
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	 	 	 	 	 	 教室業績 
	 	 	 	  (平成 24年 1月~平成 24年 12月)  

 



Ⅰ．原著論文  

 
Uemura K, Hayashi T, Matsuoka K. 
Solitary fibrous tumor of the greater omentum in an inguinal hernia sac. 

Int Canc Conf J 1-2: 70-73, 2012.4 
 

Yoshiyama K, Terazaki Y, Matsueda S, Shichijo S, Noguchi M, Yamada A, Mine T, Ioji 
T, Itoh K, Shirouzu K, Sasada T, Takamori S. 
Personalized peptide vaccination in patients with refractory non-small cell lung cancer 

International Journal of Oncology 40-5: 1492-1500, 2012.5 
 

Komatsu N, Matsueda S, Tashiro K, Ioji T, Shichijo S, Noguchi M, Yamada A, 
Doi A, Suekane S, Moriya F, Matsuoka K, Kuhara S, Itoh K, Sasada T. 
Gene Expression Profiles in Peripheral Blood as a Biomarker in Cancer Patients 
Receiving Peptide Vaccination. 

Cancer 118-12: 3208-3221, 2012.6 
 

Koganemaru M, Abe T, Iwamoto R, Suenaga M, Matsuoka K, Hayabuchi N. 
Pelvic arteriovenous malformation treated by superselective transcatheter venous 
and arterial embolization. 

Jpn J Radiol 30-6: 526-529, 2012.7 
 

Sasada T, Noguchi M, Yamada A, Itoh K. 
Personalized peptide vaccination: A novel immunotherapeutic approach for advanced 
cancer 

Hum Vaccin Immunother 8-9: 1309-1313, 2012.9 
 
Uemura K, Nishihara K, Hayashi T, Tomiyasu K, Matsuoka K. 
Improvement in urinary retention due to recurrent anastomotic prostate cancer 
treated with various therapies by intra-arterial infusion of cisplatin and 
ifosfamide. 

J Infect Chemother 18-5: 753-755, 2012.10 
 
 
 



宮島	 次郎、松岡	 啓、川越	 伸俊、古賀	 紀子、井手	 篤史、西原	 聖顕、 
斎藤	 孝二郎、桃園	 幸介、江島	 和久、中川	 剛、陶山	 俊輔、宮原	 司、大西	 怜、

築井	 克聡、江口	 善朗、名切	 信、中並	 正之、境	 優一、境	 大介、中川	 克之、 
山下	 拓郎、古賀	 弘、三原	 典： 
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 

西日本泌尿器科	 74-1: 8-15, 2012.1 
 
大西	 怜、名切	 信、守屋	 普久子、中川	 剛、末金	 茂高、松岡	 啓、野口	 正典： 
精索転移を来たした胃癌の 1例 

西日本泌尿器科	 74-1: 34-37, 2012.1 
 
宮島	 次郎、植田	 浩介、末金	 茂高、松尾	 光哲、江島	 和久、眞鍋	 一孝、林	 篤正、

川越	 伸俊、清水	 志乃、松岡	 啓： 
腎細胞癌に対するスニチニブを用いた neoadjuvant療法の経験 

西日本泌尿器科	 74-2: 64-69, 2012.2 
 

植田	 浩介、末金	 茂高、林	 秀一郎、大西	 怜、名切	 信、西原	 聖顕、斎藤	 孝二郎、

守屋	 普久子、松尾	 光哲、松岡	 啓： 
透析腎癌に合併した副腎出血の 1例 

西日本泌尿器科	 74-2: 76-80, 2012.2 
 

伊東	 恭悟、守屋	 普久子、末金	 茂高、松岡	 啓、野口	 正典： 
がんペプチドワクチン：第 1世代の実用化と第 2世代への展開 

西日本泌尿器科	 74-3: 107-117, 2012.3 
 

名切	 信、植田	 浩介、西原	 聖顕、上村	 慶一郎、江島	 和久、大西	 怜、陶山	 俊輔、

築井	 克聡、井手	 篤史、桃園	 幸介、江口	 善朗、宮原	 茂、松岡	 啓： 
開放性腎損傷（腎異物）の 1例 

西日本泌尿器科	 74-3: 150-153, 2012.3 
 

吉武	 真希、江島	 和久、桃園	 幸介、田中	 将博、松岡	 啓、野口	 正典： 
IgG4関連尿細管間質性腎炎の 1例 

西日本泌尿器科	 74-3: 132-136, 2012.3 
 
 
 



