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I. 原著論文 
Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, Kurita Y, Kukihara H, Konishi F, Kumamoto S, Shimizu K, 

Kondo R., Matsuoka K.   

Effect of an extract of Ganoderma lucidum in men with lower urinary tract symptoms: a 

double-blind, placebo-controlled randomized and dose-ranging study.   

Asian J Androl 10: 651-658, 2008  

 

Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, Yamada A, Itoh K, Konishi F, Kumamoto S, Shimizu K, 

Kondo R, 

Matsuoka K.   

Randomized clinical trial of an ethanol extract of Ganlderma lucidum in men with lower 

urinary tract symptoms.   

Asian J Androl 10: 777-785, 2008 

 

Noguchi M, Kakuma T, Suekane S, Nakashima O, Mohamed ER, Matsuoka K.  

A randomized clinical trial of suspension technique for improving early recovery of urinary 

continence after radical retropubic prostatectomy.  

BJU Int 102: 958-963, 2008 

 

Naito M, Itoh K, Komatsu N, Yamashita Y, Shirakusa T, Yamada A, Moriya F, Ayatuka H, 

Mohamed ES,  Matsuoka K, Noguchi M.  

Dexamethasone did not suppress immune boosting by personalized peptide vaccination for advanced 

prostate cancer patients.   

Prostate 68: 1753-1762, 2008 

 

Miura S, Shibata H, Kiba H, Noda K, Tomiyasu K, Yamamoto K, Iwaki A, Ayabe M, Aizawa H, 

Taniwaki T, Fukumaki Y. 

Hereditary motor and sensory neuropathy with proximal dominancy in the lower extremities, urinary 

disturbance, and paroxysmal dry cough. 

J Neuro Sci 273: 88-92, 2008 

 

野口 正典、末金 茂高、守屋 普久子、松岡 啓、内藤 雅康、伊東 恭悟： 

癌特異的免疫療法を基盤としたホルモン不応性再燃前立腺癌に対する集学的治療  

西日泌尿 70:230-235, 2008 

 



末金 茂高、松尾 光哲、宮原 司、豊澤 徳行、桃園 幸介、吉井 愼一、江口 善朗、 

松岡 啓 

細径尿管鏡を使用した尿道狭窄治療 

Jpn J Endourol ESWL 21:90-94, 2008  

 

宮島 次郎、林 篤正、斎籐 孝二郎、松岡 啓、飯田 如 

ラット結石形成モデルにおける性ホルモンと結石形成因子についての検討 

                                  西日泌尿 70:409-415, 

2008  

 

野口 正典、角間 辰之、冨安 克郎、名切 信、山田 亮、伊東 恭悟、小西 史子、

中嶋 裕也、隈本 正一郎、清水 邦義、近藤 隆一郎、松岡 啓 

レイシエキス含有食品の下部尿路排尿障害を有する中高年男性に対する過剰摂取時の安全

性試験      応用薬理 75：13-17，2008 

 

野口 正典、冨安 克郎、名切 信、松岡 啓、角間 辰之、小西 史子、隈本 正一郎、 

清水邦義、近藤 隆一郎 

霊芝中の生理活性物質を利用した中高年男性の下部尿路排尿障害に他対する特定保健用食

品の開発 

西日泌尿 70：466-472, 2008 

 

II. 著書・総説・その他 
＜総説＞ 

野口 正典、伊東 恭悟 

前立腺癌に対するテーラーメイドワクチンの開発 

臨床泌尿器科 62:683-688, 2008 

野口 正典 

テーラーメイド型ペプチドワクチン療法による再燃前立腺癌の治療成績 

泌尿器外科 21：1043-1047, 2008 

 

松岡 啓 

セミナー 新しい手術器械の応用⑧ 

泌尿器科疾患に対する Ho:YAG レーザーの応用 

臨床泌尿器科 62：113-119，2008 

松岡 啓 



-女性の尿失禁と治療- 

過活動膀胱 

臨床と研究 85：44-48，2008 

松岡 啓 

前立腺肥大症に対する新しい手術 HoLEP/HoLAP、術前・術後のケアはどう変わる？ 

泌尿器ケア 13：663-668, 2008 

 
 

