
2007年業績 
 
著書 
a) 学術 
1． 柑本康夫，射場昭典，原 勲：薬剤による尿路結石．「新しい診断と治療のABC 52/腎6 腎結石・尿路結石」小川由英編，

最新医学社，大阪，pp.91-96，2007 
2． 柑本康夫：膀胱結石「やさしい尿路結石の自己管理」郡 健二郎編，医薬ジャーナル社，大阪，pp.52-55，2007 
3． 小川隆敏：排尿障害の症例「排尿排便のトラブルQ&A 排泄学の基本と応用」本間之夫編，日本医事新報社，東京，pp83-88, 

2007 
 
原著 
1． Shintani Y, Sawada Y, Inagaki T, Kohjimoto Y, Uekado Y, Shinka T: Intravesical instillation therapy with bacillus 

Calmette-Guerin for superficial bladder cancer: Study of the mechanism of bacillus Calmette-Guerin immunotherapy. 
Int J Urol 14(2): 140-146, 2007 

2． 柑本康夫：【尿路結石症の最新の話題】分子メカニズムに関する最新の話題．Pharma Medica 25(2): 9-13, 2007 
3． 稲垣 武，柑本康夫，萩野惠三，倉本朋未，森 喬史，吉川和朗，射場昭典，上門康成，新家俊明：前立腺癌に対する根

治的前立腺摘除術後の病理学的病期診断を予測する因子に関する検討．日泌尿会誌 98(3): 565-572, 2007 
4． 原 勲：【腫瘍内科診療データファイル】疾患からみる各種癌の診断・治療 腎・泌尿器 前立腺癌．内科 100(6): 1243-1248, 

2007 
5． 柑本康夫：【これだけは知っておきたい尿路結石症の再発予防】生活習慣による再発予防．臨泌 61(7): 489-493, 2007 
6． 原 勲：腹腔鏡下前立腺全摘除術とQOL．日本臨床 65(増刊号10): 584-588, 2007 
7． 藤井令央奈，山上裕機，原 勲：免疫遺伝子治療．日本臨床 65(増刊号10): 533-536, 2007 
8． 上門康成：PSA時代の前立腺癌診断および治療．和歌山県医師会医学雑誌 36: 1-3, 2007 
9． 上門康成：前立腺の基礎および前立腺疾患の診断と治療. 日本放射線技術学会近畿部会雑誌 13: 30-32, 2007 
 
その他の論文（症例報告等） 
1． 西澤 哲，山内敏樹，澤田佳久：骨転移を伴うアンドロゲン非依存性前立腺癌に対し、ゾレドロン酸、ジエチルスチルベス

トロール2リン酸（DES-DP）点滴静注療法が奏効した1例．泌尿紀要 53(12): 891-895, 2007 
 
学会報告 
a) 国際学会 
1． Kohjimoto Y, Iba A, Shintani Y, Inagaki T, Uekado Y, Shinka T, Hara I: Impact of age on outcome of patients with superficial bladder 

cancer. AUA 2007 Annual Meeting, 2007.5. Anaheim 

2． Kikkawa K, Fujii R, Kuramoto T, Mori T, Inagaki T, Kohjimoto Y, Iwahashi M, Uekado Y, Yamaue H, Shinka T, Hara I: Dendritic cell 
transduced survivin gene induce specific cytotoxic T lymphocytes in prostate cancer. AUA 2007 Annual Meeting, 2007.5. Anaheim 

 
b) シンポジウム，学術講演等 
（シンポジウム） 
1． 柑本康夫：「ポストゲノム時代の尿路結石治療−遺伝子情報は尿路結石の将来を変えるのか？」これからの遺伝子研究の進むべき道．第 95

回日本泌尿器科学会総会，2007.4．神戸 

2． 柑本康夫：ガイドライン導入による泌尿器科周術期感染症の変化．第30回和歌山感染症化学療法研究会，2007.10．和歌山 

3． 稲垣 武，清瀬泰孝，栗栖清悟，倉本朋未，西澤 哲，射場昭典，藤井令央奈，南方良仁，松村永秀，新谷寧世，柑本康夫，原 勲：腹腔



鏡下前立腺全摘除術の経験．第35回和歌山悪性腫瘍研究会，2007.12．和歌山 

 

