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著書
1) 青木陽一：婦人科がん治療ガイドラインエッセンシャル 2016年版

日本婦人科腫瘍学会

(編), 金原出版 東京 2016.
2) 青木陽一：患者さんとご家族のための子宮頸がん 子宮体がん 卵巣がん 治療ガイドライン
第2版 日本婦人科腫瘍学会(編), 金原出版 東京 2016.
3) 銘苅桂子：あなたも名医!プライマリケア現場での女性診療 池田祐美枝, 対馬ルリ子（編）
「妊娠9ヶ月, お腹が痛い!」妊娠中の緊急疾患(P91-P95), 日本医事新報社 東京 2016.

論文
英文
Original Article
1) Umayahara K, Takekuma M, Hirashima Y, Noda S, Ohno T, Miyagi E, Hirahara F, Hirata
E, Kondo E, Tabata T, Nagai Y, Aoki Y, Wakatsuki M, Takeuchi M, Taoita T, Takeshima
N, Takizawa K. Phase II study of concurrent chemoradiotherapy with weekly cisplatin
and paclitaxel in patients with locally advanced uterine cervical cancer: the JACCRO
GY-01 trial. Gynecol Oncol 140: 47-49, 2016.
2) Mekaru K, Oishi S, Akamine K, Kinjo T, Heshiki C, Masamoto H, Aoki Y. The effect of
insulin resistance on in vitro fertilization-embryo transfer in women without
polycystic ovarian syndrome. Open J Obstet Gynecol 6: 157-166, 2016.
3) Heshiki C, Mekaru K, Shimoji Y, Ohishi S, Akamine K, Sugiyama H, Kinjo T, Masamoto
H, Aoki Y. Cesarean scar pregnancy: 11 case series experience and review of the
literature regarding subsequent pregnancy. Open J Obstet Gynecol 6: 8-15, 2016.
4) Kinjo T, Masamoto H, Mekaru K, Taira Y, Chinen Y, Nitta H, Aoki Y. Measurements of
the lower uterine segment at term in women with previous Cesarean delivery. Open J
Obstet Gynecol 6: 1-7, 2016.
5) Imoto S, Inamine M, Kudaka W, Nagai Y, Wakayama A, Nakamoto T, Ooyama T, Aoki Y. Failure
patterns and prognostic factors in patients with vulvar cancer treated with primary
surgery: A single-center experience. SpringerPlus 2016; 5: 125. DOI
10.1186/s40064-016-1767-7
6) Shimada M, Sato S, Oichi T, Itamochi H, Kigawa J, Takeshima N, Aoki D, Aoki Y, Nambu
Y, Ochiai K. Feasibility study on combination chemotherapy using nogitecan
hydrochloride (Topotecan) and cisplatin for metastatic, persistent, or recurrent
patients with uterine cervical cancer. Int J Clin Oncol 21: 969-974, 2016.
7) Oishi S, Kudaka W, Toita T, Ariga T, Nakamoto T, Wakayama A, Nagai Y, Kaneshima I,
Nishihira K, Aoki Y. Prognostic factors and treatment outcome for patients with stage
IVB cervical cancer. Anticancer Res 36: 3471-3476, 2016.

Case Report
1) Matsumoto H, Nakanishi T, Aoyama H, Saio M, Kudaka W, Aoki Y, Teshima S, Kato S. Combined
benign Brenner tumor and clear cell adenocarcinoma of the ovary. Pathol Int 66; 47-49:
2016.
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2) Yara N, Masamoto H, Iraha Y, Wakayama A, Chinen Y, Nitta H, Kinjo T, Aoki Y. Diffuse
cavernous hemangioma of the uterus in a pregnant woman with Klippel–Trénaunay syndrome.
Case

Rep

Obstet

Gynecol

2016;

Article

ID

4328450:

