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著書 
1) Aoki Y, Inamine M, Hirakawa M, Kudaka W, Nagai Y, Masamoto H, Watanabe M.  Heparanase 

expression and angiogenesis in endometrial cancer: Analyses of RT-PCR and immunohistochemistry. 

Current Research in Cancer. Research Media, Kerala, India, pp 13-27, 2009. 

2) Aoki Y, Hirakawa M, Inamine M, Kudaka W, Nagai Y. Concurrent chemoradiotherapy: Predictor of 

distant recurrence in squamous cell carcinoma of the cervix, and Recent aspect in carcinoma of the 
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Kerala, India, pp 1-17, 2009. 

3) Aoki Y, Tanaka K. Ovarian Cancer: New Research (Horizons in Cancer Research, Volume 19); 

Chapter IV Docetaxel in Combination with Carboplatin as first-line chemotherapy for Patients with 

Epithelial Ovarian Cancer. Ed: Bardos, A. P. Nova Science Publishers, Hauppauge, NY. USA, pp 

103-116, 2009. 4) 青木陽一 今日の治療指針 私はこう治療している ２１．産婦人科疾患 絨毛性疾患 山口

徹、北原光夫、福井次矢（編）, 942-943, 医学書院 東京 2009. 

5) 戸板孝文, 長井裕, 村山貞之 化学放射線療法プラクティカルガイド 各論８ 子宮頸がん 

北原規, 相羽惠介（編）, 207-215, 南山堂 東京 2009. 

6) 青木陽一 子宮体がん治療ガイドライン 2009年版 日本婦人科腫瘍学会（編）, 金原出版 

東京 2009. 

 

論文 

英文 

Original Article 

1) Sunagawa N, Inamine M, Norioka T, Chiba I, Morita N, Aoki Y, Suzui M, Yoshimi N. Inhibitory 

effect of rice bran-derived crude glycosphingolipid on colon preneoplactic biomarker lesions induced 

by azoxymethane in male F344 rats. Mol Med Rep 2009;2:45-5. 

2) Schmid P, Nagai Y, Agarwal R, Hancock B, Savage PM, Sebire NJ, Lindsay I, Wells M, Fisher RA, 

Short D, Newlands ES, Wischnewsky MB, Seckl MJ. Prognostic markers and long-term outcome of 

placental-site trophoblastic tumours: a retrospective observational study. Lancet 2009;374:48-55. 

 

Case Report 

1) Masamoto H, Uehara H, Gibo M, Okubo E, Sakumoto K, Aoki Y. Elective use of aortic balloon 

occlusion in cesarean hysterectomy for placenta previa percreta. Gynecol Obstet Invest 

2009;67:92-95. 2) Mekaru K, Yagi C, Uezato T, Masamoto H, Aoki Y. Delayed pneumothorax after laparoscopic 

cystectomy. Arch Gynecol Obstet 280:157-159. 
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3) Masamoto H, Uehara H, Mekaru K, Uezato T, Sakumoto K, Aoki Y. Warfarin-associated fetal 

intracranial hemorrhage in woman with mitral valve replacement; A case report. Am J Perinatol 

2009;26:597-600. 

4) Kadekawa G, Oshiro Y, Hosaine RZ, Miyazato M, Sugaya K,Saito S, Gibo M, Sakumoto K. 

Consevative management of spontaneous rupture of renal angiomyolipoma during pregnancy: A case 

report. Nishinippon J Urol 2009;71: 418-422 

 

Proceedings 

1) Aoki Y, Inamine M, Hirakawa M, Kudaka W, Nagai Y. Heparanase expression and angiogenesis in 

endometrial cancer: Analyses of RT-PCR and immunohistochemistry. J Clin Oncol 2009;27:15s 

(suppl; abstr 5535). 

 

 

和文 

原著論文 

1) 銘苅桂子、田代朋子、安里こずえ、永山千晶、屋宜千晶、平川誠、稲嶺盛彦、上里忠和、長

井裕、青木陽一 (2009) 良性卵巣腫瘍の診断で腹腔鏡下手術を施行し術後診断が境界悪性卵

巣腫瘍であった６例の検討 日本産科婦人科内視鏡学会誌 2009; 24:365-369. 