III. 学会発表 
1. 国際学会、国際シンポジウム 

第 1 回 ICDD (International Conference on Drug Design & Discovery)  

平成 20 年 2 月 3 日（日）～6 日（水）、ドバイ（アラブ首長国連邦） 
Noguchi M, Suekane S, Mohamed ER, Matsuoka K. 
Combination therapy of personalized peptide vaccination and low-dose estramustine 

phosphate for metastatic hormone refractory prostate cancer patients 

 

第 23 回 EAU (European Association of Urology) Annual Meeting 

平成 20 年 3 月 25 日（火）～30 日（日）、ミラノ（イタリア） 
Suekane S, Noguchi M, Komohara Y, Nishitani M, Niroh M, Honma S, Yamada A, 

Kanayama H, Itoh K, Matuoka K   

A phase I trial of personalized peptide vaccination for cytokine-refractory metastatic renal 

cell carcinoma patients. 

 

第 103 回 AUA (American Urological Association) Annual Meeting 

平成 20 年 5 月 17 日（土）～22 日（木）、オーランド（アメリカ） 
Hayashi T, Ishimatu M, Kondo T, Nakamura K, Akasu T, Matsuoka K. 

The distribution and function of TRPM8 in bladder afferent neuron normal and bladder 

outlet obstruction rat. 
 

ASCO 2008 (American Society of Clinical Oncology) Annual Meeting 

平成 20 年 5 月 30 日（金）～6 月 3 日（火）、シカゴ (アメリカ) 
Noguchi M, Todo S, Yanagimoto H, Yamanaka R, Kamura T, Matsumoto T, Mine T, 

Yamada A, 

Itoh K  
Immunological and clinical effects of personalized peptide vaccine for  



HLA-A2 positive patients with advanced cancer 

 

Terasaki1 M, Noguchi1 M, Naito S, Uemura H, Akaza H, Sibui S, Fujimaki T, Aoki T, 

Itoh K Phase I trial of personalized peptide vaccine for HLA-A24 positive patients with 

advanced cancer 

 

UICC 2008 (International Union Against Cancer) World Cancer Congress 

平成 20 年 8 月 27 日（金）～31 日（火）、ジュネーブ (スイス) 
Noguchi M, Todo S, Yanagimoto H, Yamanaka R, Oka M, Matsumoto T, Mine T, Yamada 

A, 

Matsuoka K, Itoh K  
Immunological and clinical effects of personalized peptide vaccine for advanced 

cancer 

 

 

25Th JAPAN-KOREA UROLOGICAL CONGRESS  

平成 20 年 9 月 26 日（金）～27 日（土） okayama (Japan) 

Noguchi M, Itoh K, Yamada A, Moriya F, Suekane S, Matsuoka K 

Immunological and clinical effects of personalized peptide vaccine for HLA-A2 positive 

patients with hormone refractory prostate cancer  

 

2. 総会、全国規模学会 

第 96 回 日本泌尿器科学会総会 
平成 20 年 4 月 25 日(金)～27 日(日)、パシフィコ横浜 
 

 (総会賞応募ポスター) 

 野口 正典、角間 辰之、末金 茂高、中島 収、松岡 啓 

 前立腺全摘術後の尿失禁早期回復におけるつり上げ法の効果：無作為比較試験結

果 

 

(一般演題) 

飯田 如、林 篤正、近間 秀明、飯田 収、松岡 啓 
当院における f-TUL の現状と今後の展望について 

  

 冨安 克郎、齋藤 孝二郎、松岡 啓 

 中部尿管結石に対する超音波ガイド下 ESWL 



 

(English) 

