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Ⅰ．原著論文

Mitsue Takeya, Hikaru Hashitani, Tokumasa Hayashi, Ryuhei Higashi, Kei-ichiro 

Nakamura and Makoto Takano

 Role of mucosa in generating spontaneous activity in the guinea pig seminal 

 vesicle

 J Physiol 15 ; 595（14）: 4803-4821, 2017

Kosuke ueda, Shigetaka Suekane, Kiyoaki Nishihara Hiroaki, Naoyuki Ogasawara, 

Hirofumi Kurose, Katsuaki Chikui, Kazuhisa Ejima, Shunsuke Suyama, Makoto Nakiri, 

Mitsunori Matsuo and Tsukasa Igawa

 Early primary renal tumor response predicts clinical outcome in patients with 

 primary unresectable renal cell carcinoma with synchronous distant metastasis 

 receiving molecularly targeted therapies

Molecular and Clinical Oncology 7 : 205-210, 2017

Shigetaka Suekane, Kosuke Ueda, Kiyoaki Nishihara, Tetsuro Sasada, Takuto Yamashita, 

Noriko Koga, Shigeru Yutani, Shigeki Shichijo, Kyogo Itoh, Tsukasa Igawa and Masanori 

Noguchi

 Personalized peptide vaccination as second-line treatment for metastatic upper 

 tract urothelial carcinoma

Cancer Sci 108:2430-2437, 2017

Tsukasa Igawa

 Role of protein phosphatases in genitourinary cancers

International Journal of Urology 24 : 16-24, 2017

Noguchi Masanori, Koga Noriko, Igawa Tsukasa, Itoh Kyogo

 Clinical development of immunotherapy for prostate cancer

International Journal of Urology, 24（9）, 675-680, 2017
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Ⅱ．著書・総説・その他

≪著者≫

井川　掌

過活動膀胱 

今日の治療指針2017 1133-1134

≪総説≫

井川　掌

ロボット支援前立腺全摘除術－開発の歴史から手技の実際－ 

久留米醫學會雑誌　80（1）:1-10, 2017

末金　茂高、西原　聖顕、井川　掌

専門医のための泌尿器科基本手術

開腹膀胱全摘除術：女性患者の場合

臨床泌尿器科 71（9）726-731, 2017

井川　掌

前立腺がん・腎がん

去勢抵抗性前立腺がんに対する薬物治療戦略は？

月刊薬事59（15）21-25, 2017

井川　掌

Q54　アビラテロンとエンザルタミドの違い（機序・効果・副作用）を教えてください。

Q＆Aでスッキリわかる前立腺癌 179-182

井川　掌

リキッドバイオプシーの現状と展望 

臨床泌尿器科　71（7）524-529, 2017

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― 

腎泌予防医誌　25（1）12-15, 2017
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≪その他≫

井川　掌

進行性前立腺癌―最近の話題― 

ラジオNIKKEI 明日の治療指針2017
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Ⅲ．学会発表

 1 .　国際学会、国際シンポジウム

2017 East Asia Urologic Oncology Group Symposium

平成29年 4 月 7 日、韓国　ソウル

Tsukasa Igawa

 Current hormonal therapy for advanced prostate cancer in Japan

American Urological Association Annual Meeting 2017

平成29年 5 月15日、米国　ボストン

Shigetaka Suekane, Kosuke Ueda, Kiyoaki Nishihara, Tsukasa Igawa, 

Msanori  Nouguchi, Tetsuro Sasada, Takuto Yamashita, Shigeru Yutani, 

Shigeki Shichijo, Kyogo Itoh

 Phase II study of personalized peptide vaccination for metastatic upper 

 tract urothelial cancer patients refractory to the standard chemotherapy

SIU 2017 Lisbon

平成29年10月19日～22日、ポルトガル　リスボン

Mitsunori Matsuo, Kiyoaki Nishihara, Shunsuke Suyama, Makoto Nakiri, 

Katsuaki Chikui, Kosuke Ueda, Atsushi Ide, Shuichiro Hayashi, Naoyuki Ogasawara, 

Hiroki Suekane, Shigetaka Suekane and Tsukasa Igawa

 Clinical Outcome of Laparoscopic Partial Nephrectomy for T1a Renal Tumors

Kosuke Ueda, Shigetaka Suekane, Hirofumi Kurose, Katsuaki Chikui, 

Makoto Nakiri, Kiyoaki Nishihara, Mitsunori Matsuo, Akihiko Kawahara, 

Hirohisa Yano,Tsukasa Igawa

 PD-1 And PD-L1 Expression in Primary Renal Cancer Is Associated with 

 Clinicopathological Features and Prognosis in Patients with Metastatic Clear 

 Cell Renal Cell Carcinoma
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 2 .　総会、全国規模学会