2) 上里忠和、田代朋子、鈴木さき、鹿糠行子、新田 迅、若山明彦、 屋宜千晶、銘苅桂子、

正本 仁、佐久本 薫、青木陽一 (2009) 当科における妊娠合併卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下

手術の検討 日産婦沖縄会誌 2009; 31:13-16. 

3) 正本 仁，鈴木 さき，田代 朋子，上里 忠和，青木 陽一 (2009) 抗リン脂質抗体症候

群不育症に対する heparin，低用量 aspirin 療法の治療成績と heparin 投与期間についての

臨床的検討 日産婦沖縄会誌 2009; 31:17-22. 

4) 安里こずえ、平川誠、久高亘、稲嶺盛彦、長井裕、青木陽一 (2009) 当科での子宮頸部円錐

切除施行例の検討 日産婦沖縄会誌 2009; 31:23-27. 

  

症例報告 

1) 銘苅桂子、屋宜千晶、平川誠、稲嶺盛彦、上里忠和、長井裕、青木陽一 (2009) 子宮体癌術

後の骨盤内リンパ嚢胞に対して腹腔鏡下開窓術を施行した１例 日本産科婦人科内視鏡学

会誌 2009; 24:336-340. 

2) 田代朋子、上里忠和、永山千晶、正本仁、佐久本薫、青木陽一 (2009) 出生前診断した先天

性一側性肺無形成症の一例 日産婦沖縄会誌 2009; 31:33-35. 
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3) 永山千晶、新田迅、上里忠和、平川誠、正本仁、佐久本薫、青木陽一 (2009) 吸引分娩後に

腟壁仮性動脈瘤が破綻した１例 日産婦沖縄会誌 2009; 31:54-57. 

4) 若山明彦,  屋宜千晶,  銘苅桂子,  青木陽一 (2009) 経腹超音波ガイド下採卵術により健

児を獲得した 2症例の経験 日産婦沖縄会誌 2009; 31:65-68. 

5) 長井 裕、若山昭彦、鈴木さき、安里こずえ、平川 誠、久高 亘、稲嶺盛彦、青木陽一 (2009) 

EMA/CO が奏効した多発肺転移 Placental site trophoblastic tumor (PSTT) の 1 例 日産

婦沖縄会誌 2009; 31:81-86. 

 

総説 

1) 青木陽一  卵巣がん手術に必要な知識と手技 ホルモン産生腫瘍の手術・sampling 産と婦 

2009; 76: 451-456. 

2) 青木陽一 日本産科婦人科学会研修コーナー 卵巣の腫瘍・類腫瘍  日産婦誌 2009; 61:  

N-165-N-177. 

3) 正本仁，青木陽一  子宮疾患・子宮内膜症の臨床 –基礎・臨床研究のアップデート- 子宮

内避妊器具の合併症 日本臨床 2009; 961：506-510. 

4) 長井裕、平川誠、稲嶺盛彦、久高亘、小川和彦、戸板孝文、青木陽一  局所進行子宮頸部腺

癌に対するpaclitaxel, CDDPを用いたconcurrent chemoradiotherapy 産婦実際 2009; 58 : 

1057-1062. 

5) 長井裕  クリニカルカンファレンス７ 婦人科腫瘍の低侵襲治療 新たな支持療法の開発 

日産婦誌 2009; 61：N-355-361. 

6) 正本仁, 青木陽一, 宜保昌樹  子宮動脈塞栓術 (UAE) 産科出血に対する骨盤動脈・子宮動脈

塞栓術 産婦実際 2009; 58 : 1417-1422. 

7) 正本仁, 青木陽一  円錐切除後妊娠における頸管長と流早産, 感染所見の関連について 

日本周産期・新生児学会誌 2009; 45：1034-1036. 

 

その他 

1) 青木陽一 子宮体癌 I, II 期に対する術後化学療法適応症例の検討 厚生労働省科学研究

費補助金がん臨床研究事業 子宮体がんに対する標準的化学療法の確立に関する研究（研究

代表者 青木大輔）平成 20 年度 総括・分担研究報告書 2009; 23-25. 

