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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) Otsuki A, Watanabe Y, Nomura H, Futagami M, Yokoyama Y, Shibata K, Kamoi S, Arakawa
A, Nishiyama H, Katsuta T, Kudaka W, Shimada M, Sato N, Kotera K, Katabuchi H, Yaegashi
N. Paclitaxel and carboplatin in patients with completely or optimally resected
carcinosarcoma of the uterus: A phase II trial by the Japanese Uterine Sarcoma Group
and the Tohoku Gynecologic Cancer Unit. Int J Gynecol Cancer 25: 92-97, 2015.
2) Satoh T, Aoki Y, Kasamatsu T, Ochiai K, Takano M, Watanabe Y, Kikkawa F, Takeshima N,
Hatae M, Yokota H, Saito T, Yaegashi N, Kobayashi H, Kodama S, Saito T, Sakuragi N, Sumi
T, Konishi I, Kamura T, Yoshikawa H. Administration of standard-dose BEP regimen
(bleomycin + etoposide + cisplatin) is essential for treatment of ovarian yolk sac
tumor. Eur J Cancer 51; 340—351: 2015.
3) Kinjyo Y, Kudaka W, Ooyama T, Inamine M, Nagai Y, Aoki Y. Ovarian preservation in young
patients with endometrial cancer of endometrioid histology. Acta Obstet Gynecol Scand
94; 430—434: 2015.
4) Ebina Y, Yaegashi N, Katabuchi H, Nagase S, Udagawa Y, Hachisuga T, Saito T, Mikami
M, Aoki Y, Yoshikawa H. Japan Society of Gynecologic Oncology guideline 2011 for the
treatment of uterine cervical cancer. Int J Clin Oncol 20: 240-248, 2015.
5) Matsumoto K, Maeda H, Oki A, Takatsuka N, Yasugi T, Furuta R, Hirata R, Mitsuhashi
A, Kawana K, Fujii T, Iwata T, Hirai Y, Yokoyama M, Yaegashi N, Watanabe Y, Nagai Y,
Yoshikawa H; Japan HPV And Cervical Cancer (JHACC) StudyGroup. Human leukocyte antigen
class II DRB1*1302 allele protects against cervical cancer: at which step of multistage
carcinogenesis? Cancer Sci. 2015 Aug 3. doi: 10.1111/cas.12760.
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Case Report
Kinjo T, Nabeya D, Nakamura H, Haranaga S, Hirata T, Nakamoto T, Atsumi E, Fuchigami T,
Aoki Y, Fujita J. Acute respiratory distress syndrome due to strongyloides stercolaris
infection in a patient with cervical cancer. Intern Med 54: 83-87, 2015.

Proceedings

和文
原著論文
1) 小野愛菜, 金嶺ちひろ, 仲宗根忠栄, 熊谷歩, 新田迅, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽
一：当科における 75gOGTT1point 陽性妊娠糖尿病例の予後についての検討. 沖縄産婦誌
37: 21-26, 2015.
2) 上田江里子, 栗原みずき, 鎌田麻由美, 内原知紗子, 下地裕子, 前田寿里亜, 泉有紀, 北代祐
三, 山下薫, 岩本真理子, 平田真由美, 高山尚子, 井上格, 大橋容子, 田村充利, 佐久本薫：
腹腔鏡におけるドライボックスの縫合・結紮練習とその成果. 沖縄産婦誌 37:57-60, 2015.
3) 鎌田麻由美, 銘苅桂子, 大石杉子, 安里こずえ, 平敷千晶, 青木陽一：当院における若年が
ん患者に対する妊孕性温存療法（卵子・胚・精子凍結）の現状. 沖縄産婦誌 37: 73-77, 2015.
4) 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 沖縄産婦誌 37: 79-82, 2015.
5) 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：子宮頸癌 IVB 期の臨床的検討 沖縄産婦誌 37: 83-89, 2015.
6) 宮城真帆, 鎌田麻由美, 新垣精久, 平良祐介, 平良理恵, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘,
長井裕, 青木陽一：進行子宮体癌に対する術前化学療法についての検討.

