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川口 義弘、林 秀一郎、植田 浩介、西原 聖顕、林 篤正、松尾 光哲、末金 茂高、
井川 掌
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形成外科 59(6):663-668,2016
林 秀一郎、黒瀬 浩文、黒川 慎一郎、築井 克聡、植田 浩介、名切 信、
西原 聖顕、井川 掌
血液透析患者に密封小線源療法を施行した 2 例
泌尿器外科 29(6):1033-1036,2016

Ueda K, Suekane S, Mitani T, Chikui K, Ejima K, Suyama S, Nakiri M, Nishihara K,
Matsuo M, Igawa T.
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黒瀬 浩文、植田 浩介、大西 怜、小笠原 尚之、築井 克聡、陶山 俊輔、西原 聖顕、
名切 信、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
術前診断が困難であった後腎性腺腫の 2 例
日本泌尿器科学会雑誌 107(4):251-255,2016
Mitsunori Matsuo,Kousuke Ueda,Kiyoaki Nishihara,Makoto Nakiri,
Shunsuke Suyama,Katsuaki Chikui,Shuichiro Hayashi,Hirofumi Kurose,
Naoyuki Ogasawara,Shigataka Suekane,Tsukasa Igawa
A Laparoscopic Management Combined with a Flexible Ureteroscope Polyps of
More Than 3cm Length
JOURNAL OF ENDOUROLOGY 2(1):117-119,2016

Ⅱ．著書・総説・その他
≪著書≫
末金 茂高、植田 浩介、井川 掌
リンパ節転移
日本臨床 74(3):149-153, 2016
井川 掌
前立腺癌
腎と透析

80:497-499,2016

井川 掌
日常診療における過活動膀胱のマネージメント
臨牀と研究 93(6):121-126,2016
井川 掌
特集 前立腺癌 新たに登場した医薬品のノウハウとピットフォール
薬局 67(11):62-67,2016
井川 掌
陰茎腫瘍、尖圭コンジローマ
今日の治療指針 2016 1202-1203,2016
野口 正典
An innovative treatment comes of age. Yamaguchi Y, Eds,
Immunotherapy of Cancer143-158,2016
≪総説≫
松尾 光哲
尿路結石症に対する Dual Energy CT の有用性 －結石成分の予測－
久留米醫學會雑誌 79(3-5):99-103,May 2016
井川 掌
泌尿器内分泌腫瘍 －診断・治療の現状と展望－
久留米醫學會雑誌 79(8-9):197-203,2016

≪その他≫
井川 掌
日本泌尿器科学会編 2016 年版 前立腺癌診療ガイドライン
14 去勢抵抗性前立腺癌 研究協力者
メディカルビュー社

Ⅲ．学会・研究会
1.国際学会、国際シンポジウム
AUA 2016 The American Urological Association Annual Meeting
平成 28 年 5 月 6 日（金）～10 日（火）、サンディエゴ（アメリカ）
【Moderated Poster Session】
『BLADDER & URETHRA:ANATOMY,PHYSIOLOGY & PHARMACOLOGY』
Tokumasa Hayashi,Shingo Hirashima,Keisuke Ohta,Kei-ichiro Nakamura,
Tsukasa Igawa
THREE-DIMENSIONAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BLADDER
INTRAMUSCULAR INTERSTITIAL CELL
『KIDNEY CANCER :BASIC RISERCH & PATHOPHYSIOLOGY Ⅲ』
Kosuke Ueda,Jun Akiba,Sachiko Ogasawara,Keita Todoroki,Masamichi
Nakayama,Akiko Sumi,Hironori Kusano,Sakiko Sanada,Shigetaka Suekane,Keming
Xu,Ki Bae,Motoichi Kurisawa,Tsukasa Igawa,Hirohisa Yano
GROWTH INHIBITORY EFFECT OF AN INJECTABLE HYALURONIC
ACID-TYRAMINE HYDROGELS
INCORPORATING HUMAN NATURAL INTERFERON-A AND SORAFENIB
ON RENAL CELL CARCINOMA CELLS

