DoubleTpouchによる禁制型尿路変更術を施行した1例（ポスター）
第72回日本泌尿器科学会東部総会（札幌）8月,2007

No.29 石塚竜太郎,及川剛宏,福原喜春,常樂 晃,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,河合弘二,

島居 徹,赤座英之：
傍前立腺組織原発と考えられたGastrointestinalstromaltumorの1例（ポスター）

第72回日本泌尿器科学会東部総会（札幌）8月,2007
No.30 OikawaT,EndoM,SekidoN,HinotsuS,MiyanagaN,KawaiK,ShimazuiT,AkazaH:

Diagnosticureteroscopyforupperurinarytracttumours(Poster)

29thCongressoftheSocieteInternationaled’Urologie(SIU)
(Paris)September,2007

No.31 ShimazuiT,YoshikawaK,AmiY,KojimaT,UchidaK,HinotsuS,SagaS,AkazaH:
AcquisitionofSusceptibilityininterferon-alpha(IFN)-resistantcelllinebyIFN response

relatedgeneinrenalcellcarcinomacellline(Poster)

29thCongressoftheSocieteInternationaled’Urologie(SIU)
(Paris)September,2007

No.32 JorakuA,YamaguchiM,OikawaT,SekidoN,HinotsuS,MiyanagaN,KawaiK,ShimazuiT,
AkazaH:
Significanceofmagneticresonanceimagepriortoprostatebiopsiesfortheconsiderationof

unnecessarybiopsies(Poster)

29thCongressoftheSocieteInternationaled’Urologie(SIU)
(Paris)September,2007
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No.33 JorakuA,KawaiK,KogureK,YamamotoT,MiyazakiJ,YanoI,HarashimaH,AkazaH:
Immunoprotectionbyoctaarginine-modifiedliposomesincorporatingcellwallof BCG in

murinebladdercarcinoma（Poster）
66thAnnualMeetingoftheJapaneseCancerAssociation

(Yokohama)October,2007

No.34 SonodaT,SuzukiH,MoriM,MiyanagaN,YokomizoA,NaitoS,HiraoY,TsukamotoT,
AkazaH:

Theinteractionofgenesandisoflavonesintakeonprostatecancerrisk(Poster)

66thAnnualMeetingoftheJapaneseCancerAssociation

(Yokohama)October,2007

No.35 EndoM,MiyanagaN,JorakuA,InadomeM,NoguchiM,KanedaY,AkazaH:
TheeffectofintravesicaltherapyofhemagglutinatingvirusofJapanenvelope(HVJ-E)ina

ratbladdercancermodel(Poster)

66thAnnualMeetingoftheJapaneseCancerAssociation

(Yokohama)October,2007

No.36 KojimaT,ShimazuiT,HinotsuS,OikawaT,KawaiK,HorieR,KattoM,KatagiriT,
AkazaH,UchidaK:

Genomicanalysis-Comprehensivegenomicanalysisofclearcellrenalcellcarcinomaby

high-densitySNParrayandgeneexpressionarray

66thAnnualMeetingoftheJapaneseCancerAssociation

(Yokohama)October,2007

No.37 高岡栄一郎,及川剛宏,木村友和,相野谷慶子,常樂 晃,河合弘二,宮永直人,島居 徹,

赤座英之：
後腹膜平滑筋肉腫の1例

第29回茨城医学会泌尿器科分科会,
第73回日本泌尿器科学会茨城地方会（水戸）10月,2007

No.38 安東 聡,杉原有希,山本貴大,関戸哲利,樋之津史郎,島居 徹,赤座英之：
感染性心内膜炎を併発したMRSA起因急性腎盂腎炎の1例

第29回茨城医学会泌尿器科分科会,
第73回日本泌尿器科学会茨城地方会（水戸）10月,2007

No.39 近藤福次,柳林和美,大山直美,宮永直人,赤座英之：
選択的α1A遮断薬（シロドシン,商品名ユリーフ）内服に伴う射精障害について

第29回茨城医学会泌尿器科分科会,
第73回日本泌尿器科学会茨城地方会（水戸）10月,2007

No.40 宮永直人,赤座英之,山本貴大,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,河合弘二,

島居 徹,中山秀次,菅原信二,徳植公一：
限局性前立腺癌に対する陽子線治療

第29回茨城医学会泌尿器科分科会,
第73回日本泌尿器科学会茨城地方会（水戸）10月,2007
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No.41 高岡栄一郎,河合弘二,安東 聡,及川剛宏,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,島居 徹,