5

http://dx.doi.org/10.1155/2016/4328450
3) Kudaka W, Inafuku H, Iraha Y, Nakamoto T, Taira Y, Taira R, Kamiya H, Tsubakimoto M,
Totsuka Y, Kuniyoshi Y, Tamaki T, Aoyama H, Saio M, Yoshimi N, Aoki Y. Low-grade
endometrial stromal sarcoma with intravenous and intracardiac extension: a
multidisciplinary approach. Case Rep Obstet Gynecol 2016;2016:3467849. doi:
10.1155/2016/3467849.
4) Chinen Y, Kinjo T, Nitta H, Kinjo Y, Masamoto H, Aoki Y. A case of vaginal stillbirth
in the presence of placenta previa at 33 weeks of gestation. Case Rep Obstet Gynecol
2016;2016:9872561, doi;10.1155/2016/9872561.

Proceedings

和文
原著論文
1) 小崎三鶴, 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. 沖縄産婦誌 38: 17-21, 2016.
2) 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. 沖縄産婦誌 38:
33-38, 2016.
3) 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— 沖縄産婦誌 38:
69-73, 2016.
4) 仲宗根忠栄, 屋宜久子, 下地裕子, 小崎三鶴, 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：広汎子宮全摘術を施行した子宮頸癌症例の臨床病理学的検討.
沖縄産婦誌 38: 75-79, 2016.
5) 金城淑乃, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 長井裕, 橋本成司, 有
賀拓郎, 平安名常一, 戸板孝文, 青木陽一：進行子宮頸部扁平上皮癌に対する同時化学放射
線療法の臨床的検討 -CDDP の投与方法（Tri-weekly と Weekly）を比較して- 沖縄産婦
誌 38: 81-87, 2016.
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6) 仲本朋子, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 新垣精久,若山明彦, 久高亘, 長井裕, 青木陽一：平滑
筋肉腫の臨床的検討. 沖縄産婦誌 38: 89-93, 2016.
7) 若山明彦, 屋宜久子, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 新垣精久, 仲本朋子,久高亘, 長井裕, 里見
雄次, 青木陽一：当院における外来化学療法の現況. 沖縄産婦誌 38: 101-106, 2016.

症例報告
1) 金城唯, 金城忠嗣, 新田迅, 知念行子, 正本仁, 青木陽一：腹腔内嚢胞と羊水過少症を示し
た人魚体. 沖縄産婦誌 38: 109-113, 2016.
2) 馬場征一, 藤原里紗, 鎌田麻由美, 平良祐介, 大村更紗, 中上弘茂：離島の分娩施設におい
て分娩後羊水塞栓症を発症し, 救命し得た一例. 沖縄産婦誌 38: 115-121, 2016.
3) 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：離島病院において分娩
時に新鮮全血輸血を要した 2 症例の検討. 沖縄産婦誌 38: 123-127, 2016.
4) 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, 又𠮷隆：腹痛を契機に
発見された OHVIRA 症候群の１例. 沖縄産婦誌 38: 135-138, 2016.
5) 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：子宮留血症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. 沖縄
産婦誌 38: 139-144, 2016.
6) 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：子宮に巨大な嚢胞を形成した endosalpingiosis の１例. 沖縄産婦誌 38: 165-169,
2016.
7) 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. 沖縄産婦誌 38: 171-175, 2016

学会発表
国際学会

1) Nakamoto T, Nakasone T, Kinjyo Y, Arakaki Y, Wakayama A, Kudaka W, Nagai Y, Aoki Y.
Clinical outcome of CIN3 after cervical conization with positive surgical margins The
68th Congress of Japan Society of Obsterrics and Gynecology Tokyo Apr.21-24, 2016.

2) Kinjo Y, Kinjo T, Nitta H, Chinen Y, Masamoto H, Aoki Y. Sirenomelia associated with
an abdominal cyst and a single umbilical artery. The 68th Congress of Japan Society
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of Obsterrics and Gynecology Tokyo Apr.21-24, 2016.

