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著書 
1) 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

の解説 日本婦人科腫瘍学会（編）, 69-71, 金原出版 東京 2010. 

 

論文 
英文 

Original Article 

1) Ferdousi J, Nagai Y, Asato T, Hirakawa M, Inamine M, Kudaka W, Kariya K, Aoki Y. Impact 

of human papillomavirus genotype on response to treatment and survival in patients 

receiving radiotherapy for squamous cell carcinoma of the cervix. Exp Ther Med 2010; 

1: 525-530. 

2) Nakayama K, Ishikawa M, Nagai Y, Yaegashi N, Aoki Y, Miyazaki K. Prolonged long-term 

survival of low grade endometrial stromal sarcoma (LGESS) patients with lung metastasis 

following treatment with medroxyprogesterone acetate（MPA）. Int J Clin Oncol 2010; 

15: 179-183. 

3) Nakayama K, Nagai Y, Ishikawa M, Aoki Y, Miyazaki K. Concomitant postoperative radiation 

and chemotherapy following surgery was associated with improved overall survival in 

patients with FIGO stage III and IV endometrial cancer. Int J Clin Oncol 2010; 15: 

440-446. 

4) Matsumoto K, Oki A, Furuta R, Maeda H, Yasugi T, Takatsuka N, Hirai Y, Mitsuhashi A, 

Fujii T, Iwasaka T, Yaegashi N, Watanabe Y, Nagai Y, Kitagawa T, Yoshikawa H; for the 

Japan HPV And Cervical Cancer (JHACC) Study Group. Tobacco smoking and regression of 

low-grade cervical abnormalities. Cancer Sci 2010; 101: 2065-2073. 

5) Nagase S, Katabuchi H, Hiura M, Sakuragi N, Aoki Y, Kigawa J, Saito T, Hachisuga T, 

Ito K, Uno T, Katsumata N, Komiyama S, Susumu N, Emoto M, Kobayashi H, Metoki H, Konishi 

I, Ochiai K, Mikami M, Sugiyama T, Mukai M, Sagae S, Hoshiai H, Aoki D, Ohmichi M, 

Yoshikawa H, Iwasaka T, Udagawa Y, Yaegashi N; Japan Society of Gynecologic Oncology. 

Evidence-based guidelines for treatment of uterine body neoplasm in Japan: Japan Society 

of Gynecologic Oncology (JSGO) 2009 edition. Int J Clin Oncol 2010; 15: 531-42. 

 

Case Report 
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Proceedings 

1) Hirakawa M, Nagai Y, Toita T, Kudaka W, Inamine M, Ogawa K, Murayama S, Aoki Y. High-risk 

group for locoregional recurrence in patients with stage IB-IIB squamous cell 

carcinoma of the cervix treated with concurrent chemoradiotherapy. J Clin Oncol abstr 

2010; 28: .  

 

 

和文 

原著論文 

1) 安里こずえ 妊娠を考慮した子宮頸部初期病変への対応 円錐切除術と妊娠予後１ 産と

婦 77; 411-415: 2010. 

2) 鈴木さき, 沈泓, 大山拓真, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一, 長崎拓, 比嘉利恵子, 吉田朝

秀, 安里義秀  当院における絨毛膜羊膜炎症例の検討 沖縄産婦誌 32; 3-7: 2010. 

3) 若山明彦, 島袋美奈子, 諸見里秀彦, 城間肇 当院における分娩後尿閉症例の検討 —ブラ

ッダースキャンを用いた分娩後排尿管理の提案— 沖縄産婦誌 32; 11-14: 2010. 

4) 屋宜千晶, 銘苅桂子, 平川誠, 長井裕, 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 沖縄産婦誌 32; 15-21: 2010. 

5) 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 の臨床的

検討 沖縄産婦誌 32; 29-34: 2010. 

6) 沈泓, 上里忠和, 正本仁, 青木陽一, 宜保昌樹  最近当科で経験した胎盤ポリープ症例に

ついての検討 沖縄産婦誌 32; 59-62: 2010. 

7) 久高亘, 陣野吉廣, 青木陽一 妊娠高血圧症候群の病態解明 分子機構を中心に 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での発現変化 

産婦人科の実際 59; 1079-1085: 2010. 

