
市民公開講座 ｢よくわかる前立腺がんのお話｣ －早期発見と正しい治療のために－ 平成9年度 8月2日

会  場： アクロス福岡

司  会： 有吉 朝美 先生（福岡大学医学部泌尿器科 教授）

         熊澤 淨一 先生（九州大学医学部泌尿器科 教授）

講  演： 「増えつつある前立腺がん」

講  師： 平塚 義治 先生（福岡大学筑紫病院泌尿器科 助教授）

講  演： 「前立腺がんの診断  早期発見のために」

講  師： 鷺山 和幸 先生（原三信病院泌尿器科 部長）

講  演： 「前立腺がんの治療」

講  師： 内藤 誠二 先生（九州大学医学部泌尿器科 助教授）

※ 開会の辞、閉会の辞：不明

共  催： 福岡市泌尿器科医会・福岡県泌尿器科医会・ゼネカ薬品株式会社

後  援： 福岡市・福岡市医師会・福岡県医師会

申込者数： 206名

※ 受講者数は不明・PSA採血なし

市民公開講座 ｢よくわかる前立腺がんのお話｣ 平成10年度 6月28日

会  場： アクロス福岡

司  会： 有吉 朝美 先生（福岡大学病院 病院長）

講  演： お話しましょう「前立腺がんのすべて」

講  師： 熊澤 淨一 先生（国立病院九州医療センター 病院長）

シンポジウム： 「前立腺がんの早期発見と正しい治療のために」

講  師： 辻   祐治 先生（福岡大学医学部泌尿器科学教室 助教授）

         鷺山 和幸 先生（原三信病院泌尿器科 部長）

         内藤 誠二 先生（九州大学医学部泌尿器科 助教授）

共  催： 福岡市泌尿器科医会・福岡市医師会・武田薬品工業株式会社

後  援： 福岡市

受講者： 380名（PSA採血受診者 115名）

市民公開講座 ｢よくわかる前立腺がんのお話し｣ －早期発見と早期治療に向けて－ 平成11年度 10月30日

会  場： アクロス福岡

司  会： 辻   祐治 先生（福岡大学医学部泌尿器科学教室 助教授）

演  題1：「知っておきたい前立腺の病気 －がんと肥大症－」

講  師： 有吉 朝美 先生（福岡大学病院 病院長）

演  題2：「増えている前立腺がん」

講  師： 平塚 義治 先生（福岡大学筑紫病院泌尿器科 助教授）

演  題3：「前立腺がんの診断と検診のすすめ」

講  師： 鷺山 和幸 先生（加野病院 副院長）

演  題4：「前立腺がんの治療について」

講  師： 長谷川 淑博 先生（国立病院九州がんセンター泌尿器科 部長）

※ 開会の辞：宮崎 良春 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)、 閉会の辞：不 明

共  催： 第51回日本泌尿器科学会西日本総会・福岡大学病院泌尿器科・ゼネカ薬品株式会社

         福岡市医師会・福岡市泌尿器科医会・福岡県泌尿器科医会

後  援：福岡市・福岡県医師会

受講者： 156名（PSA採血受診者 69名）

市民公開講座 実施報告

※ 開会の辞：宮崎 良春 先生(市泌 副会長) 閉会の辞：樋口 正士 先生(前立腺がん検診委員)