3) Takekuma M, Mori K, Iida S, Horie K, Saito M, Tokunaga H, Kawana K, Ikeda M, Sato T, Saito
T, Miyagi E, Nagai Y, Furusawa A, Kawano Y, Nishio S, Tabata T, Ota Y, Hayase R, Mikami
M, Sugiyama T. Applicability of the concept of ‘platinum sensitivity’ to recurrent
cervical cancer: The JGOG1076S study. ASCO 2016 Chicago, USA.

4) Kagabu M, Hasegawa K, Mizuno M, Oda K, Aoki D, Mabuchi S, Kamiura S, Yamaguchi S, Aoki
Y, Saito T, Yunokawa M, Takehara K, Okamoto A, Ochiai K, Kimura T. Phase II trial of
perifosine monotherapy in patients (pts) with metastatic or recurrent ovarian,
endometrial, and cervical cancer (OC, EC, and CC) with or without PIK3CA mutations.
The 16th biennial meeting of the International Gynecological Cancer Sosiety. 2016
Lisbon, Portugal Oct. 29-31.

5) Kudaka W, Nakasone T, Arakaki Y, Nakamoto T, Wakayama A, Kinjyo Y, Taira Y, Nagai Y,
Kaneshima I, Nishihira K, Aoki Y. Adjuvant docetaxel and carboplatin chemotherapy for
patients with high-intermediate and high-risk endometrial cancer. The 16th biennial
meeting of the International Gynecological Cancer Sosiety. 2016 Lisbon, Portugal Oct.
29-31.

6) Wakayama A, Nakamoto T, Miyagi M, Kinjyo Y, Arakaki Y, Taira Y, Kudaka W, Nagai Y,
Aoki Y. Clinicopathological study of lymphovascular invasion analyzed with D2-40
staining and Victoria blue-HE double staining in endometrial cancer. The 16th biennial
meeting of the International Gynecological Cancer Sosiety. 2016 Lisbon, Portugal Oct.
29-31.

国内学会・研究会
1) 銘苅桂子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 知念行子, 正本仁, 青木陽一 子宮内膜症
が周産期予後に与える影響〜子宮内膜症合併妊娠はハイリスク妊娠か〜 第 37 回日本エン
ドメトリオーシス学会 熊本 平成 28 年 1 月 23 日, 24 日
2) 青木陽一 琉球大学における子宮頸癌治療戦略 福岡大学講演会 福岡
日
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平成 28 年 1 月 29

3) 金城忠嗣 帝王切開で子宮切開創をマーキングすることで子宮筋層の菲薄化を防ぐ

沖縄

県産婦人科学術講演会 那覇 平成 28 年 2 月 5 日
4) 知念行子, 正本仁, 屋良奈七, 比村美代子, 仲本朋子, 新田迅, 金城忠嗣, 長井裕, 青木
陽一 Cellular pseudosarcomatous fibroepithelial stromal polyp (FSP)合併妊娠の一例
第 42 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 3 月 19 日
5) 宮城真帆, 銘苅桂子, 平敷千晶, 赤嶺こずえ, 大石杉子, 青木陽一 当科で経験した頸管
妊娠例の検討 第 42 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 3 月 19 日
6) 屋宜久子, 長井裕, 下地裕子, 金城唯, 小崎三鶴, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 金城淑乃, 仲
本朋子, 若山明彦, 安座間喜明, 有賀拓郎, 久高亘, 平安名常一, 戸板孝文, 青木陽一
CCRT 前に Transcatheter Arterial Chemoembolization(TACE)を施行し著明に縮小しえた子
宮頸癌の一例 第 42 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 3 月 19 日
7) 金城唯, 久高亘, 小崎三鶴, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 金城淑乃, 仲本朋子, 若
山明彦, 長井裕, 青木陽一 当科における子宮体下部癌の臨床病理学的検討 第 42 回沖縄
産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 3 月 19 日
8) 赤嶺こずえ, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 大石杉子, 宮城真帆, 新田迅, 知念行子,
金城忠嗣, 平敷千晶, 正本仁, 青木陽一 不良胚移植後妊娠の周産期予後 第 42 回沖縄産
科婦人科学会 南風原 平成 28 年 3 月 19 日
9) 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
排卵によるキャンセルのリスクが高い Poor responder に対し小卵胞径で採卵決定すること
の有用性について 第 42 回沖縄産科婦人科学会 南風原

