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Ⅰ．原著論文  

 
Matsushita H, Kakimi K, Tomita Y, Tatsugami K, Naito S, Suekane S, Noguchi M, 
Moriya F, Matsuoka K, Itoh K, Kobayashi H, Eto M, Takahashi W, Kawano Y, Wada 
Y. 
Exploring immune therapy for renal cancer. 

International Journal of Urology	 18-6: 412-421, 2011.6 
 
Sasada T, Suekane S. 
Variation of tumor-infiltrating lymphocytes in human cancers: 
controversy on clinical significance. 

Immunotherapy	 3-10: 1235-1251, 2011.10 
 
Ueda K, Noguchi M, Suekane S, Moriya F, Nagayoshi R, Ejima K, Momozono K, 
Matsuoka K. 
Successful Treatment of T4 Renal Cell Carcinoma After a Neoadjuvant Targeted 
Therapy Using Sunitinib: Report of a Case. 

Kurume Medical Journal	 58-3: 95-98, 2011.11 
 
Hayashi T, Kondo T, Ishimatsu M, Takeya M, Igata S, Nakamura K, 
Matsuoka K. 
Function and expression pattern of TRPM8 in bladder afferent neurons associated
with bladder outlet obstruction in rats. 

Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 
164-1,2: 27-33, 2011.10 

 
冨安	 克郎、吉井	 愼一、斎藤	 孝二郎、豊澤	 徳行、松岡	 啓： 
経尿道手術のオリジナル手術取得マニュアル 

西日本泌尿器科	 73-4: 147-151, 2011.4 
 

松岡	 啓、松原	 昭郎、大城	 吉則、冨安	 克郎、杉元	 幹史、亭島	 淳、小林	 泰之、

山口	 孝則、原田	 浩、古家	 琢也： 
―ワークショップ―	 手術指導と安全確保 



西日本泌尿器科	 73-4: 141-180, 2011.4 
 
 

中川	 剛、吉井	 愼一、大西	 怜、上村	 慶一郎、林	 篤正、豊澤	 徳行、斎藤	 孝二郎、

松尾	 光哲、末金	 茂高、松岡	 啓： 
腹腔鏡下副腎摘除術の検討 

Japanese Journal of Endourology	 24-1: 115-119, 2011.5 
豊澤	 徳行、植田	 浩介、林	 篤正、吉井	 愼一、松尾	 光哲、末金	 茂高、冨安	 克郎、

松岡	 啓： 
ホルミウムレーザー前立腺核出術の中・長期成績 

Japanese Journal of Endourology	 24-1: 142-146, 2011.5 
 

平塚	 義治、野口	 正典、榎田	 英樹、澤田	 篤郎、稲元	 輝生、篠森	 健介、大仁田	 亨、

山本	 義明： 
High Risk前立腺癌をいかに治療するか 

西日本泌尿器科	 73-7: 339-365, 2011.7 
 

植田	 浩介、上村	 慶一郎、中川	 剛、豊澤	 徳行、吉井	 愼一、松尾	 光哲、 
冨安	 克郎、松岡	 啓、野口	 正典： 
外傷性横隔膜ヘルニアに合併した尿管損傷の 1例 

西日本泌尿器科	 73-12: 684-687, 2011.12 
 

守屋	 普久子、野口	 正典、末金	 茂高、伊東	 恭悟： 
ペプチドワクチンを用いた免疫療法	 3）前立腺がんワクチン 

腫瘍内科	 8-5: 432-438, 2011.11 
 

西原	 聖顕、松尾	 光哲、名切	 信、吉井	 愼一、宮原	 司、宮島	 次郎、野口	 正典、

松岡	 啓： 
結石性腎盂腎炎合併症例に対する TULの治療検討 

西日本泌尿器科	 73-10: 555-558, 2011.10 
 

Ⅱ．著書・総説・その他  

 
＜著書＞ 
松岡	 啓： 



遊走腎（腎下垂） 
今日の治療指針	 53: 972-973, 2011.1 

 
＜総説＞ 
松岡	 啓： 
尿路結石に対するレーザ治療	 ＝特に Ho: YAGレーザについて＝ 

光アライアンス	 22-9: 13-16, 2011.9 
 
 
 

松岡	 啓： 
排尿障害 

medicina	 48-11: 350-352, 2011.11 
 
＜その他＞ 
松岡	 啓： 
高齢者の泌尿器疾患について	 ―前立腺疾患を中心に― 

つくし便り	 55, 2011.3 
（福岡県私学共済年金者連盟	 会報） 

 

Ⅲ．学会発表  

 
1.	 国際学会、国際シンポジウム 
26th Annual EAU Congress 
平成 23年 3月 18日～22日、オーストリア	 ウィーン 
 
Suekane S, Noguchi M, Moriya F, Sasada T, Yamada A, Itoh K, Matsuoka K： 
A phase Ⅱ study of personalized peptide vaccination for advanced urothelial 
carcinoma patients who failed standard treatment 
 
AUA2011 
平成 23年 5月 14～19日、アメリカ	 ワシントン D.C. 
 
