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平成３１年・令和元年（2019 年）
論文
英文

Original Article
1) Arakaki Y, Nakasone T, Kinjyo Y, Shimoji Y, Taira Y, Nakamoto T, Wakayama A, Ooyama T,
Kudaka W, Aoki Y. Surgical site infection in patients with endometrial cancer undergoing
surgery. Eur J Gynaecol Oncol 40; 599-602: 2019. doi: 10.12892/ejgo4501.2019
2) Matsumoto K, Yaegashi N, Iwata T, Yamamoto K, Aoki Y, Okadome M, Ushijima K, Kamiura S,
Takehara K, Horie K, Tasaka N, Sonoda K, Takei Y, Aoki Y, Konnai K, Katabuchi H, Nakamura
K, Ishikawa M, Watari H, Yoshida H, Matsumura N, Nakai H, Shigeta S, Takahashi F, Noda K,
Yoshikawa H for MINT Study Group. Reduction in HPV16 and HPV18 prevalence among
young women with low- and high-grade cervical lesions following the Japanese HPV
vaccination program: 6-year analysis of the MINT study. Cancer Sci Oct 9. doi:
10.1111/cas.14212.
3) Yamamoto M, Yoshida Y, Itani Y, Sato S Futagami M, Sakai H, Kajiyama H, Fujimura M, Aoki
Y. How do Japanese Gynecologic Oncologists choose treatment for older gynecological cancer
patients?: A Japan Clinical Oncology Group survey of gynecologic oncologist. Int J Clin Oncol
2019 Nov 14; https://doi.org/10.1007/s10147-019-01574-z
4) Toguchi M, Iraha Y, Ito J, Makino W, Azama K, Heianna J, Ganaha F, Aoki Y, Murayama S.
Uterine artery embolization for postpartum and postabortion haemorrhage: a retrospective
analysis of complications, subsequent fertility, and pregnancy outcomes. Jpn J Radiol 2019 Dec
6. doi: 10.1007/s11604-019-00907-2.
5) Sugimoto J, Schust DJ, Kinjo T, Aoki Y, Jinno Y, Kudo Y. Suppressyn localization and
dynamic expression patterns in primary human tissues support a physiologic role in human
placentation. Sci Rep 2019 Dec 20; 9 (1): 19502. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55933-x

Case Report
1) Miyagi M, Kinjo T, Mekaru K, Nitta H, Masamoto H, Aoki Y. Massive subchorionic
thrombohematoma (Breus’ mole) associated with fetal growth restriction, oligohydramnios, and
intrauterine fetal death. Case Rep Obstet Gynecol Volume 2019, Article ID 9510936, 3 pages
https://doi.org/10.1155/2019/9510936 Published 30 April 2019
2) Kinjo T, Mekaru K, Nakada M, Nitta H, Masamoto H, Aoki Y. A case of Cornelia de Lange
syndrome: Difficulty in prenatal diagnosis. Case Rep Obstet Gynecol Volume 2019, Article ID
4530491, 3 pages https://doi.org/10.1155/2019/4530491 Published 13 May 2019

2

3) Nakasone T, Nakamoto T, Shimoji Y, Taira Y, Aoki Y. Direct evidence for efficacy of GnRH
agonist in recurrent steroid cell tumor-not otherwise specified. Gynecol Oncol Rep 29; 73-75:
2019 https://doi.org/10.1016/j.gore.2019.07.006
4) Taira Y, Aoki Y. Tube-ovarian abscess caused by Rothia aeria. BMJ Case Rep
2019;12:e229017. doi:10.1136/bcr-2018-229017.
5) Ohki Y, Yamada H, Taira Y, Kudaka W, Aoki Y. Hemothorax due to massive bleeding from the
lung metastatic mole induced by methotrexate. Gynecol Oncol Rep 2019; 30 (2019) 100517.
https://doi.org/10.1016/j.gore.2019.100517.
6) Miyagi M, Mekaru K, Oishi S, Urasoe C, Akamine K, Aoki Y. Silicone plate for prevention of
postoperative adhesions in patients with Asherman syndrome. Case Rep Obstet Gynecol 2019;
Article ID 5420837, 4 pages https://doi.org/10.1155/2019/5420837.