沖縄産婦誌 37:

91-96, 2015.
7) 平良理恵, 平良祐介, 新垣精久, 宮城真帆, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 長井裕, 青木
陽一：婦人科悪性腫瘍終末期における腸管閉塞に対する外科的介入に関する検討.

沖縄産

婦誌 37: 97-103, 2015.

症例報告
1) 金城淑乃, 苅部誠子, 大城美哉, 吉秋研, 上里忠和, 白瀬春奈：絨毛膜羊膜炎を契機に発症
したと思われたアナフィラクトイド紫斑の一例. 沖縄産婦誌 37: 107-111, 2015.
2) 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. 沖縄産婦誌 37: 123-127, 2015.
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3) 座間味知子, 池宮城梢, 小崎三鶴, 金城淑乃, 平川誠, 當間敬, 渡嘉敷みどり：悪性転化を
伴う卵巣成熟嚢胞性奇形腫の 1 例. 沖縄産婦誌 37: 133-136, 2015.
4) 熊谷歩, 稲嶺盛彦, 屋良奈七, 新垣精久, 比村美代子, 若山明彦, 仲本朋子, 大山拓真,
久高亘, 長井裕, 青木陽一：絨毛膜羊膜炎を契機に発症したと思われたアナフィラクトイド
紫斑の一例. 沖縄産婦誌 37: 137-142, 2015.