13th International Symposium on Urolithiasis
平成 28 年 7 月 19 日（火）～22 日（金）、幕張メッセ 国際会議場
【Free Poster9】
『ESWL and endourology』
Mitsunori Matsuo,Shunsuke Suyama,Kiyoaki Nishihara,Makoto Nakiri,
Kousuke Ueda,Katsuaki Chikui,Shinichiro Kurokawa,Shuichiro Hayashi,
Atsushi Ide,Naoyuki Ogasawara,Kaori Shirasaka,Shigetaka Suekane,

Tsukasa Igawa
A clinical outcome of endoscopic management for 20mm or more of large renal
calculi

第 46 回国際禁制学会（ICS2016 TOKYO）
平成 28 年 9 月 13 日（火）～16 日（金）、東京国際フォーラム
【Scientific Podium Short Oral Session 】
『New Research Methods』
Hayashi T,Uemura K,Hirashima S,Kanazawa T,Takeya M,Ohota K,
Nakamura K,Igawa T
Three-dimensional observation of suburothelial interstitial cell by FIB/SEM
tomography

13th Annual Meeting of the East Asian Society of Endourology(EASE)
平成 28 年 11 月 20 日（日）
、コングレコンベンションセンタ－大阪
【Non-moderated Poster Session】
Shunsuke Suyama,Kousuke Ueda,Chikui Katsuaki,Kazuhisa Ejima,
Makoto Nakiri,Kiyoaki Nishihara,koujiro Saito,Mitsunori Matsuo,
Shigetaka Suekane,Tsukasa Igawa
Risk factor of postoperative SIRS or sepsis treated with transurethral lithotripsy
for over 75 years old patients
Mitsunori Matsuo,Hirohumi Kurose,Naoyuki Ogasawara,Kiyoaki Nishihara,
Tsukasa Igawa
Simultaneous laparoscopic management using a flexible cystonephroscope for
retrocaval ureter combined with renal calculi

2.総会、全国規模学会
第 104 回 日本泌尿器科学会総会
平成 28 年 4 月 23 日（土）～25 日（月）、仙台国際センター 他

【シンポジウム】
『2016CRPC 治療最前線：ベストミックスを探る』
（司会）
井川 掌
【一般演題ポスター】
『結石/PNL』
松尾 光哲、西原 聖顕、陶山 俊輔、築井 克聡、名切 信、植田 浩介、
井手 篤史、林 秀一郎、黒瀬 浩文、小笠原 尚之、白坂 香織、末金 茂高、井川 掌
サンゴ状結石の二期的治療における TUL assisted PNL(TAP)の経験
『腎腫瘍/予後 その他』
黒瀬 浩文、植田 浩介、小笠原 尚之、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、
西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
腎摘除後に肺転移の自然退縮を認めた転移性腎細胞癌の 1 例
『腎腫瘍/診断と予後予測因子』
植田 浩介、末金 茂高、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、
井川 掌
転移性腎細胞癌に対する Cytoreductive nephrectomy における予後予測因子の検討
【一般演題口演】
『腎孟・尿管腫瘍・臨床』
西原 聖顕、末金 茂高、植田 浩介、林 秀一郎、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、
松尾 光哲、井川 掌
上部尿路上皮癌における予後予測因子としての好中球/リンパ球比の有用性の検討

第 28 回日本内分泌外科学会総会
平成 28 年 5 月 26 日（木）～27 日（金）、ロイヤルホールヨコハマ
【ポスター】
『副腎・褐色細胞腫』
築井 克聡、小笠原 尚之、井川 掌
偶発腫瘍として発見された褐色細胞腫の臨床的検討

『副腎・その他』
小笠原 尚之、植田 浩介、黒瀬 浩、 築井 克聡、陶山 俊輔、西原 聖顕、名切 信、
松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
ACTH 非依存性副腎皮質大結節性過形成（AIMAH）に対して腹腔鏡下片側副腎摘
除を行った 2 例