和文
原著論文

1)

金城唯, 金城忠嗣, 大木悠司, 山田久子, 屋良奈七, 平良祐介, 浦添千晶, 新田迅, 久高
亘, 正本仁, 青木陽一 先天異常児分娩例における産後うつ病自己評価の検討.

沖縄産

科婦人科学会誌 2019 Mar; 41: 29-34.
2)

大石杉子、銘苅桂子、宮城真帆、赤嶺こずえ

平敷千晶

青木陽一

大量出血を伴う卵管

妊娠に対し腹腔鏡下手術を行った 4 例 沖縄産科婦人科学会誌 2019 Mar; 41: 35-42.
3)

大山拓真, 屋宜久子, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 平良祐介, 仲村理恵, 仲本朋子,
浦添千晶, 久高亘, 青木陽一

子宮頸癌の局所再発・遺残症例に対する動注化学塞栓療法

の検討 沖縄産科婦人科学会誌 2019 Mar; 41: 73-78.
4)

仲本朋子, 山田久子, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 平良祐介, 新垣精久, 仲村理恵, 大山拓真,
浦添千晶, 久高亘, 青木陽一

子宮体癌

腟再発症例の検討

沖縄産科婦人科学会誌

2019 Mar; 41: 79-85.
5)

大石杉子, 金城唯, 池宮城梢, 當間敬, 新垣京子, 渡嘉敷みどり 当科における胎盤ポリ
ープ症例の検討. 沖縄産科婦人科学会誌 2019 Mar; 41: 35-42.

症例報告

1) 屋良奈七, 金城忠嗣, 大木悠司, 金城唯, 新田迅, 正本仁, 青木陽一

出生前に前置血管

を診断し帝王切開を施行した 1 例 沖縄産科婦人科学会誌 2019 Mar; 41: 97-100.
2) 金城唯, 金城忠嗣, 大木悠司,山田久子, 屋良奈七, 平良祐介, 浦添千晶, 新田迅,久高亘,

3

正本仁, 青木陽一

帝王切開 3 年後の腟仮性動脈瘤

沖縄産科婦人科学会誌

2019 Mar;

41: 105-110.
3) 金城忠嗣, 仲田みゆき, 金嶺ちひろ, 新田迅, 正本仁, 青木陽一

両上肢の形成不全と子

宮内胎児発育不全を示し, 典型的な症状であったが出生前の診断が困難であった Cornelia
de Lange 症候群の 1 例 産婦実際 2019; 68: 233-237.

学会発表
国際学会

1) Tomoko Nakamoto Clinical outcomes of isolated vaginal recurrences of endometrial cancer.
71st Annual Congress of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology.Nagoya, Japan. April
12-14, 2019.
2) Yui Kinjo Vaginal artery pseudoaneurysm three years after cesarean section:A case report. 771st
Annual Congress of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology.Nagoya, Japan. April 12-14,
2019.
3) Toita T, Kusada T, Ariga T, Kudaka W, Maemoto H, Makino W, Ishikawa K, Heianna J, Nagai Y,
Aoki Y, Murayama S. Definitive radiotherapy with low cumulative doses for uterine cervical
cancer: A Japanese prospective study. European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
2019 Congress, Athens, Greece.November 2-5, 2019.
4) Taira Y, Shimoji Y, Nakasone T, Arakaki Y, Nakamoto T, Ooyama T, Kudaka W, Keneshima I,
Nishihira K, Aoki Y. Usefulness of separately evaluating lymphatic and venous vessel invasion
in cervical adenocarcinoma. European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) 2019
Congress, Athens, Greece.November 2-5, 2019.
5) Arakaki Y, Shimoji Y, Nakasone T, Taira Y, Nakamoto T, Ooyama T, Kudaka W, Aoki Y.
Sarcopenia is really prognostic factor of outcome in patients with cervical cancer with
concurrent chemoradiotherapy? European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) 2019
Congress, Athens, Greece.November 2-5, 2019.
6) Nakasone T, Shimoji Y, Arakaki Y, Yusuke T, Nakamoto T, Ooyama T, Kudaka W, Aoki Y. The
efficacy of hysterectomy for local remnant or recurrent cervical cancer after radical radiotherapy.
European