第105回　日本泌尿器科学会総会

平成29年 4 月21日（金）～24日（月）、城山観光ホテル

【Emerging　Urology企画02】

（座長）

野口　正典

末金　茂高

「個別化がんペプチドワクチン療法」

【総会賞応募ポスター11】尿路上皮腫瘍・精巣腫瘍：臨床

Shigetaka Suekane, Kosuke Ueda, Kiyoaki Nishihara, Tsukasa Igawa, Masanori Noguchi, 

Tetsuro Sasada, Takuto Yamashita, Shigeru Yutani, Shigeki Shichijo, kyogo Itoh

 Prognostic biomarker of personalized peptide vaccination for metastatic upper 

 tract urothelial cancer patients refractory to the standard chemotherapy

【一般演題口演16】腎腫瘍/薬物療法②

植田　浩介、末金　茂高、黒瀬　浩文、築井　克聡、陶山　俊輔、名切　信、西原　聖顕、

松尾　光哲、井川　掌

 「転移性淡明型腎細胞癌におけるPD-1、PD-L1の発現と臨床病理学的因子に関する検討」

【一般演題ポスター20】前立腺腫瘍/小線源療法

築井　克聡、名切　信、林　秀一郎、植田　浩介、小笠原　尚之、陶山　俊輔、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限局性前立腺癌に対する密封小線源療法の治療成績」

【Emerging Urology企画10】T 3 前立腺癌に対する治療戦略

（座長）

井川　掌

【一般演題口演37】前立腺癌/薬物療法（アビラテロン）

広重　佑、江口　善朗、吉住　修、築井　克聡、井川　掌　

 「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」
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【一般演題口演54】腹腔鏡/腎・尿管②

松尾　光哲、西原　聖顕、陶山　俊輔、名切　信、築井　克聡、植田　浩介、井手　篤史、

黒川　慎一郎、林　秀一郎、小笠原　尚之、末金　茂高、井川　掌

 「小径（T1a）腎腫瘍に対する腹腔鏡下腎部分切除術の臨床的検討」

【一般演題ポスター41】尿路上皮腫瘍/臨床④

（座長）

松尾　光哲

小笠原　尚之、松尾　光哲、植田　浩介、西原　聖顕、井川　掌　

 「右腎尿管全摘後に経尿道的レーザー腫瘍切除術にて治療し得た左尿管癌の 1 例」

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

 「尿管癌との鑑別が困難であった巨大水腎症を呈した異所性子宮内膜症の 1 例」

【一般演題ポスター89】前立腺腫瘍/薬物療法（化学療法②）

（座長）

末金　茂高

【ランチョンセミナー30】

松尾　光哲、三田　耕司

 「TURBT・膀胱鏡検査におけるNBIを用いた診断・治療のポイント」

第29回　日本内分泌外科学会総会

平成29年 5 月18日（木）～19（金）、神戸国際会議場

【一般演題】ポスター

黒瀬　浩文、植田　浩介、名切　信、西原　聖顕、松尾　光哲、末金　茂高、井川　掌

 「髄外造血巣を伴った非機能性副腎腺腫の一例」

植田　浩介、秋葉　純、眞田　咲子、林　秀一郎、名切　信、西原　聖顕、矢野　博久、

井川　掌

 「副腎皮質癌の 2 剖検例」

第30回日本老年泌尿器科学会

平成29年 6 月 9 日（金）～10日（土）、ソラシティカンファレンスセンター
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【学会賞口演】

（座長）

井川　掌

第62回　日本透析医学会学術集会・総会

平成29年 6 月16日（金）～18（日）、パシフィコ横浜

【ポスター】

末金　宏基、末金　茂高、植田　浩介、築井　克聡、西原　聖顕、松尾　光哲、井川　掌

 「当院における維持透析患者に合併した泌尿器悪性腫瘍についての臨床的検討」

日本尿路結石症学会第27回学術集会

平成29年 8 月25日（金）～26日（土）、千里ライフサイエンスセンター

【一般演題④】

陶山　俊輔、築井　克聡、末金　宏基、小笠原　尚之、林　秀一郎、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、100例の検討」