松本	 和将、佐藤	 威文、田畑	 健一、藤田	 哲夫、岩村	 正嗣、馬場	 志郎、 
野口	 正典、山田	 亮、小松	 誠和、伊東	 恭悟： 
MVAC耐性再発・進行尿路上皮癌に対するテーラーメイド癌ペプチドワクチン療法の経験 

西日本泌尿器科	 74-4: 176-183, 2012.4 
 

末金	 茂高、守屋	 普久子、松岡	 啓、野口	 正典、伊東	 恭悟： 
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開発の現状と

展望 
西日本泌尿器科	 74-4: 184-189, 2012.4 

 
守屋	 普久子、末金	 茂高、松岡	 啓、野口	 正典、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 

西日本泌尿器科	 74-4: 203-210, 2012.4 
松尾	 光哲、吉井	 愼一、豊澤	 徳行、林	 篤正、中川	 剛、大西	 怜、植田	 浩介、 
末金	 茂高、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
非浸潤性膀胱癌に対する Narrow Band Imaging（NBI）の有用性に関する臨床的検討 

Japanese Journal of Endourology 25-1: 107-111, 2012.4 
 

末金	 茂高、守屋	 普久子、松岡	 啓、野口	 正典、伊東	 恭悟： 
進行性腎細胞がんに対する個別化がんペプチドワクチン療法 

西日本泌尿器科	 74-5: 272-278, 2012.5 
 

西原	 聖顕、名切	 信、野口	 正典、松岡	 啓： 
PORGES社製ネフロストミーカテーテルセットを用いて 
Mini-Percutaneous Nephrolithotomyで治療した嵌頓結石の 1例 

泌尿器外科	 25-7: 1545-1548, 2012.7 
 
江島	 和久、桃園	 幸介、植田	 浩介、宮島	 次郎、松岡	 啓、野口	 正典： 
陰茎転移を来たした S状結腸癌の 1例 

西日本泌尿器科	 74-9: 512-515, 2012.9 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．著書・総説・その他  

 
＜著書＞ 
松岡	 啓： 
陰茎腫瘍，尖圭コンジローマ 

今日の治療指針	 54: 976-977, 2012.1 
 

松岡	 啓： 
HoLEP 

Japanese Journal of Endourology	 25-1: 62-64, 2012 
 
＜総説＞ 
松岡	 啓： 
ホルミウム・ヤグレーザーの臨床上の応用と問題点 

MEDICAL PHOTONICS	 8: 24-28, 2012 
 
 

野口	 正典： 
がんワクチンによるテーラーメイド治療 

臨牀と研究	 89-2: 252-256, 2012.2 
 

宮島	 次郎： 
治療各論	 泌尿器科疾患 
9.	 尿路結石症	 Epidemiology and management of urolithiasis 

腎疾患治療マニュアル 2012-13 
腎と透析	 72 増刊号: 513-517, 2012.5 

 
＜その他＞ 
松岡	 啓： 
―学会好事―	 第 63回日本泌尿器科学会西日本総会 

Urology Today	 19-1: 34, 2012.2 
 
 
 
 



Ⅲ．学会発表  

 
1.	 国際学会、国際シンポジウム 
27th Annual EAU Congress 
平成 24年 2月 24日～28日、フランス	 パリ 
 
Suekane S, Noguchi M, Moriya F, Sasada T, Matsueda S, Itoh K, Matsuoka K： 
Phase Ⅱ study of personalized peptide vaccination for standard therapy-resistant 
urothelial carcinoma patients 
 
AUA 2012 
平成 24年 5月 19日～23日、アメリカ	 アトランタ 
 
Noguchi M, Moriya F, Suekane S, Matsuoka K, Matsueda S, Sasada T, Yamada 
A, 
Itoh K： 
Delayed PSA responses in personalized peptide vaccination for castrate-resistant 
prostate cancer patients: Phase Ⅱ study 
 