 

  

症例報告 

1) 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 教訓的症例から学

ぶ産婦人科診療のピットフォール 吸引分娩後の腟壁仮性動脈瘤破綻により出血性ショック

を呈した 1例 臨床婦産 64: 93-95: 2010. 

2) 知念行子, 大城美哉, 北條英史, 吉秋研, 田村次郎, 大城勝, 神谷知里, 兼城隆雄, 大嶺

靖 (2010) 妊娠 35 週, 横行結腸軸捻転・絞扼性イレウスの一例 沖縄産婦誌 32; 43-47. 
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3) 大山拓真, 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症例についての検討 沖縄産婦誌 32; 48-54: 2010. 

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

陽一  絨毛癌再発後長期生存の 1例 沖縄産婦誌 32; 78-82: 2010. 

5) 諸見里秀彦, 若山明彦, 島袋美奈子, 城間肇  腎後性腎不全をきたした 1例を含む骨盤放

線菌症 5例の経験 沖縄産婦誌 32; 83-88: 2010. 

6) 沈泓, 上里忠和, 正本仁, 青木陽一, 宜保昌樹 両側子宮動脈塞栓術とレゼクトスコープ

を用いた経頸管的切除術の併用にて子宮温存しえた胎盤ポリープの一例 沖縄医学会誌 

48; 14-17: 2010. 

7) 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 子宮体癌治療の厳しさ 子宮体部類内膜腺

癌 G3、漿液性腺癌、明細胞腺癌の臨床背景と治療予後 日本婦人科腫瘍学会誌 28; 138-143: 

2010. 

8) 長井裕, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 玉城稚菜, 小川和彦, 戸板孝文, 青木陽一 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 

日本婦人科腫瘍学会誌 28; 16-22: 2010. 

 

総説 

1) 佐久本薫 高齢妊娠を考える 高齢妊娠と婦人科腫瘍リスク 産婦実際 59: 203-208: 2010. 

2) 戸板孝文, 村山貞之, 長井裕, 青木陽一 子宮頸癌の放射線治療 沖縄県医師会報 46; 

574-578: 2010. 

3) 青木陽一 子宮頸癌, 子宮体癌, 子宮体部肉腫, 外陰癌の新しい FIGO 進行期分類について

の解説 「外陰癌」 日産婦誌 62; 1084-1100: 2010. 

4) 銘苅桂子, 青木陽一 異所性妊娠 薬物療法のメリット・デメリット 臨床婦人科産科 64; 

1085-1089: 2010. 

5) 長井裕, 佐久本薫, 青木陽一 卵巣腫瘍合併妊娠の取り扱い方 産婦人科治療 101; 

287-290: 2010. 

6) 長井裕 子宮頸癌, ヒトパピローマウイルス (human papillomavirus; HPV) 予防ワクチンと

がん検診について 沖縄県医師会報 46; 946-949: 2010. 

7) 佐久本薫 HIV 母子感染予防の現状と課題 性の健康週間(11/25〜12/1) に寄せて 沖縄県

医師会報 46; 1152-1155: 2010. 

8) 長井裕, 佐久本薫, 青木陽一 卵巣腫瘍合併妊娠の取り扱い方 産婦人科治療 101; 

287-290: 2010. 
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9) 青木陽一 MindsPLUS／医療提供者向け／トピックス子宮頸癌 2010-11-18 進行・再発子宮頸

癌の化学療法、どのようなレジメンが推奨？

http://minds.jcqhc.or.jp/stc/0066/4/0066_G0000185_T0005055.html 

10) 青木陽一 HPV ワクチン接種について 那覇市医師会報 38; 28-29: 2010. 

11) 平川誠, 長井裕, 青木陽一 子宮体癌の特殊な組織型への対応 明細胞癌, 漿液性癌, 癌

肉腫 臨床婦人科産科 64; 1656-1661. 

 

その他 

1) 喜多恒和, 岩田みさ子, 小林裕幸, 佐久本薫, 高野政志, 田口彰則, 中西美佐緒, 松田秀

雄, 箕浦茂樹, 金子ゆかり HIV 感染妊婦とその出生児の調査・解析および診療・支援体制

の整備に関する総合的研究 平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）

2010. 

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21年度喫煙科学財団研究年

報 893-898: 2010. 

3) 青木陽一 教室紹介 琉球大学医学部附属病院産婦人科 産科と婦人科 77; 963-965: 

2010. 

