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（平成 30 年 1 月～平成 30 年 12 月）

Ⅰ．原著論文
星野 龍志、上垣 まみ、平野 泰嗣、大西 聡、末金 宏基、小笠原 尚之、
林 秀一郎、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
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
西日本泌尿器科 80(8) 435-435,2018
末金 宏基、植田 浩介、黒瀬 浩文、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、
井川 掌、斎藤 孝二郎
epithelioid AML の 2 例
西日本泌尿器科 80(8) 435-436,2018
Shoichi Kimura,Yoshihiro Kawaguchi, Kosuke Momozono, Masanori Noguchi
Female urethral diverticulum containing large calculi
Urology Case Report (18):14-15,2018
Kosuke Ueda, Shigetaka Suekane, Taishi Hirano, Naoyuki Ogasawara, Katsuaki
Chikui, Keiichiro Uemura, Makoto Nakiri, Kiyoaki Nishihara, Mitsunori Matsuo,
Tsukasa Igawa
Efficacy of Axitinib as Second-line Treatment in Locally
Advanced and Metastatic Renal Cell Carcinoma
Anticancer Research(38):5387-5392,2018
Kosuke Ueda, Shigetaka Suekane, Hirofumi Kurose, Katsuaki Chikui, Makoto Nakiri,
Kiyoaki Nishihara, Mitsunori Matsuo, Akihiko Kawahara, Hirohisa Yano,
Tsukasa Igawa
Prognostic value of PD-1 and PD-L1 expression in patients with
metastatic clear cell renal cell carcinoma
Urologic Oncology: (36):499.e9-499.e16,2018
井川 掌、西原 聖顕
実臨床に有用な後腹膜腫瘍の特徴
－第 19 回九州泌尿器科共同研究 九州沖縄地区における後腹膜腫瘍の実態調査サブ解析－
西日本泌尿器科 80(3) 91-96.2018

Shoichi Kimura, Yoshihiro Kawaguchi, Kosuke Momozono, Masanori Noguchi
Female urethral diverticulum containing large calculi
Urol Case Rep.18:14-15,2018
Shoichi Kimura, Kosuke Momozono, Hiroko Sasahara, Kazuhide Shimamatsu,
Masanori Noguchi
Phyllodes tumor in the male breast after bicalutamide treatment for
prostate carcinoma
Clinics of Surgery 1:1-4,2018
Masanori Noguchi, Noriko Koga, Fukuko Moriya, Shigetaka Suekane, Shigeru Yutani,
Akira Yamada, Shigeki Shichijo, Tatuyuki Kakuma, Kyogo Itoh
Survival analysis of multiple peptide vaccination for the selection of
correlated peptides in urological cancers
Cancer Science 109:2660-2669,2018

Ⅱ．著書・総説・その他
≪著書≫
末金 茂高、井川 掌、范 綾、清川 兼輔
ペロニー病に対するスライディング法手術
第 96 回 連載 泌尿器領域におけるトラブルシューディング
泌尿器外科 31(11),1525-1528,2018
井川 掌
14.泌尿器科分野 4）前立腺癌の画像診断
薬剤師が知っておくべき臓器別画像解析の基礎知識 大臓器編 54(2) 207-211.2018
松尾 光哲
14.泌尿器科分野 5）尿路結石症の画像診断
薬剤師が知っておくべき臓器別画像解析の基礎知識 大臓器編 54(3) 743.2018
≪総説≫
末金 茂高、植田 浩介、築井 克聡、末金 宏基、小笠原 尚之、林 秀一郎、
陶山 俊輔、西原 聖顕、名切 信、松尾 光哲、野口 正典、井川 掌
シンポジウム１：超高齢時代の尿路悪性腫瘍の薬物療法
－高齢去勢抵抗性前立腺がん患者に対する薬物療法－
西日本泌尿器科 80(7) 333-336,2018
井川 掌
前立腺癌のバイオマーカー 2. proPSA の基礎
Prostate Journal 5(1) 7-12,2018
井川 掌
男性下部尿路症状（Male LUTS）の診かた
Schneller No.105,2018.Winter
≪その他≫
井川 掌
西日本泌尿器科と私
西日本泌尿器科 80(6) 311-312.2018

Ⅲ．学会発表
1.

