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開催の挨拶

慶應義塾大学医学部
泌尿器科学教室

教授 大家 基嗣

謹啓
師走の候、先生方におかれましては時下ますます
ご清祥の段、お慶び申し上げます。

「 Visiting Professorship 2019－Shinanomachi 
Urology Forum」の開催をお知らせいたします。
「Visiting Professorship」は、次世代の泌尿器科学
研究者育成を通して、日本の泌尿器科学の発展に寄
与することを目的としており、他学の泌尿器科学の
教授を招聘し、泌尿器科学に関する研究を若手研究
者の方から発表していただき、優秀研究発表に対し
て表彰を行うものです。

第9回目の今回は、「Visiting Professor」として
徳島大学大学院医歯薬学研究部 泌尿器科学分野
教授 金山博臣先生にお越しいただき、各演題につ
いて活発なディスカッションを行いたいと考えてお
ります。

謹白

参加について

本研究会は、慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室お
よび関連施設を対象にした、開かれた会ですので、
どなたでも自由に御参加頂けます。多数の皆様のご
参加をお待ちしております。

Current Fellows

Current Residents
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Staff

Department of Urology, 
Keio University School of Medicine

大家 基嗣
浅沼 宏
菊地 栄次
篠島 利明
水野 隆一
小坂 威雄
森田 伸也
松本 一宏
武田 利和
田中 伸之

教授
准教授
准教授
講師
講師
講師
助教
助教
助教
助教
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髙橋 遼平
桝田 司
案納 忠譜
山﨑 実央

額賀 明里
箱﨑 恭平
久冨木原 良平
山中 健嗣

加山 恵美奈
楊井 祥典
神谷 黎
神澤 健

荻原 広一郎 環 聡 本郷 周
茂田 啓介 髙松 公晴

Visiting Professorship2011（February 5, 2011）

Visiting Professor

小川 修 先生 (京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学 教授)

Visiting Professorship2012（February 4, 2012）

Visiting Professor

窪田 吉信 先生 (横浜市立大学 大学院医学研究科泌尿器病態学 教授 )

Visiting Professorship2013（January 26, 2013）

Visiting Professor

鈴木 和浩 先生 (群馬大学大学院医学系研究科器官代謝制御学講座

泌尿器科学 教授 )

Visiting Professorship2014（January 25, 2014）

Visiting Professor

中川 昌之 先生 (鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

泌尿器科学分野 教授)

Visiting Professorship2015（January 17, 2015）

Visiting Professor

筧 善行 先生 (香川大学医学部 泌尿器・副腎・腎移植外科 教授）

Visiting Professorship2016（January 16, 2016）

Visiting Professor

那須 保友 先生（岡山大学大学院医歯薬総合研究科

泌尿器泌尿器科病態学 教授)

Visiting Professorship2017（January 21, 2017）

Visiting Professor

舛森 直哉 先生（札幌医科大学医学部 泌尿器科学講座 教授)

Visiting Professorship2018（January 13, 2018）

Visiting Professor

藤本 清秀 先生（奈良県立医科大学 泌尿器科学 教授）



Visiting Professor

徳島大学大学院医歯薬学研究部
泌尿器科学分野

教授 金山 博臣 先生

慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室
教授 大家 基嗣

16:15～16:20 【Closing Remarks】

「私と徳島大学泌尿器科の
泌尿器癌基礎研究今昔物語」
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徳島大学大学院医歯薬学研究部 泌尿器科学分野
教授 金山 博臣 先生

【特別講演】

座長 慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室
准教授 浅沼 宏 先生

SPECIAL LECTURE
17:15～18:15（ホテルニューオータニ）

本郷 周
慶應義塾大学医学部 泌尿器科

（平成21年卒 88回）

丹羽 直也
済生会中央病院 泌尿器科

（平成21年卒 88回）

茂田 啓介
慶應義塾大学医学部 泌尿器科

（平成22年卒 89回相当）

代謝拮抗薬耐性膀胱癌は
癌蛋白MUC1Cを介して
プラチナ製剤への交叉耐性を獲得する

【所属学会】
日本泌尿器科学会（代議員）
日本泌尿器内視鏡学会（理事）
日本内視鏡外科学会（理事）
日本癌治療学会（代議員）
日本透析医学会（評議員）
米国泌尿器科学会
国際泌尿器科学会