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) Takekuma M, Hirashima Y, Umayahara K, Noda S, Ohno T, Miyagi E, Hirahara F, Hirata
E, Kondo E, Tabata T, Nagai Y, Aoki Y, Wakatsuki M, Takeuchi M, Toita T, Takeshima
N, Takizawa K. Phase II study of concurrent chemoradiotherapy with weekly CDDP/ PTX
in patients with locally advanced uterine cervical cancer: JACCRO-GY-01 trial. ASCO
2015 Chicago, USA.
2) Mekaru K, Asato K, Heshiki C, Masamoto H, Aoki Y. The effect of insulin resistance
on in vitro fertilization-embryo transfer for women without polyscytic ovary syndrome.
The 21st FIGO World Congress Vancouver Canada October 4-9, 2015.
3) Kinjo T, Masamoto H, Taira Y, Chinen Y, Nitta H, Aoki Y. Measurements of the lower
uterine segment at term in women with prior cesarean delivery. The 21st FIGO World
Congress Vancouver Canada October 4-9, 2015.
4) Asato K, Mekaru K, Heshiki C, Kinjo T, Sugiyama H, Masamoto H, Aoki Y. Subchorionic
hematoma occurs more frequently in in vitro fertilization pregnancy. The 21st FIGO
World Congress Vancouver Canada October 4-9, 2015.
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国内学会・研究会
1) 金城忠嗣, 小野愛菜, 宮城真帆, 新田迅, 知念行子, 正本仁, 青木陽一 当科における胎
児心エコー検査 第40回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成27年3月14日
2) 知念行子, 小野愛菜, 宮城真帆, 新田迅, 金城忠嗣, 知念安紹, 正本仁, 青木陽一 当院
周産期における染色体検査の実施状況 第40回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成27年3月
14日
3) 平良祐介, 前田寿理亜, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 新垣精久, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘,
長井裕, 青木陽一 当科における若年子宮体癌に対する高用量Medroxyprogesterone
acetate (MPA) を用いた妊孕能温存治療の検討 第40回沖縄産科婦人科学会 南風原 平
成27年3月14日
4) 金城淑乃, 前田寿理亜, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘,
長井裕, 青木陽一 子宮頸癌IVA期における膀胱腟瘻・直腸腟瘻の検討 第40回沖縄産科婦
人科学会 南風原 平成27年3月14日
5) 大橋容子, 上田江里子, 鎌田麻由美, 熊谷歩, 屋良奈七, 泉有紀, 栗原みずき, 山下薫,
岩本真理子, 平田真由美, 井上格, 田村充利, 佐久本薫 妊娠中のパルボウイルスB19感染
の4例：胎児輸血し救命した2例を含めて 第40回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成27年3
月14日
6) 苅部誠子, 吉秋研, 内原知紗子, 小崎三鶴, 大城美哉, 稲嶺盛彦, 上里忠和, 吉村和晃
当院における骨盤臓器脱手術の現況 〜tension-free vaginal mesh (TVM)手術導入にあた
って〜 第40回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成27年3月14日
7) 越智寛幸,沖明典, 八杉利治, 平井康夫, 八重樫伸生, 三橋暁, 藤井多久磨, 川名敬, 渡部
