
国内学会発表演題

No. 発表者および演題名 学会名 年月 分類

1 宮内十三郎、川井博、近喰利光、
小川秀弥、秋元成太、平岡保紀、
他６名 ：膀胱補填に管する実験的
研究

第38回日本医科大学
医学会総会

1969.09 一般演題

2 西浦弘、近喰利光、秋元成太、小
川秀弥、宮内十三郎、平岡保紀、
他１名 ：陰茎癌の３例

第38回日本医科大学
医学会総会

1969.09 一般演題

3 秋元成太、川井博、近喰利光、小
川秀弥、菊池宏和、平岡保紀、他８
名 ：血液透析について コルフ型及
びキール型人工腎臓の使用経験

第39回日本医科大学
医学会総会

1970.09 一般演題

4 金子直之、近喰利光、秋元成太、
平岡保紀 ：褐色細胞腫の１例

第39回日本医科大学
医学会総会

1970.09 一般演題

5 平岡保紀、近喰利光、秋元成太、
横山良望：Parapelvic cyst の１例

第39回日本医科大学
医学会総会

1970.09 一般演題

6 平岡保紀、近藤隆雄、富田勝、秋
元成太、近喰利光：睾丸回転症の２
例

第333回日本泌尿器科
学会東京地方会

1971.01 一般演題

7 金子直之、近喰利光、秋元成太、
平岡保紀 ：褐色細胞腫の１例

第333回日本泌尿器科
学会東京地方会

1971.01 一般演題

8 近喰利光、金子直之、横山良望、
吉田和弘、平岡保紀、他１０名 ：再
結晶法による尿路結石成分の分析

第40回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1971.09 一般演題

9 宮内十三郎、平岡保紀、近藤隆
雄、西村泰司、沼沢和夫、他８名 ：
大網膜及び金パク併用による膀胱
補填に関する基礎的研究（第２報）

第36回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1971.1 一般演題



10 横山良望、金子直之、吉田和弘、
近喰利光、平岡保紀、他１１名 ：尿
路結石成分に関する統計的観察

第36回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1972.09 一般演題

11 横山良望、金子直之、近喰利光、
西川源一郎、高橋茂喜、平岡保
紀、他９名 ：再結晶法による尿石成
分の分析に関する研究

第61回日本医科大学
医学会総会

1972.09 一般演題

12 平岡保紀、近喰利光、宮内十三
郎、小川秀弥、近藤隆雄、他1名：
膀胱粘膜の再生に関する実験的病
理学的研究

第61回日本医科大学
医学会総会

1972.09 一般演題

13 近喰利光、平岡保紀、小川秀弥、
広野晴彦、中神義三、他３名 ：膀胱
尿道逆流現象の臨床的検討

第61回日本医科大学
医学会総会

1972.09 一般演題

14 平岡保紀、近藤隆雄、宮内十三
郎、小川秀弥、近喰利光、他2名：
膀胱粘膜の再生に関する実験的病
理学的研究（第２報）オートラジオグ
ラフィー及び電子顕微鏡による検討

第62回日本医科大学
医学会総会

1973.03 一般演題

15 平岡保紀、宮内十三郎、小川秀
弥、近喰利光、川井博、他4名：膀
胱粘膜の再生機序に関する実験病
理学的研究　特にオートグラフィー
及び電子顕微鏡的観察所見を中心
として

