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著書
1) 青木陽一 第16章 婦人科化学療法 標準産科婦人科学 岡井崇・綾部琢哉（編）, 279-85,
医学書院 東京 2011.
2) 青木陽一 婦人科がん化学療法ハンドブック

子宮体癌

総説 杉山徹（編著）, 56-64, 中

外医学社 東京 2011.
3) 青木陽一 絨毛性疾患取扱い規約 第3版 日本産科婦人科学会・日本病理学会（編）, 金原
出版 東京 2011.
4) 青木陽一 子宮頸癌治療ガイドライン 2011年版 日本婦人科腫瘍学会（編）, 金原出版 東
京 2011.

論文
英文
Original Article
1) Matsumoto K, Oki A, Furuta R, Maeda H, Yasugi T, Takatsuka N, Mitsuhashi A, Fujii T,
Hirai Y, Iwasaka T, Yaegashi N, Watanabe Y, Nagai Y, Kitagawa T, Yoshikawa H; for Japan
HPV And Cervical Cancer (JHACC) Study Group. Predicting the progression of cervical
precursor lesions by human papillomavirus genotyping: A prospective cohort study. Int
J Cancer 2011; 128: 2898-910.
2) Toita T, Kato S, Ishikura S, Tsujino K, Kodaira T, Uno T, Hatano K, Sakurai H, Niibe
Y, Kazumoto T, Nishimura T, Kitagawa R, Fukutani M, Oguchi M, Umayahara K, Hirashima
Y, Aoki Y, Takizawa K, and Disease Committee of Radiation Oncology, Japanese
Gynecologic Oncology Group. Radiotherapy quality assurance of the Japanese
Gynecologic Oncology Group study (JGOG1066): a cooperative phase II study of
concurrent chemoradiotherapy for uterine cervical cancer. Int J Clin Oncol 2011; 16:
379-386.
3) Hirakawa M, Nagai Y, Toita T, Inamine M, Kudaka W, Ogawa K, Murayama S, Aoki Y. High-risk
group for locoregional recurrence in patients with stage IB-IIB squamous cell
carcinoma of the cervix treated with concurrent chemoradiotherapy. Anticancer Res
2011; 31: 437-1442.
4) Kasuya G, Ogawa K, Iraha S, Nagai Y, Shiraishi M, Hirakawa M, Samura H, Toita T,
Kakinohana Y, Kudaka W, Inamine M, Ariga T, Nishimaki T, Aoki Y, Murayama S. Severe
late complications in patients with uterine cancer treated with postoperative
radiotherapy. Anticancer Res 2011; 31: 3527-3533.
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5) Mekaru K, Yagi C, Asato K, Masamoto H, Sakumoto K, Aoki Y. Hysteroscopic tubal
cannulation under laparoscopy for proximal tubal obstruction. Arch Gynecol Obstet
2011; 284: 1573-1576.

Case Report
1) Nagayama C, Gibo M, Nitta H, Uezato T, Hirakawa M, Masamoto H, Sakumoto K, Aoki Y.
Rupture of pseudoaneurysm after vaginal delivery successfully treated by selective
arterial embolization. Arch Gynecol Obstet 2011; 283: 37-40.
2) Nagai Y, Wakayama A, Suzuki S, Asato K, Hirakawa M, Kudaka W, Inamine, M Aoki Y.
Metastatic placental site trophoblastic tumor successfully treated with hysterectomy
and EMA/CO chemotherapy. J Obstet Gynaecol 2011; 31: 99-101.
3) Chinen Y, Kudaka W, Gibo M, Mekaru K, Masamoto H, Sakumoto K, Aoki Y. Pseudoaneurysm
with arteriovenous fistula due to placenta increta following first-trimester abortion.
J Obstet Gynaecol 2011; 31: 660-662.