第 61 回日本透析医学会学術集会
平成 28 年 6 月 9 日（木）～12 日（日）
、大阪国際会議場 他
【デジタルポスター】
『泌尿器疾患 2』
末金 宏基、植田 浩介、築井 克聡、西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌、
和田 芳文、上村 慶一郎、甲斐田 祐介、黒川 佑佳、玻座真 琢磨、深水 圭
長期間の集学治療により寛解を得た後腹膜膿瘍を呈した血液透析の患者の一例

第 35 回日本アンドロロジー学会学術大会
平成 28 年 6 月 24 日（金）～25 日（土）、前橋テルサ
【シンポジウム②】
『進行性前立腺癌の薬物療法の現状と展望』
（講演）
井川 掌
前立腺癌の去勢抵抗性獲得と新規治療薬の役割

日本尿路結石症学会第 26 回学術集会
平成 28 年 7 月 20 日（水）
、幕張メッセ 国際会議場
【一般演題（ポスター）
】
『TUL/PNL①』
陶山 俊輔、松尾光哲、齋藤 孝二郎、築井 克聡、植田 浩介、江島 和久、
西原 聖顕、名切 信、末金 茂高、井川 掌
75 歳以上の上部尿路結石に対する TUL 手術合併症について

第 48 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会
平成 28 年 9 月 23 日（金）～24 日（土）、くまもと県民交流館パレア
【一般演題】
『泌尿・生殖器』
林 篤正、上村 慶一郎、平嶋 伸吾、金澤 知之進、武谷 三恵、太田 啓介、中村 桂
一郎、井川 掌
FIB/SEM tomography を用いた尿路上皮間質細胞の観察

第 81 回日本泌尿器科学会東部総会
平成 28 年 10 月 7 日（金）～10 日（月・祝）
、リンクステーションホテル青森 他
【一般口演】
『腎腫瘍/基礎・診断・マーカー』
植田 浩介、末金 茂高、西原 聖顕、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、松尾 光哲、
井川 掌
初診時 Cytroreductive nephrectomy 不可と判断した転移性腎細胞癌症例の検討
『尿路上皮癌/診断・マーカー・治療』
末金 茂高、植田 浩介、西原 聖顕、井川 掌、野口 正典、笹田 哲朗、由谷 茂、
七條 茂樹、伊東 恭悟
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

第 54 回日本癌治療学会学術集会
平成 28 年 10 月 20 日（木）～22 日（土）、パシフィコ横浜
【ミニシンポジウム】
『前立腺 7：前立腺がんのバイオマーカー』
（座長）
井川 掌
【ワークショップ】

『泌尿器 2：泌尿器がん治療の進歩』
末金 茂高、植田 浩介、西原 聖顕、井川 掌、野口 正典、笹田 哲朗、由谷 茂、
七條 茂樹、伊東 恭悟
抗がん剤治療抵抗性の転移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
【示説】
『腎・尿路・膀胱 4：病理・バイオマーカー』
西原 聖顕、末金 茂高、植田 浩介、林 秀一郎、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、
松尾 光哲、井川 掌
上部尿路上皮癌における好中球/リンパ球比の予後予測因子としての有用性
『腎 1：手術』
植田 浩介、末金 茂高、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、
井川 掌
分子標的時代における転移性腎細胞癌に対する Cytoreductive nephrectomy の有用
性の検討