2) 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 子宮頸部異形成上皮におけるVEGF-C発現からの検討 平成20年度喫煙科学財団研究年

報 2009; 970-974. 
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3) 喜多恒和, 井上孝美, 岩田みさ子, 小林裕幸, 佐久本薫, 清水泰樹, 高野政志, 中西美紗

緒, 松田秀雄, 箕浦茂樹, 宮崎泰人, 吉野直人 HIV感染妊婦の実態調査とその解析および

HIV感染妊婦とその出生児に関するデータベースの構築 平成 20年度報告書 厚生労働科学

研究費補助金（エイズ対策研究）「周産期・小児・生殖医療における HIV 感染対策に関する

集学的研究」班（主任研究者：和田裕一 2009） 

 

  

学会発表 

国際学会 

1) Aoki Y, Inamine M, Hirakawa M, Kudaka W, Nagai Y. Heparanase expression and angiogenesis in 

endometrial cancer: Analyses of RT-PCR and immunohistochemistry. ASCO, Orland, FL. 

2009.5.29-6.2. 

2) Kudaka W, Hirakawa M, Inamine M, Nagai Y, Aoki Y. Impressive 3 cases we enrolled in phase III 

study of S-1+cisplatin combination chemotherapy acompared with single agent cisplatin in stage IVB, 

recurrent, or persistent carcinoma of the cervix. The 8th Japan-Korea Gynecologic Cancer Joint 

Meeting, Tokyo 2009.11.21 

 

国内学会・研究会 

1) 青木陽一 沖縄の子宮頸癌 第６回熊本婦人科腫瘍研究会 日航ホテル熊本 平成２１年１

月９日 

2) 新田迅、稲嶺盛彦、永山千晶、平川誠、久高亘、長井裕、青木陽一 腹膜原発高分化型乳頭

状中皮腫の一例 第１０７回沖縄県医師会医学会総会集会 南風原  平成２１年１月１８

日 

3) 鈴木さき、鹿糠行子、田代朋子、新田迅、若山明彦、安里こずえ、屋宜千晶、銘苅桂子、青

木陽一 クローン病により Peritoneal inclusinon cyst を発症した一例 第１０７回沖縄県

医師会医学会総会集会 南風原 平成２１年１月１８日 

4) 鹿糠行子、永山千晶、上里忠和、正本仁、佐久本薫、青木陽一 出生前診断しえた両側上肢

完全欠損の一例 第１０７回沖縄県医師会医学会総会集会 南風原  平成２１年１月１８

日 

5) 青木陽一 沖縄の子宮頸癌 第６７回庄内産婦人科集談会 東京第一ホテル鶴岡 平成２１

年１月２３日 

6) 青木陽一 聞いてよかった、子宮がんの話 女性のがん検診普及啓発事業「“女性のがん”

検診を受けよう！勧めよう！理解しよう！」浦添てだこホール 平成２１年２月１１日 
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7) 青木陽一 沖縄の子宮頸癌 第１８回大分婦人科悪性腫瘍研究会 大分東洋ホテル 平成２