洋, 横山正俊, 青木陽一, 古田 玲子, 吉川 裕之 HPV16/18/31/52/58型血清中和抗体と子
宮頸部前がん病変の消失との関連 第67回日本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜
12日
8) 平良理恵, 久高亘, 平良祐介, 新垣精久, 宮城真帆, 仲本朋子, 若山明彦, 長井裕, 青木
陽一 婦人科悪性腫瘍終末期における腸管閉塞に対する外科的介入に関する検討 第67回
日本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
9) 小野愛菜, 金嶺ちひろ, 仲宗根忠栄, 熊谷歩, 知念行子, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青
木陽一75g OGTT 1 point陽性妊娠糖尿病例の治療介入後の予後についての検討 第67回日本
産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
10) 喜多恒和, 滝澤憲, 藤原久也, 山本嘉一郎, 坂本優, 青木陽一, 島田宗昭, 武隈宗孝, 竹
島信宏, 西尾真, 松元隆, 三上幹男 子宮頸がんに対する広汎子宮全摘術の合併症に関す
る全国調査 第67回日本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
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11) 若山明彦, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 久高亘, 長井裕, 青木陽一, 平良理恵, 宮城
真帆 子宮体癌におけるリンパ管侵襲・静脈侵襲の臨床病理学的意義 第67回日本産科婦人
科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
12) 銘苅桂子, 大石杉子, 安里こずえ, 平敷千晶, 青木陽一 IVF-ET患者における多価不飽和
脂肪酸の血清中，卵胞液中濃度 第67回日本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12
日
13) 平敷千晶, 銘苅桂子, 大石杉子, 安里こずえ, 青木陽一 当科における低刺激採卵の治療
成績 第67回日本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
14) 金嶺ちひろ, 知念行子, 小野愛菜, 熊谷歩, 仲宗根忠栄, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青
木陽一 当院における先天性胎児横隔膜ヘルニアの妊娠経過と新生児予後に関する検討
第67回日本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
15) 仲宗根忠栄, 伊良波裕子, 平良祐介, 新垣精久, 宮城真帆, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘,
長井裕, 青木陽一 上皮性卵巣腫瘍の境界悪性，悪性の鑑別におけるMRI拡散強調画像及び
ADC mapの有用性 第67回日本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
16) 久高亘, 平良祐介, 新垣精久, 平良理恵, 宮城真帆, 仲本朋子, 若山明彦, 長井裕, 青木
陽一 進行・再発卵巣癌における化学療法ローテーションの有用性に関する検討 第67回日
本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
17) 金城忠嗣, 正本仁, 小野愛菜, 金嶺ちひろ, 熊谷歩, 仲宗根忠栄, 新田迅, 知念行子, 青
木陽一 帝王切開既往例の妊娠後期における子宮下節の超音波評価 第67回日本産科婦人
科学会 横浜 平成27年4月10日〜12日
18) 大槻愛, 渡部洋、徳永英樹, 大槻健郎, 豊島将文, 永瀬智, 高野忠夫, 新倉仁, 八重樫伸生,
田勢 亨, 山田秀和, 西山浩, 森村豊, 横山良仁, 二神真行, 佐藤直樹, 柴田清佳, 片渕秀
隆, 久高亘, 勝田隆博, 島田宗昭, 野村弘行, 青木大輔l 小寺宏平, 鴨井青龍, 荒川敦志
子宮癌肉腫に対するパクリタキセル＋カルボプラチン併用療法の術後補助化学療法として
の有効性に関する多施設共同臨床第2相試験 第67回日本産科婦人科学会 横浜 平成27年
4月10日〜12日
19) 石川光也, 笠松高弘, 加藤達矢, 岡田智志, 高野政志, 荷見よう子, 鈴木佳世, 谷口義実,
高橋一彰, 有本貴英, 金田容秀, 岩田卓, 小野重満, 児玉省二, 宮本強, 中西透, 水野美
香, 馬場長, 松本佳也. 中井英勝, 野河孝充, 有吉和也, 井上貴史, 横山正俊, 齋藤文誉,
川畑宜代, 久高亘, 恩田貴志, 八重樫伸生