第55回日本癌治療学会学術集会

平成29年10月20日（金）～22日（日）、パシフィコ横浜

【デジタルポスター13】尿路上皮がん　化学療法

（座長）

末金　茂高

【一般演題】

末金　茂高、植田　浩介、西原　聖顕、井川　掌、野口　正典、笹田　哲朗、　七條　茂樹

由谷　茂、伊東　恭悟

 「転移性上部尿路上皮がん患者におけるペプチド特異CTL誘導のバイオマーカー」

日本泌尿器腫瘍学会第 3 回学術集会

平成29年10月22日（日）～23日（月）、東京コンファレンスセンター・品川
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【一般演題】

黒瀬　浩文、西原　聖顕、名切　信、松尾　光哲、末金　茂高、井川　掌

 「根治的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」

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

 「上部尿路上皮癌に対する術前補助化学療法の初期治療効果の検討」

第69回　西日本泌尿器科学会

平成29年11月10日（金）～12日（日）、iichiko総合文化センター

【一般演題】結石・腎不全・移植他

（座長）

末金　茂高

【一般演題】感染症・炎症

渡辺　晃太、築井　克聡、末金　茂高、植田　浩介、川口　義弘、井川　掌

 「筑後市立病院における腎盂腎炎患者の動向」

【ポスター】腎腫瘍

小笠原　尚之、植田　浩介、末金　宏基、黒瀬　浩文、林　秀一郎、築井　克聡、陶山　俊輔、

西原　聖顕、名切　信、末金　茂高、井川　掌

 「当科における経皮的腎腫瘍生検の検討」

【シンポジウム】超高齢時代の尿路悪性腫瘍の薬物療法

（座長）

井川　掌

末金　茂高

 「超高齢時代の去勢抵抗性前立腺がんに対する薬物治療～抗がん剤治療を中心に～」

【一般演題】腎腫瘍

植田　浩介、末金　茂高、築井　克聡、末金　宏基、林　秀一郎、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Nivolumabの初期使用経験」
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【ポスター】前立腺癌

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、

名切　信、西原　聖顕、松尾　光哲、末金　茂高、宮島　次郎、井川　掌

 「去勢抵抗性前立腺癌に対するcabazitaxelの初期治療成績」

第31回　日本泌尿器内視鏡学会

平成29年11月16日（木）～18（土）、あわぎんホール、ホテルクレメント徳島

【一般演題　総会賞ビデオ】腹腔鏡　副腎・腎盂・尿管

（審査員）

井川　掌

【一般演題口演】RAPN

（座長）

井川　掌

【一般演題ポスター】ESWL

陶山　俊輔、築井　克聡、小笠原　尚之、林　秀一郎、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、120例の検討」

