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Ⅰ．原著論文  

 
Mohamed ER, Naito M, Terasaki Y, Niu Y, Gohara S, Komatsu N, Shichijo S, Itoh K, 
Noguchi M. 
Capability of SART3109-118 peptide to induce cytotoxic T lymphocytes from prostate 
cancer patients with HLA class I-A11, -A31, and -A33 alleles. 

Int J Oncol 34: 529-536, 2009. 
 

Terasaki Y, Shichijo S, Niu Y, Komatsu N, Noguchi M, Todo S, Itoh K. 
An HLA-A3-binding prostate acid phosphatase-derived peptide can induce CTLs 
restricted to HLA-A2 and -A24 alleles. 

Cancer Immunol Immunother 58: 1877-1885, 2009. 
 

Hayashi T, Kondo T, Ishimatsu M, Yamada S, Nakamura K, Matsuoka K, 
Akasu T. 
Expression of the TRPM8-immunoreactivity in dorsal root ganglion neurons 
innervating the rat urinary bladder. 

Neuroscience Research 65: 245-251, 2009. 
 
Niu Y, Terasaki Y, Komatsu N, Noguchi M, Shichijo S, Itoh K. 
Identification of peptides applicable as vaccines for HLA-A26-positive cancer 
patients. 

 Cancer Science 100: 2067-2074, 2009. 
 
Koga N, Noguchi M, Moriya F, Ohshima K, Yoshitake N, Matsuoka K. 
A case of primary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the prostate. 

 Rare tumors 1: 169-171, 2009. 
 
Itoh K, Yamada A, Mine T, Noguchi M. 
Recent advances in cancer vaccines: an overview. 

Jpn J Clin Oncol 39: 73-80, 2009. 
 

中澤	 速和、桑原	 朋広、中井川	 昇、野澤	 昌弘、末金	 茂高： 
■座談会■	 腎細胞癌―最近の話題 

新薬と臨牀	 58-7: 1131-1143, 2009. 



山口	 秋人、松岡	 啓、西村	 和重、斎藤	 孝二郎、江田	 晋一、宮崎	 薫、石戸	 則孝：

―シンポジウム 2―	 珊瑚状結石の治療 
西日本泌尿器科	 71-7: 322-355, 2009. 

 

Ⅱ．著書・総説・その他  

 
＜著書＞ 
松岡	 啓： 
Chapter 3【経尿道的治療】 
7. ホルミウムヤグレーザー前立腺核出術（HoLEP） 

よくわかって役に立つ前立腺肥大症のすべて	 265-272, 2009. 
松岡	 啓： 
腎・尿管結石 

今日の治療指針	 51: 824-825, 2009. 
 

＜総説＞ 
松岡	 啓： 
尿路結石の治療における Ho:YAGレーザー 

日本レーザー医学会誌	 29-4: 393-396, 2009. 
 

野口	 正典： 
特集	 進行前立腺癌の治療 Update 
テーラーメイド型ペプチドワクチン療法 

Urology View 7-2: 97-101, 2009. 
 
松岡	 啓： 
特集	 メンズヘルス診療 
前立腺肥大症治療の最前線 

治療	 91-9: 2270-2273, 2009. 
 

冨安	 克郎： 
排尿障害に対する薬物療法 

臨牀と研究	 86-12: 1681-1686, 2009. 
 
 



＜その他＞ 
宮原	 茂： 
Ⅳ	 慢性腎不全をどうするか？ 
Q31	 2.	 慢性腎不全の維持療法患者に対する救急集中治療室での管理 
透析患者の周術期の管理のポイント 

救急・集中治療	 21-1,2: 171-174, 2009. 
 

松岡	 啓： 
健康相談室	 「前立腺肥大症」 

家庭画報	 9: 272, 2009. 
 

