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＜著書＞ 

乃美昌司 

便失禁編：Q31脊損者の便失禁の実態は? 対応はどのようにすればいか? 

かかりつけ医のための便秘・便失禁 Q&A．日本医事新報社，第１版，2019.11.10, pp234-237 

 

仙石 淳  

神経因性下部尿路機能障害：α遮断薬．これ一冊でパーフェクト!! 泌尿器科薬物療法（赤座英

之編）．泌尿器外科第 32巻特別号，2019.4.30，pp292-293 

 

仙石 淳  

脳卒中リハビリテーションにおける障害の評価：排尿障害．脳卒中～基礎知識から最新リハビ

リテーションまで～（正門由久，他編），第 1版，医歯薬出版，2019.6.15，pp271-275 

 

山本直樹，柴田八衣子，谷口真弓，仙石 淳  

脳卒中リハビリテーションの実際：排尿障害のリハビリテーション．脳卒中～基礎知識から最

新リハビリテーションまで～（正門由久，他編），第 1版，医歯薬出版，2019.6.15，pp438-

442 

 

関戸哲利，井川靖彦，柿崎秀宏，橘田岳也，仙石 淳，高橋 悟，高橋良輔，田中克幸，波間

孝重，本田正史，三井貴彦，山西友典，渡邉豊彦 

脊髄障害における下部尿路機能障害の診療ガイドライン[2019 年版]．日本排尿機能学会，日本

脊髄障害医学会，日本泌尿器科学会編，中外医学社，2019.7.25 

 

仙石 淳，山西友典，関戸哲利，榊原隆次，乃美昌司，百瀬 均，高橋良輔，井川靖彦 

脊髄障害による難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法（transanal irrigation:TAI）の適

応および指導管理に関する指針．日本脊髄障害医学会，日本大腸肛門病学会，日本ストーマ・

排泄リハビリテーション学会編，第 1版．2020.1，第 2版．2020.3 

http://www.jascol.jp/member_news/2020/files/20200331.pdf?v=2 

 

＜Webコンテンツ＞ 

柳内章宏  

膀胱ろう患者の管理 ～カテーテル管理とフォローアップ～． 

学研メディカルサポート：看護師の特定行為研修 e-ラーニング．2020.3.20 

https://gakken-meds.jp/tokutei/ 

 

柳内章宏  

膀胱ろう管理で起こりうるトラブルとその対応． 

http://www.jascol.jp/member_news/2020/files/20200331.pdf?v=2


学研メディカルサポート：看護師の特定行為研修 e-ラーニング．2020.3.20 

https://gakken-meds.jp/tokutei/ 

 

得平佐織，大坪宣善，高橋理子，仙石 淳，他 

（兵庫県立リハビリテーション中央病院 脊損性機能研究会） 

男性脊髄損傷者における性機能に関するアンケート調査（平成 29年度実施） 

兵庫県立リハビリテーション中央病院ホームページ．2019.10.1  

https://www.hwc.or.jp/hospital/file/201910_sekison_report01.pdf 

 

石橋基大，金井塚啓樹，森野花梨，高橋理子，仙石 淳，他 

（兵庫県立リハビリテーション中央病院 脊損性機能研究会） 

女性脊髄損傷者における性機能に関するアンケート調査（平成 29年度実施） 

兵庫県立リハビリテーション中央病院ホームページ．2019.10.1 

https://www.hwc.or.jp/hospital/file/201910_sekison_report02.pdf 

 

仙石 淳 

実践リハビリテーション医学研修会（脊髄損傷）：下部尿路機能障害．日本リハビリテーショ

ン医学会 e-ラーニング. 2019.11 

https://member-new.jarm.or.jp/mypage/ 

 

仙石 淳  

膀胱ろうを要する主要疾患の病態生理とフィジカルアセスメント．学研メディカルサポート：

看護師の特定行為研修 e-ラーニング．2020.3.1 

https://gakken-meds.jp/tokutei/ 

 

仙石 淳  

膀胱ろうのカテーテル留置と患者の QOL．学研メディカルサポート：看護師の特定行為研修 

e-ラーニング．2020.3.1 

https://gakken-meds.jp/tokutei/ 

 

＜論文＞ 

Shigemura K, Kitagawa K, Nomi M, Yanagiuchi A, Sengoku A, Fujisawa M 

Risk factors for febrile genito-urinary infection in the catheterized patients by with spinal cord injury-

associated chronic neurogenic lower urinary tract dysfunction evaluated by urodynamic study and 

cystography: a retrospective study. 