2.	 総会、全国規模学会 
第 100 回	 日本泌尿器科学会総会  
平成 24年 4月 21日（土）～24日（火）、パシフィコ横浜 
 
（教育講座） 
野口	 正典： 
去勢抵抗性前立腺がんに対するペプチドワクチン療法 
 
（一般演題ポスター） 
宮島	 次郎、植田	 浩介、末金	 茂高、守屋	 普久子、古賀	 紀子、江島	 和久、 
林	 篤正、松尾	 光哲、眞鍋	 一孝、松岡	 啓： 
久留米大学病院における進行性腎細胞癌に対する分子標的薬の治療成績 
 
井手	 篤史、川越	 伸俊、宮島	 次郎、古賀	 紀子、西村	 浩、中山	 直己、中山	 紘子、

松岡	 啓： 
PSA高値症例における生検前MRI検査の有用性についての考察 



 
中川	 剛、松尾	 光哲、吉井	 愼一、松岡	 啓： 
腹腔鏡下前立腺全摘除術―3術者導入における初期周術期成績 
 
野口	 正典、守屋	 普久子、末金	 茂高、松岡	 啓、笹田	 哲朗、山田	 亮、伊東	 恭悟： 
ドセタキセル不応・去勢抵抗性前立腺がんに対するテーラーメイドペプチドワクチン療法 
 
（総会賞応募演題） 
末金	 茂高、野口	 正典、守屋	 普久子、笹田	 哲朗、伊東	 恭悟、松岡	 啓： 
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 
 
植田	 浩介、中山	 正道、小笠原	 幸子、秋葉	 純、矢野	 博久、松岡	 啓： 
ヒト腎細胞癌細胞株における癌幹細胞に関する検討 
 
第 101 回	 日本病理学会総会  
平成 24年 4月 26日（木）～28日（土）、京王プラザホテル 
 
（一般示説） 
真田	 咲子、守屋	 普久子、小笠原	 幸子、秋葉	 純、安元	 真希子、植田	 浩介、 
角	 明子、松岡	 啓、矢野	 博久： 
前立腺生検非腫瘍症例における炎症所見と血中 PSA値との関連 
 
秋葉	 純、中島	 収、谷川	 健、竹中	 美貴、中山	 正道、近藤	 礼一郎、野村	 頼子、

高良	 慶子、植田	 浩介、矢野	 博久： 
Cholangiolocellular carcinomaの免疫組織学的な検討 
 
（一般口演） 
植田	 浩介、中山	 正道、小笠原	 幸子、秋葉	 純、守屋	 普久子、矢野	 博久、松岡	 啓： 
ヒト腎細胞癌細胞株における癌幹細胞に関する検討 
 
第 25 回	 日本老年泌尿器科学会  
平成 24年 6月 1日（金）～2日（土）、あわぎんホール 
 
林	 篤正： 
久留米大学病院泌尿器科の 90歳以上入院手術統計 
 



 
第 57 回	 日本透析医学会学術集会・総会  
平成 24年 6月 22日（金）～24日（日）、京王プラザホテル札幌	 他 
 
斎藤	 孝二郎、吉武	 真希、中川	 剛、吉井	 愼一、松尾	 光哲、末金	 茂高、 
冨安	 克郎、松岡	 啓： 
当院における透析患者の腎腫瘍手術症例の検討 
 
第 71 回	 日本癌学会学術総会  
平成 24年 9月 19日（水）～21日（金）、ロイトン札幌	 他 
 
植田	 浩介、中山	 正道、真田	 咲子、小笠原	 幸子、秋葉	 純、矢野	 博久： 
ヒト腎細胞癌細胞株における癌幹細胞に関する検討 
 
第 50 回	 日本癌治療学会学術集会  
平成 22年 10月 25日（木）～27日（土）、パシフィコ横浜 
 
（一般演題） 
野口	 正典： 
去勢抵抗性前立腺がん対するテーラーメイドペプチドワクチン療法での PSA反応遅延 
 
大西	 怜、守屋	 普久子、甲斐田	 勇人、倉田	 精二、河原	 明彦、鹿毛	 政義、 
石橋	 正敏、野口	 正典、松岡	 啓： 
腎細胞癌における〔18F〕FDG-PETの経時的集積増加は転移能及び腫瘍増殖能を 
予測し得る 
 