 
 
野口	 正典、冨安	 克郎、宮原	 茂、松岡	 啓、中川	 昌之、西山	 賢龍、速見	 浩士、

金武	 洋、野俣	 光一郎、酒井	 英樹、小川	 由英、菅谷	 公男、内藤	 誠二、関	 成人、

田中	 正利、松岡	 弘文、平塚	 義治、魚住	 二郎、藤山	 千里、上田	 昭一、 
吉田	 正貴、西	 一彦、松本	 哲朗、藤本	 直浩、長田	 幸夫、蓮井	 良浩、三股	 浩光、

佐藤	 文憲： 
九州地方における珊瑚状結石の臨床的検討 
―第 15回九州泌尿器科共同研究― 

西日本泌尿器科	 71-7: 356-364, 2009. 
 

Ⅲ．学会発表  

 
1.	 総会、全国規模学会 
第 97 回	 日本泌尿器科学会総会  
平成 21年 4月 16日（木）～19日（日）、岡山コンベンションセンター・ 
ホテルグランヴィア岡山・岡山全日空ホテル 
 
（一般演題口演） 
野口	 正典、名切	 信、末金	 茂高、松岡	 啓： 
恥骨後式前立腺全摘術におけるつり上げ法ならびに術後早期尿道カテーテル抜去の 
長期治療成績 
 
 



豊澤	 徳行、末金	 茂高、坂下	 直、中川	 剛、江口	 善朗、松岡	 啓： 
過活動膀胱症状を伴う前立腺肥大症に対するシロドシンの有用性の検討と抗コリン薬 
併用時の安全性と有用性の検討 
 
守屋	 普久子、中島	 のぶよ、菅	 朋子、里地	 葉、中尾	 孝子、三好	 みどり： 
泌尿器科女性受診者は、女性医師による診療を希望している！ 
―泌尿器科女性受診者のアンケート調査から― 
 
（一般演題ポスター） 
末金	 茂高、野口	 正典、角間	 辰之、松岡	 啓： 
前立腺癌患者に対する各種 LHRHアゴニスト投与時の QOL、疼痛および去勢状態に 
関する無作為比較試験 
 
 
宮島	 次郎、斎藤	 孝二郎、飯田	 如、松岡	 啓： 
ラットを用いた長期男性ホルモン補充による各種臓器のアンドロゲンレセプターの 
変化について 
 
冨安	 克郎、斎藤	 孝二郎、松岡	 啓： 
ESWL施行後の stone streetに対する ESWLでの治療経験 
 
日本尿路結石症学会	 第 19 回学術集会  
平成 21年 8月 28日（金）～29日（土）、ダイワロイネットホテル和歌山 
 
冨安	 克郎： 
肥満の尿路結石治療に対する影響 
 
宮島	 次郎： 
閉経ラットモデルを用いたエストロゲン補充療法の尿路結石予防及び心血管病 
リスク軽減の可能性について 
 
（ワークショップ） 
斎藤	 孝二郎： 
Stone freeを目指した ESWLの役割 
 
 



第 16 回	 日本排尿機能学会  
平成 21年 9月 10日（木）～12日（土）、JALリゾートシーホークホテル福岡 
 
守屋	 普久子、菅	 朋子、鍬田	 知子、里地	 葉、三好	 みどり、山口	 秋人、 
吉田	 正貴： 
泌尿器科女性患者は女性医師による診察を希望しているか？ 
 
第 47 回	 日本癌治療学会学術集会  
平成 21年 10月 22日（木）～24日（土）、パシフィコ横浜 
 
（ワークショップ） 
野口	 正典： 
再燃前立腺癌に対するペプチドワクチン＋エストラムスチン併用療法の臨床的有用性 
 
第 61 回	 日本泌尿器科学会西日本総会  
平成 21年 11月 5日（木）～7日（土）、サンポートホール高松・かがわ国際会議場 
 
桃園	 幸介、末金	 茂高、江島	 和久、植田	 浩介、眞鍋	 一孝、築井	 克聡、 
井手	 篤史、豊澤	 徳行、宮島	 次郎、松岡	 啓： 
腎細胞がん分子標的治療薬による転移部位別治療効果の検討 
 