赤座英之：
進行性精巣腫瘍に対する導入化学療法時の出血性合併症についての検討（示説）

第45回日本癌治療学会総会（京都）10月,2007
No.42 宮永直人,樋之津史郎,塚本 定,堤 雅一,石川 悟,大谷幹伸,菊池孝治,西嶋由貴子,

島居 徹,赤座英之：
前立腺癌の内分泌療法治療例を対象とした緑茶抽出物（GTE）の多施設共同試験

第45回日本癌治療学会総会（京都）10月,2007
No.43 河合弘二,及川剛宏,常樂 晃,関戸哲利,樋之津史郎,宮永直人,島居 徹,赤座英之：

尿路上皮癌に対するサルベージ療法としてのGemcitabine+Paclitaxel
併用維持療法

第45回日本癌治療学会総会（京都）10月,2007
No.44 宮永直人,樋之津史郎,菅原信二,中山秀次,常樂 晃,及川剛宏,関戸哲利,河合弘二,

島居 徹,徳植公一,赤座英之：
膀胱温存可能な浸潤性膀胱癌の背景因子

第3回泌尿器腫瘍放射線研究会（京都）10月,2007
No.45 曾澤奈津美,近藤誉子,近藤あかね,菊地博子,上野千映,関戸哲利,河合弘二,島居 徹,

赤座英之：
精巣腫瘍の超大量化学療法の看護～―事例を通して～

第19回茨城老人泌尿器科研究会（水戸）11月,2007
No.46 SuetomiT,MatsukiK,TomaH,JorakuA,OikawaT,SekidoN,HinotsuS,MiyanagaN,

KawaiK,ShimazuiT,AkazaH:
Therelationshipbetweentestosteronelevelsandagingmales’symptomsscore(Bytwo
questionnaires)(OralSession)

The2ndJapanese-ASEANMen’sHealth&AgingConference
and7thAnnualMeetingoftheJapaneseSociety

fortheStudyoftheAgingMale

(YamanakaResort-Spa)November,2007

No.47 関戸哲利,服部一紀,青柳貞一郎,塚本 定,上村修一,堤 雅一,樋之津史郎,松木克之,
島居 徹,赤座英之：
ThepresentstatusofurologiclaparoscopicsurgeryinIbarakiPrefecture

第21回日本Endourology・ESWL学会総会（東京）11月,2007

その他
No.1 赤座英之：

薬剤学 特別講義（M2）「北海道大学大学院薬学研究院：薬剤学Ⅱ：
泌尿器系の疾病及びその治療法の概論」

北海道大学薬剤学特別講義（札幌）1月,2007

１９５

腎泌尿器外科グループ（2007年）



No.2 赤座英之：
泌尿器科におけるがん治療のあり方
―第44回日本癌治療学会総会会長の立場から―（特別講演）

第20回関越UFT研究会（さいたま）1月,2007
No.3 赤座英之：

イソフラボンと前立腺癌：エコールの前立腺癌化学予防戦略における位置づけ
SoyNutritionInstituteJapan(SNIJ)設立総会・

第1回学術講演会（東京）2月,2007
No.4 宮永直人,赤座英之：

「癌化学予防の進歩」 前立腺癌化学予防の理論と実践（シンポジウム）
第5回日本臨床腫瘍学会学術集会（札幌）3月,2007

No.5 樋之津史郎,赤座英之：
診療ガイドラインの作成とその検証
診療ガイドラインの文献探索と構造化抄録（会長特別企画）

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.6 宮永直人,樋之津史郎,赤座英之：

浸潤性膀胱癌に対する膀胱温存治療の可能性と限界
膀胱温存が可能な筋層浸潤膀胱癌の背景因子（総会特別企画）

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.7 樋之津史郎,赤座英之,宇佐美道之,J-CaP研究会：

前立腺癌の各種ノモグラムの現状と有用性の検証
内分泌療法における予後予測リスクテーブル：J－CaP研究会データより

（シンポジウム）
第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007

No.8 常樂 晃,ユー ジェイムス,アタラ アンソニー,赤座英之：
泌尿器科領域の再生医療の進歩 再生能力を有する腎由来細胞（ワークショップ）

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.9 服部一紀,常樂 晃,宮川友明,河合弘二,島居 徹,赤座英之：