市民公開講座 ｢よくわかる前立腺のお話｣ 平成12年度 7月23日

会  場： アクロス福岡

テーマ：「前立腺が悪い！どうなるの？」

座  長： 内藤 誠二 先生（九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 教授）

講  師： 辻   祐治 先生（福岡大学医学部泌尿器科学教室 助教授）

         山口 秋人 先生（原三信病院 副院長）

         宮崎 良春 先生（薬院ひ尿器科病院 院長）

※ 開会の辞：太田 康弘 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：不 明

共  催： 福岡市泌尿器科医会・福岡市医師会・武田薬品工業株式会社

後  援： 福岡市・日本臨床泌尿器科医会

受講者： 45名（PSA採血受診者 17名）

市民公開講座「女性の尿失禁について」 平成13年度 7月12日

会  場： 福岡市健康づくりセンター あいれふホール

司  会： 内藤 誠二 先生（九州大学医学部泌尿器科 教授）

講  師： 武井 実根雄 先生（原三信病院泌尿器科 部長）

講  師： 今丸 満美 先生（日本コンチネンス協会 九州支部長）

※ 開会の辞、閉会の辞：不明

主  催： 福岡市泌尿器科医会、日本コンチネンス協会九州支部

後  援： 福岡市・福岡市健康づくり財団・福岡市医師会

協  賛： ジョンソン･エンド･ジョンソン株式会社

受講者： 85名

※ PSA採血なし

西日本新聞  市民公開講座「わかりやすい泌尿器科の病気の話」 平成13年度 9月29日

会  場： エルガーラホール

座  長： 大島 一寛 先生（福岡大学医学部泌尿器科学教室 教授）

演  題1：「男性の排尿障害 －前立腺肥大症を中心に－」

講  師： 田丸 俊三 先生（福岡大学医学部泌尿器科学教室 講師）

演  題2：「女性の尿失禁をいかに診断し治療するか」

講  師： 原   律子 先生（九州大学医学部附属病院泌尿器科）

特別講演： 黒沢 年雄

主  催： 福岡市泌尿器科医会・西日本新聞社

後  援： 福岡市・福岡市医師会・日本臨床泌尿器科医会

協  賛： 山之内製薬株式会社

受講者： 587名（PSA採血受診者 76名）

※ 開会の辞：太田 康弘 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)



市民公開講座 ｢増えている前立腺がん｣ －正しい知識と早期発見の為に－

 －医療と健康 市民出前セミナー連携企画－

会  場： NTT夢天神

司  会： 内藤 誠二 先生（九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 教授）

演  題1：「前立腺がんの診断」

講  師： 野間 秀哉 先生（原三信病院 泌尿器科 医長）

演  題2： ｢前立腺がんの治療｣

講  師： 横溝 晃   先生（九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 助手）

演  題3： ｢福岡市前立腺がん検診の現状｣

講  師： 古賀 寛史 先生（九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 講師）

主  催： 福岡市泌尿器科医会・日本臨床泌尿器科医会・九州大学医学部泌尿器科

後  援： 福岡市医師会・福岡県泌尿器科医会・第26回日本医学会総会

         福岡市共同事業運営委員会

協  賛： アストラゼネカ株式会社

受講者： 266名（PSA採血受診者 115名）

市民公開講座 ｢わかりやすい前立腺がんのお話｣ 平成15年度 9月27日

会  場： NTT夢天神

司  会： 田中 正利 先生（福岡大学医学部泌尿器科 教授）

演  題1：｢前立腺がんの診断」

講  師： 石井 龍 先生   (福岡大学筑紫病院泌尿器科 講師)

演  題2：｢前立腺がんの治療｣

講  師： 坂本 直孝 先生（国立病院九州医療センター泌尿器科）

演  題3：｢福岡市における前立腺がん検診の現状｣

講  師： 道永 成 先生   (福岡大学医学部泌尿器科 助手)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会、武田薬品工業株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、福岡大学医学部泌尿器科

受講者： 203名（PSA採血受診者 85名）

市民公開講座 ｢高齢者の排尿障害と管理～おしっこがもれる、出にくい～｣ 平成16年度 9月25日

会  場： エルガーラホール 7階中ホール

司  会： 内藤 誠二 先生（九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 教授）

演  題1：｢前立腺肥大症の話 ～おしっこが近い、出にくい～」

講  師： 関 成人 先生   (九州大学病院 泌尿器科 講師)

演  題2：｢前立腺がんの話 ～50歳すぎたら要注意～｣

講  師： 横溝 晃 先生  （九州大学病院 泌尿器科 助手）

演  題3：｢女性に多い尿失禁の話 ～ここまで進歩した尿失禁の治療～｣

講  師： 武井 実根雄 先生   (原三信病院 泌尿器科 部長)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会、山之内製薬株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学泌尿器科

