教

室

業

績

（平成 27 年 1 月～平成 27 年 12 月）

Ⅰ．原著論文
Noguchi M, Arai G, Matsumoto K, Naito S, Moriya F, Suekane S, Komatsu N,
Matsueda S, Sasada T, Yamada A, Kakuma T, Itoh K
Phase I trial of a cancer vaccine consisting of 20 mixed peptides in patients with
Castration-resistant prostate cancer : dose-relatedimmune boostingand suppression
Cancer Immunol Immunother(2015)64:493-505
Ueda K, Suekane S, Nishihara K, Ogasawara N. Kurose H. Hayashi S. Chikui K.
Suyama S,Nakiri M,Matsuo M,Igawa T
Duration of First-line Treatment with Molecular Targeted-Therapy Is a Prognostic
Factor in Metastatic Renal Cell Carcinoma
Anticancer Research 35:3415-3422.2015.6
松尾 光哲、西原 聖顕、名切 信、陶山 俊輔、築井 克聡、植田 浩介
林 秀一郎、川口 義弘、井川 掌
Neoadjuvant hormonal therapy 併用腹腔鏡下前立腺全摘除術（LRP）症例の臨床的検討
Japanese Journal of Endourology(2105)28:258-262
Uemura K, Ohta K, Kanazawa,T Hayashi T, Tanoue R, Yoshitomi M,Hirashima S,
Suekane S, Matsuoka K, Igawa T, Nakamura K
Subsutaneous transplantation promotes organ formation of the fetalrat urogenital
sinus
Acta Histochemica117(2015)6:512-520
Sida Y,Igawa T,Abe K,Hakariya T,Takehara K, Onita T and Sakai H
Composite pheochromocytoma of the adrenal gland:a case series
Shida et al,BMC Res Notes(2015)8:257
陶山 俊輔、井川 掌
【かかりつけ医のための尿路結石】結石の種類とその特徴
成人病と生活習慣(1347-0418)45 巻 8 号 8Page951-956(2015.08)
Onishi R, Noguchi M, Kaida H, Moriya F, Chikui K, Kurata S, Kawahara A,
Kage M, Ishibashi M and Matsuoka K,
Assessment of cell proliferation in renal cell carcinoma using dual-phase
18F-fluorodeoxyglucose PET/CT
ONCLOGY LETTERS 10:822-828,2015

Ueda K, Akiba J, Ogasawara S, Todoroki K, Nakayama M, Sumi A, Kusano H,
Sanada S, Suekane S, Xu K, Bae KH, Kurisawa M, Igawa T, Yano H
Growth inhibitory effect of an injectable hyaluronic acid-tyramine
hydrogels incorporating human natural interferon-a and sorafenib on renal
cell carcinoma cells.
Acta Biomater.2015 Oct 20.pii:S1742-7061
Sakamoto S, Matsueda S, Takamori S, Tou Uhi, Noguchi M, Yutani S, Yamada A,
Shichijo S, Yamada T, Suekane S, Kawano K, Sasada T, Hattori N, Kohno N, Itoh K.
Immunological evaluation of peptide vaccination for cancer patients with the HLA-A26
allele.
Cancer Sci 106:1257-63, 2015.
Araki H, Sasada T, Tashiro K, Komatsu N, Noguchi M, Itoh K, Pang X, Koda Y, Soejima
M, Kuhara T, Miyata A, Marble M, Muta S.
Haptoglobin promoter polymorphism rs5472 as a prognostic biomarker for peptide
vaccine efficacy in castration-resistant prostate cancer.
Cancer Immunol Immunother 64:1565-73, 2015.
Matsueda S, Shichijo S, Nagata S, Seki C, Yamada A, Noguchi M, Itoh K.
Identification of Novel Lck-derived T Helper Epitope Long Peptides Applicable for
HLA-A2+ Cancer Patients as Cancer Vaccine.
Cancer Sci 106:1493-8, 2015.