（学術講演） 
1． 小川隆敏：過活動膀胱 新しい疾患概念の出現．市民フォーラム，2007.2．和歌山 

2． 原 勲：新膀胱造設術 手技と合併症．TEKKフォーラム，2007.7．高松 

3． 上門康成：前立腺の基礎解剖．日本放射線技術学会近畿部会平成19年度夏期セミナー，2007.7．和歌山 

4． 上門康成：前立腺疾患に対する代表的な治療法．日本放射線技術学会近畿部会平成19年度夏期セミナー，2007.7．和歌山 

5． 上門康成：前立腺癌検診 現状と課題．紀ノ川泌尿器勉強会，2007.8．和歌山 

6． 小川隆敏：脊損の尿路マネージメント．第８回脊損尿路管理研究会，2007.8．神戸 

7． 原 勲：新膀胱造設術 手技と合併症．日本泌尿器科学会新潟地方会，2007.9．新潟 

8． 原 勲：内分泌療法 最近の話題．前立腺癌学術講演会，2007.10．大阪 

9． 稲垣 武：前立腺癌スクリーニングにおける前立腺特異抗原（PSA）の役割について．第1回和歌山県立医科大学泌尿器科病診連携セミナ

ー，2007.10．和歌山 

10． 原 勲：新膀胱造設術−手術手技と長期成績．第24回泌尿器科紀の国フォーラム，2007.10．和歌山 

11． 南方良仁，稲垣 武，岡本昌典，重松 隆，原 勲：和歌山県立医科大学における腎移植の成績．和歌山臓器移植研究会和歌山県民公開

講座，2007.10．和歌山 

12． 南方良仁：レシピエント適応〜選定 腎移植．和歌山県院内コーディネーター養成研修，2007.10．和歌山 

13． 原 勲：前立腺疾患の診断と治療．姫路市医師会講演会，2007.11．姫路 

14． 原 勲：腹腔鏡下前立腺全摘除術 現況と展望．第9回岐阜前立腺セミナー，2007.11．岐阜 

15． 新谷寧世：過活動膀胱の病態と診断について．第388回和歌山市医師会内科部会例会 ，2007.11．和歌山 

16． 原 勲：泌尿器悪性腫瘍に対して取り組んできたこと ．泌尿器科疾患講演会，2007.11．堺 

17． 原 勲：前立腺癌に対する内分泌療法 最近の話題．Prostate cancer meeting in Tottori，2007.12．米子 

18． 原 勲：腹腔鏡下前立腺全摘除術．和歌山泌尿器科医会，2007.12．和歌山 

19． 原 勲：前立腺癌に対する内分泌療法 最近の話題．尼崎泌尿器科研究会，2007.12．尼崎 

20． 小川隆敏：在宅での排尿ケア 高齢者排尿管理マニュアルの活用．第2回リハビリテーション技術研修会．2007.12．橋本 

 
c) 全国学会 
1． 吉川和朗，藤井令央奈，倉本朋未，森 喬史，松村永秀，稲垣 武，上門康成，岩橋 誠，山上裕機，新家俊明：Survivin遺伝子導入樹状

細胞を用いた泌尿器癌免疫療法の基礎的研究．第16回泌尿器科分子・細胞研究会，2007.2．福岡 

2． 森 喬史，萩野惠三，稲垣 武，南方良仁，新谷寧世，上門康成，新家俊明，岡本昌典：複数の合併症を有した長期透析患者において術後

管理に難渋した献腎移植の1例．第40回日本臨床腎移植学会，2007.3．加賀 

3． 倉本朋未，伊藤隆雄，福元隆浩，上山敬司，鶴尾吉宏，新家俊明：ラット泌尿生殖器官におけるステロイド代謝酵素の局在．第112回日本

解剖学会総会，2007.3．大阪 

4． 吉川和朗，藤井令央奈，倉本朋未，森 喬史，松村永秀，稲垣 武，上門康成，岩橋 誠，山上裕機，新家俊明：Survivin遺伝子導入樹状

細胞を用いた泌尿器癌免疫療法の基礎的検討．第95回日本泌尿器科学会総会，2007.4．神戸 

5． 柑本康夫，射場昭典，西畑雅也，新谷寧世，上門康成，新家俊明：ニューラルネットワークを用いた尿管結石自然排石予測モデルの検討．

第95回日本泌尿器科学会総会，2007.4．神戸 

6． 射場昭典，柑本康夫，西畑雅也，倉本朋未，南方良仁，上門康成，新家俊明．α受容体阻害剤による尿管結石排出促進効果についての基礎

的検討．第95回日本泌尿器科学会総会，2007.4．神戸 

7． 萩野惠三，青枝秀男，中尾光孝，植本英宣，上門康成，新家俊明，宮本和明，秋本 茂：慢性前立腺炎の起炎菌に関する検討．第95 回日

本泌尿器科学会総会，2007.4．神戸 

8． 森 喬史，松村永秀，稲垣 武，倉本朋未，吉川和朗，南方良仁，新谷寧世，上門康成，新家俊明：前立腺癌に対する外照射を併用した高



線率組織内照射の臨床的検討．第95回日本泌尿器科学会総会，2007.4．神戸 

9． 射場昭典，柑本康夫，原 勲：生活習慣病患者の尿路結石成分についての検討．第17回日本尿路結石症学会，2007.8．久留米 

10． 岡本昌典，柑本康夫，射場昭典，原 勲，重松 隆：メタボリックシンドロームモデルラットにおける腎結石形成についての検討．第17

回日本尿路結石症学会，2007.8．久留米 

11． 稲垣 武，森 喬史，射場昭典，南方良仁，新谷寧世，柑本康夫，原 勲，佐藤守男：前立腺癌に対する外照射を併用した高線量率組織

内照射の臨床的経験．第45回日本癌治療学会，2007.10．京都 

12． Kikkawa K, Fujii R, Iwahashi M, Yamaue H, Hara, I: Cancer immunotherapy using dendritic cells transduced survivin gene in 
urological cancer. 第66回日本癌学会学術総会，2007.10．横浜 