第63回日本病理学会
総会

1973.04 一般演題

16 平岡保紀、菅間正気、小川秀弥、
生亀芳雄、石河利雄：甲状腺癌に
類似した組織所見に見られた腎乳
頭状腺癌について

第27回逓信医学総会 1975.11 一般演題

17 小川秀弥、菅間正気、平岡保紀、
生亀芳雄 ：膀胱兼尿管
endometriosisの１例

第40回日本泌尿器科
学会東部総会

1975.11 一般演題

18 小川秀弥、平岡保紀、菅間正気、
生亀芳雄、石河利雄、他１名 ：膀胱
腫瘍に対する数種の抗腫瘍剤の膀
胱内注入効果　主として組織学的
変化について

第64回日本泌尿器科
学会総会

1976.04 一般演題



19 近喰利光、平岡保紀、剣木文隆、
秋元成太、川井博、他１名 ：逆行生
腎盂撮影に成功した回腸導管の１
例

第363回日本泌尿器科
学会東京地方会

1977.01 一般演題

20 小川秀弥、平岡保紀、菅間正気、
生亀芳雄 ：膀胱腫瘍に対する
carbazil-quinoneの膀胱内注入治療

第41回日本泌尿器科
学会東部連合会総会

1977.10 一般演題

21 平岡保紀、箕輪龍雄、川村直樹、
近喰利光、川井博：尿道的直視下
尿道切開術

第48回日本医科大学
医学会総会

1980.09 一般演題

22 平岡保紀、川村直樹、箕輪龍雄、
阿部裕行、近喰利光、他1名：前立
腺小室内結石の1例

第45会日本泌尿器科
学会東部連合総会

1980.10 一般演題

23 平岡保紀、箕輪龍雄、川村直樹、
秋元成太、川井博：膀胱平滑筋筋
腫の1例

第401回日本泌尿器科
学会東京地方会

1981.03 一般演題

24 秋元成太、富田勝、川井博、平岡
保紀 ：Fibrin Coagurum 及びin situ
hypothermia を利用した腎結石手
術

第69回日本泌尿器科
学会総会

1981.05 一般演題

25 長谷川潤、平岡保紀、秋元成太、
川井博 ：上顎洞転移により発見さ
れた腎細胞癌の１例

第403回日本泌尿器科
学会東京地方会

1981.07 一般演題

26 平岡保紀、箕輪龍雄、川村直樹、
近喰利光、川井博：尿管結石術中
に偶然発見した腎細胞癌の１例

第403回日本泌尿器科
学会東京地方会

1981.07 一般演題

27 平岡保紀、大場修司、奥村哲、箕
輪龍雄、川村直樹、他3名：過去4年
間における経尿道的前立腺切手術
の経験

第49回日本医科大学
医学会総会

1981.09 一般演題



28 川村直樹、平岡保紀、箕輪龍雄、
秋元成太、近喰利光、他１名 ：孤立
生腎被膜下腫瘍の１例

第407回日本泌尿器科
学会東京地方会

1982.01 一般演題

29 中神義三、箕輪龍雄、平岡保紀、
陳半水、川井博 ：尿路性器癌に対
する免疫化学療法の効果判定の検
討

第70回日本泌尿器科
学会総会

1982.05 一般演題

30 中神義三、箕輪龍雄、平岡保紀、
陳半水、川井博 ：ヒト前立腺癌樹立
株における酸性フォスファターゼの
意義と性ホルモン感受性に関する
検討

第70回日本泌尿器科
学会総会

1982.05 一般演題

31 中神義三、箕輪龍雄、戸塚一彦、
平岡保紀、陳半水 ：膀胱癌再発防
止に対する集学的治療法の検討

第50回日本医科大学
医学会総会

1982.09 一般演題

32 中神義三、箕輪龍雄、戸塚一彦、
平岡保紀、陳半水、：腎癌術後の維
持療法(P.S.K. +  CQ) に関する検
討

第47回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1982.10 一般演題

33 箕輪龍雄、戸塚一彦、平岡保紀、
中神義三、陳半水 ：前立腺癌治療
に対する基礎的体系の確立に関す
る研究

第48回日本医大医学
会例会

1982.11 一般演題

34 中神義三、箕輪龍雄、戸塚一彦、
平岡保紀、陳半水 ：腎癌術後の維
持療法(P.S.K. +  CQ) に関する研
究

第48回日本医大医学
会例会

1982.11 一般演題

35 中神義三、箕輪龍雄、戸塚一彦、
平岡保紀、陳半水 ：尿路性器癌患
者に対するリンパ球電気泳動法の
解析に関する検討

第71回日本泌尿器科
学会総会

1983.04 一般演題

36 　＜パネルディスカッション＞ 平岡
保紀、中神義三、中島均、箕輪龍
雄、林昭棟 ：泌尿器科領域におけ
る組織縫合法

第89回日本外科系連
合学会学術集会

1983.06 パネルディスカッション



37 箕輪龍雄、戸塚一彦、平岡保紀、
中神義三、陳半水 ：腎癌術後の維
持療法(P.S.K. +  CQ)に関する検討

第8日本外科系連合学
会学術集会

1983.06 一般演題

38 平岡保紀、箕輪龍雄、戸塚一彦、
中神義三、林昭棟：経尿道的前立
腺剥離切除術－第１報　剥離子の
試作と手術技法について－

第48回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1983.09 一般演題

39 戸塚一彦、箕輪龍雄、平岡保紀、
中神義三、本田伊克、他３名 ：尿路
性器癌患者における血清TPAの検
討

第48回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1983.09 一般演題

40 中神義三、平岡保紀、中島均、箕
輪龍雄、林昭棟 ：尿路性器癌患者
に対するリンパ球電気泳動法の解
析に関する検討

第51回日本医科大学
医学会総会

1983.09 一般演題

41 平岡保紀、中島均、箕輪龍雄、林
昭棟、中神義三：経尿道的前立腺
剥離切除術－第１報　剥離子の試
作と手術技法について

第51回日本医科大学
医学会総会

1983.09 一般演題

42 戸塚一彦、箕輪龍雄、平岡保紀、
中神義三、本田伊克、他３名 ：尿路
性器癌患者における血清TPAの検
討

第51回日本医科大学
医学会総会

1983.09 一般演題

43 平岡保紀、中神義三、中島均、箕
輪龍雄、林昭棟：経尿道的前立腺
剥離切除術－第２報　剥離子の試
作と問題点について－

第35回日本泌尿器科
学会西日本総会

1983.10 一般演題

44 中神義三、平岡保紀、箕輪龍雄、
松本恵一、芳村真、他１０名 ：ヒト前
立腺癌樹立細胞株(8PC93)に対す
るモノクローナル抗体の作製及び解
析

第42回日本癌学会総
会

1983.10 一般演題

45 中神義三、平岡保紀、箕輪龍雄、
松本恵一、芳村真、他１０名 ：ヒト膀
胱癌樹立株(T24)に対するモノク
ローナル抗体の作製及び解析

第42回日本癌学会総
会

1983.10 一般演題



46 中神義三、平岡保紀、箕輪龍雄、
松本恵一、林治久、他７名 ：尿路性
器癌患者に対するリンパ球電気泳
動法パターンの解析（第二報）

第42回日本癌学会総
会

1983.10 一般演題

47 平岡保紀、中島均、箕輪龍雄、林
昭棟、中神義三：経尿道的前立腺
剥離切除術

第33回泌尿器科中部
連合総会

1983.11 一般演題

48 箕輪龍雄、中島均、平岡保紀、中
神義三 ：膀胱癌に対するPIA療法
の検討

第52回日本医科大学
医学会総会

1984.02 一般演題

49 中島均、箕輪龍雄、平岡保紀、中
神義三 ：前立腺癌患者に対するプ
ロスタグランジンの動態に対する検
討―予報

第52回日本医科大学
医学会総会

1984.02 一般演題

50 中神義三、箕輪龍雄、中島均、平
岡保紀 ：ヒト前立腺癌に対するモノ
クローナル抗体の作製と解析

第52回日本医科大学
医学会総会

1984.02 一般演題

51 平岡保紀、箕輪龍雄、中島均、中
神義三：われわれが発見した経尿
道的前立腺剥離切除術の意義に
ついて

第72回日本泌尿器科
学会総会

1984.04 一般演題

52 中神義三、平岡保紀、中島均、箕
輪龍雄、林昭棟、他１名 ：ヒト前立
腺癌細胞株に対するモノクローナル
抗体の研究

第72回日本泌尿器科
学会総会

1984.04 一般演題

53 平岡保紀、中神義三、中島均、箕
輪龍雄、林昭棟：経尿道的前立腺
剥離切除術　第３報　剥離子の改
良と手術手順について

第72回日本泌尿器科
学会総会

1984.04 一般演題

54 中神義三、平岡保紀、箕輪龍雄、
中島均 ：抗ヒト膀胱癌モノクローナ
ル抗体二関する研究

第12回日本臨床免疫
学会総会

1984.06 一般演題



55 箕輪龍雄、中神義三、中島均、平
岡保紀、林昭棟 ：進行性前立腺癌