国際学会、国際シンポジウム

American Association for Cancer Research(AACR) in chicago

平成 30 年 4 月 14 日（水）～18 日（日）America chicago
Hirofumi Kurose, Kosuke Ueda, Reiichiro Kondo, Sachiko Ogasawara, Hironori Kusano,
Sakiko Sanada, Yoshiki Naito, Jun Akiba, Tatsuyuki kakuma, Tsukasa Igawa,
Hirohisa Yamo
Low-Molecular-Weight Protein Tyrosine Phosphatase（LMW-PTP）is a
Useful Biomarker for Predicting Postoperative Biochemical Recurrence in
Prostate Cancer with Negative Surgical Margins
2.

総会、全国規模学会

京都・第 106 回日本泌尿器科学会総会

平成 30 年 4 月 19 日（木）～22 日（日）国立京都国際会館グランドプリンスホテル
【シンポジウム １７】High risk 前立腺癌に対する集学的治療（手術療法を中心に）
（座長）
近藤 幸尋・井川 掌
【一般演題口演】
松尾 光哲、西原 聖顕、陶山 俊輔、築井 克聡、植田 浩介、林 秀一郎、
小笠原 尚之、末金 宏基、名切 信、末金 茂高、井川 掌
「単一術者によるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）におけるコ
ンソール時間についての検討」
平野 泰嗣、植田 浩介、黒瀬 浩文、林 秀一郎、築井 克聡、名切 信、西原 聖顕、
松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
「肺扁平上皮癌の淡明型腎細胞癌内転移の 1 例」

林 篤正、武谷 三恵、橋谷 光、中村 桂一郎、井川 掌
「Ca²+活性化 SK3 チャネルを発現する膀胱 PDGFRa+間質細胞の組織内分布
と P2Y1 受容体刺激による Ca²+応答」
植田 浩介、末金 茂高、平野 泰嗣、末金 宏基、小笠原 尚之、林 秀一郎、
築井 克聡、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２次治療としての Axitinb の有用性」
末金 茂高、植田 浩介、西原 聖顕、井川 掌、野口 正典、由谷 茂、伊藤 恭悟
「尿路上皮がん患者に対する次世代個別化がんペプチドワクチン療法開発の
展望」
【一般演題ポスター】
西原 聖顕、末金 茂高、植田 浩介、末金 宏基、小笠原 尚之、黒瀬 浩文、
林 秀一郎、築井 克聡、陶山 俊輔、名切 信、松尾 光哲、井川 掌
「転移性上部尿路上皮癌に対する予後予測因子の検討」
熊谷 壽二、松尾 光哲、井川 掌
「悪性リンパ腫と鑑別を要した lgG4 関連両側腎孟尿管周囲炎の１例」
末金 宏基、末金 茂高、前田 拓、植田 浩介、築井 克聡、小笠原 尚之、
林 秀一郎、陶山 俊輔、西原 聖顕、名切 信、松尾 光哲、井川 掌
「当科外来における潜在的下部尿路症状患者の実態調査」
広重 佑、江口 善朗、築井 克聡、熊谷 壽二、渡辺 晃太、三谷 智太郎、
川口 義弘、齋藤 孝二郎、井川 掌
「化学療法未施行の去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロン・エンザルタ
ミドの臨床的検討」
林 篤正、野村 昌良、森山 真吾、沢田 勇吾、黄 鼎文、常盤 紫野、清水 幸子、
Alfa Meutia、Ghia Gonocruz Sheryl
「子宮摘除による膀胱機能への影響」
築井 克聡、植田 浩介、末金 宏基、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、末金 茂高、井川 掌
「CRPC に対するドセタキセルの治療成績‐新規 CRPC 治療薬時代における

位置づけ」
第 31 回日本老年泌尿器科学会

平成 30 年 5 月 11 日（金）～12 日（土）福井県県民ホール福井市地域交流プラザ
【一般ポスター】
（座長）
井川 掌
公益社団法人日本顕微鏡学会
「顕微解析