13． 新谷寧世，稲垣 武，西澤 哲，森 喬史，射場昭典，南方良仁，藤井令央奈，松村永秀，柑本康夫，原 勲：和歌山県立医科大学にお

ける腹腔鏡下副腎摘除術の経験．第21回日本Endourology・ESWL学会，2007.11．東京 

14． 柑本康夫，射場昭典，倉本朋未，森 喬史，南方良仁，藤井令央奈，松村永秀，新谷寧世，稲垣 武，原 勲：和歌山県立医科大学にお

けるTULの治療成績．第21回日本Endourology・ESWL学会，2007.11．東京 

15． 稲垣 武，柑本康夫，西澤 哲，倉本朋未，射場昭典，南方良仁，藤井令央奈，松村永秀，新谷寧世，原 勲：和歌山県立医科大学にお

ける腹腔鏡下根治的腎摘除術の経験．第21回日本Endourology・ESWL学会，2007.11．東京 

 
d) 地方学会 
1． 金川紘司，松村永秀，森 喬史，射場昭典，西畑雅也，柑本康夫，上門康成，新家俊明：保存的治療で治癒しえた気腫性腎盂腎炎の２例．

第22回泌尿器科紀の国フォーラム，2007.2．和歌山 

2． 倉本朋未，坂本裕司，吉川和朗，南方良仁，新谷寧世，稲垣 武，上門康成，新家俊明：急性陰嚢症 当直医が押さえておくべきポイント．

第22回泌尿器科紀の国フォーラム，2007.2．和歌山 

3． 松村永秀，倉本朋未，射場昭典，西畑雅也，柑本康夫，上門康成，新家俊明：CT ガイド下経皮的ドレナージを併用し、保存的治療により

軽快した気腫性腎盂腎炎の１例．第198回日本泌尿器科学会関西地方会，2007.2．神戸 

4． 森 喬史，吉川和朗，南方良仁，新谷寧世，稲垣 武，上門康成，新家俊明：精巣悪性リンパ腫の１例．第198回日本泌尿器科学会関西地

方会，2007.2．神戸 

5． 新谷寧世，坂本裕司，森 喬史，倉本朋未，吉川和朗，射場昭典，南方良仁，松村永秀，西畑雅也，柑本康夫，稲垣 武，上門康成，新家

俊明：腎盂扁平上皮癌の１例．第199回日本泌尿器科学会関西地方会，2007.6．西宮 

6． 土井直孝，稲垣 武，倉本朋未，藤井令央奈，新谷寧世，上門康成，原 勲，宮井将博：尿膜管に発生した印環細胞癌の１例．第23 回泌

尿器科紀の国フォーラム，2007.6．和歌山 

7． 細川万生，西澤 哲，射場昭典，南方良仁，上門康成，原 勲：傍精巣孤立性線維性腫瘍（solitary fibrous tumor：SFT）の1例．第23

回泌尿器科紀の国フォーラム，2007.6．和歌山 

8． 谷奥 匡，森 喬史，松村永秀，柑本康夫，上門康成，原 勲：保存的治療に抵抗し腎摘除術を施行した腎外傷の１例．第23 回泌尿器科