子宮頸部神経内分泌腫瘍に対する集学的治療

を探索する多施設共同観察研究 第67回日本産科婦人科学会 横浜 平成27年4月10日〜12
日
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20) 久高亘 アバスチン投与対象の検討：副作用に関する考察

アバスチン卵巣癌適正使用カン

ファランス in 沖縄 南風原 平成27年4月17日
21) 知念行子, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 ワークショップ「九州における周産期医
療の最前線」予防的大動脈balloon留置を用いてcesarean hysterectomyを施行した前置嵌入
/穿通胎盤6例の検討 第72回九州連合産科婦人科学会 福岡 平成27年6月6日〜7日
22) 新田迅, 平良祐介, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 胎児水腫が増悪しながらも
救命しえた先天性嚢胞性腺腫様奇形(CCAM)の症例 第72回九州連合産科婦人科学会 福岡
平成27年6月6日〜7日
23) 銘苅桂子, 金嶺ちひろ, 宮城真帆, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一 当院に
おける若年がん患者に対する妊孕性温存療法（卵子・胚・精子凍結）の現状 第72回九州連
合産科婦人科学会 福岡 平成27年6月6日〜7日
24) 平良祐介, 久高亘, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 新垣精久, 仲本朋子, 若山明彦, 長井裕, 青
木陽一 当科における治療抵抗性子宮頸部腺癌に対するSOX療法の検討 第72回九州連合産
科婦人科学会 福岡 平成27年6月6日〜7日
25) 新垣精久, 長井裕, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 平良祐介, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 青
木陽一 腹膜神経膠腫症を認めた成熟嚢胞性奇形腫の一例 第72回九州連合産科婦人科学
会 福岡 平成27年6月6日〜7日
26) 金嶺ちひろ, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 子宮頸管妊娠に対
してMTX療法を用いた一例 第72回九州連合産科婦人科学会 福岡 平成27年6月6日〜7日
27) 仲宗根忠栄, 久高亘, 金城淑乃, 新垣精久, 仲本朋子, 若山明彦, 長井裕, 青木陽一
後補助療法のドセタキセルとカルボプラチン併用化学療法の有効性および安全性
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回沖縄県医師会学会 南風原 平成 27 年 6 月 14 日
28) 新田迅, 平良祐介, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 胎児治療後にも拘わらず胎
児水腫の増悪がみられたが救命しえた先天性嚢胞性腺腫様奇形 (CCAM)の1例 第119回沖縄
県医師会学会 南風原 平成27年6月14日
29) 金嶺ちひろ, 正本仁, 青木陽一 双胎妊娠例の子宮頸管長と早産リスクの関連について
第51回日本周産期・新生児医学会 福岡 平成27年7月10日〜12日
30) 屋宜久子, 正本仁, 青木陽一 円錐切除後妊娠における流早産発生と子宮頸管顆粒球
elastase値の関連 第51回日本周産期・新生児医学会 福岡 平成27年7月10日〜12日
31) 平良理恵, 渡嘉敷みどり 当院における周産期心筋症の7例の検討 第51回日本周産期・新
生児医学会 福岡 平成27年7月10日〜12日
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32) 赤嶺こずえ, 銘苅桂子, 仲宗根忠栄, 宮城真帆, 若山明彦, 仲本朋子, 平敷千晶, 久高亘,
長井裕, 青木陽一 当科での早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の導入とそ
の治療成績 第11回九州産婦人科内視鏡手術研究会 福岡 平成27年7月25日
33) 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 金城唯, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
子宮動静脈奇形(arteriovenous malformation: AVM)に対する待機療法の可能性について
第72回九州・沖縄生殖医学会 福岡 平成27年7月26日
34) 宜保敬也, 銘苅桂子, 長田千夏, 金城唯, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
当科における妊孕性温存を目的とした精子凍結保存の現状 第72回九州・沖縄生殖医学会
福岡 平成27年7月26日
35) 宮城真帆, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 金城唯, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
当院における若年がん患者に対する妊孕性温存法としての卵子, 胚凍結についての検討
第72回九州・沖縄生殖医学会 福岡 平成27年7月26日
36) 青木陽一 子宮頸がん, ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する基本的知識及
び最新の知見について 平成27年度沖縄県医師会感染症・予防接種講演会 〜ヒトパピロー
マウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る研修〜 南風原町 平成27年7月
30日
37) 長井裕, 久高亘, 仲宗根忠栄, 平良祐介, 新垣精久, 金城淑乃, 仲本朋子, 若山明彦, 有
賀拓郎, 粕谷吾朗, 戸板孝文, 青木陽一 総腸骨節/傍大動脈節腫大を伴う進行子宮頸癌に
対する第2相臨床試験の成績 第57回日本婦人科腫瘍学会 盛岡 平成27年8月7日〜8月9日
38) 佐藤美紀子, 宮城悦子, 馬屋原健司, 武隈宗孝, 平嶋泰之, 野田真永, 大野達也, 平田英
司, 田畑務, 長井裕, 若月優, 近藤英司, 平原史樹, 青木陽一, 竹内正弘, 戸板孝文, 竹
島信宏, 瀧澤憲 局所進行子宮頸癌へのCDDP/PTX併用同時化学放射線療法の有用性に関す
る多施設共同第II相試験 第57回日本婦人科腫瘍学会 盛岡 平成27年8月7日〜8月9日
39) 石川光也, 笠松高弘, 中西透, 水野美香, 馬場長, 松本佳也, 中井英勝, 野河孝充, 有吉
和也, 井上貴史, 横山正俊, 齋藤文誉, 川畑宜代, 久高亘, 津田均, 福永真治, 坂本穆彦,
加来恒壽, 恩田貴志, 八重樫伸生 子宮頸部神経内分泌腫瘍に対する多施設共同観察研究
進行期症例の解析 第57回日本婦人科腫瘍学会 盛岡 平成27年8月7日〜8月9日
40) 久高亘, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 若山明彦, 長井裕, 青
木陽一 子宮体癌に対するドセタキセルとカルボプラチン併用療法(DC療法)の有効性と安
全性について 第57回日本婦人科腫瘍学会 盛岡 平成27年8月7日〜8月9日
41) 若山明彦, 新垣精久, 平良祐介, 金城淑乃, 仲本朋子, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 子宮