第 74 回学術講演会

イメージングのシンギュラリティ」

平成 30 年 5 月 29 日（火）～31 日（木） 久留米シティプラザ
上村 慶一郎、林 篤正、都合 亜記暢、平嶋 伸吾、宮園 佳宏、太田 啓介、
中村 桂一郎、井川 掌
「マウス前立腺及びその周囲器官における神経内分泌細胞の分布と微細形態について」
武谷 三恵、中村 桂一郎、東 龍平、林 篤正、太田 啓介、橋谷 光、鷹野 誠
「カルシウムイメージングと FIB/SEM による精嚢粘膜の自発活動細胞の観察」
第 107 回日本病理学会総会

平成 30 年 6 月 21 日（木）～23 日（土）ロイトン札幌,ニトリ文化ホール,さっぽろ芸文館
【ポスター発表】泌尿器 2
黒瀬 浩文、植田 浩介、近藤 礼一郎、小笠原 幸子、角間 辰之、草野 弘宣、
眞田 咲子、内藤 嘉紀、秋葉 純、井川 掌
「前立腺全摘除術における切除断端陽性部位での Gleason score の生化学的
再発に対する予測因子としての有用性」
第 30 回日本内分泌外科学会総会

平成 30 年 6 月 28 日（木）～29 日（金）札幌プリンスホテル国際館パミール
【教育セミナー１】
（演者）
井川 掌：
「腹腔鏡下副腎摘除術のベーシックテクニック」

【一般演題ポスター】
小笠原 尚之、築井 克聡 、末金 宏基、黒瀬 浩文 、植田 浩介 、陶山 俊輔 、
西原 聖顕 、名切 信 、松尾 光哲 、末金 茂高 、井川 掌
「当院における転移性副腎腫瘍に対する副腎摘除術の臨床的検討」
築井 克聡、小笠原 尚之、末金 宏基、黒瀬 浩文、林 秀一郎、植田 浩介、
陶山 俊輔、西原 聖顕、名切 信、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
「副腎摘摘除術を施行した褐色細胞腫の臨床的検討と最近の傾向」
日本尿路結石症学会

第 28 回学術集会

平成 30 年 8 月 24 日（金）～25 日（土）大阪国際センター
【一般演題】臨床研究 6
川口 義弘、松尾 光哲、築井 克聡、林 秀一郎、熊谷 壽二、植田 浩介
小笠原 尚之、上村 慶一郎、西原 聖顕、名切 信、末金 茂高、井川 掌
「20 ㎜以上の腎結石に対するＰＣＮL とＵＲＳについての臨床的検討」
第 50 回日本臨床分子形態学会雄会・学術集会

平成 30 年 9 月 7 日（金）
・8 日（土）北里大学 白金キャンパス
【一般演題 1】腎臓 ： 優秀演題賞受賞
黒瀬 浩文、内藤 嘉紀、近藤 礼一郎、植田 浩介、草野 弘宣、眞田 咲子、
小笠原 幸子、秋葉 純、井川 掌、矢野 博久
「 Sulfite oxidase(SUOX) は 前 立 腺 癌 に お い て 術 後 生 化 学 的 再 発 の 予 測
biomarker として有用である」
第 56 回日本癌治療学会学術集会

平成 30 年 10 月 18 日（木）～20 日（土）パシフィコ横浜
【講演】
末金 茂高、植田 浩介、西原 聖顕、井川 掌、由谷 茂、野口 正典、伊東 恭悟
「尿路上皮がん患者に対する個別化がんペプチドワクチン療法の予防的効果
の検証」
【ポスター】
植田 浩介、末金 茂高、築井 克聡、上村 慶一郎、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、