Ⅱ．著書・総説・その他
≪著書≫
井川 掌：
去勢抵抗性前立腺がん 薬物治療 UPDATE
先端医学社 113-119, 2015.1
≪総説≫
井川 掌：
副腎偶発腫瘍 最新のマネジメント
臨床泌尿器科 69（6）：426-435,2015.5

≪その他≫
井川 掌：
71. 前立腺がんはどんながんですか？
診療や相談に役立つ がん患者 100 の質問 158-159 2015.4
松尾 光哲：
72. 前立腺がんはどのように治療しますか？
73. 前立腺がんは検診が役立ちますか？
診療や相談に役立つ がん患者 100 の質問 160-163 2015.4
末金 茂高：
74. 膀胱がんはどんながんですか？
75. 膀胱がんはどのように治療しますか？
診療や相談に役立つ がん患者 100 の質問 164-167 2015.4

井川 掌：
【第 3 回 泌尿器画像診断・治療技術研究会(JSURT)報告】各画像の位置づけ

前立腺 前

立腺癌治療の分岐点と画像診断
映像情報 Medical 47 巻 13 号 Page1191-1193(2015.12)

Ⅲ．学会発表

1.

国際学会、国際シンポジウム

30th Annual EAU Congress
平成 27 年 3 月 20 日（金）～24 日（火）、マドリッド（スペイン）
【ポスター）
S. Suekane, M. Noguchi, K. Ueda, T. Igawa , T Sasada, K. Itoh：
Feasibility study of personalized peptide vaccination for platinum-based chemotherapy
resistant metastatic uppertract urothelial carcinoma patients

AUA2015
平成 27 年 5 月 15 日（金）～19 日（火）、ニューオーリンズ（アメリカ）
【ポスター】

Shigetaka Suekane, Masanori Noguchi, Kousuke Ueda,Tsukasa Igawa,
Tetsuro Sasada,Kyogo Itoh,Kurume,Jpaan
FEASIBILTY

STUDY

OF

PERSONALIZED

PEPTIDE

VACCINATION

FOR

PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY RESISTANT
METASTATIC UPPER TRACT UROTHELIAL CARCINOMA PATIEVTS

Multicellular Inputs Regulating Muscle Excitability
平成 27 年 6 月 14 日（日）～17 日（水）、サンフランシスコ（アメリカ）
【ポスター】

Tokumasa Hayashi, Mitsue Takeya, Kei-ichiro Uemura, Tomonoshin
Kanazawa, Satoshi Iino*, Tsukasa Igawa, Kei-ichiro Nakamura
The expression of small conductance calcium-activated potassium (SK3)
channel is specifically concentrated at interstitial cells of the spaces between
detrusor smooth muscle cells in the guinea pig urinary bladder.

33rd World Congress Meeting on
Endourology and SWL (WCE 2015)
平成 27 年 10 月 1 日（木）～10 月 4 日（日）、ロンドン（イギリス）
【 Video session】
松尾

光哲：

A Laparoscopic management combined with a flexible ureteroscope for ureteral polyps
of more than 3 cm length

2.

総会、全国規模学会

第 103 回 日本泌尿器科学会総会
平成 27 年 4 月 18 日（土）～22 日（火） ANA クラウンプラザホテル金沢 他、
（総会賞応募ポスター+口演）
末金 茂高、野口 正典、植田 浩介、守屋 普久子、井川 掌、笹田 哲郎、伊藤 恭悟：
プラチナ系抗がん剤治療抵抗性の進行性上部尿路上皮がん患者に対するがんペプチドワクチン療
法の可能性
（一般演題ポスター）
林 篤正、黒川 慎一郎、野口 正典、井川 掌、飯田 如：
リウマチ疾患に伴う免疫抑制剤使用症例での TUL(会議録)
大西 怜、陶山 俊輔、中川 剛、植田 浩介、黒瀬 浩文、井川 掌：
経皮的腎瘻造設を施行した進行悪性腫瘍症例の後方視的検討
陶山 俊輔、植田 浩介、松尾 光哲、三谷 智太郎、川口 義弘、井川 掌：
骨盤臓器脱に対する TVM 手術、単一術者における初期 36 例の経験
小笠原 尚之、末金 茂高、植田 浩介、三谷 智太郎、黒瀬 浩文、築井