に対するVIP療法の検討

第11回尿路悪性腫瘍
研究会

1984.07 一般演題

56 箕輪龍雄、中神義三、平岡保紀、
林昭棟 ：進行性前立腺癌に対する
VIP療法の検討

日本外科系連合第9回
学術集会

1984.08 一般演題

57 　＜パネルディスカッション＞ 中神
義三、箕輪龍雄、中島均、平岡保
紀、林昭棟 ：尿路性器癌患者に対
する非特異的免疫賦活剤の臨床応
用

第22回日本癌治療学
会総会

1984.09 パネルディスカッション

58 中神義三、中島均、箕輪龍雄、平
岡保紀、林昭棟 ：実験的腫瘍に対
するＫ１８の抗腫瘍効果に関する検
討

第22回日本癌治療学
会総会

1984.09 一般演題

59 　＜パネルディスカッション＞ 平岡
保紀、林昭棟、中島均、中神義三 ：
経尿道的前立腺剥離切除術

第49回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1984.10 パネルディスカッション

60 中神義三、箕輪龍雄、中島均、平
岡保紀、林昭棟 ：ヒト前立腺癌樹立
株に対する抗男性ホルモン及び抗
癌剤の感受性に関する検討

第43回日本癌学会総
会

1984.10 一般演題

61 中神義三、林昭棟、箕輪龍雄、中
島均、平岡保紀 ：尿路性器癌患者
に対するＯＫ４３２の投与方法とSU-
PS skin test の検討

第49回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1984.10 一般演題

62 平岡保紀、林昭棟、中島均、中神
義三：経尿道的前立腺剥離切除術
第４報　前立腺の解剖的検討

第49回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1984.10 一般演題

63 中神義三、平岡保紀 ：ヒト癌におい
てみられるC-one遺伝子の構造変
化

第7回日本分子生物学
会

1984.12 一般演題



64 原眞、中神義三、平岡保紀、林昭
棟 ：膀胱マラコプラキアの１例

第403回日本泌尿器科
学会東京地方会

1984.12 一般演題

65 原眞、中神義三、平岡保紀、林昭
棟 ：両側性腎癌の１例

第431回日本泌尿器科
学会東京地方会

1985.01 一般演題

66 平岡保紀、林昭棟、原眞、中神義
三：経尿道的前立腺剥離切除術

第55回日本医科大学
医学会

1985.02 一般演題

67 阿部裕行、林昭棟、原眞、平岡保
紀、中神義三 ：壊死性膀胱炎の１
例

第433回日本泌尿器科
学会東京地方会

1985.03 一般演題

68 中神義三、平岡保紀、原眞、林昭
棟 ：ヒト前立腺癌細胞樹立株に対
する抗癌剤の感受性に関する検討

第73回日本泌尿器科
学会総会

1985.04 一般演題

69 中神義三、平岡保紀、原眞、林昭
棟 ：我々の行っている恥骨後式前
立腺摘除術の検討

第73回日本泌尿器科
学会総会

1985.04 一般演題

70 平岡保紀、林昭棟、原眞、中神義
三：経尿道的前立腺剥離切除術
第５報　経尿道的前立腺剥離切除
術のための解剖

第73回日本泌尿器科
学会総会

1985.04 一般演題

71 中神義三、阿部裕行、林昭棟、平
岡保紀 ：担癌宿主に対する免疫賦
活剤の応用とその意義

第56回日本医科大学
医学会

1985.06 一般演題

72 平岡保紀、林昭棟、原眞、中神義
三：経尿道的前立腺剥離切除術の
改良点について

第56回日本医科大学
医学会

1985.06 一般演題



73 中神義三、林昭棟、阿部裕行、平
岡保紀 ：外科系担癌宿主に対する
OK- 432の投与方法とSU-PS skin
testの検討

外科系連合会第10回
学術集会

1985.06 一般演題

74 平岡保紀、林昭棟、阿部裕行、中
神義三：新しい経尿道的前立腺剥
離切除術について

外科系連合会第10回
学術集会

1985.06 一般演題

75 林昭棟、阿部裕行、中島均、平岡
保紀、中神義三 ：粘液分泌性尿膜
管腺癌の１例

第435回日本泌尿器科
学会東京地方会

1985.07 一般演題

76 阿部裕行、林昭棟、平岡保紀、中
神義三 ：下大動脈後尿管の１例

第435回日本泌尿器科
学会東京地方会

1985.07 一般演題

77 林昭棟、中神義三、平岡保紀、阿
部裕行 ：悪性睾丸腫瘍の治験例

第12回尿路悪性腫瘍
研究会

1985.07 一般演題

78 中神義三、林昭棟、阿部裕行、平
岡保紀 ：膀胱表在性癌の機能温存
手術とその問題点に対する検討

第53回日本医科大学
医学会

1985.09 一般演題

79 野村信夫、大網弘、秋丸琥甫、中
神義三、金内秀士、平岡保紀、他２
名 ：ヒト癌における細胞性遺伝子
(C-one)の構造異常

第53回日本医科大学
医学会総会

1985.09 一般演題

80 林昭棟、平岡保紀、阿部裕行、中
神義三、浅野伍郎 ：膀胱癌と識別
が困難であった膀胱結核の１例

第53回日本医科大学
医学会総会

1985.09 一般演題

81 平岡保紀、林昭棟、阿部裕行、中
神義三：尿路における病理解剖学
的研究　第１報　前立腺肥大症の
発生母地に関する研究

第53回日本医科大学
医学会総会

1985.09 一般演題



82 石崎良太郎、中神義三、平岡保
紀、松本恵一 ：ヒト前立腺癌樹立細
胞株に対する抗ガン剤のコロニー
形成阻止試験による抗腫瘍効果の

第53回日本医科大学
医学会総会

1985.09 一般演題

83

検討

中神義三、平岡保紀、林昭棟、阿
部裕行、石崎良太郎、他２名 ：ヒト
尿路性器癌樹立細胞株に対する
IFN-α・γの抗腫瘍効果に関する

第44回日本癌学会総
会

1985.10 一般演題

84

検討

林昭棟、阿部裕行、平岡保紀、中
神義三、松本恵一 ：新規制癌剤　K
―AM（Ｐ－アミノ息香酸－Ｎ－Ｌ－
ラムノシッドナトリウム塩）のin vivo in

第44回日本癌学会総
会

1985.10 一般演題

85

vitroの抗腫瘍効果

石崎良太郎、中神義三、平岡保
紀、松本恵一 ：ヒト前立腺癌樹立細
胞株に対する抗癌剤のコロニ－形
成阻止試験による抗腫瘍効果の検

第44回日本癌学会総
会

1985.10 一般演題

86

討

野村信夫、大網弘、秋丸琥甫、中
神義三、平岡保紀、他１名 ：ヒト癌
におけるC―oncの構造異常

第44回日本癌学会総
会

1985.10 一般演題

87 平岡保紀、林昭棟、阿部裕行、中
神義三：経尿道的前立腺剥離切除
術

第50回日本泌尿器科
学会東部総会

1985.11 一般演題

88 平岡保紀、林昭棟、阿部裕行、中
神義三：経尿道的前立腺手術のた
めの解剖

第50回日本泌尿器科
学会東部総会

1985.11 一般演題

89 中神義三、林昭棟、阿部裕行、平
岡保紀、 ：尿路性器癌に対する
PSK skin testの検討

第23回日本癌治療学
会総会

1985.11 一般演題

90 林昭棟、平岡保紀、中神義三、松
本恵一 ：実験的腫瘍に対するK18
の抗腫瘍効果に関する検討（２）

第23回日本癌治療学
会総会

1985.11 一般演題



91 坪井成美、林昭棟、平岡保紀、中
神義三、山本正規、他２名 ：６才女
児に対する経皮的腎結石摘出後の
経験

第438回日本泌尿器科
学会東京地方会

1985.12 一般演題

92 林昭棟、坪井成美、平岡保紀、中
神義三 ：副睾丸Adenomatoid
tumorの２例

第439会日本泌尿器科
学会東京地方会

1986.04 一般演題

93 平岡保紀、林昭棟、坪井成美、中
神義三、吉川文男、他1名：Radical
Cystectomyに対する解剖学的研究

第74回日本泌尿器科
学会総会

1986.04 一般演題

94 中神義三、林昭棟、坪井成美、平
岡保紀：尿路性器癌患者に対する
BRM(PSK)投与とPSK skin 　testの
応用に関する検討

第74回日本泌尿器科
学会総会

1986.04 一般演題

95 林昭棟、坪井成美、平岡保紀、中
神義三： 尿路性器系腫瘍に対する
Ｋ１８の抗腫瘍効果の検討

第74回日本泌尿器科
学会総会

1986.04 一般演題

96 平岡保紀：平岡式前立腺剥離切除
術

第11回日本外科系連
合学会

1986.06 一般演題

97 中神義三、林昭棟、平岡保紀 ：外
科系担癌宿主における免疫療法の
有効性と限界について