１年２月２０日 

8) 青木陽一 卵巣がんの化学療法 治療ガイドラインとエビデンス 第１回長崎県央学術講演

会 諫早観光ホテル道具屋 平成２１年２月２７日 

9) 青木陽一 ヒトパピローマウイルス 子宮頸癌の発生と予防ワクチン 日本医師会協力講座 

沖縄県医師会館 平成２１年３月２１日 

10) 長井裕 クリニカルカンファレンス 婦人科腫瘍の低侵襲治療 2) 新たな支持療法の開発 

第 61 回日産婦学会 京都国際会館 平成２１年４月３日〜５日 

11) 安里こずえ、平川誠、久高亘、稲嶺盛彦、長井裕、青木陽一 当科での子宮頸部円錐切除術

施行例の検討 第 61 回日産婦学会 京都国際会館 平成２１年４月３日〜５日 

12) 平川誠、久高亘、稲嶺盛彦、長井裕、青木陽一 若年子宮体癌症例に対する妊孕能温存治療

としての高用量 Medroxyprogesterone acetate (MPA)療法 第 61 回日産婦学会 京都国際会

館 平成２１年４月３日〜５日 

13) 田代朋子、上里忠和、永山千晶、正本仁、佐久本薫、青木陽一 出生前診断した先天性右側

肺無形成症の１例 第 61 回日産婦学会 京都国際会館 平成２１年４月３日〜５日 

14) 永山千晶、新田迅、上里忠和、正本仁、佐久本薫、青木陽一 吸引分娩後に腟壁仮性動脈瘤

が破裂した１例 第 61 回日産婦学会 京都国際会館 平成２１年４月３日〜５日 

15) 銘苅桂子、鹿糠行子、鈴木さき、田代朋子、新田迅、若山明彦、屋宜千晶、青木陽一 両側

卵管疎通性のある不妊症例に対する腹腔鏡手術は有用か 第61回日産婦学会 京都国際会館 

平成２１年４月３日〜５日 

16) 屋宜千晶、鹿糠行子、鈴木さき、田代朋子、新田迅、若山明彦、銘苅桂子、青木陽一 

Conventional IVF と ICSI における妊娠予後・新生児予後に関する検討 第 61 回日産婦学会 

京都国際会館 平成 21 年 4 月 3日〜5日 

17) 上里忠和、屋宜千晶、銘苅桂子、正本仁、佐久本薫、青木陽一 当科における妊娠合併卵巣

腫瘍の手術症例の検討 第 61 回日産婦学会 京都国際会館 平成 21 年 4月 3日〜5 

18) 正本仁、鈴木さき、上里忠和、青木陽一 当科における不育症症例の治療成績と合併症につ

いての臨床的検討 第 61 回日産婦学会 京都国際会館 平成 21 年 4 月 3日〜5日 

19) 清水泰樹, 喜多恒和, 宮崎泰人, 綾部琢哉, 松田秀雄, 岩田みさ子, 箕浦茂樹, 佐久本薫, 

塚原優己, 稲葉憲之 本邦におけるHIV感染妊娠の動向と母子感染予防対策の現状 第61回

日本産科婦人科学会 京都国際会館 平成 21 年 4月 3日〜5日 

20) 谷口晴記, 塚原優己, 井上孝実, 山田里佳, 大島教子, 林公一, 蓮尾泰之, 佐久本薫, 早

川智, 喜多恒和, 稲葉憲之, 和田裕一 HIV 母子感染予防対策マニュアル改訂時の検討項目

と今後の課題 第 61 回日本産科婦人科学会 京都国際会館 平成 21 年 4月 3日〜5日 



 6

21) 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における人工受精に関する検討 第 66 回 日本生殖

医学会九州支部会 エルガーラホール 福岡 平成 21 年 4 月 26 日 

22) 新田迅, 田代朋子, 上里忠和, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 妊娠中に内視鏡的乳頭括約

筋切開術を施行した総胆管結石症の１例 第66回日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニッ

クス・シーガイヤ・リゾート 平成 21 年 5 月 24 日 

23) 平川誠, 鈴木さき, 知念行子, 永山千晶, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 化学放

射線療法を施行した局所進行子宮頸癌局所残存症例に対する子宮摘出術の治療経験 第66回

日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニックス・シーガイヤ・リゾート 平成 21 年 5 月 24

日 

24) 永山千晶, 稲嶺盛彦, 平川誠, 久高亘, 長井裕, 青木陽一 腹膜原発高分化型乳頭状中皮

腫の一例 第66回日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニックス・シーガイヤ・リゾート 平

成 21 年 5月 24 日 

25) 鈴木さき, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 上里忠和, 青木陽一 クローン病に合併した Peritoneal 

inclusion cyst の一例 第 66 回日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニックス・シーガイ