World J Urol. 38(3); 733-740, 2020.3 (Epub 2019 Apr 4)  

 

Kitagawa K, Shigemura K, Nomi M, Takami N, Yamada N, Fujisawa M 



Use of oral third generation cephalosporins and quinolones and occurrence of antibiotic-resistant strains 

in the neurogenic bladder (NB) outpatient setting: a retrospective chart audit. 

Spinal Cord. doi: 10.1038/s41393-020-0416-8. Epub 2020 Jan 21 

 

Sengoku A. 

Editorial Comment to Urodynamic analysis of the impact of diabetes mellitus on bladder function. 

Int J Urol. 26(6); 623, 2019.6 (Epub 2019 Mar 18) 

 

Sekido N, Igawa Y, Kakizaki H, Kitta T, Sengoku A, Takahashi S, Takahashi R, Tanaka K, Namima T, 

Honda M, Mitsui T, Yamanishi T, Watanabe T.  

Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of lower urinary tract dysfunction in patients with 

spinal cord injury. 

Int J Urol. doi: 10.1111/iju.14186. Epub 2020 Feb 19 

 

柳内章宏，野上雅子，乃美昌司，仙石 淳 

下部尿路機能障害に対するケア・リハビリテーション． 

泌尿器外科 32(12); 1471-1476, 2019.12 

 

乃美昌司，仙石 淳，味村俊樹，角田明良，勝野秀稔，木元康介，高橋知子，高橋良輔，前田耕太郎 

神経因性大腸機能障害に起因する難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法 ～前向き多施設共

同研究のサブ解析～ 

日脊障医誌 32(1)； 32-36, 2019.5.1 

 

田畑千恵、池田靖弘、乃美昌司 

何が同じで、どこが違う？ 現場向け ESBL 産生菌・CRE(CPE)対策． 

The Journal for Infection Control Team 14(3); 213-219, 2019.7.15 

 

乃美昌司，仙石 淳 

決定版尿路カテーテル管理 経皮的膀胱瘻カテーテル留置．  

泌尿器 Care & Cure Uro-Lo 24(4); 409-415, 2019.8 

 

仙石 淳，乃美昌司，柳内章宏 

脊髄損傷者における排泄障害治療の最近の動向について． 

日脊障医誌 32(1); 116-117, 2019.5 

 

仙石 淳，乃美昌司 

排尿障害に対するリハビリテーションの目的と成果． 

泌尿器外科 32(12); 1465-1469, 2019.12 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28940777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28940777


＜学会発表＞  

Sengoku A, Nomi M 

Usefulness of transanal irrigation using Peristeen○R  anal irrigation system for Japanese 

patients with neurogenic bowel dysfunction due to spinal cord disorders: a preliminary 

study. ISCoS annual scientific meeting 58th 2019.11.5-7 Nice, France 

 

柳内章宏，乃美昌司，仙石 淳 

外傷性脳損傷に伴う下部尿路機能障害  

第 107回日本泌尿器科学会総会 2019.4.18-21  名古屋市 

 

林田正子，柳内章宏 

パーキンソン病患者の ADL 低下と下部尿路症状との関連  

第 32回日本老年泌尿器科学会 2019.6.14  旭川市 

 

柳内章宏，乃美昌司，仙石 淳 

外傷性脳損傷に伴う下部尿路機能障害 ～尿流動態検査所見の検討～ 

第 26回日本排尿機能学会 2019.9.12-14 東京都 

 

乃美昌司，仙石 淳，他 

神経因性大腸機能障害に対する経肛門的洗腸療法  

第 107回日本泌尿器科学会総会 2019.4.18-21  名古屋市 

 

乃美昌司，仙石 淳，他 

難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法：脊髄障害患者における神経因性大腸機能障害に対す

る経肛門的洗腸療法の経験（シンポジウム） 

第 25回大腸肛門機能障害研究会 2019.9.7 東京都 

  

乃美昌司，柳内章宏，仙石 淳 

当院における神経因性大腸機能障害に対する経肛門的洗腸療法の経験について 

第 26回日本排尿機能学会 2019.9.12-14 東京都 

  

乃美昌司，柳内章宏，仙石 淳 

脊髄障害患者における神経因性大腸機能障害に対する経肛門的洗腸療法の経験 

第 54回日本脊髄障害医学会 2019.10.31-11.1 秋田市 

 

仙石 淳，乃美昌司，柳内章宏 

機能的女性下部尿路閉塞症に対する経尿道的手術 ～当科における手術手技と成績について～ 

第 107回日本泌尿器科学会総会 2019.4.18-21  名古屋市 

 



仙石 淳，乃美昌司，柳内章宏 

神経因性膀胱患者に対する恥骨上膀胱瘻造設術の当科における手術手技について 

第 26回日本排尿機能学会 2019.9.12-14 東京都 

 