井川 掌
「分子標的時代における骨転移を有する腎細胞癌患者の予後予測因子」
第 70 回西日本泌尿器科学会総会

平成 30 年 11 月１日（木）～4 日（日）長崎ブリックホール長崎新聞文化ホール
11/2（金）
【シンポジウム１】QOL 向上をめざした泌尿器がん治療
（座長）
井川 掌
【GSK 共催イブニングセミナー3】
「蓄積されたデュタステリドのエビデンス
～患者さんの自分らしさを取り戻す理想的な BPH 治療～」
（座長）
井川 掌
【ポスター】
松尾 光哲、西原 聖顕、築井 克聡、植田 浩介、熊谷 壽二、林 秀一郎、川口 義弘、
小笠原 尚之、平野 泰嗣、星野 龍志、名切 信、末金 茂高、井川 掌
「久留米大学におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術についての臨床的
検討」
【ポスター】
川口 義弘、木村 翔一、桃園 幸介、井川 掌
「長期生存を得ている腎集合管癌の 1 例」
11/3（土）
【ヤングウロロジストリサーチコンテスト】
黒瀬 浩文、植田 浩介、西原 聖顕、名切 信、松尾 光哲、末金 茂高、近藤 礼一郎、
秋葉 純、矢野 博久、井川 掌
Low-Molecular-Weight Protein Tyrosine Phosphatase is a Potent
Biomarker for Predicting Postoperative Biochemical Recurrence in
Prostate Cancer with Negative Surgical Margins

【ワークショップ】
末金 茂高、西原 聖顕、植田 浩介、井川 掌、野口 正典、伊東 恭悟
「尿路上皮がんに対するがんペプチドワクチン療法」
【一般演題】
平野 泰嗣、植田 浩介、黒瀬 浩文、小笠原 尚之、熊谷 壽二、築井 克聡、
上村 慶一郎、西原 聖顕、名切 信、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
「卵巣上皮型傍精巣腫瘍の 1 例」
植田 浩介、末金 茂高、熊谷 壽二、築井 克聡、上村 慶一郎、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 Pazopanib による薬剤性肝障害の検討」
【ポスター】
林 秀一郎、小笠原 尚之、川口 義弘、熊谷 壽二、植田 浩介、築井 克聡、
上村 慶一郎、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
「久留米大学病院における腎血管筋脂肪腫の臨床的検討」
第 32 回日本泌尿器内視鏡学会総会

平成 30 年 11 月 27 日（火）～29 日（木）仙台国際センター
11/27
【総会賞 ポスター】
西原 聖顕、植田 浩介、林 秀一郎、熊谷 壽二、築井 克聡、上村 慶一郎、名切 信、
松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
「上部尿路上皮癌に対する術前尿管鏡検査の有用性についての検討」
11/28
【一般演題ポスター】
（座長）
松尾 光哲
【一般演題ポスター】
熊谷 壽二、井川 掌、末金 茂高、松尾 光哲、築井 克聡、川口 義弘
「完全閉塞した尿管狭窄に対して経皮・経尿道的アプローチにより再開通可
能であった 1 例」

【一般演題 口演】
松尾 光哲、西原 聖顕、植田 浩介、築井 克聡、熊谷 壽二、小笠原 尚之、
上村 慶一郎、名切 信、末金 茂高、井川 掌
「後腹膜到達法によるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術：経腹膜到達法と
の比較検討」
11/29
【一般演題 ポスター】
小笠原 尚之、松尾 光哲、黒瀬 浩文、川口 義弘、築井 克聡、植田 浩介、
西原 聖顕、名切 信、末金 茂高、井川 掌
「当院における尿膜管遺残に対する単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術についての
検討」
第 31 回日本内視鏡外科学会総会

平成 30 年 12 月 7 日（金）
・8 日（日）福岡国際会議場、福岡サンパレスホール
【デジタルポスター】
（座長）
松尾 光哲
第 34 回前立腺シンポジウム

平成 30 年 12 月 8 日（土）
・9 日（日）
、東京コンファレンスセンター・品川
臨床部門「限局性前立腺がんの治療」
【口演セッション 2】
「局在診断・各種放射線治療成績」
戸山 真吾、塩山 善之、末藤 大明、松延 亮、寺嶋 広太郎、福西 かおり、
内藤 誠二、山口 秋人、江藤 正俊、井川 掌、中村 和正、野口 満、入江 慎一郎、
德田 倫章、野口 正典、辻比呂 志、淡河 恵津世、徳丸 直朗、工藤 祥
「前立腺癌に対する 12 分割炭素イオン線治療の前向き観察研究
(HIMAT1331)の中間解析」

3.