第11回日本外科系連
合学会

1986.06 一般演題

98 平岡保紀、秋元成太：経尿道的前
立腺剥離切除術と経尿道的前立腺
切除術との比較；前立腺全摘標本
での検討

第443回日本泌尿器科
学会東京地方会

1986.07 一般演題

99 平岡保紀、秋元成太：成人前立腺
各葉分布と肥大症発生母地につい
て

第443会日本泌尿器科
学会東京地方会

1986.07 一般演題



100 平岡保紀、秋元成太：前立腺各葉
分布について

第443会日本泌尿器科
学会東京地方会

1986.07 一般演題

101 平岡保紀、林昭棟、坪井成美、中
神義三：経尿道的前立腺剥離切除
術

第74回日本泌尿器科
学会総会

1986.09 一般演題

102 平岡保紀、林昭棟、平沢精一、伊
藤博：経尿道的前立腺剥離切除
術；上方部切除法と剥離後の切除
法について

第54回日本医科大学
医学会総会

1986.09 一般演題

103 平岡保紀、林昭棟、平沢精一、伊
藤博：経尿道的前立腺剥離切除術
後の後部尿道狭窄の発生原因と予
防について

第54回日本医科大学
医学会総会

1986.09 一般演題

104 平岡保紀、林昭棟、坪井成美、服
部智任、金森幸男、他3名：en Bloc
Radical Cystectomyの経験

第54回日本医科大学
医学会総会

1986.09 一般演題

105 野村信夫、松井南、石崎良太郎、
大網弘、横田隆、平岡保紀、他６名
：ヒト癌における細胞性癌遺伝子の
構造異常とその発現の増大

第54回日本医科大学
医学会総会

1986.09 一般演題

106 平岡保紀、本田了、堀内和孝、秋
元成太：湿潤性膀胱癌に対するnew
En Bloc Radical Cystectomy

第24回日本癌治療学
会

1986.10 一般演題

107 横山和子、益田律子、島井信子、
箕作禎子、平岡保紀：TUR手術時
の脊椎麻酔高についての検討

第51回日本泌尿器科
学会東部総会

1986.10 一般演題

108 平岡保紀、秋元成太、浅野伍郎、
田沼久美子、伊藤博信：手術のた
めの前立腺血管走行

第446回日本泌尿器科
学会東京地方会

1987.01 一般演題



109 ＜特別講演＞  平岡保紀：経尿道
的前立腺剥離切除術

第52回日本泌尿器科
学会東部総会

1987.01 特別講演

110 平岡保紀、秋元成太：経尿道的前
立腺剥離切除術の後部尿道狭窄
の発生原因と予防

第75回日本泌尿器科
学会総会

1987.05 一般演題

111 平岡保紀、秋元成太：経尿道的前
立腺剥離切除術、特に上方部切除
法と剥離後の切除法

第75回日本泌尿器科
学会総会

1987.05 一般演題

112 平岡保紀、原眞、服部智任、近藤
幸尋、坪井成美、他４名：進行性膀
胱癌と膀胱筋膜への微小転移

第75回日本泌尿器科
学会総会

1987.05 一般演題

113 平岡保紀、秋元成太、木村剛、浅
野伍郎：尿管腫瘍に対する根治手
術

第25回日本癌治療学
会

1987.10 一般演題

114 平岡保紀、木村剛、秋元成太、浅
野伍郎、小川秀弥、他１名：膀胱癌
における微小転移の存在率、存在
場所、およびその意義

第64回日本医科大学
医学会

1988.02 一般演題

115 平岡保紀、木村剛、秋元成太、小
川秀弥、浅野伍郎、他1名：膀胱癌
における膀胱周囲組織への微小転
移

第76回日本泌尿器科
学会総会

1988.05 一般演題

116 木村剛、杉崎祐一、横沢俊一、福
田悠、平岡保紀、他２名 ：膀胱及び
前立腺部尿道上皮に於ける
prostatic  aicd  phosphatase(PAP),
prostatic 　specific  antigen(PA)の

第76回日本泌尿器科
学会

1988.05 一般演題

117

発現

＜シンポジウム＞  平岡保紀：TUR-
Pの問題点と経尿道的前立腺剥離
切除術

第3回前立腺シンポジ
ウム

1988.08 シンポジウム



118 平岡保紀、木村剛、秋元成太、小
川秀弥、浅野伍郎、他1名：膀胱癌
に於ける膀胱周囲組織への微小転
移－頻度、存在部位、形態につい

第26回日本癌治療学
会総会

1988.09 一般演題

119

ての検討

平岡保紀、広瀬始之、矢島勇臣、
大原政雄、平沢精一、他６名：経尿
道的前立腺剥離切除術３００例の経
験

第56回日本医科大学
医学会総会

1988.09 一般演題

120 吉田和弘、矢島勇臣、平岡保紀、
川村直樹、長谷川潤、他３名 ：根治
的前立腺全摘術

第56回日本医科大学
医学会総会

1988.09 一般演題

121 川村直樹、本田了、長谷川潤、矢
島勇臣、平岡保紀、他４名 ：Kock
Continent Ileal Urinary Reservoir
(kock pouch) による尿路変更の経

第56回日本医科大学
医学会総会

1988.09 一般演題

122

験

　＜パネルディスカッション＞ 平岡
保紀：内視鏡手術の現況と展望

第54回日本泌尿器科
学会東部連合総会

1989 パネルディスカッション

123 ＜教育講演＞  平岡保紀：経尿道
的前立腺切除術

第5回泌尿器科手術手
技関東地区研究会

1989 教育講演

124 平岡保紀、原眞、服部智任、木村
剛、川村直樹、長谷川潤、平沢精
一、大原政雄、矢島勇臣、吉田和
弘、秋元成太、小川秀弥、浅野伍
郎：膀胱癌の転移経過についての

第77回日本泌尿器科
学会総会

1989 一般演題

125

検討：特に組織間隙について

平岡保紀、原眞、山形健治、鈴木
央：経尿道的前立腺剥離切除術中
に起こる外科的皮膜の反射性収縮
について

第70回日本医科大学
医学会例会

1990 一般演題

126 平岡保紀、原眞、山形健治、鈴木
央：経尿道的前立腺剥離切除術
（平岡式）５２２例の経験

第70回日本医科大学
医学会例会

1990 一般演題



所見について　―　特に再生上皮
について　―

127 平岡保紀、原眞、山形健治、鈴木
央：進行性膀胱癌に対する新しい
治療法：膀胱粘膜下mtx注射療法

第70回日本医科大学
医学会例会

1990 一般演題

128 原眞、平岡保紀、山形健治、鈴木
央 ：前立腺肥大症に対する前立腺
バルーン拡張術

第70回日本医科大学
医学会例会

1990 一般演題

129 鈴木央、平岡保紀、原眞、哲翁弥
生、長澤紘一 ：異所性褐色細胞腫
―　超音波検査が有用であった1例
―

第71回日本医科大学
医学会例会

1990.05 一般演題

130 原眞、平岡保紀、根本総 ：前立腺
バルーン拡張術のメカニズム　―
経直腸的超音波検査による検討
―

第78回日本泌尿器科
学会総会

1990.06 一般演題

131 平岡保紀、原眞、根本総：経尿道的
前立腺切除中に起こる外科的皮膜
の反射性収縮－第１報：その頻度と
好発部位について－

第78回日本泌尿器科
学会総会

1990.06 一般演題

132 平岡保紀、原眞、鈴木央、山中吉
郎、山田光輝、石原之法：経尿道的
前立腺切除中に起こる外科的皮膜
の反射性収縮－第２報：その原因と

第55回日本泌尿器科
学会東部総会

1990.06 一般演題

133

予防法－

原眞、杉沢裕、平岡保紀、秋元成
太 ：高齢女性に対する尿失禁根治
手術（Raz 法）の検討

第3回老人泌尿器科研
究会「尿失禁につい
て」

1990.07 一般演題

134 　＜奨学賞受賞記念講演＞  平岡
保紀、原眞 ：前立腺肥大症に対す
る新しい内視鏡 手術の開発

第58回日本医科大学
医学会総会

1990.09 奨学賞受賞記念講演

135 清水秀樹、小口直彦、浅野伍郎、
木村剛、鈴木恒道、原眞、平岡保
紀、杉山佳世子、前田昭太郎 ：
BCG膀胱内注入療法の尿細胞診

第29回日本臨床細胞
学会秋期大会

1990.09 一般演題



136 原眞、平岡保紀、山中吉郎、鈴木
央 ：ソフトバルーンと超音波を用い
たTUR-P施行時の残存腺腫と予防
法　―

第55回日本泌尿器科
学会東部総会

1990.09 一般演題

137 　＜教育講演＞  平岡保紀：経尿道
的前立腺剥離切除術

第13会日本手術部医
学会総会

1991.01 教育講演

138 小川秀弥、本田了、堀夏樹、久保
田正充、陳忠新、平岡保紀、秋元
成太 ：膀胱腫瘍に対する抗腫瘍剤
の膀胱内注入療法　―第7報―
MMC + 5Fu, ADR, CHRM 注入に