Society

of

Gynaecological

Oncology

(ESGO)

2019

Congress,

Athens,

Greece.November 2-5, 2019.
7) Mekaru K, Oishi D, Miyagi M, Aoki Y. FERTILITY PRESERVATION IN PATIENTS WITH
BREAST CANCER
The 6th World Congress of the International Society for Fertility Preservation (ISFP) New
York, NY, November 14–16, 2019.
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国内学会
1)

赤嶺こずえ. 当科における腹腔鏡下手術での癒着防止材の使用経験 沖縄産婦人科手術手
技セミナー2019 那覇 平成 31 年 2 月 1 日

2)

久高亘 当科における開腹手術下でのアドスプレー使用経験

沖縄産婦人科手術手技セミ

ナー2019 那覇 平成 31 年 2 月 1 日
3)

金城忠嗣, 金城唯, 屋良奈七, 新田迅, 正本仁, 青木陽一 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げるか

第 41 回日本産婦人科手術学会

東京

青木陽一 琉球大学の子宮頸癌治療戦略 第 140 回鹿児島産科婦人科学会 鹿児島

平成

平成 31 年 2 月 2 日〜3 日
4)

31 年 2 月 16 日
5)

久高亘 卵巣癌の分子標的療法 HBOC Scientific Exchange Seminar 2019 in Okinawa 那
覇平成 31 年 3 月 8 日

6)

銘苅桂子 更年期における女性ホルモン 平成 30 年度「女性の健康週間」市民公開講座
女性の健康最前線 人生 100 年時代に知っておくべきこと 那覇 平成 31 年 3 月 9 日

7)

銘苅桂子 子宮内膜症合併妊娠はハイリスクか？ 子宮内膜症サミット ～DIE/子宮腺筋
症術後妊娠からラパロの限界を考える～ 那覇 平成 31 年 3 月 16 日〜17 日

8)

大石杉子, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 青木陽一 子宮頸部
に発生した嚢胞性子宮腺筋症の一例

子宮内膜症サミット

～DIE/子宮腺筋症術後妊娠

からラパロの限界を考える～ 那覇 平成 31 年 3 月 16 日〜17 日
9)

大山拓真, 金嶺ちひろ, 下地裕子, 平良祐介, 新垣精久, 若山明彦, 久高亘, 青木陽一
稀少部位子宮内膜症悪性転化の 1 例

子宮内膜症サミット ～DIE/子宮腺筋症術後妊娠か

らラパロの限界を考える～ 那覇 平成 31 年 3 月 16 日〜17 日
10) 浦添千晶, 銘苅桂子, 大石杉子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 青木陽一 間質部妊娠に対する
腹腔鏡下術後に短期間で自然妊娠成立し分娩に至った一例

第 15 回九州産婦人科内視鏡

手術研究会 福岡 平成 31 年 4 月 6 日
11) 下地裕子, 銘苅桂子, 大石杉子, 赤嶺こずえ. 浦添千晶, 青木陽一 帝王切開瘢痕部症候
群に対して腹腔鏡下瘢痕部修復を行った一例
福岡

第 15 回九州産婦人科内視鏡手術研究会

平成 31 年 4 月 6 日

12) 大石杉子, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 青木陽一 子宮頸部
に発生した嚢胞性子宮腺筋症の一例