地方会・研究会

第 27 回泌尿器科分子・細胞研究会

平成 30 年 2 月 2 日（金）
・3 日（土）東京大学安田講堂
【スポンサードセッション 2】
「前立腺 2」
黒瀬 浩文、植田 浩介、近藤 礼一郎、小笠原 幸子、角間 辰之、草野 弘宣、
眞田 咲子、内藤 嘉紀、秋葉 純、矢野 博久、井川 掌
「Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatase (LMW-PTP)RM 0
前立腺癌において術後生化学的再発予測 biomarker として有用である」
第 113 回九州泌尿器科連合地方会学術集会

平成 30 年 6 月 23 日（土）熊本大学医学部
（発表）
松永 祥弘：
「Ⅰ 診断上興味ある症例 7.後腹膜」
第 27 回腎泌尿器疾患予防医学研究会

平成 30 年 7 月 5 日（木）～6 日（金）長崎ブリックホール
【シンポジウム】
「腎機能温存の先にある未来を見据えて」
（座長）
仲谷 達也
井川 掌
【一般演題】
（演者）
築井 克聡、林 秀一郎、植田 浩介、名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、末金 茂高、
井川 掌、植田 省吾、薬師寺 道則
「久留米市における前立腺がん検診 10 年間の検討」
第 5 回がんワクチン研究会

平成 30 年 7 月 21 日（土）ハイネスホテル
【ワークショップ】

末金 茂高：
「～がんペプチドワクチンの新たな試み：再発予防～ ③尿路上皮がん」
日本泌尿器科学会福岡地方会

第 302 回例会

平成 30 年 7 月 28 日（土）電気みらいホール
【口演１】
○伊東 直城、林 秀一郎、末金 茂高、松永 祥弘、星野 龍志、平野 泰嗣、
小笠原 尚之、川口 義弘、熊谷 壽二、築井 克聡、植田 浩介、上村 慶一郎、
名切 信、西原 聖顕、松尾 光哲、井川 掌
「15.骨盤骨折片により治療が困難であった膀胱損傷の一例」
【口演２】
○小笠原 尚之、植田 浩介、末金 宏基、黒瀬 浩文、築井 克聡、林 秀一郎、
川口 義弘、熊谷 壽二、上村 慶一郎、西原 聖顕、名切 信、松尾 光哲、
末金 茂高、井川 掌
「26.経尿道的レーザー破砕術が有効であった尿道結石の１例」
第 28 回

九州内視鏡下外科手術研究会

平成 30 年 9 月 8 日（土）福岡国際会議場
○小笠原 尚之、築井 克聡、平野 泰嗣、星野 龍志、黒瀬 浩文、川口 義弘、
林 秀一郎、熊谷 壽二、植田 浩介、上村 慶一郎、西原 聖顕、名切 信、
松尾 光哲、末金 茂高、井川 掌
「当院における転移性副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎摘除術の臨床的検討」

第 54 回福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会

平成 30 年 11 月 7 日（水）第一三共株式会社 九州支店 7Ｆ会議室
【講演 3】
松尾 光哲：
「尿管狭窄に対する軟性鏡併用腹腔鏡下尿管尿管吻合術」
第 13 回

福岡佐賀尿路結石研究会

平成 30 年 11 月 15 日（木）ホテル日航福岡

【座長】
「尿路結石～基礎的・臨床的視点から～」
井川 掌
第1回

筑後がん免疫療法研究会

平成 30 年 11 月 15 日（木）萃香園ホテル
【一般講演】
末金 茂高：
「当科における腎癌患者に対するニボルマブ治療経験」
第 114 回九州泌尿器科連合地方会

平成 30 年 11 月 17 日（土）おきなわクリニカルシュミレーションセンター
（発表）
星野 龍志：
「Ⅰ 診断上興味ある症例 7.後腹膜」

Ⅳ．講演会・その他

筑後泌尿器科医会第 155 回研修会

平成 30 年 1 月 23 日（火）萃香園ホテル
【特別講演】
「下部尿路症状（LUTS）と動脈硬化：PDE5/cGMP/NO pathway」
（座長）
井川 掌
腎細胞癌免疫治療セミナー