ヤ・リゾート 平成 21 年 5 月 24 日 

26) 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における帝王切開瘢痕部妊娠に対するメソトレキセ

ート局所注入療法の検討 第 66 回日産婦九州連合地方部会 宮崎 フェニックス・シーガイ

ヤ・リゾート 平成 21 年 5 月 24 日 

27) 田代朋子, 池宮城梢, 當間敬, 渡嘉敷みどり, 伊是名博之 妊娠 16 週, 流産後に診断され

た子宮底部嵌入胎盤の一例 第 108 回沖縄県医師会医学会 南風原 平成 21 年 6 月 14 日 

28) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における帝王切開瘢痕部妊娠に対する

メソトレキセート局所注入療法の検討 第 108 回沖縄県医師会医学会 南風原 平成 21 年 6

月 14 日 

29) 上里忠和, 親川真帆, 鈴木さき, 大山拓真, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 腹腔鏡下卵管

間質部妊娠術後に子宮破裂を２回繰り返した 1症例 第 108 回沖縄県医師会医学会 南風原 

平成 21 年 6月 14 日 

30) 松崎晶子、仲宗根克、豊田義成、新垣義孝、稲嶺盛彦、青木陽一、吉見直己 子宮頸部細胞

診が診断に有効であった子宮頸部腺癌の一例 第50回日本臨床細胞学会 京王プラザホテル 

東京 平成 21 年 6 月 26, 27 日 

31) 長井裕 ワークショップ ハイリスク子宮頸癌に対する治療 子宮頸癌 III, IVa 期に対

する Concurrent chemoradiotherapy  第 46 回日本婦人科腫瘍学会 新潟 平成 21 年 7 月

10 日〜12 日 



 7

32) 平川誠, 長井裕, 久高亘, 稲嶺盛彦, 青木陽一 子宮頸部腺癌術後再発高危険群に対する

補助化学療法の耐用性について 第 46回日本婦人科腫瘍学会 新潟 平成 21年 7月 10日〜

12 日 

33) 久高亘, 知念行子, 鈴木さき, 永山千晶, 平川誠, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 EMA/COが

奏効した多発肺転移 Placental site trophoblastic tumor (PSTT) の 1 例 第 46 回日本婦人

科腫瘍学会 新潟 平成 21 年 7 月 10 日〜12 日 

34) 稲嶺盛彦, 平川誠, 長井裕, 青木陽一 腹膜原発高分化型乳頭状中皮腫の一例 第 46 回日

本婦人科腫瘍学会 新潟 平成 21 年 7月 10 日〜12 日 

35) 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 ワークショップ「早産の予防」 円錐切除後妊娠における頸