泌尿器科領域の再生医療の進歩
大網内留置コラーゲンスポンジを用いたプレハブモデルによる膀胱拡大術

（ワークショップ）
第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007

No.10 赤座英之：
限局性前立腺癌の治療選択 ホルモン療法の位置づけ（Debate）

第95回日本泌尿器科学会総会（神戸）4月,2007
No.11 赤座英之：

膀胱温存について
第22回大阪化学療法研究会（OCUU化学療法研究会）（大阪） 5月,2007

No.12 赤座英之：
浸潤性膀胱癌の温存療法の可能性（特別講演）

第21回神戸UrogenitalTumorConference（神戸）5月,2007
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No.13 赤座英之：
浸潤性膀胱癌の治療と将来「膀胱温存療法」

ファイザーTVシンポジウム「膀胱癌」（東京）5月,2007
No.14 宮永直人：

家族性腫瘍の1次予防から3次予防について 前立腺癌の化学予防（シンポジウム）
第13回日本家族性腫瘍学会学術集会（高知）6月,2007

No.15 赤座英之：
大豆イソフラボンの前立腺癌抑制効果

2007年日本テンペ研究会春季総会（東京）6月,2007
No.16 赤座英之：

DHT（dihydrotestosterone）制御と前立腺癌予防（アフタヌーンセミナー）
日本アンドロロジー学会第26回学術大会（千葉）7月,2007

No.17 赤座英之：
ステージC前立腺癌にはCABが有効！？（ランチョンセミナー）

第72回日本泌尿器科学会東部総会（札幌）8月,2007
No.18 MiyanagaN,AkazaH:

CopingwithIncreasingProstateCancer - Chemopreventionofprostatecancer(Symposia

onSpecificTumors)

66thAnnualMeetingoftheJapaneseCancerAssociation

(Yokohama)October,2007

No.19 AkazaH:
UICC-APOCP Session:CancerResearch and Prevention in Asia in Coming Era -

Multinationalclinicaltrialsin Asia;An exampleofprostatecancerprevention study

(InternationalSessions)

66thAnnualMeetingoftheJapaneseCancerAssociation

(Yokohama)October,2007

No.20 AkazaH:
UncontrolledConfirmatoryTrialofSingle-AgentSorafenibinJapanesePatients

withAdvancedRenalCellCarcinoma(SatelliteSymposium)

24thKorea-JapanUrologicalCongress

（Chungbuk,Korea)October,2007
No.21 赤座英之：

進行性腎癌の治療：最近の動向
九州BT/OAB/RCC学術講演会（福岡）10月,2007

No.22 赤座英之：
膀胱癌治療；膀胱を失わない治療法の開発
―誰がprimarydoctorとなるべきか？―（第13回 中山恒明賞受賞記念講演）

第45回日本癌治療学会総会（京都）10月,2007
No.23 赤座英之：

がん治療update：前立腺癌・腎細胞癌（教育セッション）
第45回日本癌治療学会総会（京都）10月,2007
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No.24 鈴木啓悦,赤倉功一郎,辻比呂志,赤座英之,市川智彦,高波眞佐治,畠 亮,原田昌興,
丸岡正幸,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）の治療成績と今後の展開
（ワークショップ）

第45回日本癌治療学会総会（京都）10月,2007
No.25 赤座英之：

泌尿器科悪性腫瘍の診断：どのようにSub-specialistを育てるのか?
―「泌尿器癌治療における泌尿器科の立場」（JUA/JSMOJointConference）

第45回日本癌治療学会総会（京都）10月,2007
No.26 島居 徹,河合弘二,宮永直人,関戸哲利,樋之津史郎,及川剛宏,常楽 晃,小島崇宏,

赤座英之：
本邦の再燃前立腺癌におけるプレドニゾロン併用3週毎ドセタキセルと毎週投与の比較
（ワークショップ）

第45回日本癌治療学会総会（京都）10月,2007
No.27 赤座英之：

腎細胞癌の新しい治療（特別講演）
第4回新潟腎泌尿器疾患研究会（新潟）12月,2007
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