平成 30 年 1 月 25 日（木）ホテル日航福岡 新館 2 階「ラメール」
【一般講演】
（演者）
植田 浩介、内野 慶太、立神 勝則：
「腎細胞癌に対する Nivolumab の使用経験」
筑後泌尿器科医会第 156 回研修会

平成 30 年 2 月 22 日（木）萃香園ホテル
【特別講演】
「過活動膀胱最近の話題について」
（座長）
井川 掌
女性の健康教室
～女性のみなさんおしっこの悩みはありませんか？～

平成 30 年 3 月 13 日（火）福岡県柳川総合庁舎
【講話】
（講師）
陶山 俊輔：
「女性に多い頻尿・尿失禁の予防と改善について」

前立腺癌学術講演会

平成 30 年 3 月 16 日（金）萃香園ホテル
【特別講演】
「最新の知見から考える進行前立腺癌治療の至適シークエンス」
（座長）
井川 掌
【基調講演】
（座長）
末金 茂高
（演者）広重 佑：
「化学療法施行前の去勢抵抗性前立腺癌患者に対する新規ホルモン剤の使用
経験」
筑後泌尿器科医会第 157 回研修会

平成 30 年 3 月 27 日（火）萃香園ホテル
【特別講演】
「進行前立腺癌における化学療法を考える」
（座長）
井川 掌
平成 30 年度

福岡県泌尿器科医会

教育講演会

平成 30 年 3 月 31 日（土）ホテルニューオータニ博多
【教育講演Ⅰ】
「前立腺癌とホルモン：宿命の課題/第 107 回日本泌尿器科学会総会：開催に向けての課題」
（座長）
井川 掌
筑後泌尿器科医会第 158 回研修会

平成 30 年 4 月 12 日（木）萃香園ホテル
【特別講演】
「性機能障害の基礎研究から臨床への応用」
（座長）
井川 掌

久留米大学医学部放射線医学教室第８５回開講記念講演会並びに同門会

平成 30 年 5 月 12 日（土） 萃香園ホテル
【特別講演】
（演者）
井川 掌：
「前立腺がん診療の最前線－PSA からロボット支援手術まで－」
山形前立腺癌学術講演会

平成 30 年 5 月 24 日（木） ホテルメトロポリタン山形
【特別講演】
（演者）
井川 掌：
「進行性前立腺癌治療のプロブレムリスト」
高知 Prostate Cancer 治療セミナー

平成 30 年 5 月 29 日（火） ザ クラウンパレス新阪急高知
【特別講演】
（演者）
井川 掌：
「これからの進行性前立腺癌診療を考える」
筑後泌尿器科医会第 159 回研修会

平成 30 年 5 月 31 日（木）萃香園ホテル
【特別講演】
「泌尿器癌治療におけるロボット支援手術＆薬物療法～前立腺癌・腎癌～」
（座長）
井川 掌
平成 30 年度「がん教室」

平成 30 年 6 月 4 日
（演者）
井川 掌：
「前立腺癌について学びましょう」

諫早医師会産婦人科医会総会及び学術講演会

平成 30 年 6 月 9 日（土） ホテル グランドパレス諫早
【特別講演】
（演者）
井川 掌：
「女性泌尿器疾患 最近の話題」
RCC seminar in Fukuoka

平成 30 年 6 月 9 日（土） ホテルモントレ ラ・スール福岡
【一般演題】
（演者）
植田 浩介：
「pazopanib の使用経験」
長崎前立腺癌 治療セミナー

平成 30 年 6 月 15 日（金） ザ ホテル長崎 BW プレミアコレクション
【特別講演】
（演者）
井川 掌：
「進行性前立腺癌－診療上の課題を再考する－」
筑後泌尿器科医会第１６０回研修会

平成 30 年 6 月 21 日（木）萃香園ホテル
【特別講演】
「OAB 治療の変遷と今後の展望について」
（座長）
井川 掌
【一般講演】
末金 茂高：
「地域連携パスの現状報告」