The Endourology Sciety

【資格】
日本泌尿器科学会専門医・指導医
日本透析医学会専門医・指導医
がん治療認定医・暫定教育医
泌尿器腹腔鏡技術認定取得医
日本内視鏡外科学会技術認定取得医
日本性感染症学会認定医

永久挿入密封小線源療法後、
いつまでPSAフォローアップが
必要であるのか？

『ゴナックスに関する最新の話題』 アステラス製薬株式会社

昭和57年3月 徳島大学医学部医学科卒業
昭和57年5月 徳島大学医学部附属病院泌尿器科・医員
昭和58年4月 高知市民病院泌尿器科・医師
昭和59年4月 四国がんセンター泌尿器科・医師
昭和60年4月 高知赤十字病院泌尿器科・医師
昭和62年4月 徳島市民病院泌尿器科・医師
昭和63年4月 高知赤十字病院泌尿器科・医師
平成1年4月 徳島大学医学泌尿器科・助手
平成1年4月～平成3年3月 徳島大学酵素科学研究セン
ター研究員(酵素病理学部門)
平成6年4月 徳島大学医学部附属病院泌尿器科・講師
平成8年3月 徳島大学医学部泌尿器科・助教授
平成11年4月～12月 テキサス大学MDアンダーソン癌
センター Department of Cancer Biology・客員助教授
平成16年4月～平成27年3月 徳島大学大学院ヘルスバ
イオサイエンス研究部 先端医療創生科学講座泌尿器科
学分野・教授
平成27年4月～ 徳島大学大学院医歯薬学研究部
医科学部門外科系泌尿器科学分野・教授（名称変更）

タキサン系抗癌剤耐性前立腺癌における
トポイソメラーゼ阻害剤の有効性



14:00～14:05【Opening Remarks】

司会：慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室

14:05～16:15【Research presentation】発表8分
質疑4分

慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室
教授 大家 基嗣

Research Session２

Visiting ProfessorJanuary 12 ,2019 

14:00～16:20
Keio University Shinanomachi-campus

Center for Integrated
Medical Research
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Session１講師 水野 隆一
Session２准教授 菊地 栄次

Research Session１

15:05~15:15コーヒーブレイク（10分）

村上 哲史
練馬総合病院 泌尿器科
（平成23年卒 90回）

久冨木原 良平
慶應義塾大学医学部 泌尿器科

（平成25年卒 92回）

箱﨑 恭平
慶應義塾大学医学部 泌尿器科

（平成24年卒 91回）

馬場 優人
埼玉医科大学国際医療センター

包括的がんセンター泌尿器腫瘍科
（平成26年卒 93回）

大村 美波
国際医療福祉大学三田病院 泌尿器科

（平成26年卒 93回）

荻原 広一郎
慶應義塾大学医学部 泌尿器科

（平成21年卒 88回）

髙松 公晴
慶應義塾大学医学部 泌尿器科

（平成22年卒 89回）

化学療法抵抗性尿路上皮癌に対する
抗PD-1抗体治療の予後予測マーカー
探索研究

腹腔鏡下およびロボット支援下前立腺
全摘除術直後の高度尿失禁症例における
尿失禁改善を予測する因子の検討

血清CRP値の転移性腎細胞癌late-
line症例における臨床的有用性

膀胱全摘除術の周術期補助化学療法
から術後転移・再発までの期間が予
後に及ぼす影響

他癌の既往が筋層非浸潤性膀胱癌
に及ぼす影響

Hiroomi , Kanayama M.D.,Ph.D

筋層非浸潤性膀胱癌に対する
TURBTにおける麻酔方法と
再発率および進展率の関連

腎機能障害を有する進行性尿路上皮癌
に対するCDDP減量化学療法の臨床的
意義

Professor and Chairman
Department of Urology ,Tokushima University 

Graduate School of Biomedical Sciences


