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著書
1) 青木陽一 今日の治療指針 2015 年版 私はこう治療している 子宮頸癌 山口徹, 北原光夫
(監), 福井次矢, 高木誠, 小室一成（編）, 1220—1221, 医学書院 東京 2015.
2) 青木陽一 細胞診ガイドライン １婦人科・泌尿器科 2015 年版 子宮頸部細胞診のバイ
オマーカー, 37-38, 金原出版 東京 2015.
3) 青木陽一 今日の診断指針第 7 版 外陰癌・潰瘍・外陰炎 金澤一郎, 永井良三（編）,
1793-1795, 医学書院 東京 2015.

論文
英文
Original Article
1) Mekaru K, Masamoto H, Sugiyama H, Asato K, Heshiki C, Kinjyo T, Aoki Y. Endometriosis
and pregnancy outcome: are pregnancies complicated by endometriosis a high-risk group?
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 172: 36-9, 2014.
2) Yoneyama K, Konishi H, Yahata T, Fujita K, Aoki Y, Doi D, Matsushima T, Kodama S, Honma
S, Kato H, Nakayama H, Kamoi S, Asakura H, Takeshita T, Tanaka K. A phase II study
of paclitaxel and carboplatin with a biweekly schdule in patients with epithelial
ovarian cancer: Gynecologic Cancer Network Trial. J Nippon Med Sch 81: 28-34, 2014.
3) Harding Y, Ooyama T, Kudaka W, Inamine M, Nagai Y, Ueda S, Aoki Y. Radiotherapy or
radical surgery induced female sexual morbidity in stage IB and II cervical cancer.
Int J Gynecol Cancer 24: 800-805, 2014.
4) Mikami M, Aoki Y, Sakamoto M, Shimada M, Takeshima N, Fujiwara H, Matsumoto T, Kita
T, Takizawa K; Disease Committee of Uterine Cervical and Vulvar Cancer, Japanese
Gynecologic Oncology Group. Surgical principles for managing stage IB2, IIA2, and IIB
uterine cervical cancer (bulky tumors) in Japan: A survey of the Japanese Gynecologic
Oncology Group. Int J Gynecol Cancer 24; 1333—1340, 2014.
5) Asato K, Mekaru K, Heshiki C, Sugiyama H, Kinjyo T, Masamoto H, Aoki Y. Subchorionic
hematoma occurs more frequently in in vitro fertilization pregnancy. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 181; 41—44, 2014.
6) Sugiyama T, Fujiwara K, Ohashi Y, Yokota H, Hatae M, Ohno T, Nagai Y, Mitsuhashi N,
Ochiai K, Noda K. Phase III placebo-controlled double-blind randomized trial of
radiotherapy for stage IIB-IVA cervical cancer with orwithout immunomodulator Z-100:
a JGOG study. Ann Oncol 2014; 25: 1011-1017.

1

Case Report
1) Karimata H, Nishimaki T, Oshita A, Nagahama M, Shimoji H, Inamine M, Kinjyo T. Acute
phlegmonous esophagitis as a rare but threatening complication of chemotherapy: report
of a case. Surg Today 44: 1147-1151, 2014.
2) Aoki Y, Inamine M, Ohishi S, Nagai Y, Masamoto H. Radical abdominal trachelectomy in
IB1 cervical cancer at 17 weeks of gestation. Case Rep Obstet Gynecol Article ID 926502,
4 pages, 2014.

Proceedings

和文
原著論文
1) 池宮城梢, 金城淑乃, 平良祐介, 平川誠, 當間敬, 渡嘉敷みどり： 当院における帝王切開時
の膀胱子宮窩腹膜非縫合の現状. 沖縄産婦誌 36: 33-36, 2014.
2) 上里忠和, 大城美哉, 金城淑乃, 苅部誠子, 吉秋研：帝王切開における癒着予防. 沖縄産婦誌
36:37-40, 2014.
3) 金城忠嗣, 仲本三鶴, 下地裕子, 伊元さやか, 平良祐介, 大石杉子, 新田迅, 正本仁, 青
木陽一：帝王切開の工夫：前置胎盤症例に対し術中超音波使用により胎盤切開を回避. 沖縄
産婦誌 36: 41-45, 2014.
4) 下地裕子, 久高亘, 仲本三鶴, 伊元さやか, 丹家歩, 大石杉子, 新田迅, 仲本朋子, 大山拓真,
稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一：当科における進行卵巣癌 IIIc・IV 期に対する術前化学療法の
後方視的検討 沖縄産婦誌 36: 97-102, 2014.
5) 仲本三鶴, 下地裕子, 伊元さやか, 大石杉子, 新田迅, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 稲
嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一：当科の婦人科悪性腫瘍における肺塞栓症の後方視的検討 沖縄
産婦誌 36: 103-107, 2014.
6) 伊元さやか, 下地裕子,仲本三鶴,大石杉子, 新田迅, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 稲嶺
盛彦, 長井裕, 青木陽一：当科における外陰癌症例の検討.