Proceedings

和文
原著論文
1) 正本仁, 上里忠和, 青木陽一 糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病における母体の妊娠前 BMI, 妊
娠中体重増加率と児出生体重との関連 九州連合産科婦人科学会誌 61; 25-30: 2011.
2) 比村美代子, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一

当科における前置胎盤症例の自己血輸血に関

する検討 沖縄産科婦人科学会誌 33; 11-15: 2011.
3) 金城忠嗣, 平良理恵, 新田迅, 知念行子, 大山拓真, 叶三千代, 正本仁, 佐久本薫, 青木
陽一

当科における頭位－骨盤位双胎に対する分娩様式の検討

沖縄産科婦人科学会誌

33; 16-19: 2011.
4) 親川真帆, 永山千晶, 池宮城梢, 當間敬, 渡嘉敷みどり, 吉永正富, 又吉隆

当院におけ

る 5 年間の産婦人科疾患に対する経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）症例についての検討 沖
縄産科婦人科学会誌 33; 25-29: 2011.
5) 安里こずえ, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一
沖縄産科婦人科学会誌 33; 34-39: 2011.
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卵管妊娠に対する腹腔鏡下手術の治療成績

6) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 当科での 40 歳以上の IVF-ET 症例における治
療成績の検討 沖縄産科婦人科学会誌 33; 53-59: 2011.
7) 仲本朋子, 長井裕, 若山明彦, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 青木陽一
同時化学放射線療法 (CCRT) の治療成績と貧血が及ぼす影響

子宮頸癌に対する

沖縄産科婦人科学会誌

33;

65-70: 2011.
8) 平良理恵, 久高亘, 仲本朋子, 若山明彦, 大久保鋭子, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 再
発卵巣癌に対するリポソーマルドキソルビシンの使用経験 沖縄産科婦人科学会誌 33;
71-76: 2011.
9) 林彤, 正本仁, 青木陽一 糖尿病合併妊娠, 妊娠糖尿病における母体の妊娠前 BMI, 妊娠中
インスリン量, 妊娠中体重増加率と児出生体重との相関についての検討

臨床婦人科産科

65; 725-729: 2011.
10) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 帝王切開瘢痕部妊娠に対する MTX 局注療法
九州連合産科婦人科学会誌 62; 33-38: 2011.

症例報告
1) 銘苅桂子, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 腟欠損症に対して腹腔鏡補助下造腟術
(Davydov 変法) を施行した１例 日産婦内視鏡学会誌 26; 418-421: 2011.
2) 大石杉子, 新田迅, 大久保鋭子, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一, 戸塚裕一, 前田達也, 新
垣勝也, 國吉幸男 妊娠 38 週に急性心不全を発症した僧帽弁腱索断裂の一例 沖縄産科婦
人科学会誌 33; 92-95: 2011.

総説
1) 稲嶺盛彦, 青木陽一 婦人科領域における癌の病態と治療 卵管癌 医学と薬学 65;
41-45: 2011.
2) 青木陽一 外陰癌の新しいステージング 癌と化学療法 38; 220-223: 2011.
3) 青木陽一 妊婦に対する化学療法 日産婦誌 63; 1209-1216: 2011.
4) 長井裕, 青木陽一 卵巣癌, 境界悪性腫瘍, 悪性胚細胞性腫瘍の妊孕能温存治療 産婦人科
治療 102; 285-294: 2011.
5) 長井裕, 青木陽一 【不妊診療のすべて】 合併症 卵巣癌、境界悪性腫瘍、悪性胚細胞腫瘍
の妊孕能温存治療(解説/特集) 産婦人科治療 102; 699-708: 2011.
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その他
1) 青木陽一, 稲嶺盛彦, 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 喫煙と VEGF-C 発現が CIN 1, 2 病変の存続に及ぼす影響 平成 22 年度喫煙科学財団研
究年報 843-848: 2011.