East Nagoya Urology Seminar

平成 30 年 6 月 22 日（金）アストラゼネカ東海支店８F「Aztrium」
【特別講演】
（演者）
井川 掌：
「前立腺癌治療の最近の話題」
Meet the Expert in Kitakyushu

平成 30 年 6 月 29 日（金）FORUM JONO（北九州総合病院 1 階講堂）
【一般演題】
（演者）
末金 茂高：
「当科における Nivolumab の使用経験」
筑後泌尿器科医会第１６1 回研修会

平成 30 年 7 月 19 日（木）萃香園ホテル
【特別講演】
「前立腺癌治療に伴う骨粗鬆症」
（座長）
井川 掌

前立腺癌 WEB シンポジウム

平成 30 年 7 月 20 日（金）
井川 掌：
「日本人に対するこれからの進行性前立腺癌治療戦略とは」
CRPC Online

平成 30 年 8 月 23 日（木）久留米大学病院泌尿器科医局
（WEB 講演）
井川 掌：
「Real World Data と向き合う～CRPC 治療におけるタキサンの有効性～」

Pfizer RCC Symposium in Kurume

平成 30 年 8 月 30 日（木）萃香園ホテル
（総合座長）
井川 掌
【一般講演】
松尾 光哲：
「腎腫瘍に対するロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術～LPN から RAPN へ～」
第 8 回久留米周術期管理フォーラム

平成 30 年 9 月 5 日（水）萃香園ホテル
【一般演題】
築井 克聡：
「高齢者に対するロボット支援腎部分切除術の検討」
Scientific Exchange Meeting

平成 30 年 9 月 7 日（金）ANA クラウンプラザホテル福岡
【Session 2 Panel Discussion】
「将来の尿路上皮癌治療を考える」
（司会進行）
井川 掌
Urothelial Carcinoma Symposium in Kitakyushu

平成 30 年 9 月 8 日（土）パークサイドビル 9F
【一般演題】
末金 茂高：
「当科でのペムブロリズマブ初期治療経験」
沖縄 RCC 講演会

平成 30 年 10 月 25 日（木）クリニカルシュミレーションセンター
【講演 1】
植田 浩介：
「腎細胞癌に対するパゾパニブの使用経験」

JanssenPro Web セミナー

平成 30 年 11 月 5 日（月）
（座長）
「MoCRPC の臨床的意義を再考する～MFS の有用性と mCRPC との違い～」
井川 掌

第 44 回

神戸 Urogenital Tumor Conference

平成 30 年 11 月 6 日（火）ホテルオークラ神戸
【lecture 2】
井川 掌：
「進行性前立腺癌治療のプロブレムリスト」
Shizuoka Prostate Cancer Conference

平成 30 年 11 月 9 日（金）ホテルセンチュリー静岡
【演者】
井川 掌：
「進行性前立腺癌治療のプロブレムリスト」
第 113 回久留米大学 CPC

平成 30 年 11 月 20 日（火） 病院本館 2 階 第 1 会議室
【Short lecture】
平野 泰嗣：
「前立腺癌について」
CRPCC

2018

in Fukuoka

平成 30 年 11 月 22 日（木）ANA クラウンプラザホテル福岡 2F『シャンパーニュ』
【ディスカッション 2 司会】
「テーマ②：カバジタキセルへ切り替えるタイミングは？」
井川 掌
【演者】
築井 克聡：
「当院におけるカバジタキセル使用経験」

MEET THE EXPERT 2018

平成 30 年 11 月 30 日（金）ホテルオークラ福岡
【Opening】井川 掌
【デイスカッション】
「l-O Combo（Nivolumab/lpilimumab）をどう使いこなすか？」
植田 浩介
Urothelial Carcinoma Symposium in 北九州

平成 30 年 12 月 12 日（水）ホテルニュータガワ 本館 2F
【講演】
末金 茂高：
「尿路上皮がん薬物療法の新展開」

Ⅴ.科学研究費・その他
平成 30 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）
「進行性尿路がんに対する次世代個別化がんペプチドワクチン療法の開発」
研究代表者 末金 茂高 1,820,000 円