第 30 回泌尿器内視鏡学会総会
平成 28 年 11 月 17 日（木）～19 日（土）、グランフロント大阪
【総会賞ビデオ】
小笠原 尚之、松尾 光哲、黒瀬 浩文、西原 聖顕、井川 掌
腎結石を合併した下大静脈後尿管に対する一期的腹腔鏡下根治術の経験
【総会賞ポスター】
陶山 俊輔、井手 篤史、川口 義弘、築井 克聡、植田 浩介、西原 聖顕、名切 信、
松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
Stone heterogeneity index(SHI)を用いた ESWL 治療効果予測因子の検討
【一般ポスター】
松尾 光哲、陶山 俊輔、西原 聖顕、植田 浩介、築井 克聡、井川 掌
20mm 以上の腎結石における PNL と TUL の検討
川口 義弘、末金 茂高、小笠原 尚之、林 秀一郎、築井 克聡、植田 浩介、

西原 聖顕、名切 信、松尾 光哲、井川 掌
尿管鏡で確定診断後尿管鏡下レーザー切除にて治療し得た尿管がんの 1 例

第 68 回西日本泌尿器科学会総会
平成 28 年 11 月 24 日（木）～27 日（日）、海峡メッセ下関
【パネルディスカッション】
（座長）
井川 掌
【一般演題】
『腎腫瘍』
広重 佑、江口 善朗、吉住 修、井川 掌
当院における転移性腎癌に対する分子標的薬の治療経験
『前立腺癌』
上垣 まみ、林 秀一郎、築井 克聡、名切 信、黒川 慎一郎、植田 浩介、
西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌、村木 宏一郎、服部 睦行、
淡河 恵津世
HoLEP の施行後の high risk 前立腺癌に対して Trimodality therapy を行った 1 例
『尿路上皮腫瘍 1』
（座長）
末金 茂高
西原 聖顕、末金 茂高、植田 浩介、白坂 香織、小笠原 尚之、林 秀一郎、黒川 慎
一郎、井手 篤史、築井 克聡、陶山 俊輔、名切

信、松尾 光哲、井川 掌

上部尿路上皮癌患者における術前 NLR、LMR、PLR の有用性

【ポスター】
『腎腫瘍』
植田 浩介、末金 茂高、末金 宏基、林 秀一郎、黒川 慎一郎、築井 克聡、
陶山 俊輔、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、井川 掌

進行性腎細胞癌に対する 1st-line treatment としての Pazopanib の使用経験
『尿路上皮腫瘍 5』
熊谷 壽二、井川 掌、松尾 光哲
胃癌術後 13 年目に出現した膀胱転移の 1 例

『結石』
（座長）
松尾 光哲
黒川 慎一郎、林 篤正、林 秀一郎、末金 宏基、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、
末金 茂高、井川 掌
尿管癌内の尿管結石に膀胱癌を合併した 1 症例

第 29 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会
平成 28 年 12 月 1 日（木）～2 日（金）
、久留米シティプラザ
【ランチョンセミナー2】
『癌の治癒を目指す T 細胞輸注療法』
（座長）
井川 掌
【ワークショップ 2】
『化学療法と免疫療法』
末金 茂高、野口 正典、笹田 哲朗、由谷 茂、七条 茂樹、伊東 恭悟
白金製剤治療抵抗性の転移性上部尿路上皮がん患者に対するペプチドワクチン療法

第 23 回日本排尿機能学会
平成 28 年 12 月 6 日（火）～8 日（木）
、東京国際フォーラム
【ポディアムポスター5】
『Male LUTS』
（座長）

井川 掌

3.地方会・研究会
日本泌尿器科学会福岡地方会

第 297 回例会

平成 28 年 2 月 6 日（土）13:00～、萃香園ホテル
（会長）
井川 掌
【口演 1】
（座長）
松尾 光哲
小笠原 尚之、植田 浩介、西原 聖顕、名切 信、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
久留米大学病院泌尿器科における最近 5 年間の手術統計
末金 宏基、植田 浩介、三谷 智太郎、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、
西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
膀胱・残存尿管転移を来たした腎細胞癌の 1 例
【口演 2】
（座長）
末金 茂高
黒川 慎一郎、林 秀一郎、築井 克聡、植田 浩介、名切 信、松尾 光哲、
末金 茂高、井川 掌、林 篤正、野口 正典、吉武 信行
尿道海綿状血管腫の 1 例