第 15 回九州産婦人科内視鏡手術研究会

福岡

平

成 31 年 4 月 6 日
13) 赤嶺こずえ, 宜保敬也, 長田千夏, 大石杉子, 宮城真帆, 銘苅桂子, 青木陽一 小児がん
患者に対する妊孕性温存療法として卵巣凍結を施行した一例 第 76 回九州・沖縄生殖医学
会

福岡 平成 31 年 4 月 7 日

14) 大石杉子, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 青木陽一 乳がん症
例に対しアロマターゼ阻害薬併用調節卵巣刺激を施行し卵巣過剰刺激症候群を発症した多
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嚢胞性卵巣症候群の 2 例 第 76 回九州・沖縄生殖医学会 福岡 平成 31 年 4 月 7 日
15) 宜保敬也, 銘苅桂子, 長田千夏, 大石杉子, 宮城真帆, 浦添千晶, 赤嶺こずえ, 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について

第 76 回九州・沖縄

生殖医学会 福岡 平成 31 年 4 月 7 日
16) 浦添千晶, 銘苅桂子, 宜保敬也, 長田千夏, 大石杉子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 青木陽一
完全型アンドロゲン不応症 (Complete Androgen Insensitivity Syndrome) に Gartner 嚢
胞を合併した一例 第 76 回九州・沖縄生殖医学会 福岡

平成 31 年 4 月 7 日

17) 大石杉子, 銘苅桂子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 青木陽一 体外受精後妊娠と後期流産の関
連について 第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋 平成 31 年 4 月 12 日〜14 日
18) 大山拓真, 屋宜久子, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 平良祐介, 仲村理恵, 仲本朋子,
浦添千晶, 久高亘, 青木陽一 局所遺残，再発子宮頸癌に対する動注化学塞栓療法の検討
第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋 平成 31 年 4 月 12 日〜14 日
19) 仲宗根忠栄, 山田久子, 下地裕子, 平良祐介, 新垣精久, 仲村理恵, 仲本朋子, 浦添千晶,
久高亘, 青木陽一 子宮頸癌に対して根治的放射線治療後の局所遺残，再発例に対する子
宮摘出術の検討

第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋 平成 31 年 4 月 12 日〜14 日

20) 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, 青木陽一
清 AMH に影響するのか?

肥満は血

第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋 平成 31 年 4 月 12 日〜

14 日
21) 銘苅桂子, 大石杉子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 金城忠嗣, 久高亘, 正本仁, 青木陽一

当

科における子宮頸癌合併妊娠の管理と予後・妊孕性温存についての検討 第 71 回日本産科
婦人科学会 名古屋 平成 31 年 4 月 12 日〜14 日
22) 平良祐介, 屋宜久子, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 仲村理恵, 仲本朋子, 浦添千晶,
久高亘, 青木陽一

子宮頸部腺癌におけるリンパ管侵襲および静脈侵襲と再発様式や予後

との関連について 第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋 平成 31 年 4 月 12 日〜14 日
23) 大木悠司, 正本仁, 金曜唯, 屋良奈七, 新田迅, 金城忠嗣, 青木陽一 先天異常児分娩例
におけるエジンバラ産後うつ病自己評価の検討

第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋

平成 31 年 4 月 12 日〜14 日
24) 宮城真帆, 銘苅桂子, 大木悠司, 大石杉子, 赤嶺こずえ, 青木陽一 当科の AMH 低値症
例の IVF 治療成績の検討