第42回逓信医学協会
総会

1991.04 一般演題

139

よる再発予防効果

小川秀弥、本田了、堀夏樹、久保
田正充、平岡保紀、秋元成太、陳
忠新 ：Intracavitary chemotherapy
381例中治療終了後に自然消失し

第79回日本泌尿器科
学会総会

1991.05 一般演題

140

た膀胱腫瘍8例について

平岡保紀、原眞、木村剛、前田昭
太郎：経尿道的前立腺剥離切除術
を応用した外腺切除法による前立
腺偶発癌

第79回日本泌尿器科
学会総会

1991.05 一般演題

141 平岡保紀、原眞、木村剛：：経尿道
的前立腺剥離切除術を応用した外
腺生検切除法

第79回日本泌尿器科
学会総会

1991.05 一般演題

142 平岡保紀、原眞、木村剛、山田光
輝、石原之法、北村晶、天本治夫、
加藤信也：経尿道的前立腺剥離切
除術施行時に誘発される前立腺皮

第59回日本医科大学
医学会総会

1991.09 一般演題

143

膜の反射性収縮と閉鎖神経ブロック
による予防効果

木村剛、平岡保紀、原眞、前田昭
太郎 ：前立腺内腺由来の腺癌の発
生病理　―　とくにbasal cellの形態
的変化について

第56回日本泌尿器科
学会東部総会

1991.09 一般演題

144 平岡保紀、原眞、木村剛、秋元成
太、小川秀弥：経尿道的前立腺剥
離切除術による６７２例の経験

第56回日本泌尿器科
学会東部総会

1991.09 一般演題



ついて

145 杉澤裕、堀内和孝、長谷川潤、原
眞、坪井成美、吉田和弘、平岡保
紀、西村泰司、秋元成太、川村直

第56回日本泌尿器科
学会東部総会

1991.09 一般演題

146

樹 ：kock回腸膀胱およびindiana
pouchの臨床的検討

平岡保紀、原眞、木村剛、前田昭
太郎、秋元成太：膀胱癌の転移経
路と組織間隙

第59回日本医科大学
医学会総会

1991.09 一般演題

147 林昭棟、平岡保紀、山田和彦 ：平
岡式semi-radical TURP 法による前
立腺偶発癌の検討

第76回　日本医科大
学医学会例会

1992.02 一般演題

148 望月徹、山下照代、小野啓資、富
岡譲二、須崎紳一郎、牧野俊郎、
黒川顯、山本保博、木村剛、平岡

第76回　日本医科大
学医学会例会

1992.02 一般演題

149

保紀 ：肝不全にて敗血症に陥った
睾丸腫瘍の1例

林昭棟、平岡保紀、木村剛、原眞、
秋元成太、陳半水：平岡式semi -
radical TURP法による前立腺偶発

第80回　日本泌尿器
科学会総会

1992.04 一般演題

150

癌の検討

平岡保紀、原眞、林昭棟、木村剛、
根本総、陳半水、小川秀弥、秋元
成太 ：小さい前立腺肥大症に対す

第80回　日本泌尿器
科学会総会

1992.04 一般演題

151

る　semi-radical  TURP

林昭棟、平岡保紀、渡辺潤、沼沢
和夫、根本総、山田和彦：Semi
Radical TURP法で発見された前立

第60回　日本医科大
学医学会総会

1992.09 一般演題

152

腺偶発癌

＜教育講演＞  平岡保紀：TUR-P
の手術の工夫

第５回横浜泌尿器科セ
ミナー

1992.11 教育講演

153 平岡保紀、林　昭棟、渡辺　潤、沼
沢和夫、根本　総：膀胱腫瘍の転移
経路、特に組織間隙性転移経路に

第９回　多摩地区泌尿
生殖器悪性腫瘍症例
検討会

1993.02 一般演題



岡良彰、大場修司 ：尿路変更術後
患者のquality  of  life

154 小川秀弥、矢島勇臣、堀夏樹、引
間規夫、金子直乏、久保田正充、
本田了、平岡保紀、石井洋二、秋
元成太:膀胱腫瘍に対する抗腫瘍

第44回　逓信医学協
会総会

1993.04 一般演題

155

剤の膀胱腟内注入療法－第9報－
本法施行症例の予後

渡辺潤、林昭棟、根本総、沼沢和
夫、平岡保紀、秋元成太 ：内腺重
量が10g未満の前立腺肥大症患者

第８１回　日本泌尿器
科学会総会

1993.04 一般演題

156

に対する経尿道的前立腺剥離切除
術の臨床的意義

林昭棟、平岡保紀、渡辺潤、根本
総、沼沢和夫、秋元成太、陳羊水 ：
経尿道的前立腺剥離切除術後患

第８１回　日本泌尿器
科学会総会

1993.04 一般演題

157

者に関するアンケ－ト調査

渡辺潤、寺島保典、天谷健二、平
岡保紀、西村泰司、秋元成太 ：自
己腎細胞癌に対する腫瘍特異的

第８１回　日本泌尿器
科学会総会

1993.04 一般演題

158

cytotoxic T limphocytes(CTL)の誘
導

小川秀弥、矢島勇臣、堀夏樹、久
保田正充、本田了、近藤幸尋、平
岡保紀、秋元成太 ：膀胱進行癌の

第８１回　日本泌尿器
科学会総会

1993.04 一般演題

159

保存的治療による10年生存率

小川秀弥、矢島勇臣、堀夏樹、引
間規夫、金子直乏、久保田正充、
本田了、平岡保紀、石井洋二、秋
元成太：膀胱腫瘍に対する抗腫瘍
剤の膀胱腔内注入療法－第７報－

第４４回　逓信医学協
会総会

1993.04 一般演題

160

本法施行症例の予後

丹羽直樹、林　昭棟、矢島勇臣、平
岡保紀、沼沢和夫、根本総、和田
雅世、中島米治郎、江上格：膀胱炎

第80回日本医科大学
医学会例会

1993.05 一般演題

161

症状を主訴としたS状結腸癌の１例

丹羽直樹、林　昭棟、平岡保紀、矢
島勇臣、根本聡、沼沢和夫、秋元
成太 ：前立腺癌31例に対する根治

第61回日本医科大学
医学会総会

1993.09 一般演題

162

的前立腺全摘除術

大澤秀一、杉澤裕、長谷川潤、坪
井成美、西村泰司、秋元成太、伊
藤高司、矢島勇臣、平岡保紀、藤

第61回日本医科大学
医学会総会（口演）

1993.09 一般演題



た偶発癌の病理組織学的検討

163 小川秀弥、山形健二、堀　夏樹、久
保田正充、平岡保紀、秋元成太 ：
表存性膀胱癌の20年生存率

第58回日本泌尿器科
学会東部総会（口演）

1993.10 一般演題

164 矢島勇臣、丹羽直樹、平岡保紀、
根本総、沼沢和夫、秋元成太 ：前
立腺癌に対する根治的前立腺全摘

第58回日本泌尿器科
学会東部総会

1993.10 一般演題

165

除術の検討

矢島勇臣、平岡保紀、渡辺潤、林
昭棟、丹羽直樹、根本総、沼沢和
夫、小川秀弥、秋元成太：Semi -

第58回日本泌尿器科
学会東部総会

1993.10 一般演題

166

radical  TUR-P法による抗菌剤の内
腺および外腺組織内濃度測定の試
み
丹羽直樹、平岡保紀、矢島勇臣、
岩本和矢、林昭棟、沼沢和矢：前立
腺全摘除術を施行した剥離TURP