受講者： 233名（PSA採血受診者 40名）

平成14年度 9月21日

※ 開会の辞：太田 康弘 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)

※ 開会の辞：太田 康弘 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)

※ 開会の辞：妹尾 康平 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)



市民公開講座「わかりやすい前立腺の病気の話」 平成17年度 9月17日

会  場： アクロス福岡 国際会議場

＜講演＞

司  会： 田中 正利 先生 (福岡大学医学部泌尿器科 教授)

演  題1：｢前立腺肥大症の診断・治療｣

講  師： 吉田 一博 先生 (白十字病院 泌尿器科 部長)

演  題2：｢前立腺がんの疫学・診断｣

講  師： 石井 龍 先生 (福岡大学筑紫病院 泌尿器科 講師)

演  題3：｢前立腺がんの治療｣

講  師： 入江 慎一郎 先生 (福岡大学病院 泌尿器科 助手)

＜特別講演＞

司  会：大島 一寛 先生 (福岡市泌尿器科医会 副会長)

演  題：｢三波春夫の人生、そしてPSA検査」

講  師：八島 美夕紀 氏 (三波春夫PSAネットワーク 代表)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会、アストラゼネカ株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、福岡大学医学部泌尿器科

受講者： 292名（PSA採血受診者 95名）

市民公開講座 ｢おしっこでお悩みの方へ ～わかりやすい泌尿器科の病気のお話～」 平成18年度 9月30日

会  場： エルガーラ大ホール

＜講演＞

司  会： 古賀 寛史 先生　(九州大学病院 泌尿器科 助教授)

演  題1：｢前立腺肥大症のお話｣

講  師： 関 成人 先生 (九州大学病院 泌尿器科　講師)

演  題2：｢前立腺癌のお話｣

講  師： 黒岩 顕太郎 先生 (九州大学病院 泌尿器科　助手)

演  題3：｢女性に多い尿失禁のお話｣

講  師： 武井 実根雄 先生 (原三信病院 泌尿器科 部長)

＜特別講演＞

司  会：内藤 誠二 先生（九州大学病院 泌尿器科 教授）

演  題：｢父・三波春夫に教わったこと｣

講  師：八島 美夕紀 氏 (株式会社 三波クリエイツ 代表取締役)

共  催：福岡市泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会、九州大学病院泌尿器科、

        武田薬品工業株式会社

後  援：福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市

受講者：150名（PSA採血受診者 27名）

※ 開会の辞：妹尾 康平 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)

※ 開会の辞：妹尾 康平 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)



市民公開講座 ｢前立腺の病気 ～ひとりで悩んでいませんか？～｣ 平成19年度 9月22日

会  場：  NTT夢天神ホール

＜講演＞

司  会： 田中 正利 先生 (福岡大学医学部 泌尿器科 教授)

演  題1：｢わかりやすい前立腺肥大症のお話｣

講  師： 関 成人 先生 (九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 准教授)

演  題2：｢よくわかる前立腺癌のお話～早期発見のために～｣

講  師： 石井 龍 先生 (福岡大学筑紫病院 泌尿器科 講師)

演  題3：｢よくわかる前立腺癌のお話～最新治療を中心に～｣

講  師： 入江 慎一郎 先生 (福岡大学医学部 泌尿器科 助教)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会、福岡大学医学部泌尿器科、

         九州大学病院泌尿器科、アステラス製薬株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市

受講者： 144名（PSA採血受診者 53名）

市民公開講座 ｢前立腺がん～早期発見と適切治療のために～｣ 平成20年度 9月20日

会  場：  イムズホール

＜講演＞

司  会： 山口 秋人 先生 (福岡市泌尿器科医会 副会長)

演  題1：｢早期発見のために ～前立腺がん検診受診のお勧め～｣

講  師： 古賀 寛史 先生 (原三信病院 泌尿器科部長)

演  題2：｢よくわかる前立腺がんのお話 ～診断～｣

講  師： 入江 慎一郎 先生 (福岡大学医学部 泌尿器科 講師)