平成 28 年 3 月 19 日

10) 大石杉子, 銘苅桂子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 宜保敬也, 長田千夏, 青木陽一
当院における凍結融解胚移植(FET)の黄体補充についての検討 〜経腟投与と経口投与の治
療成績の比較〜 第 42 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 3 月 19 日
11) 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一 排卵によ
るキャンセルのリスクが高い Poor responder に対し小卵胞径で採卵決定することの有用性
について 第 73 回九州·沖縄生殖医学会 福岡 平成 28 年 4 月 10 日
12) 赤嶺こずえ, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 大石杉子, 宮城真帆, 金城忠嗣, 平敷千晶,
正本仁, 青木陽一 不良胚移植後妊娠の周産期予後 第 73 回九州·沖縄生殖医学会 福岡
平成 28 年 4 月 10 日
13) 大石杉子, 銘苅桂子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 宜保敬也, 長田千夏, 青木陽一
当院における凍結融解胚移植(FET)の黄体補充についての検討 〜経腟投与と経口投与の治
療成績の比較〜 第 73 回九州·沖縄生殖医学会 福岡 平成 28 年 4 月 10 日

5

14) 知念行子, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一, 要匡, 知念安紹 First trimester で
Fetal cystic hygroma を 3 回繰り返した一例 第 40 回日本遺伝カウンセリング学会 京都
平成 28 年 4 月 3 日〜6 日
15) 花城南都子, 土屋奈々恵, 伊良波裕子, 岡田真広, 村山貞之, 新垣精久, 青木陽一 子宮
海綿状血管腫の 1 例 第 75 回日本医学放射線学会 横浜 平成 28 年 4 月 14 日〜17 日
16) 宮城真帆, 銘苅桂子, 小崎三鶴, 赤嶺こずえ, 青木陽一

当科において不妊症例に施行し

た子宮筋腫核出術後の妊娠·分娩転帰 第 68 回日本産科婦人科学会

東京 平成 28 年 4 月

21 日〜24 日
17) 赤嶺こずえ, 銘苅桂子, 大石杉子, 宮城真帆, 新田迅, 知念行子, 金城忠嗣, 平敷千晶,
正本仁, 青木陽一 不良胚移植後妊娠の周産期予後 第 68 回日本産科婦人科学会

東京

平成 28 年 4 月 21 日〜24 日
18) 銘苅桂子, 大石杉子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一
子宮動静脈奇形に対する待機療法の可能性について 第 68 回日本産科婦人科学会

東京

平成 28 年 4 月 21 日〜24 日
19) 若山明彦, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 新垣精久, 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 68 回日本産科婦人科学会
東京 平成 28 年 4 月 21 日〜24 日
20) 新垣精久, 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 10
年後に粘液性卵巣癌を認めた卵巣粘液性境界悪性腫瘍の 1 例 第 68 回日本産科婦人科学会
東京 平成 28 年 4 月 21 日〜24 日
21) 小崎三鶴, 新田迅, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一

MRI で特徴的な所見を呈した

胎児先天性気管支閉塞症の 2 症例 第 68 回日本産科婦人科学会

東京 平成 28 年 4 月 21

日〜24 日
22) 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
における早産発生と子宮頸管顆粒球 elastase 値, 組織学的絨毛羊膜炎との関連について
第 68 回日本産科婦人科学会 東京 平成 28 年 4 月 21 日〜24 日
23) 金城淑乃, 長井裕, 新垣精久, 仲宗根忠栄, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 青木陽一 進
行子宮頸癌に対する Weekly と Tri-weekly CDDP による同時化学放射線療法の有用性に関す
る臨床的検討 第 68 回日本産科婦人科学会 東京 平成 28 年 4 月 21 日〜24 日
24) 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 子
宮頸癌に対する広汎子宮全摘術症例の臨床病理学的検討
京