野口	 正典、末金	 茂高、守屋	 普久子、斎藤	 孝二郎、坂下	 直、松岡	 啓： 
ホルモン不応性再燃前立腺癌に対する外来ドセタキセル療法の検討 
 
江島	 和久、豊澤	 徳行、植田	 浩介、綾塚	 仁志、吉井	 愼一、冨安	 克郎、松岡	 啓、 
末藤	 大明、淡河	 恵津世、早渕	 尚文： 
局限前立腺癌に対する I-125密封小線源永久挿入療法の治療経験 
 
中川	 剛、江島	 和久、守屋	 普久子、吉井	 愼一、松岡	 啓、中島	 収： 
精巣に発生した悪性線維性組織球腫（MFH）の 1例 
 
 
 
 
 
 



第 23 回	 日本 Endourology・ESWL 学会総会  
平成 21年 11月 11日（水）～13日（金）、グランドプリンスホテル新高輪 
 
（ポスター） 
冨安	 克郎、斎藤	 孝二郎、松岡	 啓： 
ESWLにおける衝撃波強度と患者 BMIの関係について 
 
（口演） 
吉井	 愼一、松尾	 光哲、豊澤	 徳行、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
当院における上部尿路上皮癌に対する腹腔鏡下腎尿管全摘除術の検討 
 
豊澤	 徳行、松尾	 光哲、吉井	 愼一、桃園	 幸介、冨安	 克郎、松岡	 啓、平林	 康男： 
ホルミウムレーザー前立腺核出術の中・長期的成績 
 
（オリンパス賞	 ポスター） 
平林	 康男、浦	 邦委、森田	 照男、林	 篤正、松岡	 啓： 
橋本市民病院における TULの成績 
 
第 30 回	 日本レーザー医学会総会  
平成 21年 11月 29日（日）～12月 3日（木）、ホテルグランドヒル市ヶ谷 
 
（臨床医学シンポジウム） 
豊澤	 徳行、植田	 浩介、桃園	 幸介、松尾	 光哲、松岡	 啓： 
尿路結石に対するレーザー（Ho:YAG）治療 
 
2.	 地方会・研究会 
日本泌尿器科学会福岡地方会	 第 283 回例会  
平成 21年 2月 21日（土）、北九州国際会議場 
 
名切	 信、植田	 浩介、桃園	 幸介、江口	 善朗、宮原	 茂、松岡	 啓： 
開放性腎外傷（体内異物）の 1例 
 
江島	 和久、斎藤	 孝二郎、松岡	 啓、岩本	 良二、小金丸	 雅道： 
塞栓術で治癒しえた腎動静脈奇形の 1例 
 
 



第 6 回	 九州小児泌尿器研究会  
平成 21年 2月 28日（土）、第一三共株式会社	 九州支店 
 
冨安	 克郎、松岡	 啓： 
総排泄腔外反症術後に発生した膀胱結石の治療経験 
 
第 95 回	 九州泌尿器科連合地方会学術集会  
平成 21年 5月 16日（土）、リーガロイヤルホテル小倉 
 
上村	 慶一郎： 
精巣 
 
第 1 回	 泌尿器抗加齢医学研究会  
平成 21年 5月 30日（土）、TOC有明 
 
松岡	 啓： 
アンチエイジング手術としての HoLEP 
 
第 16 回	 福岡前立腺癌研究会  
平成 21年 6月 26日（金）、ホテル日航福岡 
 
古賀	 紀子、野口	 正典、守屋	 普久子、松岡	 啓： 
前立腺原発マントル細胞型リンパ腫（MALT）の 1例 
 
日本泌尿器科学会福岡地方会	 第 284 回例会  
平成 21年 7月 4日（土）、ホテル日航福岡 
 
植田	 浩介、末金	 茂高、守屋	 普久子、永吉	 里佳子、江口	 善朗、松岡	 啓： 
ネオアジュバント療法後腎摘除した T4腎細胞がんの一例 
 
川越	 伸俊、野間	 正衛、時本	 好史、宮島	 次郎、大西	 怜、松岡	 啓： 
炎症性腫瘤を形成した膀胱結腸瘻の一例 
大西	 怜、守屋	 普久子、宮原	 司、冨安	 克郎、松岡	 啓： 
異時発生両側精巣セミノーマの一例 
 