 Ishizaki H, Yano H, Tsuneoka M, Ogasawara S, Akiba J, Matsuoka K, Kojiro M 

Overexpression of the Myc Target Gene Mina53 in Advanced Renal Cell Carcinoma 

 

  

第 12 回 基盤的癌免疫研究会総会 

平成 20 年 7 月 2日(金)～3日 (土)、埼玉 

 

野口正典、末金茂高、守屋普久子、山田 亮、伊東恭悟、松岡 啓 

2 年以上の長期テーラーメイド型ペプチドワクチン療法を行った進行再燃前立腺

癌患者の免疫学的検討 
 

日本尿路結石症学会 第 18 回学術集会 

平成 20 年 8 月 29 日(金)～30 日 (土)、リーガロイヤルホテル堺、大阪 

      

宮島 次郎 

 ラット結石形成モデルにおける性ホルモンレセプターとオステオポンチンの関係 

 

 

第 67 回日本癌学会学術総会 

平成 20 年 10 月 28 日(火)～30 日(木)、名古屋国際会議場 

 

牛 亜梅、寺崎 康展、小松 誠和、野口 正典、七條 茂樹、山田 亮、伊東 

恭悟 

HLA-A26 前列腺癌患者および HCV 感染者に対するワクチン候補ペプチドの解析 

 

寺崎 康展、牛 亜梅、七條 茂樹、小松 誠和、野口 正典、藤堂 省、伊東 

恭悟 

HLA-A2、-A24 患者に対するペプチドワクチンとしての HLA-A3 スーパータイプペプ

チド 

の可能性 

 

峯 孝志、野口 正典、藤堂 省、柳本 泰明、植村 天受、山中 龍也、嘉村 

敏治、岡 正朗、奥野 清隆、松本 和将、山田 亮、伊東 恭悟 

テーラーメイド癌ペプチドワクチン臨床試験の生存解析：475 症例でのアップデー



ト 

 
第 45 回 日本癌治療学会総会 
平成 20 年 10 月 30 日（木）～11 月 1 日（土）、名古屋国際会議場 
(ワークショップ) 

野口 正典、末金 茂高、守屋 普久子、松岡 啓、植村 天受、那須 保友、

公文 裕巳、山田 亮、伊東 恭悟    
再燃前立腺癌に対するペプチドワクチン・低用量エストラムスチン併用療法と常

用量エストラムスチン単独療法とのランダム化臨床比較試験 
 

(一般口演) 

内藤 雅康、小松 誠和、山下 裕一、白日 高歩、山田 亮、伊東 恭悟、守

屋 普久子、綾塚 仁志、Elnisr Rashed、松岡 啓、野口 正典 

Dexamethasone did not suppress immune boosting by personalized peptide 

vaccination for advanced prostate cancer patients  

  
(ポスター) 

寺崎 瑞彦、野口 正典、内藤 誠二、植村 天受、赤座 英之、渋井 壮一郎、

藤巻 高光、青木 友和、伊東 恭悟、峯田 寿裕、梶原 浩司 

HLA-A24 陽性進行癌を対象としたテーラーメイド型ペプチドワクチン療法の第Ⅰ

相試験および継続投与試験 

 

末金 茂高、野口 正典、守屋 普久子、陶山 俊輔、中島 収、松岡 啓 

陽性生検本数 1 本のみで検出された前立腺癌の臨床病理学的特徴：6 ヶ所生検と

12 ヶ所生検の比較 

 

横溝 晃、古賀 寛史、篠原 信雄、宮原 司、町田 典子、蓮井 良浩、魚住 

二郎、西山 賢龍、佐藤 文憲、酒井 英樹、内藤 誠二 

多施設共同研究による骨転移を有する泌尿器がん患者の骨関連事象（SRE）調査 

 

宮原 司、末金 茂高、守屋 普久子、上村 慶一郎、矢野 博久、松岡 啓 
尿管鏡下生検による極小検体に対する病理組織学的診断の正診率の検討 

 
第 59 回 日本泌尿器科学会西日本総会 
平成 20 年 11 月 6 日（木）～8 日（土）、北九州国際会議場 
(シンポジウム) 