管長と流早産, 感染所見の関連について 第 45 回日本周産期・新生児医学会総会 名古屋 

平成 21 年 7月 12 日〜14 日 

36) 鈴木さき, 比嘉利恵子, 長崎拓, 大城達男, 吉田朝秀, 上里忠和, 正本仁, 佐久本薫, 青

木陽一  超音波とMRIが有用であった出生前診断しえた胎児気管支原性嚢胞の一例 第45回

日本周産期・新生児医学会総会 名古屋 平成 21 年 7 月 12 日〜14 日 

37) 比嘉利恵子, 長崎拓, 吉田朝秀, 安里義秀, 正本仁, 佐久本薫 在胎 28〜34 週の早産児に

対する抗生剤予防投与の検討 第 45 回日本周産期・新生児医学会総会 名古屋 平成 21 年 7

月 12 日〜14 日 

38) 宮本二郎, 比嘉利恵子, 長崎拓, 吉田朝秀, 安里義秀, 佐久本薫 右胸部腔水症を認め、後

に有嚢性先天性横隔膜ヘルニアと診断した極低出生体重児の 1例 第 45 回日本周産期・新生

児医学会総会 名古屋 平成 21 年 7月 12 日〜14 日 

39) 稲嶺盛彦, 青木陽一, 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 

子宮頸部異形成上皮における VEGF-C 発現からの検討 平成 21 年度喫煙科学財団研究発表会 

虎ノ門パストラル 平成 21 年 7 月 16 日 

40) 大内元, 原永修作, 大屋祐輔, 小宮一郎, 青木陽一 初期臨床研修医の自己目標設定とその

自己評価第 41 回 日本医学教育学会大会 大阪国際交流センター 平成 21 年 7 月 24, 25 日  

41) 銘苅桂子、安里こずえ、屋宜千晶、青木陽一 IVF-ET 周期における 3D power Doppler 超

音波を用いた子宮内膜血流評価 第 27 回日本受精着床学会 京都国際会館 平成 21 年 8 月

6, 7 日 

42) 屋宜千晶、永山千晶、銘苅桂子、青木陽一 Conventional IVF と ICSI における妊娠予後・

新生児予後に関する検討 第 27 回日本受精着床学会 京都国際会館 平成 21 年 8 月 6, 7 日 

43) 銘苅桂子、田代朋子、安里こずえ、永山千晶、屋宜千晶、平川誠、稲嶺盛彦、上里忠和、長

井裕、青木陽一 腹腔鏡下手術後、術後診断が境界悪性であった６例の検討 日本産科婦人
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科内視鏡学会学会賞（論文部門） 第 49 回日本産科婦人科内視鏡学会 高知 平成 21 年 9

月 3〜5日 

44) 銘苅桂子、安里こずえ、永山千晶、大久保鋭子、屋宜千晶、上里忠和、青木陽一 卵管性不

妊症例に対する腹腔鏡手術＋選択的卵管造影 (SSG; selective salpingography) の有用性に

関する検討 第 49 回日本産科婦人科内視鏡学会 高知 平成 21 年 9 月 3〜5日  

45) 上里忠和、親川真帆、鈴木さき、大山拓真、安里こずえ、屋宜千晶、銘苅桂子、徳重誠、正

本仁、佐久本薫、青木陽一 腹腔鏡下卵管間質部妊娠摘出術（無縫合）後、妊娠中に子宮破

裂を繰り返した１症例 第 49 回日本産科婦人科内視鏡学会 高知 平成 21 年 9 月 3〜5日 

46) 屋宜千晶、銘苅桂子、安里こずえ、永山千晶、平川誠、佐久本薫、青木陽一 当科における

帝王切開瘢痕部妊娠６例の治療経験 第49回日本産科婦人科内視鏡学会 高知 平成21年9

月 3〜5日 

47) 平川誠 ワークショップ II 「子宮頸癌の治療前評価と画像診断」 子宮頸癌に施行した

PET-CT に関する検討 第 10 回 ＪＳＡＷＩ(The Japanese Society for the Advancement of 

Women’s Imaging) 淡路夢舞台国際会議場 平成 21 年 9 月 4, 5 日 

48) 知念行子、北條英史、大城美哉、吉秋 研 妊娠 35 週、腹痛を主訴に入院し重症腸閉塞の診

断で緊急帝王切開を行った1例 第33回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデン

ホテル 平成 21 年 9月 13 日 

49) 若山明彦、島袋美奈子、諸見里秀彦、城間 肇  吸引分娩後尿閉により長期フォーリー留

置となった一例 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテル 平成

21 年 9 月 13 日 

50) 大山拓真、沈 泓、鈴木さき、上里忠和、正本 仁、佐久本薫、青木陽一 当科で経験した前

置癒着胎盤3症例の検討 第33回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテル 

平成 21 年 9月 13 日 

51) 銘苅桂子、屋宜千晶、永山千晶、青木陽一 IVF-ET 周期における 3D power Doppler 超音波

を用いた子宮内膜血流評価 第33回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテ

ル 平成 21 年 9 月 13 日 

52) 田代朋子、池宮城梢、當間 敬、渡嘉敷みどり、伊是名博之 当院における妊娠中の腟式卵

巣囊腫摘出術について 第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテル 

平成 21 年 9月 13 日 

53) 諸見里秀彦、若山明彦、島袋美奈子、城間 肇 腎後性腎不全を来した骨盤放線菌症の一例 

第 33 回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテル 平成 21 年 9 月 13 日 
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54) 大久保鋭子、長井 裕、親川真帆、新田 迅、安里こずえ、平川 誠、久高 亘、稲嶺盛彦、青