 



第 96 回	 九州泌尿器科連合地方会学術集会  
平成 21年 10月 17日（土）、マリトピア 
 
井手	 篤史： 
尿道 
 
第 3 回	 久留米骨盤内手術研究会  
平成 21年 10月 27日（火）、久留米大学 
 
野口	 正典： 
骨盤臓器脱に対する TVM手術 
 
第 5 回	 内視鏡的前立腺治療研究会  
平成 21年 11月 13日（金）、グランドプリンスホテル新高輪 
 
（ミニシンポジウム） 
平林	 康男、浦	 邦委、森田	 照男、林	 篤正、豊澤	 徳行、松岡	 啓： 
モセレーター使用のコツ 
 
第 36 回	 福岡佐賀泌尿器科手術手技研究会  
平成 21年 11月 18日（水）、ホテルセントラーザ博多 
 
斎藤	 孝二郎： 
経腟的膀胱腟瘻閉鎖術 
 
第 4 回	 福岡県尿路結石研究会  
平成 21年 11月 26日（木）、ホテル日航福岡 
 
冨安	 克郎、斎藤	 孝二郎、宮島	 次郎、松岡	 啓： 
中下部尿管結石に対する超音波ガイド下	 ESWL 
 
 
 
 
 
 



Ⅳ．講演会・その他  

 
文科省都市エリア産学官連携促進事業  
久留米エリア成果発表会  
平成 21年 2月 5日（木）、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 
 
筑後前立腺がん学術講演会  
平成 21年 3月 5日（木）、萃香園ホテル 
 
野口	 正典： 
久留米大学における HRPC治療の現況 
 
筑後泌尿器科医会	 第 81 回研修会  
平成 21年 6月 11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 
 
柳川山門医師会学術講演会  
平成 21年 6月 19日（金）、柳川山門医師会館 
 
（特別講演） 
野口	 正典： 
がんペプチドワクチンの最前線	 ―基礎と臨床― 
 
TAKEDA ONCOLOGY SEMINAR 2009 
平成 21年 7月 4日（土）、ホテルメトロポリタン盛岡 
 
野口	 正典： 
泌尿器科癌におけるペプチドワクチン療法の開発 
 
 



筑後泌尿器科医会	 第 82 回研修会  
平成 21年 7月 23日（木）、萃香園ホテル 
 
宮島	 次郎： 
ナフトピジル錠 75mgの有用性の検証について 
 
久留米臨床外科医会例会  
平成 21年 7月 24日（金）、萃香園ホテル 
 
（特別講演） 
野口	 正典： 
泌尿器癌におけるペプチドワクチン療法の開発 
 
第 26 回	 浜松カンファランス  
平成 21年 8月 1日（土）、浜松名鉄ホテル 
 
松岡	 啓： 
尿路結石に対する内視鏡的治療 
 
第 8 回	 筑後地区がん薬物療法研修会  
平成 21年 8月 7日（金）、ハイネスホテル久留米 
 
（特別講演） 
野口	 正典： 
再燃前立腺癌の治療戦略 
 
久留米市男女平等推進センター  
「市民グループ公募企画事業・こうやって治せる排尿トラブル」  
平成 21年 9月 26日（土）、男女平等推進センター 
 
守屋	 普久子： 
こうやって治せる排尿トラブル	 ―あきらめないで骨盤底筋を鍛えよう― 
 
 
 
 



平成 21 年度ブロック別日本医師会生涯教育講座  
平成 21年 11月 16日（月）、久留米医師会館大ホール 
 
野口	 正典： 
がんワクチン療法の開発と展望 
 
第 1 回	 帝京排尿セミナー  
平成 21年 11月 25日（水）、帝京大学医学部附属病院 
 
（特別講演） 
松岡	 啓： 
QOLを高める排尿障害の外科治療 
 
第 11 回	 山梨前立腺癌研究会  
平成 21年 12月 3日（木）、山梨大学 
 
（特別講演） 
野口	 正典： 
泌尿器癌におけるペプチドワクチン療法の開発 
 
 