克聡、

陶山俊輔、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、井川 掌：
ソラフェニブ単剤で 9 年間におよぶ病勢制禦が可能であった転移性腎癌の一例
（一般演題口演）
松尾 光哲、齊藤 孝二郎、陶山 俊輔、川口 義弘、井川 掌：
Dual Energy CT を用いた術前結石成分予測に関する臨床的検討

植田 浩介、末金 茂高、築井 克聡、小笠原 尚之、黒瀬 浩文、林 秀一郎、
陶山 俊輔、名切、信、西原 聖顕、松尾 光哲、井川 掌：
去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法の予後予測因子の検討

川口 義弘、林 秀一郎、植田 浩介、西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、
井川 掌、石川 博人、赤木 由人：
腹腔動脈切除により摘除可能となった脱分化型脂肪肉腫の一例

第1回

岩手泌尿器病理研究会

学術集会

平成 27 年 5 月 22 日（金）
、ホテルメトロポリタン盛岡
井川 掌：
進行前立腺癌治療のトピックス

第 27 回日本内分泌外科学会総会
平成 27 年 5 月 28 日（木）～29（土）、コラッセふくしま

築井 克聡、植田 浩介、陶山 俊輔、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、
井川 掌：
当科で腹腔鏡下副腎摘除術を施行した褐色細胞腫 27 例の臨床的検討
第 60 回日本透析医学会学術集会・総会
平成 27 年 6 月 26 日（金）～28 日（日）、パシフィコ横浜
（ポスター）
三谷 智太郎, 末金 茂高, 小金丸 雅道, 栗林 裕二, 植田 浩介, 西原 聖顕, 井川 掌：
高エリスロポエチン血症を呈した慢性維持透析患者の一例
日本尿路結石症学会 第 25 回学術集会
平成 27 年 8 月 28 日（金）～29（土）
、ロワジールホテル旭川
斉藤孝二郎：
ESWL の治療成績に影響する因子の検討

松尾光哲、斉藤孝二郎、陶山俊輔、井川掌：
Dual Energy CT を用いた上部尿路結石における成分予測に関する臨床的検討
陶山俊輔、松尾光哲、斉藤孝二郎、白坂香織、小笠原尚之、黒瀬浩文、林 秀一郎
築井克聡、植田浩介、江島和久、名切信、西原聖顕、末金茂高、井川掌：
75 歳以上の上部尿路結石に対する TUL と PNL の治療成績と手術合併症について

第 19 回日本内分泌病理学会学術総会
平成 27 年 10 月 24 日（土）～25（日）
、アバンセ
【ランチョンセミナー】
井川 掌：
アンドロイド環境から考えた前立腺癌の診断と治療

第 53 回日本癌治療学会学術集会
平成 27 年 10 月 29 日（木）～10 月 31 日（土）
、国立京都国際会館
10 月 30 日（金）
（ワークショップ）
末金 茂高, 植田 浩介, 井川 掌, 野口 正典, 坂本 信二郎, 由谷 茂, 伊東 恭悟：
進行腎癌患者における分子標的治療剤併用がんペプチドワクチン療法の免疫誘導能
（ポスター）
植田 浩介, 末金 茂高, 築井 克聡, 白坂 香織, 小笠原 尚之, 黒瀬 浩文, 林 秀一郎, 井手
篤史, 陶山 俊輔, 西原 聖顕, 名切 信, 松尾 光哲, 井川 掌：
分子標的治療時代における進行腎細胞癌に対する予後予測因子の検討