第 24 回

KURUME ENDOOSURGERY FORUM

平成 28 年 2 月 25 日（木）
、久留米大学 筑水会館
【一般演題】
黒瀬 浩文、植田 浩介、西原 聖顕、松尾 光哲、井川 掌

3cm を超す多発性尿管ポリープに対して尿管鏡を併用した腹腔鏡下尿管部分切除術
~combination surgery の可能性~

大分泌尿器病態研究会
平成 28 年 6 月 4 日（土）
、大分センチュリーホテル
【特別講演】
（講演）
井川 掌
前立腺がんのホルモン療法を再考する－GnRH アナログによる個別化治療は可能か

Renal Cell Cancer Meeting in OKAYAMA
平成 28 年 6 月 18 日（土）
、ホテルグランヴィア岡山
【一般演題】
植田 浩介
進行性腎細胞癌に対する First-line treatment としての Pazopanib の使用経験

第 25 回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会
平成 28 年 7 月 7 日（木）～8 日（金）
、慶應義塾大学日吉キャンパス
【シンポジウム 1】
『前立腺癌検診からホルモン療法まで』
（講演）
井川 掌
前立腺癌ホルモン療法の副作用－予防医学の視点から再考する－

第 3 回久留米がんワクチン研究会
平成 28 年 7 月 23 日（土）
、福岡天神ソラリア西鉄ホテル
【特別企画】
『個別化ペプチドワクチンの適応拡大 現状と課題』

（講演）
末金 茂高
治療抵抗性腎がん・尿路がん

日本泌尿器科学会福岡地方会

第 298 回例会

平成 28 年 7 月 23 日（土）
、電気みらいホール
【口演 1】
桃園 幸介、三谷 智太郎、藤野 隆之、奈田 愼一、吉武 真希、野口 正典
大動脈合併切除を行った paraganglioma の一例
黒瀬 浩文、植田 浩介、小笠原 尚之、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、西原 聖
顕、川越 伸俊、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
腎部分切除後に後腹膜腔に再発を認めた Clear cell papillary RCC の一例
井手 篤史、植田 浩介、築井 克聡、陶山 俊輔、西原 聖顕、名切 信、末金 茂高、
井川 掌、牟田 紘子、大島 孝一、矢野 博久
突然死を来たした心転移を伴った腎細胞癌の一例

第 110 回九州泌尿器科連合地方会学術集会
平成 28 年 10 月 15 日（土）
、萃香園ホテル 2 階「鶴の間」
【口演Ⅰ】
『診断上興味ある症例』
（座長）
松尾 光哲
黒瀬 浩文
副腎
白坂 香織
後腹膜
【口演Ⅱ】

『治療に難渋した症例』
（座長）
川越 伸俊

第 160 回 日本泌尿器科学会広島地方会

特別講演

平成 28 年 11 月 5 日（土）
、TKP ガーデンシティ広島
【特別講演】
（講演）
井川 掌
進行性前立腺癌治療の現状と課題

第 13 回久留米大学東洋医学回研究会
平成 28 年 11 月 9 日（水）
、久留米大学病院
【一般講演】
（講演）
黒川 慎一郎
間質性膀胱炎における漢方治療

第 11 回

福岡尿路結石症研究会

平成 28 年 12 月 1 日（木）
、ホテル日航福岡
【一般演題】
（座長）
井川 掌

第 49 回九州人工透析研究会総会
平成 28 年 12 月 11 日（日）
、熊本県立劇場
【ポスター8】
『急性腎不全・血液浄化』

黒川 慎一郎、黒川 佑佳、福田 理史、柴田 了、深水 圭、西原 聖顕、林 篤正、
松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
膀胱全摘回腸導管造設術後に著名な代謝性アシドーシスを来し緊急透析を施行した
一例