Noguchi M, Moriya F, Suekane S, Matsuoka K, Arai G, Matsueda S, Sasada T, 
Yamada A, Itoh K： 



Open-label phase Ⅱ study evaluating the efficacy and safety of personalized peptide 
vaccination(PVV) in patients with castration-resistant prostate cancer(CRPC) 
 
ICS2011 
平成 23年 8月 29日～9月 3日、イギリス	 グラスゴー 
 
Hayashi T, Takeya M, Nakamura K, Matsuoka K： 
Effects of Silodosin and Tamsulosin on the seminal vesicle contractile response 
 
WCE2011 KYOTO 
29th World Congress of Endourology and ESWL 
平成 23年 11月 30日～12月 3日、日本	 京都 
 
Nakagawa G, Watanabe K, Matsuo M, Yoshii S, Matsuoka K： 
Laparoscopic Adrenalectomy on a Patient with Cushing’s Syndrome During Pregnancy 
 
2.	 総会、全国規模学会 
第 99 回	 日本泌尿器科学会総会  
平成 23年 4月 21日（木）～24日（日）、名古屋国際会議場 
 
（医道白寿企画） 
吉村	 一宏、石井	 徳味、野澤	 昌弘、辻	 秀憲、林	 泰司、南	 高文、山本	 豊、 
清水	 信貴、植村	 天受、山田	 亮、野口	 正典、角田	 卓也、中村	 祐輔： 
次世代の泌尿器癌治療戦略	 ―ワクチン療法について― 
 
（一般演題口演） 
関	 成人、宮島	 次郎、山口	 秋人、山下	 博志、田中	 正利、南里	 和成、田原	 春夫、

高山	 一生、加野	 資典、松岡	 啓、魚住	 二郎、武井	 実根雄、内藤	 誠二： 
BPH患者におけるα1受容体遮断薬長期継続例と手術移行例についての検討 
―福岡排尿障害研究会共同研究【前立腺肥大症に伴う排尿障害患者の長期追跡調査】― 
 
（一般演題ポスター） 
江島	 和久、桃園	 幸介、陶山	 俊輔、斎藤	 孝二郎、野口	 正典、松岡	 啓： 
化学療法中に脳梗塞をきたした精巣腫瘍の 1例 
 
松本	 和将、野口	 正典、佐藤	 威文、田畑	 健一、津村	 秀康、岩村	 正嗣、山田	 亮、



小松	 誠和、伊東	 恭悟、馬場	 志郎： 
MVAC療法後に進行・再発を来たした膀胱癌症例に対するテーラーメイド 
癌ペプチドワクチン療法の検討 
山下	 博志、関	 成人、山口	 秋人、宮島	 次郎、南里	 和成、加野	 資典、高山	 一生、

上領	 頼啓、田原	 春夫、松岡	 啓、武井	 実根雄、伊東	 健治、内藤	 誠二： 
BPH患者におけるα1受容体遮断薬治療継続率と 5年継続例の臨床経過について 
―福岡排尿障害研究会共同研究【前立腺肥大症に伴う排尿障害患者の長期追跡調査】― 
 
中川	 剛、吉井	 愼一、植田	 浩介、大西	 怜、林	 篤正、豊澤	 徳行、斎藤	 孝二郎、

松尾	 光哲、末金	 茂高、宮島	 次郎、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
cT1腎癌における術式別検討 
 
守屋	 普久子、末金	 茂高、野口	 正典、松岡	 啓： 
PSA20ng/ml未満症例に対する前立腺生検の動向の検討 
 
末金	 茂高、豊澤	 徳行、林	 篤正、吉武	 真希、植田	 浩介、大西	 怜、陶山	 俊輔、

松尾	 光哲、内山	 直尚、松岡	 啓： 
夜間頻尿が睡眠と昼間の QOLに与える影響とイミダフェナシン介入の有用性の検討 
 
斎藤	 孝二郎、松尾	 光哲、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
小児に対する無麻酔 ESWLの経験 
 
第 63 回	 日本泌尿器科学会西日本総会  
平成 23年 11月 10日（木）～12日（土）、石橋文化センター 
 
（ワークショップ） 
末金	 茂高、守屋	 普久子、松岡	 啓、笹田	 哲朗、山田	 亮、伊東	 恭悟、野口	 正典： 
標準治療抵抗性尿路上皮がんに対するテーラーメイドペプチドワクチン療法 
 