第62回日本医科大学
医学会総会

1994 一般演題

167

後の偶発癌の病理組織学的検討

丹羽直樹、平岡保紀、岩本和矢、
矢島勇臣、林昭棟、沼沢和矢、秋
元成太、陳：尿管腫瘍術後、鎖骨上
および後腹膜リンパ節手に陽性例
に対するMTX膀胱壁内注射を中心

第59回日本泌尿器科
学会東部総会

1994 一般演題

168

とした集学的治療により、完全消失
が得られた１例

小川秀弥、桐山功、堀夏樹、久保
田正充、田中求平、平岡保紀：表在
性膀胱腫瘍230例に対する

第46回西日本総会 1994 一般演題

169

Mictomycin Cの膀胱腔内注入治療
効果

平岡保紀、矢島勇臣、丹羽直樹、
沼沢和夫林　昭棟、小川秀弥、秋
元成太 ：前立腺肥大症に対するウ
ルトラライン側射ファイバーによる

第82回日本泌尿器科
学会総会

1994.04 一般演題

170

レーザー治療の経験－レーザー単
独および剥離TURP併用法－

平岡保紀、矢島勇臣、丹羽直樹、
沼沢和夫、林　昭棟、小川秀弥、秋
元成太 ：外腺生検切除を追加した

第82回日本泌尿器科
学会総会

1994.04 一般演題

171

経尿道的前立腺剥離切除術（剥離
TURP）と前立腺偶発癌

丹羽直樹、平岡保紀、矢島勇臣、
沼沢和夫、林　昭棟、小川秀弥、秋
元成太 ：前立腺全摘除術を施行し

第82回日本泌尿器科
学会総会

1994.04 一般演題



価－前立腺肥大症と偶発癌
（stageA）の鑑別の可能性について
－

172 高橋洋文、丹羽直樹、岩本和矢、
矢島勇臣、林昭棟、沼沢和夫、平
岡保紀、：前立腺癌の診断における
前立腺特異抗原（PSA）の臨床的評
価－前立腺肥大症と偶発癌