平成 28 年 4 月 21 日〜24 日
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第 68 回日本産科婦人科学会 東

25) 久高亘, 屋宜久子, 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 当科における子宮頸部腺癌 III, IV 期の治療戦略 第 68 回日本産科婦人科学会
東京 平成 28 年 4 月 21 日〜24 日
26) 長井裕, 久高亘, 仲本朋子, 若山明彦, 新垣精久, 金城淑乃, 仲宗根忠栄, 青木陽一 卵
巣明細胞腺癌に対する術後全腹部照射の長期予後に関する検討 主に術後 TC 療法と比較し
て

第 68 回日本産科婦人科学会 東京 平成 28 年 4 月 21 日〜24 日

27) 新田迅, 宮城真帆, 金城唯, 屋良奈七, 比村美代子, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木
陽一 双胎経腟分娩後の羊水塞栓症 心停止に陥ったが後遺症なく救命し得た症例

第 73

回九州連合産科婦人科学会 長崎 平成 28 年 5 月 21 日, 22 日
28) 下地裕子, 金城唯, 小崎三鶴, 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 高度肥満を有した子宮体癌症例における周術期合併症と予後
の検討 第 73 回九州連合産科婦人科学会 長崎 平成 28 年 5 月 21 日, 22 日
29) 新田迅, 宮城真帆, 金城唯, 屋良奈七, 比村美代子, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木
陽一 双胎経腟分娩後の羊水塞栓症 心停止に陥ったが後遺症なく救命し得た症例 第 121
回沖縄県医師会学会 南風原 平成 28 年 6 月 12 日
30) 下地裕子, 金城唯, 小崎三鶴, 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 原発巣が女性生殖器以外であった転移性卵巣癌の臨床的検討
第 121 回沖縄県医師会学会 南風原 平成 28 年 6 月 12 日
31) 久高亘, 金城唯, 小崎三鶴, 下地裕子, 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 当科における子宮体下部癌の臨床病理学的検討 第 58 回日本
婦人科腫瘍学会 米子 平成 28 年 7 月 8 日〜10 日
32) 若山明彦, 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
院における子宮頸癌放射線後に発症した 2 次癌と考えられる子宮体部腫瘍の検討

第 58 回

日本婦人科腫瘍学会 米子 平成 28 年 7 月 8 日〜10 日
33) 仲宗根忠栄, 長井裕, 下地裕子, 金城淑乃, 新垣精久, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 青
木陽一 子宮頸癌に対して放射線化学療法後の局所遺残例に対する補助的子宮摘出術の検
討 第 58 回日本婦人科腫瘍学会 米子 平成 28 年 7 月 8 日〜10 日
34) 水野美香, 竹島信宏, 青木陽一，櫻井学，西川忠曉，上田英典，田嶋幸聖，杉山徹 日本人
の進行·再発子宮頸癌患者に対する bevacizumab 併用化学療法の第 II 相試験（JO29569）第
58 回日本婦人科腫瘍学会 米子 平成 28 年 7 月 8 日〜10 日
35) 近藤英司, 青木大輔, 板持広明, 青木陽一, 竹島信宏, 南部静洋, 落合和德 トポテカン
はどのように使われるべきか？ ～国内治験での経験を踏まえて～ 第 58 回日本婦人科腫
瘍学会 米子 平成 28 年 7 月 8 日〜10 日
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36) 屋宜久子, 金城淑乃, 知念行子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 出生前に胎児気管支原性
嚢胞が疑われ出生後に消化管重複症と診断された 1 例 第 52 回日本周産期·新生児医学会
富山 平成 28 年 7 月 16 日〜18 日
37) 金城忠嗣, 知念行子, 比村美代子, 正本仁, 青木陽一, 屋宜久子 帝王切開時に予定切開
創をマーキングすることで子宮筋層の菲薄化を防ぐ 第 52 回日本周産期·新生児医学会
富山 平成 28 年 7 月 16 日〜18 日
38) 久高亘, 青木陽一 子宮頸癌 IVB 期·再発症例に対するアバスチン投与について アバスチ
ン婦人科癌適正使用カンファランス 那覇 平成 28 年 8 月 5 日
39) 銘苅桂子, 下地裕子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一 パネルディスカッシ
ョン「内視鏡女性医師セッション Gynecological Endoscopy of the women, by the women,
for the women」地方大学で育児をしながら内視鏡技術認定医をとるということ 第 56 回日
本産科婦人科内視鏡学会 長崎 平成 28 年 9 月 1 日〜3 日
40) 銘苅桂子. 下地裕子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 ミ
ニワークショップ 2「安全な婦人科内視鏡手術施行のための術前評価」 当科における子宮
体部肉腫と子宮筋腫の術前診断精度 第 56 回日本産科婦人科内視鏡学会 長崎 平成 28 年
9 月 1 日〜3 日
41) 下地裕子, 銘苅桂子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 久高亘, 青木陽一 小児の横紋
筋肉腫に対して腹腔鏡下に卵巣移動術を施行した一例 第 56 回日本産科婦人科内視鏡学会
長崎