体癌におけるリンパ管侵襲・静脈侵襲の臨床病理学的意義 第57回日本婦人科腫瘍学会 盛
岡 平成27年8月7日〜8月9日
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42) 新垣精久, 長井裕, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 平良祐介, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 青
木陽一 術前診断が困難であった子宮海綿状血管腫の一例 第57回日本婦人科腫瘍学会
盛岡 平成27年8月7日〜8月9日
43) 尾身牧子, 徳嶺辰彦, 下地裕子, 高橋美奈子, 大久保鋭子, 島袋美奈子, 諸見里秀彦, 城
間肇 子宮留血腫に対して緊急経腟ドレナージを施行したWunderlich症候群の1例 第41回
沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
44) 屋良奈七, 小野愛菜, 平良理恵, 池宮城梢, 當間敬, 渡嘉敷みどり,又吉隆 腹痛を契機に
発見されたOHVIRA症候群の1例 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
45) 大久保鋭子, 諸見里秀彦, 下地裕子, 高橋美奈子, 尾身牧子, 徳嶺辰彦, 島袋美奈子, 城
間肇 子宮漿膜から発生したserous cystadenomaの1例 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇
平成27年9月6日
46) 上里忠和, 金嶺ちひろ, 苅部誠子, 大城美哉, 稲嶺盛彦, 吉秋研, 石川雅士 若年型顆粒
膜細胞腫の1例 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
47) 新垣精久, 内原知紗子, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 長井裕,
青木陽一 悪性転化を来した粘液性境界悪性卵巣腫瘍の1例 第41回沖縄産科婦人科学会
那覇 平成27年9月6日
48) 下地裕子, 諸見里秀彦, 高橋美奈子, 尾身牧子, 大久保鋭子, 徳嶺辰彦, 島袋美奈子, 城
間肇 稀少部位子宮内膜症から発生したと思われる悪性腫瘍の2例 第41回沖縄産科婦人科
学会 那覇 平成27年9月6日
49) 仲本朋子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 金城淑乃, 若山明彦, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 子
宮平滑筋肉腫の臨床的検討 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
50) 仲宗根忠栄, 新垣精久, 金城淑乃, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 子
宮体癌に対する術後補助療法のドセタキセルとカルボプラチン併用化学療法の有効性及び
安全性第II相臨床試験 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
51) 若山明彦, 内原知紗子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 金城淑乃, 仲本朋子, 久高亘, 長井裕,
青木陽一 当院における外来化学療法の現況 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27
年9月6日
52) 金城淑乃, 新垣精久, 仲宗根忠栄, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 局
所進行子宮頸癌に対するconcurrent chemoradiotherapyの臨床的検討 —CDDPの投与方法
(Tri-weeklyとweekly)を比較して— 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
53) 金城唯, 小崎三鶴, 新田迅, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 腹腔内嚢胞, 羊水
過少を呈した人魚体の1例 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
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54) 小崎三鶴, 金城唯, 新田迅, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 当科における胎児
胸腔内腫瘤性病変症例の検討 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
55) 鎌田麻由美, 中上弘茂, 藤原里紗, 平良祐介, 古賀千悠, 馬場征一 新鮮全血輸血を要し
た2症例の検討 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
56) 小野愛菜, 屋良奈七, 平良理恵, 池宮城梢, 當間敬, 渡嘉敷みどり 妊娠19週にて早発型
HELLP症候群を発症したSLE, 抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の1例 第41回沖縄産科婦人科
学会 那覇 平成27年9月6日
57) 屋宜久子, 小崎三鶴, 新田迅, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 円錐切除後妊娠
における流早産発生と子宮頸管顆粒球エラスターゼ値との関連について 第41回沖縄産科
婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
58) 徳嶺辰彦, 尾身牧子, 下地裕子, 高橋美奈子, 大久保鋭子, 島袋美奈子, 諸見里秀彦, 城
間肇 良性疾患に対する子宮摘出術 —当院における術式選択の妥当性— 第41回沖縄産科
婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
59) 赤嶺こずえ, 銘苅桂子, 仲宗根忠栄, 宮城真帆, 若山明彦, 仲本朋子, 平敷千晶, 久高亘,
長井裕, 青木陽一 当科での早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の導入とそ
の治療成績 第41回沖縄産科婦人科学会 那覇 平成27年9月6日
60) 銘苅桂子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一 TLHによる腸管合併症の2例 第
55回日本産科婦人科内視鏡学会 横浜 平成27年9月10日〜12日
61) 赤嶺こずえ, 銘苅桂子, 仲宗根忠栄, 宮城真帆, 若山明彦, 仲本朋子, 平敷千晶, 久高亘,
長井裕, 青木陽一 当科での早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の導入とそ
の治療成績 第55回日本産科婦人科内視鏡学会 横浜 平成27年9月10日〜12日
62) 長井 裕, 久高 亘, 若山 明彦, 有賀 拓郎, 戸板 孝文, 青木 陽一 子宮頸癌IB2～IIB期
に対する同時化学放射線療法 - 当院における15年の経験から -