野口 正典 
 九州地方における珊瑚状結石の臨床的検討―九州泌尿器科共同研究― 
 

斎藤 孝二郎    

珊瑚状結石の治療における ESWL の役割について 

 
(ヤングウロロジストリサーチコンテスト) 
 Hayashi T, Ishimatsu M, Kondou T, Nakamura K, Akasu T, Matsuoka K 

The distribution and function of TRPM8 in lower urinary tract normal and 
bladder obstruction rat 

 
(口 演) 

豊澤 徳行、綾塚 仁志、吉井 愼一、江口 善朗、冨安 克郎、松岡 啓、末

藤 大明、淡河 恵津世、早渕 尚文 

限局性前立腺癌に対する l-125 密封小線源永久挿入療法の初期経験 
 
野口 正典、角間 辰之、冨安 克郎、小西 史子、隈本 正一郎、清水 邦義、

近藤 隆一郎、松岡 啓 

霊芝エタノール抽出物を用いた男性排尿障害に対する特定保健用食品の開発：二

重盲検プラセボコントロール無作為比較試験 

 

末金 茂高、野口 正典、守屋 普久子、中島 収、松岡 啓 

経直腸的 12 本前立腺生検の有用性の検討 

 
(ポスター） 
    桃園 幸介、陶山 俊輔、江口 善朗、末金 茂高、松岡 啓 

 VP-16、CDDP 併用化学療法が著効した女子尿道原発小細胞癌の 1例 

 

平林 康男、浦 邦委、森田 照男、宮原 司、林 篤正、豊澤 徳行、原 勲、 

松岡 啓 

    術前前立腺推定体積が 100ml 以上の前立腺肥大症に対する HoLEP の経験 

     
 
第 22 回日本 Endourology・ESWL 学会 
平成 20 年 11 月 11 日（火）～13 日（木）、リーガロイヤルホテル大阪 
 



(オリンパス賞応募口演) 
 野口 正典、松岡 啓、中川 昌之、金武 洋、内藤 誠二、田中 正利、魚住 

二郎、 
松本 哲朗、三股 浩光 
九州地方における珊瑚状結石の臨床的検討冨安 克郎、齋藤 孝二郎、松岡 啓 
 
末金 茂高、宮原 司、江口 善朗、斎藤 孝二郎、豊澤 徳行、松岡 啓 
当科における尿管鏡下生検術の動向 

 
(オリンパス賞応募ビデオ)  
 平林 康男、豊澤 徳行、松岡 啓 

私が行っている HoLEP の手法 

 

(アステラスサテライトシンポジウム) 
豊澤 徳行、斎藤 孝二郎、吉井 愼一、江口 善朗、松岡 啓、平林 康男 
ホルミウムレーザー前立腺核出術：HoLEP（Holmium Laser Enucleation of the 
Prostate）―前立腺体積 100ml 以上の症例について― 
 

(一般口演) 
 冨安 克郎、宮原 司、斎藤 孝二郎、松岡 啓 

下部尿管結石に対する超音波ガイド下 ESWL 

 

平林 康男、浦 邦委、森田 照男、林 篤正、宮原 司、原 勲、松岡 啓 

術前前立腺推定体積が 100ml 以上の前立腺肥大症に対する HoLEP の経験 
 

3. 地方会・研究会 

日本泌尿器科学会福岡地方会 第 281 回例会 

平成 20 年 2 月 2日（土）、萃香園ホテル 

 
豊澤 徳行、江島 和久、吉井 慎一、江口 善朗、冨安 克郎、宮原 茂、松

岡 啓 

腎細胞がん自然破裂の 2例 

 

桃園 幸介、陶山 俊輔、上村 慶一郎、豊澤 徳行、江口 善朗、末金 茂高、 

野口 正典、松岡 啓 

前立腺神経内分泌がんの 2例 



 