学会発表
国際学会

国内学会・研究会
1) 青木陽一 知ってますか？子宮頸癌のあんなこと、こんなこと 金武町公開セミナー

金武

町総合福祉センター 平成 23 年 1 月 19 日
2) 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 喫煙科学研究財団特定研究総合検討会

東京ジョブル

平成

23 年 2 月 17 日
1) 青木陽一 子宮頸癌発生とＨＰＶ予防ワクチン 沖縄県医師会セミナー
館

沖縄県医師会会

平成 23 年 3 月 3 日

2) 青木陽一 知ってますか？子宮頸癌のあんなこと、こんなこと 宮古島市公開セミナー 宮
古島市総合福祉センター 平成 23 年 3 月 4 日
3) 青木陽一 知ってますか？子宮頸癌のあんなこと、こんなこと 長崎市民公開講座

長崎大

学医学部良順会館 平成 23 年 3 月 6 日
4) 青木陽一 知ってますか？子宮頸癌のあんなこと、こんなこと 北中城村公開セミナー 北
中城村総合福祉センター 平成 23 年 3 月 24 日
5) 青木陽一 子宮内膜増殖症・子宮体癌の臨床的取扱い 岩手婦人科病理セミナー ホテル東
日本盛岡 平成 23 年 5 月 27 日
6) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 ワークショップ「帝王切開瘢痕部妊娠の管理」
帝王切開瘢痕部妊娠の治療方針 第 68 回九州連合産科婦人科学会 沖縄ハーバービューホ
テルクラウンプラザ 平成 23 年 6 月 5 日
7) 大山拓真, 金城淑乃, 正本仁, 青木陽一 当科で経験した治療的頸管縫縮術例の早産リス
クについての検討 第 68 回九州連合産科婦人科学会 沖縄ハーバービューホテルクラウン
プラザ 平成 23 年 6 月 5 日
8) 親川真帆, 金城淑乃, 佐久間さき, 金城忠嗣, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 当
科における子宮頸部神経内分泌腫瘍症例の検討 第 68 回九州連合産科婦人科学会
ーバービューホテルクラウンプラザ 平成 23 年 6 月 5 日
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9) 佐久間さき, 稲嶺盛彦, 若山明彦, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 当
科で治療した卵管癌 12 症例 第 68 回九州連合産科婦人科学会 沖縄ハーバービューホテル
クラウンプラザ 平成 23 年 6 月 5 日
10) 金城淑乃, 親川真帆, 佐久間さき, 金城忠嗣, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 卵
巣腫瘍との鑑別を要した小腸由来の Gastrointestinal stromal tumor (GIST) の３症例 第
112 回沖縄県医師会医学会 南風原 平成 23 年 6 月 12 日
11) 佐久本薫, 青木一雄, 太田孝男

沖縄宮古島地区「子どもの健康と環境に関する全国調査」

の進捗状況 第 112 回沖縄県医師会医学会 南風原 平成 23 年 6 月 12 日
12) 青木陽一 知ってますか？子宮頸癌のあんなこと、こんなこと 与那原町民子宮頸がん講演
会 与那原町コミュニティーセンター 平成 23 年 6 月 20 日
13) 青木陽一 絨毛性疾患取扱い規約第 3 版 改訂のポイント

香川婦人科腫瘍研究会

ロイ

ヤルパークホテル高松 平成 23 年 7 月 2 日
14) 正本仁, 青木陽一 子宮頸管長短縮例の funneling 形態と早産リスクの関連についての検
討

第 47 回日本周産期・新生児医学会 札幌コンベンションセンター

平成 23 年 7 月 10

日〜12 日
15) 金城淑乃, 正本仁, 青木陽一 当科で経験した治療的頸管縫縮術の早産リスクについての
検討 第 47 回日本周産期・新生児医学会 札幌コンベンションセンター 平成 23 年 7 月
10 日〜12 日
16) 親川真帆, 金城淑乃, 佐久間さき, 金城忠嗣, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 当
科における子宮頸部神経内分泌腫瘍症例の検討 第 50 回日本婦人科腫瘍学会 札幌コンベ
ンションセンター 平成 23 年 7 月 22 日〜7 月 24 日
17) 長井裕, 稲嶺盛彦, 久高亘, 戸板孝文, 青木陽一 総腸骨リンパ節または傍大動脈リンパ
節の腫大を認めた子宮頸癌に対する新たな治療戦略 第 50 回日本婦人科腫瘍学会