第53回日本癌治療学会

京都 平成27年10月29日〜31日
63) 仲本朋子, 内原知紗子, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 新垣精久, 若山明彦, 長井裕, 青木陽一
子宮頸部円錐切除術における切除断端陽性例の臨床的検討 第53回日本癌治療学会 京都
平成27年10月29日〜31日
64) 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 新垣精久, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 当
院で広汎子宮全摘術を施行した症例の臨床病理学的検討

第53回日本癌治療学会 京都

平成27年10月29日〜31日
65) 新垣精久, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 平良祐介, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 長井裕, 青
木陽一 当科で経験した婦人科癌治療患者における手術部位感染症 第53回日本癌治療学
会 京都 平成27年10月29日〜31日
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66) 大嶺靖, 友利健彦, 豊見山健, 宮城純, 稲嶺盛彦, 佐村博範, 金城達也, 西巻正, 平良祐
介, 青木陽一 盲腸癌子宮転移の1例 第53回日本癌治療学会 京都 平成27年10月29日〜
31日
67) 島田宗昭, 三上幹男, 青木陽一, 喜多恒和, 坂本優, 金尾祐之, 藤原久也, 松元隆, 山口
聡, 中西透, 齋藤俊章, 上浦祥司, 青木大輔, 吉川裕之, 片渕秀隆 子宮頸癌IB-II期症例
における組織型別予後—多施設共同後方視的検討の成績からー 第53回日本癌治療学会 京
都 平成27年10月29日〜31日
68) 杉本潤, 金城忠嗣, Danny Schust, 小田高也, 青木陽一, 陣野吉廣 絨毛初代培養細胞を用
いたサプレシンの発現・機能解析 第23回日本胎盤学会 東京 平成27年11月5日
69) 青木陽一 性感染症・子宮頸癌から女性を守る 平成27年度日本助産師会九州・沖縄地区研
修会 in 沖縄 那覇 平成27年11月13日
70) Noda S, Ohno T, Umayahara K, Hirashima Y, Hirahara F, Hirata E, Tabata T, Aoki Y,
Wakatsuki M, Takeuchi M, Toita T, Takeshima N. Phase II study of concurrent
chemoradiotherapy with weekly CDDP/ PTX in patients with locally advanced uterine
cervical cancer: JACCRO-GY-01 trial. 第 28 回日本放射腺腫瘍学会 前橋 平成 27 年 11
月 19 日〜21 日
71) 久高亘 沖縄県の制吐療法に対する取り組みについて「婦人科癌における取り組みについて」
制吐療法を考える会 宜野湾 平成 27 年 11 月 21 日
72) 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 宮城真帆, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
流産後に発生した子宮動静脈奇形に対する待機療法の可能性について

第 33 回日本受精着

床学会 東京 平成 27 年 11 月 26 日〜27 日
73) 赤嶺こずえ, 銘苅桂子, 屋宜久子, 宮城真帆, 青木陽一 子宮内容除去術のみで軽快した帝
王切開瘢痕部妊娠の1例 第33回日本受精着床学会 東京 平成27年11月26日〜27日
74) 宮城真帆, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 屋宜久子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶,
青木陽一 当院における若年がん患者に対する妊孕性温存療法としての卵子, 胚凍結につ
いての検討 第33回日本受精着床学会 東京 平成27年11月26日〜27日
75) 宜保敬也, 銘苅桂子, 長田千夏, 屋宜久子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
当科における妊孕性温存を目的とした精子凍結保存の現状

第33回日本受精着床学会 東

京 平成27年11月26日〜27日
76) 若山明彦 第1回婦人科癌プロトコールコンセプトワークショップに参加して Chugai
Ovarian Cancer Conference in 沖縄 那覇 平成27年12月11日
77) 久高亘 初発または再発卵巣癌におけるアバスチン投与対象について Chugai Ovarian
Cancer Conference in 沖縄 那覇 平成27年12月11日
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78) 金城淑乃, 若山明彦, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 仲本朋子, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 術
前診断で子宮内膜間質肉腫と診断された若年子宮筋腫の2例 第120回沖縄県医師会学会
南風原 平成27年12月13日
79) 知念行子, 金城唯, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 妊娠33週子宮内胎児死亡の全
前置胎盤で経腟分娩を施行した1例 第120回沖縄県医師会学会 南風原 平成27年12月13
日日本産科婦人科遺伝診療学会 京都 平成28年12月16日, 17日
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