末金	 茂高、野口	 正典、守屋	 普久子、大西	 怜、松岡	 啓、笹田	 哲朗、伊東	 恭悟： 
進行性尿路上皮がん患者に対するがんペプチドワクチン療法 
 
第 64 回	 日本泌尿器科学会西日本総会  
平成 24年 11月 8日（木）～10日（土）、あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 
 
（一般演題） 
大西	 怜、林	 篤正、名切	 信、桃園	 幸介、江口	 善朗、植田	 浩介、築井	 克聡、 
西原	 聖顕、中川	 剛、松尾	 光哲、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
尿管癌における術前の水腎症は臨床診断を予測し得る症候のひとつとなる 



 
林	 秀一郎、川口	 義弘、築井	 克聡、植田	 浩介、守屋	 普久子、林	 篤正、宮原	 司、

斎藤	 孝二郎、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
浸潤性尿路上皮癌の特殊型である形質細胞様型（Plasmacytoid variant）の 2例 
 
（ポスター） 
陶山	 俊輔、植田	 浩介、松尾	 光哲、松岡	 啓： 
術前嚢胞性腎癌と診断した後腹膜脱分化型脂肪肉腫の 1例 
 
松尾	 光哲、陶山	 俊輔、植田	 浩介、川口	 義弘、松岡	 啓： 
ゾレドロン酸単剤投与により改善した腎細胞癌多発骨転移の 1例 
 
（ヤングウロロジストリサーチコンテスト） 
Ueda K, Nakayama M, Sanada S, Ogasawara S, Akiba J, Noguchi M, Matsuoka K, 
Yano H： 
Identification and characterization of cancer stem cell of renal cell carcinoma cell lines 
 
第 26 回	 日本泌尿器内視鏡学会総会  
平成 24年 11月 22日（木）～11月 24日（土）、仙台国際センター 
 
（総会賞ビデオ） 
中川	 剛、広重	 佑、渡辺	 晃太、黒川	 慎一郎、築井	 克聡、大西	 怜、西原	 聖顕、

松尾	 光哲、吉井	 愼一、松岡	 啓： 
腹腔鏡下前立腺全摘除術	 ～術中ストレス軽減の工夫 
 
（総会賞ポスター） 
末金	 茂高、宮原	 司、築井	 克聡、中川	 剛、西原	 聖顕、林	 篤正、豊澤	 徳行、 
斎藤	 孝二郎、松尾	 光哲、松岡	 啓： 
尿管鏡下生検による病理学的異型度診断の検討 
 
斎藤	 孝二郎、江島	 和久、清水	 志乃、江口	 善朗、冨安	 克郎、吉住	 修、松岡	 啓： 
Dornier社製 Delta2の使用経験；X線と USによる治療成績の比較 
 
 
 
 



 
3.	 地方会・研究会 
日本泌尿器科学会福岡地方会	 第 289 回例会  
平成 24年 2月 4日（土）、萃香園ホテル 
 
古賀	 紀子、冨安	 克郎、林	 篤正、松岡	 啓： 
水腎症を来した小児の単純性腎嚢胞の 1例 
 
黒川	 慎一郎、清水	 志乃、江口	 善朗、松岡	 啓： 
尿路結石症を契機に発症した化膿性脊椎炎 
 
熊谷	 壽二、西原	 聖顕、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
自慰行為に伴う腹腔内膀胱破裂の 1例 
 
第 9 回	 九州小児泌尿器研究会  
平成 24年 2月 18日（土）、佐賀市交流センター 
 
古賀	 紀子、斎藤	 孝二郎、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
小児に対する無麻酔 ESWLの経験 
 
第 5 回	 九州女性泌尿器科医研究会  
平成 24年 3月 10日（土）、ホテルセントラーザ博多 
 
守屋	 普久子： 
ベタニスの使用経験 
 
第 101 回	 九州泌尿器科連合地方会学術集会  
平成 24年 5月 12日（土）、鹿児島県医師会館 
 
林	 秀一郎、守屋	 普久子、斎藤	 孝二郎、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
膀胱 
 
 
 
 
 



 
日本泌尿器科学会福岡地方会	 第 290 回例会  
平成 24年 7月 7日（土）、ホテル日航福岡	 3階	 都久志の間 
 
川口	 義弘、広重	 佑、渡辺	 晃太、斎藤	 孝二郎、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
尿管結石を合併した交叉性腎変位の 1例 
 