齋藤　孝二郎、桃園　幸介、井川　掌

 「尿管結石に対するSWLの治療成績　エコーガイドでのSSD測定の有用性について」

小笠原　尚之、陶山　俊輔、松尾　光哲、林　秀一郎、植田　浩介、築井　克聡、西原　聖顕、

名切　信、末金　茂高、井川　掌

 「骨盤腎に合併した尿管結石に対し体外衝撃波結石破砕術（ESWL）が有効であった 1 例」

【一般演題ポスター】ステント

熊谷　壽二、松尾　光哲、井川　掌

 「緊急ドレナージを要した結石性腎盂腎炎症例の臨床的検討」

【一般演題口演】TUL

（座長）

末金　茂高
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【一般演題ポスター】RARP

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、

名切　信、末金　茂高、井川　掌

 「ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）の初期50例における臨床的検討」

 3 .　地方会・研究会

第 1 回　Liquid Biopsy研究会

平成29年 1 月21日（土）、京王プラザホテル

【ワークショップ】

（座長）

井川　掌

「泌尿器疾患バイオマーカー探索の最前線－ 1 」

日本泌尿器科学会福岡地方会　第299回例会

平成29年 2 月 4 日（土）、リーガロイヤルホテル小倉

【口演 1 】

渡辺　晃太、江島　和久、松岡　啓

 「腎平滑筋肉腫の一例」

【口演 2 】

三谷　智太郎、桃園　幸介、野口　正典

 「尿路結核の 2 例」

井手　篤史、末金　宏基、黒瀬　浩文、築井　克聡、植田　浩介、末金　茂高、井川　掌

 「後腹膜原発のMature teratomaの 1 例」

【口演 4 】

小笠原　尚之、植田　浩介、黒瀬　浩文、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

 「陰嚢平滑筋肉腫の 1 例」
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第21回関西前立腺研究会

平成29年 2 月24日（金）、ホテル・アゴーラ大阪守口

【特別講演】

井川　掌

 「進行性前立腺癌治療のプラットフォーム」

第111回九州泌尿器科連合地方会

平成29年 5 月20日（土）、矢太樓・矢太樓南館

【一般演題】

末金　宏基

 「陰茎」

第51回福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会（福岡県泌尿器科医会生涯教育認定講座）

平成29年 6 月14日（水）、ホテルセントラーザ博多　３F「花筐の間」

【講演】

（座長）

末金　茂高

第 4 回がんワクチン研究会

平成29年 7 月22日（土）、ハイネスホテル

【一般演題】

末金　茂高

 「治療抵抗性尿路がん」

日本泌尿器科学会福岡地方会第300回例会

平成29年 7 月22日（土）、電気ビル　みらいホール

【口演 2 】

上垣　まみ、築井　克聡、林　秀一郎、井手　篤史、名切　信、松尾　光哲、末金　茂高、

井川　掌

 「RARP後に恥骨髄炎を発症した1例」
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熊谷　壽二、松尾　光哲、井川　掌

 「疼痛を主訴に発見された精巣嚢胞の 1 例」

大西　聡、植田　浩介、築井　克聡、名切　信、西原　聖顕、松尾　光哲、末金　茂高、

井川　掌

 「尿道尖圭コンジローマの 1 例」

第112回　九州泌尿器科連合地方会学術集会

平成29年10月14日（土）、TKPガーデンシティ鹿児島中央

【一般演題】

上垣　まみ

 「後腹膜」

第52回福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会

平成29年11月 1 日（水）、ホテルセントラーザ博多

【講演 1 】主題：「腎部分切除術」

松尾　光哲

 「腹腔鏡下腎部分切除術～経腹膜アプローチ～」

第12回　福岡佐賀尿路結石研究会

平成29年12月 7 日（木）、ホテル日航福岡　5 階「志賀の間」

【特別講演】

（座長）

井川　掌
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Ⅳ．講演会・その他

筑後泌尿器科医会第147回研修会

平成29年 1 月31日（火）、萃香園ホテル

【特別講演】

（座長）

井川　掌

第3回筑後CRPCセミナー

平成29年 2 月 9 日（木）、萃香園ホテル

【症例発表】

（座長）

末金　茂高

小笠原　尚之

 「久留米大学病院におけるカバジタキセルの使用経験」

【特別講演】

（座長）

井川　掌

CRPC講演会 in Fukuoka

平成29年 2 月22日（水）、ホテル日航　福岡　5 階「志賀の間」

【一般演題】

（座長）

井川　掌

末金　茂高

小笠原　尚之

 「～カバジタキセルの使用経験について～」
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Kurume Endosurgery Forum

平成29年 2 月23日（木）、筑水会館 1 階

【講演】

松尾　光哲、西原　聖顕、陶山　俊輔、築井　克聡、植田　浩介、井手　篤史、黒川　慎一郎、

林　秀一郎、小笠原　尚之、田中　香織、末金　宏基、名切　信、末金　茂高、井川　掌

 「第 4 世代ロボット“da Vinci Xi”導入－腹腔鏡からロボット支援手術へ－」

筑後泌尿器科医会148回研修会

平成29年 3 月 2 日（木）、萃香園ホテル

【特別講演】

（座長）

井川　掌

第 1 回　Fukuoka Urology Symposium

平成29年 3 月 4 日（土）、ヒルトン福岡シーホーク　1 階　ナビス

【Session 1】

（座長）

井川　掌

植田　浩介

 「CN不可と判断されたmRCC患者の予後予測因子」

市民公開講座

おしっこの悩みありませんか？

平成29年 3 月11日（土）、久留米シティプラザ

【講演Ⅰ】

林　篤正

 「知っておきたい女性のおしっこトラブル」

【講演Ⅱ】

末金　茂高

 「知っておきたい男性のおしっこトラブル」
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第 2 回　長崎　CRPC　治療セミナー