演  題3：｢よくわかる前立腺がんのお話 ～治療～｣

講  師： 横溝 晃 先生 (九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 講師)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会、福岡大学医学部泌尿器科、

         九州大学病院泌尿器科、アストラゼネカ株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市

受講者： 270名（PSA採血受診者 51名）

市民公開講座 ｢ご存知ですか？前立腺がんの診断と最新治療について｣ 平成21年度 9月26日

会  場：  イムズホール

＜講演＞

司  会： 田中 正利 先生（福岡大学医学部泌尿器科学教室 教授）

演  題1：｢前立腺癌の診断｣

講  師： 石井 龍  先生 (福岡大学筑紫病院泌尿器科 講師)

演  題2：｢PSA検診とその意義｣

講  師： 横溝 晃  先生 (九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 講師)

演  題3：｢前立腺癌の治療｣

講  師： 入江 慎一郎  先生 (福岡大学医学部泌尿器科 講師)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会、福岡大学医学部泌尿器科、

         九州大学病院泌尿器科、武田薬品工業株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市

受講者： 260名（PSA採血受診者 61名）

※ 開会の辞：妹尾 康平 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：宮崎 良春 先生 (福岡市泌尿器科医会 顧問)

※ 開会の辞：妹尾 康平 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)

※ 開会の辞：妹尾 康平 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：大島 一寛 先生 (福岡市泌尿器科医会 副会長)



市民公開講座 ｢前立腺がん～早期発見と適切治療のために～｣ 平成22年度 9月25日

会  場：  イムズホール

＜講演＞

司  会： 内藤 誠二 先生（九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 教授）

演  題1：｢増えている前立腺がん ― その傾向と対策 ―｣

講  師： 入江 慎一郎  先生 (福岡大学医学部 泌尿器科 講師)

演  題2：｢前立腺がんの診断 ― 私は前立腺がんでしょうか？― ｣

講  師： 野間 秀哉  先生 (医療法人原三信病院 泌尿器科 副部長)

演  題3：｢前立腺がん治療 ― 適切治療にむけて ―｣

講  師： 横溝 晃  先生 (九州大学病院　泌尿器科　臨床准教授)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、日本臨床泌尿器科医会、アステラス製薬株式会社

受講者： 320名（PSA採血受診者 52名）

市民公開講座 ｢前立腺がん～早期発見と適切治療のために～｣ 平成23年度 9月10日

会  場：  イムズホール

＜講演＞

司  会： 平塚 義治 先生（福岡大学筑紫病院 泌尿器科 教授）

演  題1： ｢増えている前立腺がん; まず知っておくべきこと｣

講  師： 横溝　晃 先生 (九州大学病院 泌尿器科 准教授)

演  題2：「前立腺がん疑い」と言われたら; 診断法について

講  師： 石井　龍 先生 （福岡大学筑紫病院 泌尿器科 講師）

演  題3：「前立腺がん」と言われたら; 治療法について

講  師： 入江　慎一郎 先生 （福岡大学医学部 泌尿器科 講師）

共  催： 福岡市泌尿器科医会、アストラゼネカ株式会社

受講者： 259名（PSA検査は廃止）

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科、福岡大学医学部泌尿器科

※ 開会の辞：大島 一寛 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：角田 俊之 先生(福岡市泌尿器科医会 副会長)

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科、福岡大学医学部泌尿器科

※ 開会の辞：大島 一寛 先生(福岡市泌尿器科医会会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生(日本臨床泌尿器科医会 常務理事)



市民公開講座 ｢前立腺がん　～早期発見と適切治療のために～ ｣ 平成24年度 11月17日

会  場：  イムズホール

＜講演＞

司  会： 田中 正利 先生（福岡大学医学部泌尿器科学教室 教授)

