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15) 銘苅桂子、鹿糠行子、鈴木さき、田代朋子、新田迅、若山明彦、屋宜千晶、青木陽一
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16) 屋宜千晶、鹿糠行子、鈴木さき、田代朋子、新田迅、若山明彦、銘苅桂子、青木陽一
Conventional IVF と ICSI における妊娠予後・新生児予後に関する検討 第 61 回日産婦学会
京都国際会館 平成 21 年 4 月 3 日〜5 日
17) 上里忠和、屋宜千晶、銘苅桂子、正本仁、佐久本薫、青木陽一 当科における妊娠合併卵巣
腫瘍の手術症例の検討 第 61 回日産婦学会 京都国際会館 平成 21 年 4 月 3 日〜5
18) 正本仁、鈴木さき、上里忠和、青木陽一 当科における不育症症例の治療成績と合併症につ
いての臨床的検討 第 61 回日産婦学会 京都国際会館 平成 21 年 4 月 3 日〜5 日
19) 清水泰樹, 喜多恒和, 宮崎泰人, 綾部琢哉, 松田秀雄, 岩田みさ子, 箕浦茂樹, 佐久本薫,
塚原優己, 稲葉憲之 本邦における HIV 感染妊娠の動向と母子感染予防対策の現状 第 61 回
日本産科婦人科学会 京都国際会館 平成 21 年 4 月 3 日〜5 日
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川智, 喜多恒和, 稲葉憲之, 和田裕一 HIV 母子感染予防対策マニュアル改訂時の検討項目
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21) 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における人工受精に関する検討 第 66 回 日本生殖
医学会九州支部会 エルガーラホール 福岡
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22) 新田迅, 田代朋子, 上里忠和, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 妊娠中に内視鏡的乳頭括約
筋切開術を施行した総胆管結石症の１例 第 66 回日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニッ
クス・シーガイヤ・リゾート 平成 21 年 5 月 24 日
23) 平川誠, 鈴木さき, 知念行子, 永山千晶, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 化学放
射線療法を施行した局所進行子宮頸癌局所残存症例に対する子宮摘出術の治療経験
日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニックス・シーガイヤ・リゾート
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24) 永山千晶, 稲嶺盛彦, 平川誠, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 腹膜原発高分化型乳頭状中皮
腫の一例 第 66 回日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニックス・シーガイヤ・リゾート 平
成 21 年 5 月 24 日
25) 鈴木さき, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 上里忠和, 青木陽一 クローン病に合併した Peritoneal
inclusion cyst の一例 第 66 回日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニックス・シーガイ
ヤ・リゾート 平成 21 年 5 月 24 日
26) 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における帝王切開瘢痕部妊娠に対するメソトレキセ
ート局所注入療法の検討 第 66 回日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニックス・シーガイ
ヤ・リゾート 平成 21 年 5 月 24 日
27) 田代朋子, 池宮城梢, 當間敬, 渡嘉敷みどり, 伊是名博之 妊娠 16 週, 流産後に診断され
た子宮底部嵌入胎盤の一例 第 108 回沖縄県医師会医学会 南風原 平成 21 年 6 月 14 日
28) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における帝王切開瘢痕部妊娠に対する
メソトレキセート局所注入療法の検討 第 108 回沖縄県医師会医学会 南風原 平成 21 年 6
月 14 日
29) 上里忠和, 親川真帆, 鈴木さき, 大山拓真, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 腹腔鏡下卵管
間質部妊娠術後に子宮破裂を２回繰り返した 1 症例 第 108 回沖縄県医師会医学会 南風原
平成 21 年 6 月 14 日
30) 松崎晶子、仲宗根克、豊田義成、新垣義孝、稲嶺盛彦、青木陽一、吉見直己 子宮頸部細胞
診が診断に有効であった子宮頸部腺癌の一例

第 50 回日本臨床細胞学会 京王プラザホテル

東京 平成 21 年 6 月 26, 27 日
31) 長井裕 ワークショップ ハイリスク子宮頸癌に対する治療 子宮頸癌 III, IVa 期に対
する Concurrent chemoradiotherapy