第 67 回西日本泌尿器科学会総会
平成 27 年 11 月 5 日（木）～11 月 7 日（土）
、福岡国際会議場
11 月 6 日（金）
【ヤングウロロジストリサーチコンテスト】
（座長）

井川 掌：
【一般演題】
（座長）
末金 茂高：
桃園 幸介，吉武 真希, 三谷 智太郎, 島松 一秀, 野口 正典, 井川 掌：
抗凝固剤使用中に生じた後腹膜血腫の 4 例
11 月 7 日（土）
【ポスター】
（座長）松尾 光哲：
【一般演題】
松尾 光哲, 井川 掌：
結節性硬化症に合併した腎血管筋脂肪腫に対するエベロリムスの使用経験
（ポスター）
築井 克聡, 植田 浩介, 白坂 香織, 小笠原 尚之, 黒瀬 浩文, 林 秀一郎, 井手 篤史, 陶山
俊輔, 西原 聖顕, 名切 信, 松尾 光哲, 末金 茂高, 井川 掌：
去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドの初期使用経験
広重 佑：
当院における去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドの初期使用経験

第 29 回日本泌尿器内視鏡学会総会
平成 27 年 11 月 19 日（木）～11 月 21 日（土）
、京王プラザホテル
11 月 19 日（木）
【総会賞 2D ビデオ 3】
（審査員）井川 掌：

【総会賞 デジタルポスター 4】
（審査員）末金 茂高：
【総会賞 2D ビデオ 5】
松尾 光哲, 植田 浩介, 西原 聖顕, 名切 信, 陶山 俊輔, 築井 克聡, 林 秀一郎, 末金 茂高,
井川 掌：
3cm 長を超す尿管ポリープに対する軟性尿管鏡併用腹腔鏡下尿管尿管吻合術

第 4 回日本泌尿器病理研究会
平成 27 年 2 月 7 日（土）
、東京慈恵会医科大学 南講堂
【一般演題】
植田 浩介、末金 茂高、三谷 智太郎、築井 克聡、名切 信、西原 聖顕、松尾 光
哲、井川 掌：
腎部切後に多発性肺腫瘤影が軽快した RCC unclassified の一例

3.

地方会・研究会

日本泌尿器科学会福岡地方会

第 295 回例会

平成 27 年 2 月 7 日（土） 13:00～
産業医科大学ラマツィーニ小ホール
林 秀一郎、黒瀬 浩文、三谷 智太郎、築井 克聡、名切 信、井川 掌、
村木 宏一郎、淡河恵津世：
透析患者に対して密封小線源療法を施行した 2 例
黒瀬 浩文、大西 怜、吉武 真希、桃園 幸介、井川 掌：
尿路サルモネラ感染症の 1 例
第 107 回 九州泌尿器科連合地方会学術集会
平成 27 年 3 月 7 日（土）
、電気ビルみらいホール
川口 義弘：
後腹膜

第 251 回日本泌尿器科学会東北地方会
日時：平成 27 年 4 月 25 日（土）
、秋田市にぎわい交流館 AU
（特別講演）
井川 掌：
去勢抵抗性前立腺癌の治療戦略を読み直す

日本泌尿器科学会福岡地方会

第 292 回例会

平成 27 年 7 月 6 日（土）
、電気ビルみらいホール
井手 篤史：
精嚢嚢胞感染に対し穿刺症ドレナージを施行した Zinner 症候群の 1 例

第 108 回 九州泌尿器科連合地方会学術集会
平成 27 年 11 月 14 日（土）～15（日）
、マリトピア
白坂 香織：
膀胱

Ⅳ．講演会・その他
第 7 回 AU Oncology Seminar
平成 27 年 1 月 8 日（木）
、東京慈恵会医科大学 西講堂
（特別講演）
井川 掌：
去勢抵抗性前立腺癌―治療標的をどのように設定するか―