札幌コ

ンベンションセンター 平成 23 年 7 月 22 日〜7 月 24 日
18) 久高亘, 金城淑乃, 親川真帆, 佐久間さき, 金城忠嗣, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 子
宮頸部孤立性繊維性腫瘍 (solitary fibrous tumor) との鑑別に苦慮した子宮頸部腺肉腫の
一例 第 50 回日本婦人科腫瘍学会 札幌コンベンションセンター 平成 23 年 7 月 22 日〜7
月 24 日
19) 古平毅, 青木陽一 子宮頸癌治療ガイドライン解説 照射野外および未照射の骨盤外再発
に対しての治療 第 50 回日本婦人科腫瘍学会 札幌コンベンションセンター 平成 23 年 7
月 22 日〜7 月 24 日
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20) 安里こずえ, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 稲嶺盛彦, 青木陽一 卵巣チョコレート嚢胞悪性化疑
いにて開腹術を施行した症例の臨床的・画像的特徴の検討 第 51 回日本産科婦人科内視鏡
学会 リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 4 日〜6 日
21) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 当科で経験した massive ovarian edema の
3例

第 51 回日本産科婦人科内視鏡学会 リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 4 日〜6 日

22) 稲嶺盛彦, 長井裕, 三橋暁, 永瀬智, 八重樫伸生, 吉川裕之, 青木陽一 子宮頸部異形成
上皮における喫煙が VEGF-C 発現・病変の存続に及ぼす影響 第 63 回日本産科婦人科学会
大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
23) 正本仁, 青木陽一 抗リン脂質抗体症候群不育症に対する短期ヘパリン療法の試みと治療
成績 第 63 回日本産科婦人科学会 大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月
29 日〜31 日
24) 金城忠嗣, 平良理恵, 新田迅, 知念行子, 大山拓真, 叶三千代, 正本仁, 佐久本薫, 青木
陽一 当院における頭位—骨盤位双胎に対する分娩方法の検討 第 63 回日本産科婦人科学
会 大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
25) 比村美代子, 知念行子, 叶三千代, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 当科における前置胎盤,
低置胎盤例の自己血輸血に関する検討 第 63 回日本産科婦人科学会

大阪国際会議場・リ

ーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
26) 銘苅桂子, 仲本朋子, 佐久間さき, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 当科を受診した不
妊症例の 2 年間の治療内容と妊娠・分娩転帰〜適切な治療と妊娠率は得られたか〜

第 63

回日本産科婦人科学会 大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31
日
27) 大石杉子, 新田迅, 大久保鋭子, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 妊娠 38 週に急性心不全を
発症した僧帽弁腱索断裂の一例 第 63 回日本産科婦人科学会 大阪国際会議場・リーガロ
イヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
28) 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 子宮頸部扁平上皮癌に対す
る同時化学放射線療法 (CCRT) の治療成績と貧血が及ぼす影響 第 63 回日本産科婦人科学
会 大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
29) 長井裕, 稲嶺盛彦, 久高亘, 青木陽一 局所進行子宮頸癌に対する Concurrent
Chemoradiotherapy (CCRT)；当科における 14 年の経験から 第 63 回日本産科婦人科学会
大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
30) 若山明彦, 稲嶺盛彦, 比村美代子, 大石杉子, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 長井裕, 青
木陽一 当院における子宮体癌 IVb 期症例の検討 第 63 回日本産科婦人科学会 大阪国際
会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
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31) 平良理恵, 久高亘, 仲本朋子, 若山明彦, 大久保鋭子, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 薬
剤抵抗性再発卵巣癌に対するリポソーマルドキシルビシンの使用経験