宮島	 次郎、末金	 茂高、井手	 篤史、松岡	 啓： 
長期化学療法中に治療関連白血病/骨髄異型性症候群を併発した精巣腫瘍の 1例 
 
第 102 回	 九州泌尿器科連合地方会学術集会  
平成 24年 10月 20日（土）、ホテルロイヤルオリオン 
 
渡辺	 晃太： 
後腹膜 
 
第 42 回	 福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会  
平成 24年 11月 14日（水）、ホテルセントラーザ博多 
 
斎藤	 孝二郎： 
ESWL；治療成績の向上をめざして 
 
第 45 回	 九州人工透析研究会総会  
平成 24年 12月 2日（日）、シーガイアコンベンションセンター 
 
広重	 佑、渡辺	 晃太、黒川	 慎一郎、斎藤	 孝二郎、末金	 茂高、松岡	 啓： 
進行性透析腎がん患者に対する分子標的薬の使用経験 
 

Ⅳ．講演会・その他  

 
筑豊泌尿器科ミーティング  
平成 24年 2月 7日（火）、のがみプレジデントホテル 
 
斎藤	 孝二郎： 
腎移植に関する最近の話題 



 
ちくぎん医療バイオセミナー  
平成 24年 2月 21日（火）、筑邦銀行本店 
 
野口	 正典： 
がんペプチドワクチン開発の現状と今後の展望 
 
第 20 回	 KURUME ENDOSURGERY FORUM 
平成 24年 3月 9日（金）、久留米大学	 筑水会館 
 
松尾	 光哲、中川	 剛、松岡	 啓： 
泌尿器科におけるロボット支援手術の現状 
 
福岡 RCC 学術講演会  
平成 24年 3月 16日（金）、ヒルトン福岡シーホーク 
 
植田	 浩介： 
Epo産生進行性腎癌に対し、Sunitinibが著効した 1例 
 
Prof. Saad Lecture Tour in Fukuoka 
平成 24年 4月 25日（水）、ホテル日航福岡 
 
末金	 茂高： 
ケーススタディ① 
 
第 3 回	 他科連携を考える会  
平成 24年 5月 23日（水）、ホテルニュープラザ久留米 
 
（特別講演） 
宮原	 司： 
一般内科医が直面する泌尿器疾患治療の実際 
 
 
 
 
 



 
第 4 回	 Ladies Forum in Kurume 
平成 24年 7月 12日（木）、モーリアクラシック 久留米迎賓館 
 
（特別講演） 
守屋	 普久子： 
私の愛した前立腺がん	 ―女性泌尿器科医の心得― 
 
第 8 回	 西毛地区泌尿器科懇談会  
平成 24年 7月 19日（木）、ホテルメトロポリタン高崎	 「白鷺」の間 
 
守屋	 普久子： 
地方都市久留米からの挑戦	 ―がんペプチドワクチンを世界へ― 
 
カフェで学ぼう	 がんのこと  
平成 24年 9月 11日（火）、さかえ屋本店 
 
守屋	 普久子： 
腎がん・膀胱がん・前立腺がん 
 
第 1 回	 個別化がんワクチン国際会議  
平成 24年 9月 19日（水）、久留米大学 
 
野口	 正典： 
個別化ペプチドワクチン 
 
平成 24 年度	 第 1 回	 前立腺がん検診講習会  
平成 24年 10月 9日（火）、福岡県医師会館 
 
（特別講演） 
野口	 正典： 
去勢抵抗性前立腺がんに対するワクチン療法 
 
 
 
 



 
インライタ発売記念講演会  in 久留米  
平成 24年 11月 1日（木）、萃香園ホテル	 2階「鶴の間」 
 
渡辺	 晃太： 
テムシロリムスが有効であったネフローゼ症候群併発転移性腎癌の一例 
 
PerkinElmer 75 周年記念イベント	 For the Better Forum 2012 
平成 24年 11月 15日（木）～16日（金）、六本木アカデミーヒルズ 49 
 
（招待講演） 
末金	 茂高： 
Immunohistochemical assessment of anti-tumor immunity with multispectral imaging 