平成 28 年 9 月 1 日〜3 日

42) 大石杉子, 銘苅桂子, 下地裕子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一 当院における帝王切
開瘢痕部妊娠 13 例の治療経験 第 56 回日本産科婦人科内視鏡学会 長崎 平成 28 年 9 月
1 日〜3 日
43) 比村美代子, 本村朱里, 屋良奈七, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 当科における
胎盤遺残·胎盤ポリープ症例の検討 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 9 月
11 日
44) 本村朱里, 屋良奈七, 比村美代子, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木 陽一, 呉屋英樹, 飯
田展弘, 吉田朝秀 抗精神薬服用妊婦から出生した新生児の薬物離脱症候群についての検
討 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 9 月 11 日
45) 上田江里子, 木全奈津子, 小﨑三鶴, 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 当科における高齢婦人科悪性腫瘍患者に対する治療の現
状と問題点 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 9 月 11 日
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46) 仲宗根忠栄, 木全奈津子, 上田江里子, 小﨑三鶴, 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 MRI の拡散強調画像,ADC 値を用いた卵巣境界悪性腫瘍/
悪性腫瘍の鑑別 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 9 月 11 日
47) 小﨑三鶴, 木全奈津子, 上田江里子, 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 同時化学放射線療法後の子宮頸癌遺残/再発例における
化学療法の効果と安全性 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 9 月 11 日
48) 木全奈津子, 上田江里子, 小崎三鶴, 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 子宮体癌におけるリンパ節転移の術前予測に関する検
討 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 9 月 11 日
49) 下地裕子, 銘苅桂子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一 小児の横紋筋肉腫に
対して腹腔鏡下に卵巣移動術を施行した一例 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原

平成

28 年 9 月 11 日
50) 平敷千晶, 銘苅桂子, 下地裕子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 青木 陽一 体外受精における採
卵決定時の卵胞径が治療成績に及ぼす影響 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28
年 9 月 11 日
51) 銘苅桂子, 下地裕子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一 沖縄県におけるがん
と生殖医療連携の問題点と今後の展望 第 43 回沖縄産科婦人科学会 南風原 平成 28 年 9
月 11 日
52) 伊差川サヤカ, 潮平英郎, 外間惟夫, 新田迅, 吉田朝秀, 正本仁, 青木陽一, 中村克徳
酢酸亜鉛服用中 Wilson 病患者の血中·母乳中亜鉛濃度測定 第 26 回日本医療薬学会 京都
平成 28 年 9 月 17〜19 日
53) 青木陽一 琉球大学における子宮頸癌治療戦略 道南産婦人科医会講演会 函館 平成 28
年 10 月 14 日
54) 久高亘, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 平良祐介, 仲本朋子, 若山明彦, 長井裕, 青木陽一 同
時化学放射線療法後の進行子宮頸部腺癌の予後について