平成29年 3 月17日（金）、長崎ロイヤルチェスターホテル

【特別講演】

井川　掌

 「進行前立腺癌のマネージメント」

RCCフォーラムin FUKUOKA

平成29年 3 月18日（土）、ホテル日航福岡 

【Session 2 】

末金　茂高

 「TKIの忍容性と長期投与例」

骨転移カンファレンスin筑後

平成29年 3 月24日（金）、ホテルマリターレ創世

【一般講演】

築井　克聡

 「前立腺癌」

一歩進んだ排尿障害ケアを考える会

～生活習慣病と抗コリン薬の適正使用～

平成29年 3 月29日（水）、萃香園ホテル「松林の間」

【特別講演】

（座長）

井川　掌

第150回　筑後泌尿器科医会研修会

平成29年 4 月13日（木）、萃香園ホテル2階「鶴の間　東」

【特別講演】

（座長）

井川　掌
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Meet the Expert in Fukuoka

平成29年 4 月19日（水）、ホテル日航福岡　５F　「志賀」

【講演】

（座長）

井川　掌

久留米臨床外科医会学術講演会

平成29年4月26日（水）、萃香園ホテル　　

【特別講演】　

井川　掌

 「排尿障害についての最近の話題」

前立腺癌診療ガイドライン2016講演会

平成29年 5 月26日（金）、長崎ワシントンホテル

【特別講演】

井川　掌

 「前立腺癌診療を再考する」－ガイドラインからみた課題と対策－

京都腎癌セミナー

平成29年 6 月16日（金）、ホテルグランヴィア京都

【特別講演】

末金　茂高

 「ここまできたがん免疫療法～個別化がんペプチドワクチン療法の可能性～」

平成29年度　私立大学医学部・私立医科大学付属病院臨床検査部長会・研修会

平成29年 6 月24日（土）、久留米大学病院　筑水会館

【講演 5 】

井川　掌

 「前立腺癌診療の現状と課題－PSAロボット支援手術まで－」
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筑後泌尿器科医会第152回研修会

平成29年 6 月29日（木）、萃香園ホテル

【一般講演】

末金　茂高

 「福岡県における前立腺がん医療連携の進捗状況」

【特別講演】

（座長）

井川　掌

八女筑後薬剤師会「定期研修会」

平成29年 7 月12日（水）、筑後商工会議所

【特別講演】

名切　信

 「当院における前立腺癌治療」

第153回筑後泌尿器科医会研修会

平成29年 7 月27日（木）、萃香園ホテル 3 階「松林の間」

　　

【特別講演】

（座長）

井川　掌

Prostate Cancer Symposium in 久留米

平成29年 8 月10日（木）、萃香園ホテル　2 階「鶴の間」

　　

【一般演題】

（座長）

末金　茂高

熊谷　壽二

 「久留米大学関連施設におけるCRPC治療薬の使用経験」
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【特別講演】

（座長）

井川　掌

第７回久留米周術期管理フォーラム

 平成29年 9 月22日（金）、ホテルマリターレ創世

【一般演題】

（座長）

井川　掌

築井　克聡

 「サンゴ状結石に対する経皮経尿道的結石破砕術の治療経験」

Immuno-Oncology Seminar for RCC

平成29年 9 月28日（木）、萃香園ホテル　2 階「千歳の間」

　

【一般講演】

（座長）

末金　茂高

植田　浩介

 「当院におけるニボルマブの使用経験」

【特別講演】

（座長）

井川　掌

MEET THE EXPERT 2017

平成29年10月 6 日（金）、ホテルニューオータニ博多　3階　アイリス

　

【一般演題】

（司会）

井川　掌

植田　浩介

「Nivolumabの使用経験について」
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筑後泌尿器科医会第154回研修会

平成29年10月12日（木）、ホテルニュープラザ久留米

【特別講演】

（座長）

井川　掌

知って安心！おしっこの悩み～尿もれから前立腺がんまで～

平成29年12月 3 日（日）、久留米シティプラザ

【一般講演】

（講演）

井川　掌

 「泌尿器科について」

末金　茂高

 「知って安心、おしっこトラブル」

松尾　光哲

 「知って得する、前立腺がん」

糖尿病症例検討会

男性下部尿路症状の診かた―日常診療における対応のコツ―

平成29年12月19日（火）ホテルエスプリ
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Ⅴ．科学研究費・その他

平成29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　700,000円

平成29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　1,400,000円

平成29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
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