紀の国フォーラム，2007.6．和歌山 

9． 稲垣 武，清瀬泰孝，倉本朋未，射場昭典，藤井令央奈，新谷寧世，柑本康夫，原 勲：腹腔鏡下前立腺全摘除術の経験．第24 回泌尿器

科紀の国フォーラム，2007.10．和歌山 

10． 谷崎優子，栗栖清悟，松村永秀，西澤 哲，南方良仁，新谷寧世，稲垣 武，柑本康夫，原 勲： 完全重複腎盂尿管に合併した尿

管瘤の1例．第24回泌尿器科紀の国フォーラム，2007.10．和歌山 

11． 吉川和朗，小村隆洋，上門康成：脊髄損傷患者に合併した副腎骨髄脂肪腫の１例．第24回泌尿器科紀の国フォーラム，2007.10．和歌山 

12． 新谷寧世，西澤 哲，倉本朋未，射場昭典，藤井令央奈，南方良仁，松村永秀，森 喬史，稲垣 武，柑本康夫，原 勲：進行性尿路上

皮癌に対するTCG療法の検討．第57回日本泌尿器科学会中部総会，2007.11．奈良 

13． 西澤 哲，森 喬史，倉本朋未，射場昭典，藤井令央奈，南方良仁，松村永秀，新谷寧世，柑本康夫，稲垣 武，原 勲：当院における

腎外傷70例の臨床的検討．第57回日本泌尿器科学会中部総会，2007.11．奈良 

14． 柑本康夫，松村永秀，倉本朋未，森 喬史，西澤 哲，射場昭典，藤井令央奈，南方良仁，新谷寧世�稲垣 武，原 勲：T1膀胱癌に対



するrestaging TURの経験．第57回日本泌尿器科学会中部総会，2007.11．奈良 

15． 稲垣 武，倉本朋未，西澤 哲，射場昭典，藤井令央奈，南方良仁，松村永秀，新谷寧世，柑本康夫，原 勲：腹腔鏡下根治的腎摘除術

を安全確実に行うために．第3回瀬戸内カンファレンス，2007.11．神戸 

16． 西澤 哲，森 喬史，倉本朋未，射場昭典，南方良仁，藤井令央奈，松村永秀，新谷寧世，稲垣 武，柑本康夫，原 勲：保存的治療に

抵抗し腎摘除術を施行した腎外傷の１例．第201回日本泌尿器科学会関西地方会，2007.12．高槻 

17． 射場昭典，倉本朋未，西澤 哲，森 喬史，藤井令央奈，南方良仁，松村永秀，新谷寧世，柑本康夫，稲垣 武，原 勲：炎症性腹部大

動脈瘤による後腹膜線維化症の２例．第201回日本泌尿器科学会関西地方会，2007.12．高槻 

18． 新谷寧世，稲垣 武，清瀬泰孝，栗栖清悟，倉本朋未，西澤 哲，射場昭典，藤井令央奈，南方良仁，松村永秀，柑本康夫，原 勲：腹

腔鏡下根治的腎摘除術の経験．第35回和歌山悪性腫瘍研究会，2007.12．和歌山 