第 46 回日本婦人科腫瘍学会 新潟 平成 21 年 7 月

10 日〜12 日

6
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奏効した多発肺転移 Placental site trophoblastic tumor (PSTT) の 1 例 第 46 回日本婦人
科腫瘍学会 新潟 平成 21 年 7 月 10 日〜12 日
34) 稲嶺盛彦, 平川誠, 長井裕, 青木陽一 腹膜原発高分化型乳頭状中皮腫の一例 第 46 回日
本婦人科腫瘍学会 新潟 平成 21 年 7 月 10 日〜12 日
35) 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 ワークショップ「早産の予防」 円錐切除後妊娠における頸
管長と流早産, 感染所見の関連について 第 45 回日本周産期・新生児医学会総会 名古屋
平成 21 年 7 月 12 日〜14 日
36) 鈴木さき, 比嘉利恵子, 長崎拓, 大城達男, 吉田朝秀, 上里忠和, 正本仁, 佐久本薫, 青
木陽一 超音波と MRI が有用であった出生前診断しえた胎児気管支原性嚢胞の一例 第 45 回
日本周産期・新生児医学会総会 名古屋 平成 21 年 7 月 12 日〜14 日
37) 比嘉利恵子, 長崎拓, 吉田朝秀, 安里義秀, 正本仁, 佐久本薫 在胎 28〜34 週の早産児に
対する抗生剤予防投与の検討 第 45 回日本周産期・新生児医学会総会 名古屋 平成 21 年 7
月 12 日〜14 日
38) 宮本二郎, 比嘉利恵子, 長崎拓, 吉田朝秀, 安里義秀, 佐久本薫 右胸部腔水症を認め、後
に有嚢性先天性横隔膜ヘルニアと診断した極低出生体重児の 1 例 第 45 回日本周産期・新生
児医学会総会 名古屋 平成 21 年 7 月 12 日〜14 日
39) 稲嶺盛彦, 青木陽一, 長井裕, 三橋暁, 八重樫伸生 HPV 感染細胞への喫煙関連物質の作用
子宮頸部異形成上皮における VEGF-C 発現からの検討 平成 21 年度喫煙科学財団研究発表会
虎ノ門パストラル 平成 21 年 7 月 16 日
40) 大内元, 原永修作, 大屋祐輔, 小宮一郎, 青木陽一 初期臨床研修医の自己目標設定とその
自己評価第 41 回 日本医学教育学会大会 大阪国際交流センター 平成 21 年 7 月 24, 25 日
41) 銘苅桂子、安里こずえ、屋宜千晶、青木陽一 IVF-ET 周期における 3D power Doppler 超
音波を用いた子宮内膜血流評価 第 27 回日本受精着床学会 京都国際会館 平成 21 年 8 月
6, 7 日
42) 屋宜千晶、永山千晶、銘苅桂子、青木陽一

Conventional IVF と ICSI における妊娠予後・

新生児予後に関する検討 第 27 回日本受精着床学会 京都国際会館 平成 21 年 8 月 6, 7 日
43) 銘苅桂子、田代朋子、安里こずえ、永山千晶、屋宜千晶、平川誠、稲嶺盛彦、上里忠和、長
井裕、青木陽一 腹腔鏡下手術後、術後診断が境界悪性であった６例の検討 日本産科婦人
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科内視鏡学会学会賞（論文部門） 第 49 回日本産科婦人科内視鏡学会

高知 平成 21 年 9

月 3〜5 日
44) 銘苅桂子、安里こずえ、永山千晶、大久保鋭子、屋宜千晶、上里忠和、青木陽一 卵管性不
妊症例に対する腹腔鏡手術＋選択的卵管造影 (SSG; selective salpingography) の有用性に
関する検討 第 49 回日本産科婦人科内視鏡学会 高知 平成 21 年 9 月 3〜5 日
45) 上里忠和、親川真帆、鈴木さき、大山拓真、安里こずえ、屋宜千晶、銘苅桂子、徳重誠、正
本仁、佐久本薫、青木陽一 腹腔鏡下卵管間質部妊娠摘出術（無縫合）後、妊娠中に子宮破
裂を繰り返した１症例 第 49 回日本産科婦人科内視鏡学会 高知 平成 21 年 9 月 3〜5 日
46) 屋宜千晶、銘苅桂子、安里こずえ、永山千晶、平川誠、佐久本薫、青木陽一 当科における
帝王切開瘢痕部妊娠６例の治療経験 第 49 回日本産科婦人科内視鏡学会 高知

平成 21 年 9

月 3〜5 日
47) 平川誠 ワークショップ II 「子宮頸癌の治療前評価と画像診断」 子宮頸癌に施行した
PET-CT に関する検討 第 10 回 ＪＳＡＷＩ(The Japanese Society for the Advancement of
Women’s Imaging) 淡路夢舞台国際会議場 平成 21 年 9 月 4, 5 日
48) 知念行子、北條英史、大城美哉、吉秋 研 妊娠 35 週、腹痛を主訴に入院し重症腸閉塞の診
断で緊急帝王切開を行った 1 例 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデン
ホテル 平成 21 年 9 月 13 日
49) 若山明彦、島袋美奈子、諸見里秀彦、城間 肇

吸引分娩後尿閉により長期フォーリー留

置となった一例 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテル

平成

21 年 9 月 13 日
50) 大山拓真、沈 泓、鈴木さき、上里忠和、正本 仁、佐久本薫、青木陽一 当科で経験した前
置癒着胎盤 3 症例の検討 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会

ラグナガーデンホテル

平成 21 年 9 月 13 日
51) 銘苅桂子、屋宜千晶、永山千晶、青木陽一 IVF-ET 周期における 3D power Doppler 超音波
を用いた子宮内膜血流評価 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテ
ル