沖縄産婦誌 36: 108-114,

2014.

症例報告
1) 仲宗根忠栄, 苅部誠子, 大城美哉, 上里忠和, 吉秋研：帝王切開術後に Enterobactoer
agglomerans による敗血症性 DIC を呈した 1 例. 沖縄産婦誌, 36: 131-134, 2014.
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2) 金嶺ちひろ, 金城淑乃, 平良祐介, 池宮城梢, 平川誠, 當間敬, 渡嘉敷みどり：遺伝性血管
性浮腫合併妊娠の 1 例. 沖縄産婦誌, 36: 135-138, 2014.
3) 平良理恵, 銘苅桂子, 安里こずえ, 平敷千晶, 青木陽一：アロマターゼ阻害剤を併用して調
節卵巣刺激を施行した乳癌の 1 症例. 沖縄産婦誌, 36: 146-149, 2014.
4) 小野愛菜, 平良祐介, 金城淑乃, 池宮城梢, 平川誠, 當間敬, 渡嘉敷みどり：CART (腹水濾
過濃縮再静注法)を施行した進行・再発婦人科癌症例の検討. 沖縄産婦誌, 36: 150-154,
2014.
5)

総説
1) 青木陽一：がん妊孕性温存治療の適応と注意点 腫瘍学と生殖医学の接点 胚細胞腫瘍に対
する妊孕性温存治療. 臨床婦人科産科, 66: 867—876, 2015.
2) 久高亘, 青木陽一

子宮頸癌治療の新たな選択肢 子宮頸部腺癌に対する化学療法

産婦実

際 64; 2043-2049: 2015.

学会発表
国際学会
1) Nagai Y, Wakayama A, Inamine M, Nakamoto T, Ooyama T, Ariga T, Kasuya G, Toita T, Aoki
Y. Concurrent Chemoradiotherapy for Nonbulky Stage IB/II Cervical Cancer Without
Pelvic Node Enlargement. The 15th biennial meeting of the International Gyneclogic
Cacner Society (IGCS) Melbourne Australia November 8—11, 2014.
2) Inamine M, Nagai Y, Ohishi S, Kinjo T, Masamoto H, Aoki Y. Radical abdominal
trachelectomy for IB1 cervical cancer at 17 weeks of gestation. The 15th biennial
meeting of the International Gyneclogic Cacner Society (IGCS) Melbourne Australia
November 8—11, 2014.
3) Kudaka W, Toita T, Inamine M, Asato K, Nagai Y, Nakamoto T, Wakayama A, Aoki Y. Long-term
results and prognostic factors in patients with stage III–IVA squamous cell carcinoma
of the cervix treated with concurrent chemoradiotherapy from a single institution
study. The 15th biennial meeting of the International Gyneclogic Cacner Society (IGCS)
Melbourne Australia November 8—11, 2014.
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国内学会・研究会
1) 青木陽一 子宮頸がん撲滅のために 検診と HPV ワクチン、そしてスモークフリー
回横浜市産婦人科医会・小児科医会研究会

第 35

横浜 平成 26 年 2 月 7 日

2) 金城淑乃, 苅部誠子, 大城美哉, 吉秋研, 上里忠和, 白瀬春奈
症したと思われたアナフィラクトイド紫斑の一例

絨毛膜羊膜炎を契機に発

第 38 回沖縄産科婦人科学会

南風原

平成 26 年 3 月 8 日
3) 内原知紗子, 新垣精久, 平良理恵, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一