第 80 回 TEUS (Tokyo Expert Urology Seminar)
平成 27 年 1 月 26 日（月）
、ホテルグランドパレス
（特別講演）
井川 掌：
去勢抵抗性前立腺癌の治療戦略を読み直す

第1回

Chuo-Minato Urology Conference

平成 27 年 1 月 30 日（金）
、インターコンチネンタル東京ベイ
【講演】
井川 掌：
これからの CRPC 治療を考える～アンドロゲン受容体からみた治療戦略～

第７回福岡県医学会総会
平成 27 年 2 月 8 日（日）
、福岡県医師会館
【研修医 Session】
小笠原 尚之：
片側副腎摘除を施行した ACTH 非依存性両側性副腎皮質大結節性過形成(AIMAH)の 2 例

平成 27 年度 福岡県泌尿器科医会

教育講演

平成 27 年 2 月 28 日（土）
、ホテルニューオータニ博多
（教育講演）
井川 掌：
副腎腫瘍 最近の話題

第1回

筑後 Brachytherapy Conference

平成 27 年 2 月 20 日（金）、萃香園ホテル
【教育講演】
築井 克聡：
Brachytherapy Basic Seminar
【特別講演】
名切 信：
限局性前立腺癌における永久挿入密封小線源療法の位置付け
（座長）
江島 和久：

第 23 回 KURUME ENDOSURGERY FORUM
平成 27 年 2 月 26 日（木）
、久留米大学医学部 筑水会館 1 階 中会議室
川口 義弘, 黒瀬 浩文, 西原 聖顕, 松尾 光哲, 井川 掌：
当科における単孔式尿膜管全摘除術の経験

Apricot Urology Forum

平成 27 年 2 月 26 日（木）
、京王プラザホテル
井川 掌：
去勢抵抗性前立腺癌の治療戦略を読みなおす

第 23 回

筑後地区

がん薬物療法研修会

平成 27 年 3 月 19 日（木）
、ハイネスホテル久留米
【特別講演】
井川 掌：
前立腺癌治療 最近の進歩～薬物療法を中心に～
第 139 回筑芙会
平成 27 年 4 月 16 日（木）
、翠香園ホテル
【講演】
井川 掌：
前立腺癌診療の最前線

第1回

岩手泌尿器病理研究会

学術集会

平成 27 年 5 月 22 日（金）
、ホテルメトロポリタン盛岡
【特別講演】
井川 掌：
進行前立腺癌治療のトピックス

CRPC FoRum In Gifu
平成 27 年 5 月 23 日（土）
、岐阜グランドホテル
【特別講演】
去勢抵抗性前立腺癌の治療を再考する
井川 掌：

ZL 発売 1 周年記念講演会 in 鹿児島
平成 27 年 6 月 4 日（木）
、城山観光ホテル 4 階「ガレリア」
【特別講演】
去勢抵抗性前立腺癌の治療戦略を読み直す
井川 掌：

一歩進んだ排尿障害ケアを考える会
～認知機能と抗コリン薬の適正使用～
平成 27 年 6 月 10 日（水）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌：
林 篤正：
認知症（中枢神経疾患）と排尿障害

第 17 回

島根前立腺疾患研究会

平成 27 年 6 月 11 日（木）
、出雲ツインリーブスホテル
【特別講演】
井川 掌：
進行前立腺癌治療のトピックス

三島市医師会内科部会学術講演会
平成 27 年 6 月 19 日（金）
、三島市医師会メディカルセンター
【特別講演】
井川 掌：
日常診療における排尿障害のマネージメント

筑後泌尿器科医会第 135 回研修会
平成 27 年 6 月 23 日（火）萃香園ホテル
【情報提供】
末金 茂高：
当科におけるエンザルタミドの使用経験
広重 佑：
当院におけるエンザルタミド使用経験
【特別講演】
井川 掌：
去勢抵抗性前立腺癌に対する基礎と臨床からのアプローチ