平成 21 年 9 月 13 日

52) 田代朋子、池宮城梢、當間 敬、渡嘉敷みどり、伊是名博之 当院における妊娠中の腟式卵
巣囊腫摘出術について 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテル
平成 21 年 9 月 13 日
53) 諸見里秀彦、若山明彦、島袋美奈子、城間 肇 腎後性腎不全を来した骨盤放線菌症の一例
第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテル 平成 21 年 9 月 13 日
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54) 大久保鋭子、長井 裕、親川真帆、新田 迅、安里こずえ、平川 誠、久高 亘、稲嶺盛彦、青
木陽一 絨毛癌再発後長期生存の 1 例 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガ
ーデンホテル 平成 21 年 9 月 13 日
55) 安里こずえ、長井 裕、親川真帆、新田 迅、大久保鋭子、平川 誠、久高 亘、稲嶺盛彦、青
木陽一 当科における子宮頸癌Ⅲ－Ⅳa 期に対する concurrent chemoradiotherapy の臨床病
理学的検討 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会

ラグナガーデンホテル 平成 21 年 9

月 13 日
56) 久高亘, 小田高也, 陣野吉廣, 吉見直己, 青木陽一 ワークショップ 胎盤の分子機構と
妊娠高血圧症候群 胎盤で発現するヒト内在性レトロウイルス転写物の細胞局在と妊娠高血
圧症候群胎盤での発現変化 第 17 回日本胎盤学会 東京ミッドタウンカンファレンス 平成
21 年 10 月 17 日
57) 長井裕 シンポジウム 妊孕性温存とがん治療 卵巣悪性胚細胞性腫瘍の妊孕能温存治療
当科における 25 年の経験 第 47 回日本癌治療学会 横浜 平成 21 年 10 月 22 日〜24 日
58) 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 戸板孝文, 青木陽一 子宮頸癌 I-II 期症例に対する
化学放射線療法の治療成績について（優秀演題） 第 47 回日本癌治療学会 横浜 平成 21
年 10 月 22 日〜24 日
59) 戸板孝文, 長井裕, 玉城稚奈, 小川和彦, 有賀拓郎, 粕谷吾朗, 垣花泰政, 青木陽一, 村
山貞之 シンポジウム 化学放射線療法 食道、子宮頸部、頭頸部、肺 子宮頸癌に対する同
時化学放射線療法 第 47 回日本癌治療学会 横浜 平成 21 年 10 月 22 日〜24 日
60) 稲嶺盛彦, 松崎晶子, 長井裕, 吉見直己, 青木陽一 腹膜原発高分化乳頭状中皮腫の一例
第 48 回日本臨床細胞学会秋期大会 福岡 平成 21 年 10 月 30, 31 日
61) 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 ワークショップ (3) 子宮体癌治療の厳し
さ 子宮体癌類内膜腺癌 G3, 漿液性腺癌, 明細胞腺癌の臨床背景と治療予後について 第 47
回日本婦人科腫瘍学会 東京 平成 21 年 11 月 21, 22 日
62) 長井裕 シンポジウム 婦人科がんの妊孕性温存療法 卵巣悪性胚細胞性腫瘍の妊孕能温
存治療 当科における 25 年の経験 第 54 回日本生殖医学会 金沢

平成 21 年 11 月 22 日〜

23 日
63) 銘苅桂子, 屋宜千晶, 長井裕, 青木陽一 卵管不妊症症例に対する腹腔鏡手術＋選択的卵
管造影 (SSG: selective salpingography) の有用性に関する検討 第 54 回日本生殖医学会
金沢 平成 21 年 11 月 22 日〜23 日
64) 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における人工授精に関する検討 第 54 回日本生殖医
学会 金沢 平成 21 年 11 月 22 日〜23 日
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65) 長井裕、Jannatul Ferdousi、安里剛、平川誠、久高亘、稲嶺盛彦、苅谷研一、青木陽一

子

宮頸部扁平上皮癌の Human papilomavirus(HPV)の型は放射線治療反応性、予後と関連する
か？

第６回沖縄ヘルペスウイルス研究会

那覇 平成２１年１２月１日

66) 沈泓、上里忠和、正本仁、青木陽一 両側子宮動脈塞栓術とレゼクトスコープ TCR の併用に
て子宮温存しえた胎盤ポリープの一例 第１０９回沖縄県医師会医学会総会集会 南風原
平成２１年１２月１３日
67) 親川真帆、新田迅、安里こずえ、大久保鋭子、平川誠、久高亘、稲嶺盛彦、長井裕、青木陽
一 子宮頸癌 総腸骨リンパ節/傍大動脈リンパ節腫大例に対する Paclitaxel+Cisplatin 先
行 Concurrent Chemoradiotherapy (CCRT) による Pilot study 第１０９回沖縄県医師会医学
会総会集会 南風原

平成２１年１２月１３日
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