Ⅳ．講演会・その他

第7回

長崎前立腺癌臨床研究会

平成 28 年 1 月 15 日（金）
、ベストウェスタンプレミアホテル長崎
【講演】
（講演）
井川 掌
診断からみた前立腺癌最近の話題

CRPC

Meet the expert in Fukuoka

平成 28 年 1 月 20 日（木）
、ホテル日航福岡
【Session2 –Discussion-】
（講演）
井川 掌

筑後泌尿器科医会第 139 回研修会
平成 28 年 1 月 26 日（火）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌

アステラス製薬株式会社 社内 WEB レクチャー
平成 28 年 1 月 29 日（木）
、ホテルマリターレ創世久留米

【講演】
（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？

久留米内科医会学術講演会
平成 28 年 2 月 3 日（水）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（講演）
井川 掌
泌尿器科疾患に関する最近の話題

前立腺癌学術講演会
平成 28 年 2 月 6 日（土）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌

アドバイザリーボードミーティング
平成 28 年 2 月 18 日（木）
、ホテル日航福岡
【アドバイザリーボードミーティング】
『去勢抵抗性前立腺癌治療における CYP17 阻害剤アビラテロンの役割』
（アドバイザー）
井川 掌

第 7 回長崎県前立腺がんフォーラム
平成 28 年 2 月 27 日（土）
、長崎大学医学部 良順会館

【特別講演】
『講演Ⅱ』
（座長）
井川 掌

筑後泌尿器科医会 140 回研修会
平成 28 年 3 月 3 日（土）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌

筑後泌尿器科医会第 24 回総会・第 141 回研修会
平成 28 年 3 月 17 日（木）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌

第 142 回筑後泌尿器科医会研修会
平成 28 年 4 月 19 日（火）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌

第 70 回

久留米医学会総会プログラム

平成 28 年 4 月 22 日（金）
、久留米大学筑水会館
【特別講演】
（講演）

井川 掌
泌尿器内分泌腫瘍－診断・治療の現状と展望－

第 143 回筑後泌尿器科医会研修会
平成 28 年 5 月 19 日（木）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌

第 75 回

地域医療支援講演会

平成 28 年 6 月 2 日（木）
、聖マリア病院
【特別講演】
（講演）
末金 茂高
腎癌の最新治療

カフェで学ぼう

がんのこと

平成 28 年 6 月 24 日（金）
、西日本新聞会館
【セミナー】
『前立腺がん』
（講師）
末金 茂高

第 144 回筑後泌尿器科医会研修会
平成 28 年 6 月 28 日（火）
、萃香園ホテル
【一般講演】
末金 茂高
がん対策基本法施行から 10 年～前立腺がん医療連携の進捗状況

【特別講演】
（座長）
井川 掌

第 145 回筑後泌尿器科医会研修会
平成 28 年 7 月 26 日（火）
、ホテルニュープラザ久留米
【特別講演】
（座長）
井川 掌

Prostate Cancer Symposium in 久留米
平成 28 年 8 月 19 日（金）
、ホテルマリターレ創世久留米
【一般講演】
（座長）
末金 茂高
（講演）
広重 佑
去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロンの初期使用経験
【特別講演】
（座長）
井川 掌

第 6 回久留米周術期フォーラム
平成 28 年 9 月 6 日（火）
、ホテルマリターレ創世久留米
【特別講演】
（座長）
井川 掌

前立腺癌ミーティング
平成 28 年 9 月 9 日（金）
、獨協医科大学病院
【特別講演】
（講演）
井川 掌
進行性前立腺癌のマネージメント－治療をめぐる諸問題－

第8回

信州泌尿器科談話会

平成 28 年 9 月 10 日（土）
、ホテルモンターニュ
【特別講演】
（講演）
井川 掌
進行性前立腺癌のマネージメント－治療をめぐる諸問題－

MEET THE EXPERT 2016
平成 28 年 9 月 30 日（金）
、ホテルオークラ福岡
【オープニング】
井川 掌

第 2 回 Shiga Prostate Cancer Forum
平成 28 年 10 月 6 日（木）
、琵琶湖ホテル
【特別講演】
（講演）
井川 掌
進行性前立腺癌のマネージメント－治療をめぐる諸問題－