第60日本泌尿器科学
会東部総会

1995.01 一般演題

173

（stageA）の鑑別の可能性について
－

丹羽直樹、平岡保紀、矢島勇臣、
岩本和矢、沼沢和夫、林　昭棟、小
川秀弥、秋元成太：剥離TUR－Pで

第83回日本泌尿器科
学会総会

1995.04 一般演題

174

発見された前立腺癌stageA症例の
癌残存予測の可能性について

矢島勇臣、平岡保紀、岩本和矢、
丹羽直樹、沼沢和矢、林昭棟、小
川秀弥、秋元成太：TUR-P術後再
発例に対する、再剥離TUR-P施行

第83回日本泌尿器科
学会総会

1995.04 一般演題

175

の意義

桐山功、堀夏樹、小川秀弥、久保
田正充、田中求平、平岡保紀、秋
元成太：膀胱癌に対するBCG膀胱

第83回日本泌尿器科
学会総会

1995.04 一般演題

176

内注入療法後の閉塞性腎不全

岩本和矢、平岡保紀、矢島勇臣、
高橋洋文、丹羽直樹、沼沢和夫、
林　昭棟、山本　鼎：腎細胞癌と鑑

日本医科大学医学会
第86回例会

1995.05 一般演題

177

別が困難であった腎嚢胞と胎性分
葉の各１例

平岡保紀、矢島勇臣、岩本和矢、
丹羽直樹、沼沢和夫、林昭棟：前立
腺偶発癌における剥離TURPでの

第33回日本癌治療学
会

1995.09 一般演題

178

stageおよび外腺生検切除切片の
癌陽性症例と残存癌との関係

高橋洋文、岩本和矢、左維、丹羽
直樹、矢島勇臣、林昭棟、沼沢和
夫、平岡保紀、：前立腺癌の診断に
おける前立腺特異抗原（PSA）の臨

第61回日本泌尿器科
学会東部総会

1995.10 一般演題

179

床的評価－前立腺肥大症と偶発癌
（stageA）の鑑別の可能性について
－

高橋洋文、丹羽直樹、岩本和矢、
矢島勇臣、林昭棟、沼沢和夫、平
岡保紀、：前立腺癌の診断における
前立腺特異抗原（PSA）の臨床的評

第60回日本泌尿器科
学会東部総会

1995.10 一般演題



射線化学療法併用の治療効果

180 左維、高橋洋文、丹羽直樹、岩本
和矢、矢島勇臣、平岡保紀 ：浸潤
性膀胱癌に対する術前多剤化学療
法の検討

第６回学校法人日本
医科大学外国人留学
者研究会

1995.11 一般演題

181 丹羽直樹、平岡保紀、矢島勇臣、
岩本和夫、高橋洋文、沼沢和夫、
林昭棟、小川秀弥、秋元成太：前立

第84回日本泌尿器科
学会総会

1996.04 一般演題

182

腺全摘除術後の尿失禁

左維、平岡保紀、矢島勇臣、岩本
和矢、丹羽直樹、高橋洋文 ：前立
腺癌に対する会陰式前立腺全摘除

日医大医学会第89回
例会

1996.05 一般演題

183

術の臨床的検討；恥骨後式前立腺
全摘除術との比較

左維、平岡保紀、矢島勇臣、岩本
和矢、丹羽直樹、高橋洋文、清水
有二 ：前立腺肥大症の大きさと術

第７回学校法人日本
医科大学外国人留学
者研究会

1996.05 一般演題

184

前術後のIPSS、尿流率、残尿量との
関係

高橋洋文、岩本和矢、左維、丹羽
直樹、矢島勇臣、林昭棟、沼沢和
夫、平岡保紀、秋元成太：陰茎転移

第61回日本泌尿器科
学会東部総会

1996.09 一般演題

185

によりpriapismを呈したSeminomaの
１例

平岡保紀、高橋洋文、清水有二、
岩本和矢、矢島勇臣、左維、林昭
棟、沼沢和夫 ：早期癌に対する根

第８５回日本泌尿器科
学会総会

1997.04 一般演題

186

治的会陰式前立腺全摘術

清水有二、平岡保紀、高橋洋文、
岩本和矢、左維、林昭棟、沼沢和
夫 、矢島勇臣：膀胱癌に対する

第８５回日本泌尿器科
学会総会

1997.04 一般演題

187

MTX膀胱壁内注射療法を併用した
集学的治療法の検討

清水有二、平岡保紀、高橋洋文、
岩本和矢、矢島勇臣、左維、林昭
棟、沼沢和夫 ：膀胱癌に対する

第８５回日本泌尿器科
学会総会

1997.04 一般演題

188

MTX膀胱壁内注射療法を併用した
集学的治療法の検討

左維、平岡保紀、岩本和矢、高橋
洋文、清水有二、沼沢和夫、林昭
棟：浸潤性膀胱癌に対する術前放

第65回日本医科大学
医学会総会

1997.09 一般演題



大水腎症合併の一例

189 清水有二、平岡保紀、岩本和矢、
高橋洋文、沼沢和夫、林昭棟、左
維、小倉順子、細根勝：一部腎嚢胞

第62回日本泌尿器科
学会東部総会

1997.10 一般演題

190

様所見を呈した両側同期性多発性
腎細胞癌の一例

小川秀彌、桐山功、堀夏樹、久保
田政充田中求平、石井洋二、平岡
保紀、秋元成太 ：膀胱癌（Ｔ2）に対

第49回日本泌尿器科
学会西日本総会

1997.10 一般演題

191

する抗腫瘍剤の膀胱腔内注入療法
による再発予防効果

小川秀彌、桐山功、堀夏樹、久保
田政充、田中求平、石井洋二、平
岡保紀、 ：膀胱癌（Ｔ2）に対する膀

第49回日本泌尿器科
学会西日本総会

1997.10 一般演題

192

胱保存的治療と予後の検討

小川秀彌、桐山功、堀夏樹、久保
田政充、田中求平、石井洋二、平
岡保紀、 ：膀胱癌（Ｔ2）に対する抗

第49回日本泌尿器科
学会西日本総会

1997.10 一般演題

193

腫瘍剤の膀胱腔内注入治療効果

小川秀彌、桐山功、堀夏樹、久保
田政充、田中求平、平岡保紀、秋
元成太 ：低分化型進行前立腺癌の

第４７回日本泌尿器科
学会中部総会

1997.11 一般演題

194

治療について

平岡保紀、清水有二、高橋洋文、
岩本和矢、左維、林昭棟、沼沢和
夫：尿失禁に対する永山式経膣恥

第38回多摩泌尿器科
医会

1998.01 一般演題

195

骨結合尿道吊り上げ術の経験

平岡保紀、清水有二、高橋洋文、
岩本和矢、左維、林昭棟、沼沢和
夫、小川秀弥：尿失禁に対する永

第86回日本泌尿器科
学会総会

1998.04 一般演題

196

山式経膣恥骨結合尿道吊り上げ術
－第１報　手術手技－

岩本和矢、平岡保紀、清水有二、
高橋洋文、左維、林昭棟、沼沢和
夫、小川秀彌 ：蒸散ウェッジ型ルー

第86回日本泌尿器科
学会総会

1998.04 一般演題

197

プを用いた経尿道的前立腺剥離切
除術

清水有二、平岡保紀、岩本和矢、
高橋洋文、左維、林昭棟、沼沢和
夫、小川秀彌 ：馬蹄腎・嚢胞腎・巨

第63回日本泌尿器科
学会東部総会

1998.09 一般演題



康弘、伊藤博、藤田和明 ：前立腺
肥大症に対する前立腺摘除術での
腺腫の全摘は実証されているか

198 桐山功、堀夏樹、田中求平、小川
秀彌、平岡保紀、秋山成太 ：膀胱
癌に対する動注化学療法の検討

第36回日本癌治療学
会総会

1998.10 一般演題

199 平岡保紀、清水有二、岩本和矢、
高橋洋文、左維、沼沢和夫：
staget2t3に対する放射線、cddp、ホ

第14回前立腺シンポジ
ウム

1998.12 一般演題

200

ルモン併用のneo adjuvant療法での
down Statingの試み

岩本和矢、平岡保紀、清水有二、
高橋洋文、左維、林昭棟、沼沢和
夫、小川秀彌 ：前立腺偶発癌症例

第87回日本泌尿器科
学会総会

1999.04 一般演題

201

での剥離TUR-P癌残存予測の可能
性について

左維,平岡保紀、清水有二、高橋洋
文、岩本和矢、沼沢和夫 ：前立腺
に対する放射線、ホルモン、CDDP

第87回日本泌尿器科
学会総会

1999.04 一般演題

202

併用によるNeoadjuvant療法の試み

　＜招待講演＞  平岡保紀：前立腺
肥大症における剥離TUR-P

国際内視鏡診療技術
シンポジウム（中国沈
陽・中国医科大学）

1999.05 招待講演

203 清水有二、平岡保紀、岩本和矢、
高橋洋文、左維、沼沢和夫、千賀
康弘、伊藤博、藤田和明、山田光

第64回日本泌尿器科
学会東部総会

1999.10 一般演題

204

輝 ：TURP時に誘発される前立腺被
膜反射性収縮について

左　維、平岡保紀、岩本和矢、高橋
洋文、清水有二、沼沢和夫、千賀

第88回日本泌尿器科
学会総会

2000.06 一般演題

205

康弘、伊藤博、藤田和明 ：前立腺
癌に対する剥離TURPの臨床評価

岩本和矢、平岡保紀、高橋洋文、
清水有二、左　維、沼沢和夫、千賀

第88回日本泌尿器科
学会総会

2000.06 一般演題

206

康弘、伊藤博、藤田和明 ：剥離
TURPにて検出され、全摘除術を
行った前立腺偶発癌症例の検討

平岡保紀、岩本和矢、高橋洋文、
清水有二、左　維、沼沢和夫、千賀

第65回日本泌尿器科
学会東部総会

2000.10 一般演題



のadenomaと外腺との区別は易しい
か、難しいかの検証

207 左　維、平岡保紀、岩本和矢、高橋