土谷 純一、古賀 紀子、綾塚 仁志、斎藤 孝二郎、冨安 克郎、野口 正典、 

松岡 啓 

精巣上体 cystadenoma の 1 例 

 

津田 治、江口 善朗、名切 信、宮原 司、豊澤 徳行、宮島 次郎、宮原 茂、 

松岡 啓 

精巣転移を来たした多発性骨髄腫の 1例 

 

第 6 回 福岡排尿障害研究会 
平成 20 年 2 月 8 日（土）、ホテル日航福岡 
 
 宮原 司、津田 治、江口 善朗、末金 茂高、松岡 啓 

レーザー切開術が有用であった前立腺全摘除後吻合狭窄の 1 例 
 
第 202 回 日本泌尿器科学会関西地方会 
平成 20 年 2 月 16 日（土）、京都メレサ 
 

平林 康男、浦 邦委、森田 照男、豊澤 徳行、原 勲、松岡 啓 
術前前立腺推定体積が 100ml 以上の症例に対する HoLEP の経験 

 
第 93 回 九州泌尿器科連合地方会学術集会 
平成 20 年 4 月 12 日（土）、福岡県中小企業振興センター 
 

陶山 俊輔     
副腎 

 
第 33 回 福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会 
平成 20 年 6 月 4 日（木）、ホテルセントラーザ博多 
 

末金 茂高    
経直腸的前立腺生検：当科での手技の変遷について 

 

日本泌尿器科学会福岡地方会 第 282 回例会 
平成 20 年 7 月 5 日（土）、ホテル日航福岡 
 



 中川 剛、守屋 普久子、吉井 愼一、江口 善朗、宮原 茂、松岡 啓 
腎紡錘細胞癌の 1 例 

 
江島 和久、江口 善朗、末金 茂高、宮島 次郎、松岡 啓 
陰茎転移を来たした S 状結腸がんの 1 例 

 
第 34 回 筑後腫瘍研究会 
平成 20 年 7 月 9 日（水）、萃香園ホテル 
 

冨安 克郎    
 前立腺がんに対する密封小線源療法 
 
第 92 回 九州泌尿器科連合地方会学術集会 
平成 20 年 10 月 11 日（土）、大分県労働福祉会館ソレイユ 
 

大西 怜     
腎 

 

第 41 回九州人工透析研究会総会 

平成 20 年 11 月 23 日 (日)、熊本県立劇場 

 

 上村 慶一郎、斎藤 孝二郎、末金 茂高、宮原 茂、松岡 啓、楠本 拓生、 
奥田 誠也 

久留米大学における過去 5 年間の CAPD カテーテル留置術 25 例の検討 

 
 

IV. 講演会・その他 
 
久留米大学 21 世紀 COE「先端的な癌治療研究の拠点」 
市民公開講座「がんワクチンはここまで進歩した」 
平成 20 年 2 月 9 日（日）、久留米大学筑水会館 

末金 茂高 
一人一人に適したペプチドワクチン 

 
久留米エリアバイオフォーラム 



文科省都市エリア産学官連携促進事業 成果発表会 

平成 20 年 2 月 26 日 (火)、ハイネスホテル久留米  

  

 野口 正典 

進行癌に対するテーラーメイドペプチドワクチン開発 

 

第 25 回 泌尿器科紀の国フォーラム 

平成 20 年 3 月 8 日 (土)、ラフォーレ南紀白浜 

平林 康男、豊澤 徳行、冨安 克郎、松岡 啓 
尿路結石治療戦略の一考 

 

第 16 回 Kurume Endosurgery Forum 

平成 20 年 3 月 18 日 (火)、久留米大学筑水会館 

吉井 愼一、松岡 啓、西原 聖顕、松尾 光哲 
腎癌に対する体腔鏡手術の適応―腎癌に対する体腔鏡下根治的腎摘除術の臨床的

検討― 

 