当科で経験した ITP 合

併妊娠の臨床的検討 第 38 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 26 年 3 月 8 日
4) 丹家歩, 稲嶺盛彦, 屋良奈七, 新垣精久, 比村美代子, 仲本朋子, 若山明彦, 大山拓真,
久高亘, 長井裕, 青木陽一 Female adnexal tumor of probable Wolffian origin (FATWO)
の一例 第 38 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 26 年 3 月 8 日
5) 平良理恵, 仲宗根忠栄, 池宮城梢, 平川誠, 當間敬, 渡嘉敷みどり

骨盤結核を疑い抗結

核薬が著効した 1 例 第 38 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 26 年 3 月 8 日
6) 仲宗根忠栄, 平良理恵, 池宮城梢, 平川誠, 當間敬, 渡嘉敷みどり

卵巣腫瘍茎捻転症例

の臨床的検討 第 38 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 26 年 3 月 8 日
7) 大石杉子, 屋良奈七, 新垣精久, 比村美代子, 仲本朋子, 若山明彦, 大山拓真, 久高亘,
稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 当科における子宮頸癌 IVB 期症例に関する検討 第 38 回沖
縄産科婦人科学会 南風原 平成 26 年 3 月 8 日
8) 銘苅桂子, 安里こずえ, 平敷千晶, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一

Non-PCOS 症例のインス

リン抵抗性が IVF-ET 成績に及ぼす影響について 第 38 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平
成 26 年 3 月 8 日
9) 林彤, 銘苅桂子, 平敷千晶, 安里こずえ, 金城忠嗣, 正本仁, 張秀蘭, 青木陽一
上の高齢不妊女性に対する体外受精・胚移植の治療成績
風原

41 歳以

第 38 回沖縄産科婦人科学会 南

平成 26 年 3 月 8 日

10) 青木陽一 生涯研修プログラム クリニカルカンファレンス６（腫瘍）特殊な卵巣腫瘍の診
断と治療 境界悪性・悪性胚細胞腫瘍 第 66 回日本産科婦人科学会

東京 平成 26 年 4 月

18 日〜20 日
11) 比村美代子, 屋良奈七, 内原知紗子, 新垣精久, 平良理恵, 若山明彦, 金城忠嗣, 正本仁,
青木陽一

ミニワークショップ

円錐切除後妊娠における流早産発生と頸管長および組織

学的絨毛膜羊膜炎との関連について 第 66 回日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年 4 月
18 日〜20 日
12) 下地裕子, 仲本三鶴, 伊元さやか, 丹家歩, 大石杉子, 仲本朋子, 新田迅, 大山拓真, 稲
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嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 当科における進行卵巣癌 IIIc・IV 期に対する術前化学療法の
後方視的検討 第 66 回日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
13) 平良理恵, 仲本三鶴, 伊元さやか, 新垣精久, 比村美代子, 若山明彦, 金城忠嗣, 正本仁,
青木陽一 多業種連携による精神・神経疾患合併妊娠に対する周産期管理：当院における 6
年間の後方視的検討 第 66 回日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
14) 内原知紗子, 新垣精久, 平良理恵, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一

当科で経験した特発性

血小板減少症(ITP)合併妊娠の臨床的検討 第 66 回日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年
4 月 18 日〜20 日
15) 屋良奈七, 若山明彦, 平良理恵, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一

子宮びまん性海綿状血管

腫を合併し帝王切開時に大量出血を認めた Lippel-Trenaunay-Weber 症候群の 1 例

第 66 回

日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
16) 伊元さやか, 仲本三鶴, 下地裕子, 大石杉子, 新田迅, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 稲
嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 当院における外陰癌症例の検討 第 66 回日本産科婦人科学会
東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
17) 仲本三鶴, 下地裕子, 伊元さやか,大石杉子, 新田迅, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 稲嶺
盛彦, 長井裕, 青木陽一

当科での婦人科悪性腫瘍における肺塞栓証の後方視的検討

第

66 回日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
18) 若山明彦,屋良奈七, 内原知紗子, 新垣精久,平良理恵,比村美代子, 金城忠嗣, 正本仁, 青
木陽一 超音波にて肺の過膨張を認め, MRI 検査にて診断しえた胎児右気管支閉塞症の一例
第 66 回日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
19) 久高亘, 内原知紗子, 大石杉子, 仲本朋子, 新田迅, 大山拓真, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木
陽一 子宮頸癌 IB-II 期に対する術後化学療法の有効性に関する検討 第 66 回日本産科婦
人科学会 東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
20) 長井裕, 大山拓真, 久高亘, 稲嶺盛彦, 青木陽一