第 63 回日本産科婦

人科学会 大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
32) 親川真帆, 永山千晶, 池宮城梢, 當間敬, 渡嘉敷みどり 当院で施行した産婦人科出血に
対する経カテーテル的動脈塞栓術 (TAE) の検討 63 回日本産科婦人科学会 大阪国際会議
場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月 29 日〜31 日
33) 喜多恒和, 中西美紗緒, 箕浦茂樹, 松田秀雄, 高野政志, 佐久本薫, 大井理恵, 瀬戸裕,
塚原優己, 戸谷良造, 稲葉憲之, 和田裕一 HIV 感染妊娠に特化したエイズ拠点病院の再整
備に関する提案 第 63 回日本産科婦人科学会 大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平
成 23 年 8 月 29 日〜31 日
34) 沖明典, 松本光司, 八重樫伸生, 三橋暁, 川名敬, 平井康夫, 岩田卓, 藤井多久磨, 渡部
洋, 岩坂剛, 長井裕, 吉川裕之 子宮頸部発癌の宿主要因としての HLA 遺伝子多型の解析
(第一報)

第 63 回日本産科婦人科学会 大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23

年 8 月 29 日〜31 日
35) 松本光司, 沖明典, 八杉利治, 平井康夫, 古田玲子, 三橋暁, 藤井多久磨, 岩坂剛, 八重
樫伸生, 渡部洋, 長井裕, 吉川裕之 ヒトパピローマウイルスのタイプと CIN3 への進展リ
スク 第 63 回日本産科婦人科学会 大阪国際会議場・リーガロイヤル大阪 平成 23 年 8 月
29 日〜31 日
36) 金城忠嗣, 北條真子, 新田迅, 平良祐介, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一, 知念安紹, 太田
孝男 プロピオン酸血症出生前診断の 2 例の経験 第 35 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガ
ーデンホテル 平成 23 年 9 月 4 日
37) 平良祐介, 北條真子, 新田迅, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 75g OGTT 1 point 陽性例の
妊娠予後に関する検討 第 35 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 平成 23 年 9
月4日
38) 安里こずえ, 大石杉子, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 稲嶺盛彦, 青木陽一 卵巣チョコレート嚢
胞悪性化疑いにて開腹手術を施行した症例の臨床的・画像的特徴の検討 第 35 回沖縄産科
婦人科学会 ラグナガーデンホテル 平成 23 年 9 月 4 日
39) 大山拓真, 稲嶺盛彦, 新垣精久, 金城淑乃, 仲本朋子, 佐久間さき, 若山明彦, 久高亘,
長井裕, 青木陽一 Peritoneal keratin granuloma のため癌性腹膜炎の状態が疑われた 1
症例 第 35 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 平成 23 年 9 月 4 日
40) 平良理恵, 諸見里秀彦, 上原博之, 島袋美奈子, 城間肇

肺転移が先行して診断された微

小な低悪性度子宮内膜間質肉腫の一例 第 35 回沖縄産科婦人科学会
ル

平成 23 年 9 月 4 日
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ラグナガーデンホテ

41) 佐久間さき, 稲嶺盛彦, 新垣精久, 金城淑乃, 仲本朋子, 若山明彦, 大山拓真, 久高亘,
長井裕, 青木陽一 子宮頸癌に対する CCRT 治療後の再発症例に関する検討 第 35 回沖縄産
科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 平成 23 年 9 月 4 日
42) 金城淑乃, 久高亘, 新垣精久, 佐久間さき, 仲本朋子, 若山明彦, 大山拓真, 稲嶺盛彦,
長井裕, 青木陽一 若年者子宮体癌の卵巣転移に関する検討 〜若年者での卵巣温存は可
能か？〜 第 35 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 平成 23 年 9 月 4 日
43) 新垣精久, 長井裕, 金城淑乃, 佐久間さき, 仲本朋子, 若山明彦, 大山拓真, 稲嶺盛彦,
久高亘, 青木陽一 当科における Radical abdominal trachelectomy の治療成績 第 35 回
沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル

平成 23 年 9 月 4 日

44) 屋宜千晶, 安里こずえ, 大石杉子, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における凍結融解胚移植の
治療成績 第 35 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 平成 23 年 9 月 4 日
45) 銘苅桂子, 大石杉子, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 不妊新患症例の生児獲得におけ
る IVF/ICSI の貢献度を明らかにする 〜とのような症例に IVF が貢献したか〜 第 35 回
沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル

平成 23 年 9 月 4 日

46) 上里忠和, 宮城真帆, 大城美哉, 吉秋研 両側卵管同時妊娠の一例 第 35 回沖縄産科婦人
科学会 ラグナガーデンホテル 平成 23 年 9 月 4 日
47) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 凍結融解胚移植の治療成績に関する検討
第 29 回日本受精着床学会 京王プラザホテル 平成 23 年 9 月 9 日, 10 日
48) 銘苅桂子, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 当科を受診した不妊新患症例の生児獲得に
おける IVF/ICSI の貢献度を明らかにする 第 29 回日本受精着床学会 京王プラザホテル
平成 23 年 9 月 9 日, 10 日
49) 青木陽一 子宮頸がんと HPV 検診と HPV ワクチン 佐世保産婦人科医会講演会 セントラ
ルホテル佐世保 平成 23 年 9 月 16 日
50) 青木陽一 子宮頸がんと HPV 検診と HPV ワクチン 大分県三医会合同学術講演会 大分県
医師会館 平成 23 年 9 月 17 日
51) 青木陽一 子宮頸がんと HPV 検診と HPV ワクチン 第 292 回筑後ブロック産婦人科医会講
演会 ホテルニュープラザ久留米 平成 23 年 9 月 21 日
52) 新垣精久, 正本仁, 青木陽一 妊娠高血圧症候群を発症した SLE 合併妊娠例の検討 第 32
回日本妊娠高血圧学会 石川県・金沢歌劇座 平成 23 年 10 月 21 日, 22 日
53) 仲本朋子 第 49 回日本癌治療学会 名古屋国際会議場 平成 23 年 10 月 27 日〜29 日
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54) 若山明彦, 稲嶺盛彦, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 長井裕, 戸板孝文, 青木陽一 子宮
頸部早期浸潤癌諸例に対する放射線治療成績 第 49 回日本癌治療学会

名古屋国際会議場

平成 23 年 10 月 27 日〜29 日
55) 久高亘, 平良祐介, 北條真子, 仲本朋子, 若山明彦, 大山拓真, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木
陽一 子宮体部浸潤を伴う進行子宮頸癌の同時化学放射線療法後の予後に関する検討

第

49 回日本癌治療学会 名古屋国際会議場 平成 23 年 10 月 27 日〜29 日
56) 長井裕 第 49 回日本癌治療学会 名古屋国際会議場 平成 23 年 10 月 27 日〜29 日
57) 青木陽一 ランチョンセミナー 再発子宮頸癌に対する治療戦略 第 51 回日本婦人科腫瘍
学会 ホテルマリターレ創世 久留米 平成 23 年 12 月 23 年 11 月 25 日
58) 銘苅桂子, 比村美代子, 大石杉子, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 当科における不妊
新患症例の生児獲得における IVF/ICSI の貢献度を明らかにする 第 56 回日本生殖医学会
パシフィコ横浜 平成 23 年 12 月 8 日, 9 日
59) 安里こずえ, 大石杉子, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 IVF 妊娠における絨毛膜下血腫発
生頻度とそのリスク因子 第 56 回日本生殖医学会 パシフィコ横浜 平成 23 年 12 月 8 日,
9日
60) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 体外受精・胚移植治療前に施行する子宮鏡検
査の有用性 第 56 回日本生殖医学会 パシフィコ横浜 平成 23 年 12 月 8 日, 9 日
61) 北條真子, 金城忠嗣, 新田迅, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一, 宜野座到, 長崎拓 帝王切
開術直前抗生剤投与後アナフィラキシーを起こした一例

第 113 回沖縄県医師会学会 沖

縄県薬剤師会館 平成 23 年 12 月 11 日
62) 知念行子, 木村憲三, 平岡邦彦, 吉田剛 妊娠中に高血圧を認めず帝王切開術後に
Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome (PRLS), Preeclampsia, HELLP 症候
群を発症した１例 第 113 回沖縄県医師会学会 沖縄県薬剤師会館 平成 23 年 12 月 11 日
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