第 54 回日本癌治療学会

横浜

平成 28 年 10 月 20 日〜22 日
55) 金城淑乃, 平良祐介, 仲宗根忠栄, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 当
科で経験した子宮体部原発扁平上皮癌 4 例の検討 第 54 回日本癌治療学会 横浜 平成 28
年 10 月 20 日〜22 日
56) 平良祐介, 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 特殊
組織型子宮体癌(類内膜腺癌 G3, 漿液性腺癌, 明細胞腺癌, 粘液性腺癌)の臨床検討 第 54
回日本癌治療学会 横浜 平成 28 年 10 月 20 日〜22 日
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57) 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 ワ
ークショップ 子宮頸がんの放射線療法·化学療法 子宮頸癌総腸骨節/傍大動脈節腫大例
に対する induction chemotherapy+CCRT の治療成績 第 54 回日本癌治療学会 横浜 平成
28 年 10 月 20 日〜22 日
58) 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 下地裕子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
排卵によるキャンセルのリスクが高い Poor responder に対し小卵胞径で採卵決定すること
の有用性について 第 61 回日本生殖医学会 横浜 平成 28 年 11 月 3 日, 4 日
59) 大石杉子, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 下地裕子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
当院におけるプロゲステロン腟錠を使用した凍結融解胚移植（FET）の検討 第 61 回日本生
殖医学会 横浜 平成 28 年 11 月 3 日, 4 日
60) 下地裕子, 銘苅桂子, 下地裕子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 浜田聡, 久高亘, 青
木陽一 小児の横紋筋肉腫に対して, 腹腔鏡下に卵巣移動術を施行した一例 第 61 回日本
生殖医学会 横浜 平成 28 年 11 月 3 日, 4 日
61) 宜保敬也, 銘苅桂子, 長田千夏, 下地裕子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
当院における無精子症患者の TESE および IVF 成績の検討 第 61 回日本生殖医学会 横浜
平成 28 年 11 月 3 日, 4 日
62) 長田千夏, 銘苅桂子, 宜保敬也, 下地裕子, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 平敷千晶, 青木陽一
当院における IVF-ET 出生児の性比に関する検討 第 61 回日本生殖医学会 横浜 平成 28
年 11 月 3 日, 4 日
63) 仲宗根忠栄, 長井裕, 上田江里子, 金城淑乃, 平良祐介, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘,
青木陽一 感染性心内膜炎を合併した臨床的絨毛癌の 1 例 第 34 回日本絨毛性疾患研究
会・第 24 回日本胎盤学会 和歌山 平成 28 年 11 月 25 日, 26 日
64) 長井裕, 仲本朋子, 若山明彦, 久高亘, 青木陽一 ワークショップ 難治性絨毛癌の克服
を目指して〜treatment filure 症例から学ぶ〜 化学療法抵抗性再発絨毛癌に対する集学
的治療の経験 第 34 回日本絨毛性疾患研究会・第 24 回日本胎盤学会 和歌山 平成 28 年
11 月 25 日, 26 日
65) 下地裕子, 塚本知紗子, 仲宗根忠栄, 金城淑乃, 平良祐介, 若山明彦, 久高亘, 長井裕,
青木陽一 多発リンパ節転移をきたしていた子宮頸部微小浸潤癌の一例 第 122 回沖縄県
医師会学会 南風原 平成 28 年 12 月 11 日
66) 仲宗根忠栄, 小崎三鶴, 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 感染性心内膜炎を合併した臨床的絨毛癌の 1 例 第 122 回沖縄県医師会学会 南風
原 平成 28 年 12 月 11 日
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67) 屋良奈七, 木全奈津子, 金城唯, 比村美代子, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 超
音波で水腎と, 血尿を示さなかった尿路結石 第 122 回沖縄県医師会学会 南風原 平成
28 年 12 月 11 日
68) 知念行子, 知念安紹, 坂本修, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 出生前診断を行った糖原病
Ib 型の一例 第 2 回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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