総腸骨節/傍大動脈節が腫大した難治子

宮頸癌に対する Paclitaxel, CDDP を用いた Induction Chemotherapy + CCRT の治療成績 第
66 回日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
21) 銘苅桂子, 平敷千晶, 安里こずえ, 新田迅, 大石杉子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一
Non-PCOS 症例のインスリン抵抗性が IVF-ET 治療成績に及ぼす影響 第 66 回日本産科婦人
科学会 東京 平成 26 年 4 月 18 日〜20 日
22) 平敷千晶, 銘苅桂子, 下地裕子, 屋良奈七, 安里こずえ, 青木陽一
した胚盤胞を用いた融解胚移植の治療成績

採卵後 6 日目に凍結

第 66 回日本産科婦人科学会 東京 平成 26 年

4 月 18 日〜20 日
23) 安里こずえ, 伊元さやか, 平敷千晶, 銘苅桂子, 青木陽一
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嚢胞性変性をきたし術前診断

が困難であった漿膜下筋腫の 1 例 第 10 会九州産婦人科内視鏡手術研究会 福岡 平成 26
年 4 月 26 日
24) 平敷千晶, 銘苅桂子, 大石杉子, 安里こずえ, 青木陽一

腹腔鏡下に手術を施行した帝王

切開瘢痕部妊娠の 1 例 第 10 会九州産婦人科内視鏡手術研究会 福岡 平成 26 年 4 月 26
日
25) 銘苅桂子, 糸数修, 安里こずえ, 平敷千晶, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一

Non-PCOS 症例

のインスリン抵抗性が IVF-ET 成績に及ぼす影響について 第 71 回九州・沖縄生殖医学会
福岡

平成 26 年 4 月 27 日

26) 糸数修, 銘苅桂子, 安里こずえ, 平敷千晶, 青木陽一

凍結融解胚盤胞移植反復不成功例

に対する SEET 法の有用性の検討 第 71 回九州・沖縄生殖医学会 福岡 平成 26 年 4 月 27
日
27) 銘苅桂子, 大石杉子, 安里こずえ, 平敷千晶, 金城忠嗣, 久高亘, 長井裕, 正本仁, 青木
陽一

ワークショップ「九州における若手産婦人科医師の現状と将来」 当院における若手

産婦人科医師の現状と将来〜女医クライシスを乗り越えるには〜 第 71 回九州連合産科婦
人科学会 別府 平成 26 年 5 月 24 日〜25 日
28) 下地裕子, 仲本三鶴, 丹家歩, 平良祐介, 大石杉子, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽
一 肺動静脈瘻合併妊娠の一例 第 71 回九州連合産科婦人科学会 別府 平成 26 年 5 月
24 日〜25 日
29) 平敷千晶, 銘苅桂子, 下地裕子, 安里こずえ, 青木陽一

腹腔鏡下に手術を施行した帝王

切開瘢痕部妊娠の 1 例 第 71 回九州連合産科婦人科学会 別府 平成 26 年 5 月 24 日〜25
日
30) 大石杉子, 稲嶺盛彦, 大山拓真, 金城忠嗣, 久高亘, 長井裕, 正本仁, 青木陽一
に腹式広汎子宮頸部摘出術を施行し満期産時を獲得した子宮頸癌の一例

妊娠中

第 71 回九州連合

産科婦人科学会 別府 平成 26 年 5 月 24 日〜25 日
31) 比村美代子, 新垣精久, 仲本朋子, 若山明彦, 大山拓真, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青
木陽一 卵巣悪性腫瘍と原発性卵巣悪性リンパ腫の混成癌の一症例 第 71 回九州連合産科
婦人科学会 別府 平成 26 年 5 月 24 日〜25 日
32) 平良祐介, 下地裕子, 丹家歩, 内原知紗子, 大石杉子, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木
陽一 児の先天性皮膚カンジダ症からカンジダ起因性絨毛膜羊膜炎が疑われた一例 第 117
回沖縄県医師会学会 南風原 平成 26 年 6 月 1 日
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