守屋	 普久子、野口	 正典、末金	 茂高、松岡	 啓、伊東	 恭悟： 
去勢抵抗性前立腺がんに対するペプチドワクチン療法の現状と今後 
 
（シンポジウム） 
末金	 茂高、野口	 正典、守屋	 普久子、笹田	 哲朗、伊東	 恭悟、松岡	 啓： 
進行性腎癌に対するがんペプチドワクチン療法 
 



豊澤	 徳行、林	 篤正、宮原	 司、築井	 克聡、西原	 聖顕、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
HoLEPの経験と次世代への伝達 
 
（一般演題） 
桃園	 幸介、江島	 和久、吉武	 真希、松岡	 啓、野口	 正典： 
術前前立腺生検結果と前立腺全摘摘出標本における癌病変分布の相関に関する検討 
 
川口	 義弘、林	 秀一郎、中川	 剛、守屋	 普久子、林	 篤正、宮島	 次郎、冨安	 克郎、

松岡	 啓： 
腺性膀胱炎（Cystitis glandularis）の一例 
 
（ヤングウロロジスト） 
Hayashi T, Takeya M, Nakamura K, Matsuoka K： 
Effect of Silodosin and Tamsulosin on the seminal vesicle contractile response 
 
第 32 回	 日本レーザー医学会総会  
平成 23年 11月 24日（木）～25日（金）、パシフィコ横浜 
 
豊澤	 徳行、林	 篤正、桃園	 幸介、江島	 和久、植田	 浩介、黒川	 慎一郎、 
冨安	 克郎、松岡	 啓： 
ヨウ素 125 シード密封小線源療法後の長期尿閉患者にホルミウムレーザー前立腺核出術
（HoLEP）を施行した 1例 
 
第 25 回	 日本泌尿器内視鏡学会総会  
平成 23年 11月 30日（水）～12月 2日（金）、国立京都国際会館 
 
（ポスター） 
中川	 剛、渡辺	 晃太、松尾	 光哲、吉井	 愼一、松岡	 啓： 
妊娠中期に腹腔鏡下左副腎摘除術を施行した Cushing症候群の一例 
 
松尾	 光哲、吉井	 愼一、中川	 剛、大西	 怜、植田	 浩介、末金	 茂高、冨安	 克郎、

松岡	 啓： 
当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期治療経験 
 
 
 



 
 
 
3.	 地方会・研究会 
第 4 回	 九州女性泌尿器科医会研究会  
平成 23年 3月 5日（土）、ホテルセントラーザ博多 
 
吉武	 真希： 
夜間頻尿の睡眠に対する影響の実態調査とイミダフェナシン介入の有用性の検討 
 
第 8 回	 九州小児泌尿器研究会  
平成 23年 2月 19日（土）、アクロス福岡 
 
此元	 竜雄、古賀	 紀子、鯉川	 弥須宏、山口	 孝則： 
当科における VURに対する予防的化学療法についての検討 
 
古賀	 紀子、此元	 竜雄、鯉川	 弥須宏、山口	 孝則： 
当院における小児精巣腫瘍に対する治療戦略 
 
日本泌尿器科学会福岡地方会	 第 287 回例会  
平成 23年 2月 26日（土）、北九州国際会議場 
 
熊谷	 壽二、中川	 剛、斎藤	 孝二郎、川越	 伸俊、松岡	 啓、宮原	 茂、恒吉	 正澄、

河野	 真司： 
原発性精嚢腫瘍の一例 
 
黒川	 慎一郎、林	 篤正、清水	 志乃、植田	 浩介、守屋	 普久子、宮島	 次郎、 
冨安	 克郎、松岡	 啓、荒川	 正崇、植田	 明弘： 
外尿道口に発生した悪性黒色腫の一例 
 
第 39 回	 福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会  
平成 23年 6月 8日（水）、ホテルセントラーザ博多 
 
桃園	 幸介： 
回腸導管術 
 



 
 