仙石 淳，乃美昌司，柳内章宏 

機能的女性下部尿路閉塞症（functional female bladder outlet obstruction: FFB）に対する

経尿道的手術 ～当科における手術手技とその成績について～ 

第 26回日本排尿機能学会 2019.9.12-14 東京都 

 

仙石 淳，乃美昌司，柳内章宏 

脊髄障害に伴う下部尿路機能障害例に対する恥骨上膀胱瘻造設術の当科における手技について 

第 54回日本脊髄障害医学会 2019.10.31-11.1 秋田市 

 

仙石 淳 

脊髄障害における下部尿路機能障害の診療ガイドライン：脊髄損傷における下部尿路機能障害の

診断（シンポジウム） 

第 54回日本脊髄障害医学会 2019.10.31-11.1 秋田市 

 

＜講演 ・その他＞ 

柳内章宏 

排泄障害と排泄ケア 

排尿自立指導対象研修 2019.4.16 たつの市 

 

柳内章宏 

パーキンソン病患者のウロダイナミクスの解析およびミラべグロンの治療効果 

第 2 回 Rokko UDS Spring Seminar  2019.6.22-23 西宮市 

 

柳内章宏 

尿路機能障害の治療 

排尿機能不全の背景を考える ～尿路機能障害の予防とケア～ 

全日本病院協会 下部尿路機能障害の治療とケア研修会（排尿自立指導料当該研修） 2019.10.30-

11.1 神戸市 

 

柳内章宏 

下部尿路機能障害と排尿自立に向けて 

兵庫県排尿ケアセミナー 2019.11.22 神戸市 

 

柳内章宏， 

排尿の病態生理・下部尿路機能障害の診断 



下部尿路機能障害の治療とケア 

排尿自立指導フォロアップセミナー 2020.1.19 神戸市 

 

柳内章宏， 

尿道カテーテルに関する諸問題 

排尿自立指導対象院内研修 2020.1.23 神戸市 

 

柳内章宏， 

排泄概論 

西播磨研修交流センター 排泄ケア研修 2020.2.19 たつの市 

 

Nomi M 

"Sanitation during a disaster" 

Coloplast Continence days 2019  2019.5.16-18 Copenhagen, Denmark 

 

乃美昌司，仙石 淳 

当院における神経因性大腸機能障害に対する経肛門的洗腸療法の経験 

第 4回高野山排泄セミナー 2019.8.3-4 和歌山県伊都郡高野町 

 

乃美昌司 

脊髄障害による排便障害と治療 

経肛門的洗腸療法の概要と適応，および国内臨床試験結果 

日本大腸肛門病学会 経肛門的洗腸療法研修会（在宅経肛門的自己洗腸指導管理料当該研修） 

2019.7.20 東京都,  2019.10.5 大阪市 

 

清水友貴子，安藤芽久美，柴田八衣子，前田あずさ，乃美昌司，仙石 淳 

ぺリスティーンアナルイリゲーションシステム用自助具を用いた排便動作について ～頚髄損傷での一

経験～ 

第 4回高野山排泄セミナー 2019.8.3-4 和歌山県伊都郡高野町 

 

仙石 淳 

日常診療で注意すべき排尿管理・尿路管理について 

神戸市医師会学術講演会 2019.4.13 神戸市 

 

仙石 淳 

UDSの用語解説 

第 2 回 Rokko UDS Spring Seminar  2019.6.22-23 西宮市 

 

仙石 淳 



脳血管障害・脊髄損傷における排尿障害の評価と実践的治療 

日本リハビリテーション医学会 回復期リハビリテーション病棟専従医師研修会（アドバンスコース） 

2019.8.31-9.1 東京都 

 

仙石 淳 

下部尿路機能障害 

日本リハビリテーション医学会 実践リハビリテーション医学研修会（脊髄損傷） 

2019.10.19 東京都 

 

仙石 淳 

下部尿路機能障害の病態と診断 

全日本病院協会 下部尿路機能障害の治療とケア研修会（排尿自立指導料当該研修） 2019.10.30-

11.1 神戸市 

 

仙石 淳，乃美昌司，柳内章宏 

機能的女性下部尿路閉塞症（functional female bladder outlet obstruction: FFB）に対する

経尿道的手術 ～当科における手術手技とその成績について～ 

第 82回 NGB 研究会 2019.12.21 大阪市 

 

仙石 淳 

脊髄障害による排便障害と治療 

経肛門的洗腸療法の概要と適応，および国内臨床試験結果 

日本大腸肛門病学会 経肛門的洗腸療法研修会（在宅経肛門的自己洗腸指導管理料当該研修） 

2019.4.6, 2020.2.1 東京都 