九州腎癌フォーラム 

平成 20 年 4 月 5 日 (土)、ホテル日航福岡 

(パネルデスカッション) 

 末金 茂高 

 ネクサバール錠の今後への期待 

 

第 4 回 徳島排尿障害研究会 

平成 20 年 4 月 11 日 (金)、ホテルクレメント徳島 

(特別講演) 

 松岡 啓 

 前立腺肥大症の手術療法-HoLEP を中心に- 

 

エビプロスタット 40 周年記念講演会 

平成 20 年 4 月 17 日 (木)、秋田キャッスルホテル 

(特別講演) 

 松岡 啓 

 ホルミウムレーザーによる前立腺肥大症の治療 

 

第 55 回 倉敷泌尿器科カンファランス 



平成 20 年 5 月 8 日 (木)、倉敷国際ホテル 

(特別講演) 

 野口 正典 

 泌尿器癌におけるテーラーメイド型ペプチドワクチン療法の開発 

 

筑後泌尿器科透析セミナー 
平成 20 年 5月 22 日（木）、ルセッサンスホテル創世 

上村 慶一郎     

当院におけるレグパラ錠の使用経験 

 

泌尿器疾患セミナー 
平成 20 年 6月 12 日（金）、古賀病院 21 

 末金 茂高 

 排尿障害の診断と治療 
 

久留米大学市民公開講座 in 東京 

平成 20 年 6 月 14 日（金）、一橋記念講堂 

野口 正典     

がんペプチドワクチンの最前線：前立腺がん 

 
第 8 回 九州前立腺癌臨床課題研究会 

平成 20 年 7 月 12 日（土）、シーホークホテル福岡 
 野口 正典： コメンティター 
 

JAPAN Holmium Laser Masterclass 

Live Demonstration of HoLEP and f-TUL 

平成 20 年 8 月 9 日（土）、東京国際フォーラム 
松岡 啓     
ホルミウムヤグレーザーの泌尿器科疾患への応用 

 
第 3 回 九州・中国 Prostate Cancer Workshop 

平成 20 年 9 月 13 日（土）、ホテル日航福岡 
 野口 正典： パネリスト 
 
筑後泌尿器科医会 第 75 回研修会 
平成 20 年 9 月 25 日（水）、萃香園ホテル 



 末金 茂高 
前立腺癌患者に対する各種 LH-RH アゴニスト投与時の QOL、疼痛および去勢状

態に関 
する無作為試験 

 
市民公開講座 
平成 20 年 10 月 19 日（日）、久留米医師会館 

松岡 啓 ： 司会    
 吉住 修： がん対策はどうなっているのか 

末金 茂高： 前立腺がんとは 
 野口 正典： 前立腺がんの診断と治療 
 
第 7 回 奈良泌尿器疾患カンファランス 
平成 20 年 11 月 1 日（土）、奈良県医師会館 
(特別講演) 

 野口 正典 

 泌尿器癌における癌ペプチドワクチン療法の開発 

 
柳川山門医師会学術講演会 
平成 20 年 12 月 18 日（水）、柳川山門医師会館 
(特別講演) 

 松岡 啓 
 排尿障害の臨床 
 
 

V. 科学研究費・その他 
 

平成 20 年度 
発展型都市エリア産学官連携促進事業 

「進行癌に対するテーラーメイドペプチドワクチン開発」 

研究代表者 松岡 啓、研究協力者 野口 正典 30,000,000 円 
 
平成 20 年度 

厚生労働省科学研究費 

内藤班「早期前立腺癌における根治術後の再発に対する標準的治療法の確立に関する



研究」分担 野口 正典 1,000,000 円 

 

平成 20 年度 
  文部科学省科学研究費補助金 (基盤研究 (C)) 
  「前立腺癌に対する汎 HLA 対応型ペプチドワクチンの基礎及び臨床研究」 

研究代表者 野口 正典 2,000,000円 

 
 

 

 

 

 

 