洋文、清水有二、他6名：剥離TUR-

第89回日本泌尿器科
学会総会

2001.04 一般演題

208

Pを施行した前立腺肥大症における
各種PSA関連パラメータの有用性の
検討

平岡保紀、岩本和矢、高橋洋文、
清水有二、左　維、他6名：TURP時

第89回日本泌尿器科
学会総会

2001.04 一般演題

209

のadenomaと外腺との区別は易しい
か、難しいかの検証

鈴木康友、平岡保紀、岩本和矢、
高橋洋文、清水有二他6名：腎盂腫

第89回日本泌尿器科
学会総会

2001.04 一般演題

210

瘍に対するハンドアシストを用いた
後腹膜腔鏡下腎摘出術と経尿道的
尿管引き抜き術の経験

清水有二、平岡保紀、岩本和矢、
高橋洋文、鈴木康友、他6名：ラット

第89回日本泌尿器科
学会総会

2001.04 一般演題

211

の実験的膀胱および腎実質腫瘍
（二重腫瘍）の発生と遺伝について

平岡保紀、岩本和矢、高橋洋文、
清水有二、左　維、他6名：前立腺

第89回日本泌尿器科
学会総会

2001.04 一般演題

212

摘除術時のTURP法による止血法と
残存腺腫に対するTURPの必要性

平岡保紀：会陰式前立腺全摘除術 第56回多摩泌尿器科
医会

2001.09 一般演題

213 〈特別講演〉平岡保紀：会陰式前立
腺全摘除術

山梨泌尿器科手術手
技研究会

2001.09 特別講演

214 平岡保紀、岩本和矢、高橋洋文、
清水有二、左　維、他6名：神経温

第66回日本泌尿器科
学会東部総会

2001.10 一般演題

215

存会陰式前立腺全摘除術

平岡保紀、岩本和矢、高橋洋文、
清水有二、左　維、他6名：TURP時

第57回多摩泌尿器科
医会

2001.12 一般演題



立腺摘除術：Dorsal Vein Complex
を切断する新しい手術術式の開発

216 平岡保紀、岩本和矢、高橋洋文、
清水有二、左維、他6名：TURP施行

第90回日本泌尿器科
学会総会

2002.04 一般演題

217

時に露出される浅層の外腺様組織
は解剖学的外腺組織と一致するの
か

平岡保紀、岩本和矢、高橋洋文、
清水有二、左維、他6名：TURP施行

第63回多摩泌尿器科
医会

2002.11 一般演題

218

時に露出される浅層の外腺様組織
は解剖学的外腺組織と一致するの
か

平岡保紀、阿部裕行、高橋洋文、
清水有二、左　維、他6名：PSA正常

第91回日本泌尿器科
学会総会

2003.04 一般演題

219

BPH群とgray zone BPH群における
内腺および外腺のPSA分泌量と
density計測の試み

阿部裕行、平岡保紀、清水有二：把
持鉗子とスネアーを用いた膀胱腫

第91回日本泌尿器科
学会総会

2003.04 一般演題

220

瘍切除術と膀胱生検の検討

平岡保紀、阿部裕行、清水有二：
gray zone値前立腺肥大症における

第66回多摩泌尿器科
医会

2003.06 一般演題

221

内腺および外腺のPSA分泌量と
density測定の意義

阿部裕行、清水有二、平岡保紀：
DVC処理を行った会陰式前立腺摘

第69回多摩泌尿器科
医会

2003.10 一般演題

222

除術

＜シンポジウム＞阿部裕行、清水
有二、平岡保紀： DVC処理を行っ

第68回日本泌尿器科
学会東部総会

2003.10 シンポジウム

223

た根治的会陰式前立腺摘除術

平岡保紀、阿部裕行、清水有二、
高橋洋文、岩本和矢、他３名：前立

第68回日本泌尿器科
学会東部総会

2003.10 一般演題

224

腺肥大症に対するTURP法での切
除残存量の検討

平岡保紀、阿部裕行、清水有二、
高橋洋文、他３名：根治的会陰式前

第92回日本泌尿器科
学会総会

2004.04 一般演題



管移行部狭窄症に対する腹腔鏡下
腎盂形成術の経験

225 平岡保紀：日常診療における前立
腺肥大症及び前立腺癌の見かた・

第72回多摩泌尿器科
医会

2004.06 一般演題

226

考え方

平岡保紀：排尿障害と前立腺癌 第76回多摩泌尿器科
医会

2005.01 一般演題

227 <ポスター>平岡保紀、清水有二、岩
本和矢、高橋洋文、服部智任、他3

第93回日本泌尿器科
学会総会

2005.04 ポスター

228

名：モーセレータを用いた新しい経
尿道的前立腺剥離摘出術の開発
（第１報）

平岡保紀、清水有二、岩本和矢、
高橋洋文、服部智任、他1名：大き

第78回多摩泌尿器科
医会

2005.06 一般演題

229

い前立腺肥大症に対する新経尿道
的前立腺剥離摘出術の開発

<ポスター>阿部裕行、清水有二、平
岡保紀：Malignant mesotherioma of

第70回日本泌尿器科
学会東部総会

2005.09 ポスター

230

tunica vaginalis testis

平岡保紀、阿部裕行、高橋洋文、
清水有二、岩本和矢、他１名：前立

第94回日本泌尿器科
学会総会

2006.04 一般演題

231

腺肥大症に対する剥離TURPによる
腺腫完全剥離への試み（経尿道的
前立腺剥離摘出術：TUDP)

<教育講演> 平岡保紀：前立腺肥大
症に対する根治的前立腺剥離

第18回新潟泌尿器科
手術手技研究会

2007.06 教育講演

232

TURPおよび剥離摘出術

尾形吉彦、平岡保紀、清水有二、
濱崎務、岩本和矢、服部智任：

第72回日本泌尿器科
学会東部総会

2007.08 一般演題

233

TUDP（経尿道的前立腺剥離摘出
術）と生理食塩水灌流下TUDPの比
較検討

<ポスター> 濱崎務、近藤幸尋、松
澤一郎、斎藤友香、鈴木康友、尾
形吉彦、高橋亮、木全亮二、清水
有二、平岡保紀、西村泰司：腎盂尿

第７２回日本泌尿器科
学会東部総会

2007.08 ポスター



症　特に凝固による問題点

234 <教育講演>濱崎務、平岡保紀：
『PSA』を知っていますか？

市民公開講座 2007.11 教育講演

235 平岡保紀、濱崎務、尾形吉彦：生食
下経尿道的前立腺剥離摘出術

第21回日本
Endourology・ESWL学

2007.11 一般演題

236 <教育講演> 平岡保紀：生食下経尿
道的前立腺剥離摘出術の目的と手

会総会

第６回東北泌尿器科
手術手技会

2008.02 教育講演

237

術のコツ

<教育講演> 平岡保紀 経尿道的前
立腺剥離摘出術

第3回奈良泌尿器手術
手技研究会

2008.04 教育講演

238 <ビデオシンポジウム> 平岡保紀：
How to Learn Transurethal

第96回日本泌尿器学
会総会

2008.04 ビデオシンポジウム

239

Detaching Prostatectomy (TUDP)
in Saline

 平岡保紀 ：前立腺肥大症に対する
内視鏡的肥大腺腫全摘出のための

第2２回日本
Endourology・ESWL学

2008.11 一般演題

240

方法

 平岡保紀、清水有二、藤原博通、
林達郎、武田隼人：前立腺肥大症

会総会

第97回多摩泌尿器科
医会

2008.11 一般演題

241

に対する内視鏡手術の根治性

 平岡保紀 前立腺肥大症に対する
各種内視鏡手術術式と尿道狭窄の

第97回日本泌尿器科
学会総会

2009.04 一般演題

242

発生率

平岡保紀、岩本和矢、藤原博通、
佐々木崇、清水有二：TURisの合併

第100回多摩泌尿器科
医会

2009.07 一般演題



江川晋、中条　洋、岩本和矢、平岡
保紀：夜間頻尿を訴えた
BPH/LUTS患者における特徴につ
いて臨床的検討

2011.04 一般演題

243 平岡保紀、藤原博通、佐々木崇：
TURisボール型電極使用による尿

第23回日本
Endurology&ESWL学

2009.11 一般演題

244

道狭窄症高頻度発生率の特徴と問
題点

平岡保紀：ソフト凝固法で剥離面に
凝固層を形成して止血する経尿道

会

第98回日本泌尿器科
学会総会

2010.04 一般演題

245

的剥離前立腺摘出術

小杉繁、池本庸、沼崎進、成岡健
人、菅谷真吾、古田昭、鈴木康之、

第98回日本泌尿器科
学会総会

2010.04 一般演題

246

岩本和矢、平岡保紀：OAB患者の
ウロダイナミクスにおける臨床的検
討

平岡保紀：剥離と凝固、切開が可能
な前立腺核出電極の開発

第2４回日本
Endurology&ESWL学

2010.10 一般演題

247 小杉繁、池本庸、沼崎進、成岡健
人、菅谷真吾、古田昭、鈴木康之、

会

第99回日本泌尿器科
学会
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