第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋 平成 31 年 4 月 12 日〜

14 日
25) 長井裕, 三上幹男, 武隈宗孝, 喜多川亮, 長尾昌二, 戸澤晃子, 西尾真, 小林栄仁, 生水
真紀夫, 宮城悦子, 横田治重, 笠松由佳, 青木陽一, 岩瀬春子, 山口聡, 苛原稔, 横山正
俊, 八重樫伸生, 増山寿, 竹原和宏, 中村俊昭, 青木大輔, 早瀬良二, 中村和人, 田畑
務, 上浦祥司, 岩佐尚美, 平澤猛, 杉野法広, 塩沢丹里, 小林浩, 松元隆, 森重健一
郎, 北正人, 板持広明, 菊池朗, 杉浦真弓, 藤原葉一郎, 徳山治, 大石徹郎, 小林裕
明, 渡利英道, 水野美香, 吉田好雄, 村上文洋, 高橋慶行, 横井猛, 楢原久司, 小寺宏
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平, 横山良仁, 沖明典, 中西慶喜, 水之江知哉, 杉山徹 子宮頸部腺癌に対する同時化学
放射線療法に関する多施設共同調査研究 第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋 平成 31
年 4 月 12 日〜14 日
26) 二神真行, 飯野香理, ルイズ横田奈朋, 徳永英樹, 戸澤晃子, 横山良仁, 鈴木史朗, 永沢
崇幸, 藤村正樹, 吉田好雄, 青木陽一

婦人科がん死亡症例に関する詳細調査

おける化学療法継続性の可否を判断する根拠の確立を目指して

終末期に

JGOG9002S の検討結果

(第一報) 第 71 回日本産科婦人科学会 名古屋 平成 31 年 4 月 12 日〜14 日
27) 青木陽一 琉球大学の子宮頸癌治療戦略 島根産科婦人科学会 出雲 平成 31 年 4 月 21
日
28) 青木陽一 県民のための公開講座 子宮頸がんからあなたをまもる 那覇 令和元年 5 月
11 日
29) 新垣精久, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 平良祐介, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 青木陽一
子宮体癌に対する腹腔鏡下手術患者における脂肪測定での手術難易度評価

第 76 回九州

連合産科婦人科学会 福岡 令和元年 5 月 18〜19 日
30) 大山拓真, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 久高亘, 青木陽一
再発卵巣癌, 卵管癌, 腹膜癌に対するリポゾーマルドキソルビシンについての検討

第

76 回九州連合産科婦人科学会 福岡 令和元年 5 月 18〜19 日
31) 新田迅, 仲田みゆき, 山田久子, 金城忠嗣, 正本仁

出生前に茎捻転が疑われた胎児卵巣

嚢胞の 1 例 第 76 回九州連合産科婦人科学会 福岡 令和元年 5 月 18〜19 日
32) 金城淑乃, 金城唯, 新田迅, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 向精神薬, 抗てんかん薬服用
妊婦の出生児において授乳が薬物離脱症状発現に与える影響について

第 76 回九州連合

産科婦人科学会 福岡 令和元年 5 月 18〜19 日
33) 仲宗根忠栄, 下地裕子, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 青木陽一
エストロゲン産生を示した卵巣境界悪性明細胞腫瘍の 1 例

第 127 回沖縄県医師会医学会

南風原 令和元年 6 月 9 日
34) 新田迅, 仲田みゆき, 山田久子, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一, 當山真紀, 飯田展弘, 呉
屋英樹, 吉田朝秀 EXIT で救命し得た胎児巨大リンパ管腫の 1 例 第 127 回沖縄県医師会
医学会 南風原 令和元年 6 月 9 日
35) 青木陽一 琉球大学の子宮頸癌治療戦略 三重産科婦人科学会・医会生涯教育セミナー
津

令和元年 6 月 13 日

36) 久高亘, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 大山拓真, 青木陽一
ミニワークショップ 妊娠中の広汎子宮頸部摘出術

妊娠中の腹式広汎性子宮頸部摘出術

〜3 症例の経験を通して〜 第 61 回日本婦人科腫瘍学会 新潟 令和元年 7 月 4 日(木)〜
6 日(土)
37) 大山拓真, 山田久子, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 久高亘,
青木陽一 当科における子宮頸部細胞診 AGC 症例の検討 第 61 回日本婦人科腫瘍学会 新
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潟 令和元年 7 月 4 日(木)〜6 日(土)
38) 仲宗根忠栄, 山田久子, 下地裕子, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘,
青木陽一