第 13 回東京ミッドタウンセミナー
平成 27 年 7 月 15 日（水）
、パレスホテル東京
【特別講演】
井川 掌：
去勢抵抗性前立腺癌の治療戦略を再考する

第 2 回久留米がんワクチン研究会
平成 27 年 7 月 25 日（土）
、ホテルマリターレ創世
【講演】
野口 正典：
テーラーメイドペプチドワクチン 2015

新潟県 CRPC 講演会
平成 27 年 7 月 28 日（火）
、ホテル日航新潟
【特別講演】
井川 掌：
CRPC の治療戦略を考えるヒント

島原市医師会学術講演会
平成 27 年 7 月 31 日（金）
、シーサイド島原
【学術講演会】
井川 掌：
日常診療における排尿障害のマネージメント

第 15 回

九州前立腺癌臨床課題研究会

平成 27 年 8 月 8 日（木）
、ヒルトンシーホーク
（座長）
井川 掌：
（アンケート結果）
末金 茂高：
九州における各地区の連携パスに関するアンケート調査結果

前立腺がん連携セミナー2015
平成 27 年 8 月 20 日（木）
、ホテルリソル佐世保
井川 掌：
連携の視点から考える前立腺がん診療

第 25 回

九州内視鏡下外科手術研究会

平成 27 年 8 月 29 日（土）
、くまもと県民交流館パレア
築井克聡：
当科で腹腔鏡下副腎摘除術を施行した褐色細胞腫 27 例の臨床的検討

第 5 回久留米周術期管理ファーラム
平成 27 年 9 月 15 日（火）
、ホテルマリターレ創生
松尾光哲：
前立腺癌におけるリンパ節郭清の現状
千葉 CRPC 学術講演会
平成 27 年 9 月 16 日（水）
、アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 東京ベイ幕張ホール
【特別講演】
井川 掌：
CRPC の治療戦略を考えるヒント

第3回

JSURT

泌尿器画像診断・治療技術研究会

平成 27 年 9 月 25 日（金）～26（土）
、ウェステンホテル都ホテル京都
井川 掌：
前立腺癌の治療の分岐点

早良区医師会学術講演会
平成 27 年 10 月 9 日（金）
、ヒルトン福岡シーホーク
井川 掌：
日常診療における排尿障害のマネージメント

ゴナックス発売 3 周年 イクスタジン発売 1 周年 記念講演会
平成 27 年 11 月 7 日（土）
、ホテルニューオータニ博多
【特別講演】
井川 掌
GnRH アナログによる前立腺癌の個別化治療は可能か？

第 21 回

熊本前立腺癌研究会

平成 27 年 11 月 11 日（水）
、ホテルニューオータニ熊本
【特別講演】
井川 掌：
ＣＲＰＣの治療戦略を考えるヒント

第 10 回

福岡尿路結石研究会

平成 27 年 11 月 12 日（木）
、ホテル日航福岡
陶山 俊輔：
75 歳以上の上部尿路結石に対する TUL と PNL の治療成績と手術合併症
【特別講演】
（座長）
井川 掌：

第 48 回福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会
平成 27 年 11 月 25 日（水）
、ホテルセントラーザ博多
【講演】
植田 浩介：
腹腔鏡手術時代における開腹下腎摘除術

柳川山門医師会学術講演会
平成 27 年 11 月 27 日（金）
、柳川山門医師会館 柳川市三橋町蒲船津 351
【特別講演】
井川 掌：
泌尿器疾患治療の最近の話題

Update on CRPC in FUKUOKA
平成 27 年 11 月 28 日（土）
、ホテル日航福岡
（パネリスト）
井川 掌：
進行前立腺がん治療の将来像を模索する

Prostate Cancer Seminar 2015
平成 27 年 12 月 10 日（木）
、ホテルラシーネ新前橋
【特別講演】
井川 掌：
メカニズムから考える CRPC 治療のヒント

4F「百合」