ナースセミナ― in

久留米－前立腺癌の薬物治療と対策－

平成 28 年 10 月 8 日（土）
、久留米大学病院
【セッション 1 講演】
（講演）
井川 掌
前立腺癌

佐賀大学大学院セミナー
平成 28 年 10 月 13 日（木）
、佐賀大学大学院
【講演】
（講演）
井川 掌
泌尿器がんの基礎と臨床

RCC Professional Lecture 2016
平成 28 年 10 月 14 日（金）
、ホテル日航
【講演 1】
（座長）
井川 掌

UROLOGY FORUM
平成 28 年 10 月 15 日（土）
、萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌

Update on Prostate Cancer in 佐賀
平成 28 年 10 月 20 日（木）
、佐賀市文化交流プラザ交流センター

【講演Ⅱ】
（講演）
井川 掌
CRPC の最近の話題－骨転移治療を中心に－

筑後泌尿器科医会第 146 回研修会
平成 28 年 10 月 27 日（木）
、久留米萃香園ホテル
【特別講演】
（座長）
井川 掌

鳥取前立腺癌治療研究会
平成 28 年 10 月 28 日（金）
、国際ファミリープラザ
【特別講演】
（講演）
井川 掌
進行性前立腺癌のマネージメント～治療をめぐる諸問題～

平成 28 年度長崎医学部同窓会福岡支部

教育講演

平成 28 年 10 月 29 日（土）
、中国彩館 福新桜
【講演】
（講演）
井川 掌
泌尿器がん診療の現状と展望

医学特別番組「明日の治療指針」
平成 28 年 11 月 4 日（金）
（収録）
、ラジオ NIKKEI 大阪支社スタジオ

【明日の治療指針】
『進行性前立腺癌 最近の話題』
（ラジオ収録）
井川 掌

朝倉医師会学術講演会
平成 28 年 11 月 10 日（木）
、朝倉医師会病院
【特別講演】
（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

Prostate Cancer Expert Meeting in Kyushu
平成 28 年 11 月 12 日（土）
、ANA クラウンプラザホテル福岡
【Seeion2 Voting Session】
『CRPC 治療にコンセンサスは得られるのか』
（座長）
井川 掌

久留米 TSC 診療ネットワークセミナー
平成 28 年 11 月 30 日（水）
、久留米大学病院
【Opening Remarks】
井川 掌
【講演】
（座長）
井川 掌
【Closing Remarks】
井川 掌

Prostate Cancer Forum～前立腺癌ガイドライン改訂のポイント～
平成 28 年 12 月 3 日（土）
、山口大学附属病院
【特別講演】
（講演）
井川 掌
進行性前立腺癌治療は どこへ向かうのか？

看護師 WEB シンポジウム
平成 28 年 12 月 9 日（金）
、KIT STOUDIO（収録会場）
【Session1】
（講演）
井川 掌
前立腺癌薬物療法による副作用とその対策

CSL ベーリング WEB セミナー
平成 28 年 12 月 21 日（水）
、CSL ベーリング福岡オフィス
【セミナー】
（座長）
井川 掌

Ⅴ．科学研究費・その他
平成 28 年度
科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）(基盤研究 C)
「標準治療抵抗性尿路上皮がん患者に対するペプチドワクチン療法のバイオマーカー検索」
研究代表者 末金 茂高 1,500,000 円
平成 28 年度
科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）
（基盤研究 C）
「排尿筋層に存在する間質細胞の超微形態三次元再構築法による機能解析」
研究代表者 林 篤正 1,000,000 円
平成 28 年度
科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）
（若手研究 B）
「FIB/SEM を用いた前立腺上皮細胞の超微細的な解析」
研究代表者 上村 慶一郎 1,000,000 円