 
第 99 回	 九州泌尿器科連合地方会学術集会  
平成 23年 5月 21日（土）、ハイネスホテル久留米 
 
林	 秀一郎： 
副腎 
 
眞鍋	 一孝： 
副腎 
 
第 18 回	 愛知県泌尿器科医会総会  
平成 23年 6月 18日（土）、名古屋栄	 東急イン 
 
（特別講演） 
野口	 正典： 
癌ペプチドワクチンの実用化を目指して 
 
第 13 回	 島根前立腺疾患研究会  
成 23年 6月 24日（金）、ホテル武志山荘 
 
（特別講演） 
野口	 正典： 
泌尿器科癌におけるペプチドワクチン療法 
 
日本泌尿器科学会福岡地方会	 第 288 回例会  
平成 23年 7月 2日（土）、ホテル日航福岡 
 
吉武	 真希、江島	 和久、桃園	 幸介、田中	 将博、野口	 正典、松岡	 啓： 
IgG4関連間質性腎炎の 1例 
 
中川	 剛、吉井	 愼一、松尾	 光哲、植田	 浩介、大西	 怜、松岡	 啓： 
単孔式腹腔鏡手術（LESS）の初期経験 
 
眞鍋	 一孝、津田	 治、矢毛石	 玲、豊福	 司生、吉住	 修： 



陰茎異物の 1例 
 
 
第 37 回	 筑後腫瘍研究会  
平成 23年 7月 19日（火）、萃香園ホテル 
 
守屋	 普久子： 
前立腺がん病理の基礎 
 
野口	 正典： 
前立腺がん病理の臨床応用 
 
第 40 回	 福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会  
平成 23年 11月 16日（水）、ホテルセントラーザ博多 
 
松尾	 光哲： 
腹腔鏡下左副腎摘除 
 
第 100 回	 九州泌尿器科連合地方会学術集会  
平成 23年 11月 5日（土）、長崎新聞文化ホールアストピア 
 
林	 秀一郎： 
後腹膜 
 
第 6 回	 福岡尿路結石研究会  
平成 23年 11月 24日（木）、ホテル日航福岡 
 
斎藤	 孝二郎： 
小児に対する無麻酔 ESWLの経験 
 

Ⅳ．講演会・その他  

 
第 5 回	 久留米医師会精神科医会講演会  
平成 23年 1月 20日（木）、ホテルマリターレ創世久留米 
 



宮島	 次郎： 
男性更年期障害：ホルモン補充療法が及ぼす効果について 
 
第 19 回	 筑後泌尿器科医会	 兼	 第 94 回	 筑後泌尿器科医会研修会  
平成 23年 2月 24日（木）、萃香園ホテル 
 
末金	 茂高： 
夜間頻尿の睡眠に対する影響の実態調査とイミダフェナシン介入の有用性の検討 
 
第 19 回	 （社）全日本鍼灸学会九州支部認定講習会  
平成 23年 2月 13日（日）、I.P HOTEL Fukuoka 
 
冨安	 克郎： 
排尿障害と勃起障害の原因と治療 
 
第 19 回	 KURUME ENDOSURGERY FORUM 
平成 23年 3月 4日（金）、久留米大学	 筑水会館 
 
大西	 怜、吉井	 愼一、松尾	 光哲、中川	 剛、吉武	 真希、植田	 浩介、冨安	 克郎、

松岡	 啓： 
当科における腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期経験 
 
中川	 剛、吉井	 愼一、松尾	 光哲、植田	 浩介、大西	 怜、松岡	 啓： 
単孔式腹腔鏡手術の初期経験 
 
久留米大学公開講座「こんな外来がありますよ」  
平成 23年 9月 7・14・21日（水）、高等教育コンソーシアム久留米 
 
野口	 正典： 
がんペプチドワクチン外来 
 
林	 篤正、守屋	 普久子： 
女性専用外来 
 
宮島	 次郎： 
男性更年期外来 



 
 
 
筑後泌尿器科医会	 第 98 回研修会  
平成 23年 6月 21日（火）、萃香園ホテル 
 
守屋	 普久子： 
5α還元酵素阻害剤を使用した 2例 
 
第 15 回	 聖マリア病院地域医療支援講演会  
平成 23年 6月 23日（木）、聖マリア病院 
 
眞鍋	 一孝： 
聖マリア病院における ESWLの現状 
 
筑後泌尿器科医会	 第 99 回研修会  
平成 23年 7月 28日（木）、萃香園ホテル 
 
宮島	 次郎： 
過活動膀胱を伴う前立腺肥大症患者に対するナフトピジルの臨床的効果 
 
大川三潴医師会学術講演会  
平成 23年 9月 14日（水）、大川三潴医師会館 
 
（特別講演） 
冨安	 克郎： 
メタボリックシンドロームと尿路結石 
 
第 4 回	 筑後泌尿器科透析セミナー  
平成 23年 10月 27日（木）、ホテルマリターレ創世 
 
斎藤	 孝二郎： 
最近の腎移植の現状 
 
 
 



 
 
 
『前立腺がん』市民セミナー  in 久留米  
平成 23年 11月 12日（土）、石橋文化センター 
 
末金	 茂高： 
今、注目されている前立腺疾患	 ～前立腺がんの疫学から診断まで～ 
 
野口	 正典： 
こんなに変わった前立腺がんの治療	 ～手術療法、放射線療法、薬物療法、など～ 
 
 