子宮頸癌に対して卵巣温存広汎子宮全摘術を行った症例の予後及び卵巣機能

第 61 回日本婦人科腫瘍学会 新潟 令和元年 7 月 4 日(木)〜6 日(土)
39) 下地裕子, 山田久子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 平良祐介, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘,
青木陽一 卵巣成熟嚢胞奇形腫に合併した卵巣カルチノイドの 2 症例

第 61 回日本婦人科

腫瘍学会 新潟 令和元年 7 月 4 日(木)〜6 日(土)
40) 金城淑乃, 金城唯, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一, 呉屋英樹, 吉田朝秀 向精神薬, 抗て
んかん薬服用妊婦の出生児において授乳が薬物離脱症状発現に与える影響について

第

55 回日本周産期・新生児医学会 松本 令和元年 7 月 13 日(土)〜15 日(月)
41) 金城忠嗣, 屋良奈七, 新田迅, 正本仁, 青木陽一
1例

MRI が診断に有用であった前置血管の

第 55 回日本周産期・新生児医学会 松本 令和元年 7 月 13 日(土)〜15 日(月)

42) 高江洲朋子, 金城唯, 屋良奈七, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一, 呉屋英樹, 吉田朝秀, 久
田正昭 膀胱臍瘻を合併していた胎児臍帯ヘルニアの 1 例 第 55 回日本周産期・新生児医
学会 松本 令和元年 7 月 13 日(土)〜15 日(月)
43) 宜保敬也、銘苅桂子、長田千夏、大石杉子、浦添千晶、赤嶺こずえ、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について 第 37 回日本受精着床学会 東京
京王プラザ 令和元年 8 月 1 日(木)〜2 日(金)
44) 長田千夏、銘苅桂子、宜保敬也、大石杉子、浦添千晶、赤嶺こずえ、青木陽一
外受精コーディネイトによるカウンセリング実施結果について

当院の体

第 37 回日本受精着床学

会 東京 京王プラザ 令和元年 8 月 1 日(木)〜2 日(金)
45) 下地裕子, 銘苅桂子, 大石杉子, 浦添千晶, 赤嶺こずえ, 青木陽一 帝王切開瘢痕部症候
群に対して腹腔鏡下瘢痕部修復術を行った一例

第 59 回日本産科婦人科内視鏡学会

京

都 令和元年 9 月 12 日(木)〜14 日(土)
46) 銘苅桂子, 平良祐介, 大石杉子, 宮城真帆, 大山拓真, 浦添千晶, 赤嶺こずえ, 久高亘,
青木陽一

腹腔鏡下準広汎子宮全摘術におけるガットクランパーの使用経験

〜cancer

cell spillage 予防のための工夫〜 第 59 回日本産科婦人科内視鏡学会 京都 令和元年
9 月 12 日(木)〜14 日(土)
47) 大山拓真, 銘苅桂子, 赤嶺こずえ, 下地裕子, 平良祐介, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 仲本朋
子, 久高亘, 青木陽一 腫瘍径 2cm 以下の子宮頸癌 IB1 期に対する腹腔鏡下準広汎子宮全
摘術の検討 第 59 回日本産科婦人科内視鏡学会 京都 令和元年 9 月 12 日(木)〜14 日
(土)
48) 平良祐介, 銘苅桂子, 下地裕子, 新垣精久, 大山拓真, 青木陽一 子宮頸癌 IB1 期に対し
て腹腔鏡下準広汎子宮頸部摘出術を施行した一例