演  題1： 「前立腺がんの疫学・検査・診断」

講  師：  阿部 裕典 先生 (白十字病院　泌尿器科）

演  題2： 「前立腺がんの最新治療  －PSA監視療法と手術治療－」

講  師：  横溝　晃 先生 (九州大学病院　泌尿器科　准教授）

演  題3：「前立腺がんの最新治療　－放射線療法と内分泌療法－」

講  師：  入江 慎一郎 先生 (福岡大学病院　泌尿器科　講師）

共  催： 福岡市泌尿器科医会、福岡市前立腺がん検診委員会、武田薬品工業株式会社

受講者： 298名（PSA検査なし）

市民公開講座 ｢前立腺がん医療の最前線｣ 平成25年度 9月25日

会  場：  エルガーラホール

＜講演＞

司  会： 内藤 誠二 先生（九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 教授）

演  題1： 「前立腺がん」って何ですか？

講  師：  横溝　晃先生 (九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 准教授)

演  題2： どうやって診断するのですか？

講  師：  入江 慎一郎　先生 (福岡大学医学部 泌尿器科学教室 講師)

演  題3： どんな治療がありますか？

講  師：  立神 勝則　先生 (九州大学病院 泌尿器･前立腺･腎臓･副腎外科 診療准教授)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、福岡市前立腺がん検診委員会、アステラス製薬株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科

　　　　 福岡大学医学部泌尿器科、ブルークローバー・キャンペーン運営委員会

受講者： 235　名（PSA検査なし）

市民公開講座 ｢知ろう！学ぼう！前立腺がん｣ 平成26年度 10月4日

会  場：  イムズホール

＜講演＞

司  会： 田中 正利 先生 (福岡大学医学部 泌尿器科学教室 教授）

演  題1： 前立腺がんって何？

講  師：  横溝　晃先生 (九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 准教授)

演  題2： 前立腺がんの診断

講  師：  阿部 裕典　先生（白十字会白十字病院 泌尿器科 部長）

演  題3： 前立腺がんの治療

講  師：  入江 慎一郎　先生 (福岡大学医学部 泌尿器科学教室 講師)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、福岡市前立腺がん検診委員会、アストラゼネカ株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科

　　　　 福岡大学医学部泌尿器科、ブルークローバー・キャンペーン運営委員会

受講者： 255 名（PSA検査なし）

※ 開会の辞：大島 一寛 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：古賀　寛史 先生（福岡市前立腺がん検診委員会 副委員長)

※ 開会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：田丸 俊三 先生 (福岡市泌尿器科医会 副会長)

※ 開会の辞：大島 一寛 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：山口 秋人 先生（福岡市泌尿器科医会 副会長）

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科、福岡大学医学部泌尿器科



市民公開講座 ｢前立腺がんを知ろう！～健やかなシニアライフのために～｣ 平成27年度 9月12日

会  場：  イムズホール

＜講演＞

司  会： 横溝　晃先生 (九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 准教授)

演  題1： 前立腺がんってどんな病気？

講  師：  入江 慎一郎　先生 (福岡大学医学部 泌尿器科学教室 講師)

演  題2： 完治を目指した最新治療

講  師：  立神 勝則　先生 (九州大学病院 泌尿器科学分野 講師)

演  題3： 病気が進んだ方や痛みのある方の治療

講  師：  古賀 寛史 先生（原三信病院 泌尿器科 部長）

共  催： 福岡市泌尿器科医会、福岡市前立腺がん検診委員会、武田薬品工業株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科

　　　　 福岡大学医学部泌尿器科

受講者： 240 名（PSA検査なし）

市民公開講座 ｢増えている前立腺癌 — 知っておきたい正しい知識 —｣ 平成28年度 9月10日

会  場：  イムズホール

＜講演＞

司  会： 田中 正利 先生 (福岡大学医学部 泌尿器科学教室 教授）

演  題1： 身近となった前立腺がん：早期発見で克服！

講  師：  横溝　晃先生 (九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 准教授)

演  題2： 前立腺がんが心配：検査法を知っておこう！

講  師：  入江 慎一郎　先生 (福岡大学医学部 泌尿器科学教室 講師)