木陽一 絨毛癌再発後長期生存の1例 第33回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガ

ーデンホテル 平成 21 年 9 月 13 日 

55) 安里こずえ、長井 裕、親川真帆、新田 迅、大久保鋭子、平川 誠、久高 亘、稲嶺盛彦、青

木陽一 当科における子宮頸癌Ⅲ－Ⅳa期に対する concurrent chemoradiotherapy の臨床病  

理学的検討 第33回日本産科婦人科学会沖縄地方部会 ラグナガーデンホテル 平成21年9

月 13 日 

56) 久高亘, 小田高也, 陣野吉廣, 吉見直己, 青木陽一 ワークショップ 胎盤の分子機構と

妊娠高血圧症候群 胎盤で発現するヒト内在性レトロウイルス転写物の細胞局在と妊娠高血

圧症候群胎盤での発現変化 第17回日本胎盤学会 東京ミッドタウンカンファレンス 平成

21 年 10 月 17 日  

57) 長井裕 シンポジウム 妊孕性温存とがん治療 卵巣悪性胚細胞性腫瘍の妊孕能温存治療 

当科における 25 年の経験 第 47 回日本癌治療学会 横浜 平成 21 年 10 月 22 日〜24 日 

58) 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 戸板孝文, 青木陽一 子宮頸癌 I-II 期症例に対する

化学放射線療法の治療成績について（優秀演題） 第 47 回日本癌治療学会 横浜 平成 21

年 10 月 22 日〜24 日 

59) 戸板孝文, 長井裕, 玉城稚奈, 小川和彦, 有賀拓郎, 粕谷吾朗, 垣花泰政, 青木陽一, 村

山貞之 シンポジウム 化学放射線療法 食道、子宮頸部、頭頸部、肺 子宮頸癌に対する同

時化学放射線療法 第 47 回日本癌治療学会 横浜 平成 21 年 10 月 22 日〜24 日 

60) 稲嶺盛彦, 松崎晶子, 長井裕, 吉見直己, 青木陽一 腹膜原発高分化乳頭状中皮腫の一例 

第 48 回日本臨床細胞学会秋期大会 福岡 平成 21 年 10 月 30, 31 日 

61) 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 ワークショップ (3) 子宮体癌治療の厳し

さ 子宮体癌類内膜腺癌G3, 漿液性腺癌, 明細胞腺癌の臨床背景と治療予後について 第47

回日本婦人科腫瘍学会 東京 平成 21 年 11 月 21, 22 日 

62) 長井裕 シンポジウム 婦人科がんの妊孕性温存療法 卵巣悪性胚細胞性腫瘍の妊孕能温

存治療 当科における 25年の経験 第 54回日本生殖医学会 金沢 平成 21年 11月 22日〜

23 日 

63) 銘苅桂子, 屋宜千晶, 長井裕, 青木陽一 卵管不妊症症例に対する腹腔鏡手術＋選択的卵

管造影 (SSG: selective salpingography) の有用性に関する検討 第 54 回日本生殖医学会 

金沢 平成 21 年 11 月 22 日〜23 日 

64) 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における人工授精に関する検討 第 54 回日本生殖医

学会 金沢 平成 21 年 11 月 22 日〜23 日 
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65) 長井裕、Jannatul Ferdousi、安里剛、平川誠、久高亘、稲嶺盛彦、苅谷研一、青木陽一 子

宮頸部扁平上皮癌の Human papilomavirus(HPV)の型は放射線治療反応性、予後と関連する

か？ 第６回沖縄ヘルペスウイルス研究会 那覇 平成２１年１２月１日 

66) 沈泓、上里忠和、正本仁、青木陽一 両側子宮動脈塞栓術とレゼクトスコープ TCR の併用に

て子宮温存しえた胎盤ポリープの一例 第１０９回沖縄県医師会医学会総会集会 南風原  

平成２１年１２月１３日 

67) 親川真帆、新田迅、安里こずえ、大久保鋭子、平川誠、久高亘、稲嶺盛彦、長井裕、青木陽

一 子宮頸癌 総腸骨リンパ節/傍大動脈リンパ節腫大例に対する Paclitaxel+Cisplatin 先

行 Concurrent Chemoradiotherapy (CCRT) による Pilot study 第１０９回沖縄県医師会医学

会総会集会 南風原  平成２１年１２月１３日 