第 59 回日本産科婦人科内視鏡学会

京都 令和元年 9 月 12 日(木)〜14 日(土)
49) 浦添千晶, 銘苅桂子, 大石杉子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 青木陽一 卵管間質部妊娠に対
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する腹腔鏡下術後に短期間で自然妊娠成立し、切迫子宮破裂兆候を認めるも生児を獲得し
た一例 第 59 回日本産科婦人科内視鏡学会 京都 令和元年 9 月 12 日(木)〜14 日(土)
50) 大石杉子, 銘苅桂子, 宮城真帆, 浦添千晶, 赤嶺こずえ, 青木陽一 子宮頸部に発生した
嚢胞性子宮腺筋症の一例 第 59 回日本産科婦人科内視鏡学会 京都

令和元年 9 月 12 日

(木)〜14 日(土)
51) 仲田みゆき, 大久保鋭子, 諸見里秀彦, 島袋美奈子, 比村美代子, 城間肇, 大城雄亮
NMDA 受容体抗体脳炎に成熟奇形腫を合併した 1 例 第 49 回 沖縄産科婦人科学会

抗

南風原

令和元年 9 月 29 日(日)
52) 宮崎尚子, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 仲本朋子, 久高亘, 青木陽一 当院におけ
る侵入奇胎の検討 第 49 回 沖縄産科婦人科学会 南風原 令和元年 9 月 29 日(日)
53) 大木悠司, 宮城美幸, 福田奈尾子, 池宮城梢, 當間敬, 渡嘉敷みどり 当院で診断、治療
を行った子宮体癌の傾向 第 49 回 沖縄産科婦人科学会

南風原 令和元年 9 月 29 日(日)

54) 宮城美紀, 宮崎尚子, 柱本真, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 平祐介, 新垣精久, 仲本朋子, 大
山拓真, 久高亘, 青木陽一 子宮体癌 肥満症例の予後について 第 49 回 沖縄産科婦人
科学会 南風原 令和元年 9 月 29 日(日)
55) 柱本真, 新垣精久, 仲本朋子, 宮崎尚子, 宮城美紀, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 平良祐介,
大山拓真, 久高亘, 青木陽一 当院の卵巣腫瘍における ROMA（Risk of Ovarian Malignancy
Algorithm）の有用性の検討 第 49 回 沖縄産科婦人科学会 南風原 令和元年 9 月 29 日
(日)
56) 金嶺ちひろ, 土井生子, 中野裕子, 泉有紀, 知念行子, 若山明彦, 山下薫, 平敷千晶, 砂
川空広, 井上格, 長井裕, 佐久本薫

妊娠中に発見された急性骨髄性白血病（AML）の 1

例 第 49 回 沖縄産科婦人科学会 南風原 令和元年 9 月 29 日(日)
57) 塚本知紗子, 大城美哉, 稲嶺盛彦, 吉秋研, 上里忠和, 上原絵里子, 友寄毅昭 帝王切開
分娩後に壊疽性膿皮症を発症し骨髄異形成症候群と診断された 1 例 第 49 回 沖縄産科婦
人科学会 南風原 令和元年 9 月 29 日(日)
58) 渡部俊陽, 金城忠嗣, 井坂亮司, 高江洲朋子, 金城唯, 金城淑乃, 正本仁, 青木陽一, 金
城達也