演  題3： 前立腺がん治療：こんなにたくさんあるんだ！

講  師：  坂本 直孝 先生（国立病院機構九州医療センター 泌尿器科科長）

演  題4： 福岡市前立腺がん検診報告

講  師：  古賀 寛史 先生（福岡市前立腺がん検診委員会 委員長）

共  催： 福岡市泌尿器科医会、福岡市前立腺がん検診委員会、アストラゼネカ株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科

　　　　 福岡大学医学部泌尿器科

受講者： 233 名（PSA検査なし）

※ 開会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：田丸 俊三 先生 (福岡市泌尿器科医会 副会長)

※ 開会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：中村 元信 先生 (福岡市泌尿器科医会 副会長)



市民公開講座 ｢前立腺がん — 診断・治療の最前線 —｣ 平成29年度 5月28日

会  場： イムズホール

＜講演＞

司   会： 山口 秋人 先生（福岡市泌尿器科医会 会長）

演  題1： 前立腺がんってどんな病気？～疫学・診断・検査～

講   師： 中村 元信 先生（国立病院機構九州がんセンター 泌尿器科 部長)

演  題2： 前立腺がんの治療法とは？～その1.手術療法・放射線療法～

講   師： 横溝 晃 先生（医療法人原三信病院 泌尿器科 部長)

演  題3： 前立腺がんの治療法とは？～その2.薬物療法～

講   師： 入江 慎一郎 先生（福岡大学医学部 泌尿器科学教室 講師）

演  題4： 福岡市前立腺がん検診報告

講   師： 古賀 寛史 先生（福岡市前立腺がん検診委員会 委員長)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、福岡市前立腺がん検診委員会、ヤンセンファーマ株式会社

受講者： 250 名（PSA検査なし）

市民公開講座 ｢増えている前立腺癌 — 知っておきたい正しい知識 —｣ 平成29年度 9月9日

会  場： アクロス福岡 国際会議場

＜講演＞

司  会： 江藤 正俊 先生（九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野 教授）

演  題1： 前立腺がんってどんな病気？

講  師：  猪口 淳一 先生（九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 講師)

演  題2： いろいろある前立腺がんの治療法―その１（監視療法、手術）

講  師：  坂本　直孝 先生（国立病院機構九州医療センター 泌尿器科科長)

演  題3： いろいろある前立腺がんの治療法―その２（放射線治療、薬物療法）

講  師：  入江 慎一郎 先生（福岡大学医学部 泌尿器科学教室 講師）

共  催： 福岡市泌尿器科医会、福岡市前立腺がん検診委員会、武田薬品工業株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科

　　　　 福岡大学医学部泌尿器科

受講者： 172 名（PSA検査なし）

※ 開会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：中村 元信 先生 (福岡市泌尿器科医会 副会長)

※ 開会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：古賀 寛史 先生 (福岡市前立腺がん検診委員会 委員長)



市民公開講座 ｢前立腺がん～早期発見と的確な治療のために～｣ 平30年度 9月8日

会  場： イムズホール

＜講演＞

司  会： 田中 正利 先生（福岡大学医学部 泌尿器科学教室 教授）

演  題1： 前立腺がんと前立腺肥大症

講  師：  阿部 裕典 先生（白十字会白十字病院 泌尿器科 部長)

演  題2： 前立腺がん治療1：監視療法、手術、放射線治療

講  師：  入江 慎一郎 先生（福岡大学医学部 泌尿器科学教室 講師）

演  題3： 前立腺がん治療2：薬物療法

講  師：  猪口 淳一 先生（九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 診療准教授)

共  催： 福岡市泌尿器科医会、福岡市前立腺がん検診委員会、アステラス製薬株式会社

後  援： 福岡市医師会、福岡県泌尿器科医会、福岡市、九州大学病院泌尿器科

　　　　 福岡大学医学部泌尿器科

受講者： 257 名（PSA検査なし）

※ 開会の辞：山口 秋人 先生(福岡市泌尿器科医会 会長)、 閉会の辞：中村 元信 先生 (福岡市泌尿器科医会 副会長)