妊娠 33 週に発症した S 状結腸軸捻転の 1 例

第 49 回 沖縄産科婦人科学会 南

風原 令和元年 9 月 29 日(日)
59) 知念行子, 藤野翔太朗, 金嶺ちひろ, 土井生子, 中野裕子, 泉有紀, 若山明彦, 山下薫,
平敷千晶, 砂川空広, 仲本剛, 井上格, 長井裕, 佐久本薫 長期ステロイド使用患者に認
めた癒着胎盤の 2 例 第 49 回 沖縄産科婦人科学会 南風原 令和元年 9 月 29 日(日)
60) 井坂亮司, 新田迅, 金城唯, 金城淑乃, 金城忠嗣, 正本仁, 青木陽一 当科における高齢
妊娠の検討 第 49 回 沖縄産科婦人科学会 南風原 令和元年 9 月 29 日(日)
61) 高江洲朋子, 赤嶺こずえ, 大石杉子, 宮城真帆, 浦添千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 リンパ
腫に対する骨髄移植前に卵子凍結を行い、寛解後に胚移植に至った症例 第 49 回 沖縄産
科婦人科学会 南風原 令和元年 9 月 29 日(日)
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62) 喜舎場千裕, 銘苅桂子, 大石杉子, 宮城真帆, 浦添千晶, 赤嶺こずえ, 青木陽一 子宮内
膜症患者の IVF 治療成績についての検討 第 49 回 沖縄産科婦人科学会 南風原 令和元
年 9 月 29 日(日)
63) 青木陽一 特別講演 琉球大学の子宮頸癌治療戦略 第 183 回新潟産科婦人科集談会

新

潟 令和元年 10 月 19 日（土）
64) 平良祐介, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 青木陽一
当科で経験した子宮体部脱分化癌 2 症例 第 57 回日本癌治療学会 福岡 令和元年 10 月
24 日（木）〜26 日（土）
65) 下地裕子, 仲宗根忠栄, 新垣精久, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 青木陽一 子宮頸癌に
対する放射線療法の外来/入院治療の比較

第 57 回日本癌治療学会

福岡

令和元年 10

月 24 日（木）〜26 日（土）
66) 銘苅桂子, 大石杉子, 宮城真帆, 浦添千晶, 赤嶺こずえ, 青木陽一 乳がん患者に対する
妊孕性温存療法の問題点 第 64 回日本生殖医学会学術講演会 神戸

令和元年 11 月 7 日

(木)〜11 月 9 日(土)
67) 宮城真帆, 銘苅桂子, 大石杉子, 浦添千晶, 赤嶺こずえ, 青木陽一 COS 症例の ART 成績
と周産期予後の検討 第 64 回日本生殖医学会学術講演会 神戸 令和元年 11 月 7 日(木)
〜11 月 9 日(土)
68) 大石杉子, 銘苅桂子, 宮城真帆, 浦添千晶, 赤嶺こずえ, 青木陽一 体外受精による妊娠
は後期流産のリスク因子か？ 第 64 回日本生殖医学会学術講演会 神戸

令和元年 11 月 7

日(木)〜11 月 9 日(土)
69) 浦添千晶, 銘苅桂子, 大石杉子, 宮城真帆, 赤嶺こずえ, 青木陽一

帯下異常を有する

OHVIRA 症候群に対し腟中核切除術を施行した 2 例 第 64 回日本生殖医学会学術講演会 神
戸 令和元年 11 月 7 日(木)〜11 月 9 日(土)
70) 新垣精久, 井坂亮司, 高江洲朋子, 下地裕子, 仲宗根忠栄, 平良祐介, 仲本朋子, 大山拓
真, 久高亘, 有賀拓郎, 前原博樹, 久木田一郎, 青木陽一 再発子宮頸癌に対して組織内
照射後に局所壊死を来したが, 高気圧酸素療法が著効した 1 例

第 128 回沖縄県医師会医

学会総会 南風原 令和元年 12 月 8 日(日)
71) 金城唯, 金城忠嗣, 宮城美紀, 宮崎尚子, 喜舍場千裕, 金城淑乃, 新田迅, 正本仁, 青木
陽一 人魚体 2 例の経験 第 128 回沖縄県医師会医学会総会 南風原 令和元年 12 月 8 日
(日)
72) 青木陽一 特別講演 婦人科がん領域の予防, 手術, 薬物療法, 最近の話題から 〜婦人
科がん関連血栓症 当科症例での検討も含めて〜

がん診療のトータルマネジメントを考

える会 仙台・艮陵会館 令和元年 12 月 13 日（金）
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