 

  

学会発表 

国際学会 

1) Ferdousi J, Nagai Y, Asato T, Hirakawa M, Inamine M, Kudaka W, Kariya K, Aoki Y. Impact of 

human papillomavirus genotype on response to treatment and survival in patients receiving 

radiotherapy for squamous cell carcinoma of the cervix. The 62nd Annual Congress of Japan Society 

of Obstetrics and Gynecology Tokyo 2010.4.23-25. 

2) Hirakawa M, Kudaka W, Nagai Y, Toita T, Inamine M, Ogawa K, Aoki Y. High-risk group for 

loco-regional recurrence in patients with stage IB-II swquamous cell carcinoma of the cervix treated 

with concurrent chemoradiotherapy. ASCO 2010. 

3) Asato K., Nagai Y, Oyakawa M, Nitta H, Okubo E, Hirakawa M, Kudaka W, Inamine M, Toita T, 

Aoki Y. Risk factors for tumor recurrence in patients with stage III-IVA squamous cell carcinoma of 

the cervix treated with concurrent chemoradiotherapy. International Gynecological Cancer Society 

biannel meeting. Prague 2010, 10.23-26. 
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4) Nagai Y, Asato K, Hirakawa M, Inamine M, Kudaka W, Toita T, Aoki Y. Locally advanced 

adenocarcinoma of the cervix treated with concurrent concurrent chemoradiotherapy using paclitaxel 

and cisplatin. International Gynecological Cancer Society biannel meeting. Prague 2010, 10.23-26. 

5) Kudaka W, Hirakawa M, Nagai Y, Toita T, Inamine M, Ogawa K, Aoki Y. High-risk group for 

loco-regional recurrence in patients with stage IB-II swquamous cell carcinoma of the cervix treated 

with concurrent chemoradiotherapy. International Gynecological Cancer Society biannel meeting. 

Prague 2010, 10.23-26. 

6) Yoneyama K, Konishi H, Yahata T, Fujita K, Doi D, Honma S, Kodama, S Katoh H, Nakayama H, 

Kurose K, Aoki Y, Asakura H, Tanaka K, Takeshita T, Gynecologic Cancer Network. Long term 

follow-up of advanced ovarian cancer patients treated with biweekly paclitaxel/carboplatin (TC) 

combination chemotherapy. International Gynecological Cancer Society biannel meeting. Prague 

2010, 10.23-26. 

7) Takano T, Otsuki T, Yaegashi N, Tase T, Nakahara K, Yokoyama Y, Aoki D, Nakayama H, 

Takehara H, Katabuchi H, Yamada H, Kikkawa F, Fujimoto T, Emoto M, Kamoi S, Arakawa A, 

Morimura Y, Hiura M, Aoki Y, Fujimoto H, Sato S, Kotera K, Japan Uterine Sarcoma Study Group. 

Adjuvant paclitaxel and carboplatin in patients with complementaly or optimally resected 

carcinosarcomas (mixed mesodermal tumors) of the uterus. International Gynecological Cancer 

Society biannel meeting. Prague 2010, 10.23-26. 

 

国内学会・研究会 

1) 青木陽一 沖縄の子宮頸癌 宮崎産婦人科医会研修会 宮崎県医師会館 平成 22 年 1 月 23

日 

2) 大山拓真, 鈴木さき, 上里忠和, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 予防的大動脈バルーン留置

を併用し帝王切開を行った前置癒着胎盤の 2症例 第 62 回日本産科婦人科学会学術集会 

東京 平成 22 年 4 月 23 日〜25 日  

3) 屋宜千晶, 銘苅桂子, 安里こずえ, 永山千晶, 佐久本薫, 青木陽一 当科での 40 歳以上の

IVF治療成績に関する検討 第 62回日本産科婦人科学会学術集会 東京 平成 22年 4月 23

日〜25 日 

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

一 Capecitabine 投与による絨毛癌再発後長期生存の 1例 第 62 回日本産科婦人科学会学

術集会 東京 平成 22 年 4 月 23 日〜25 日 

5) 正本仁, 上里忠和, 佐久本薫, 青木陽一 糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病における母体の妊娠

前 BMI、妊娠中体重増加率と児出生体重との関連について HFD 児防止のための至適母体体
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重増加率設定の試み 第 62 回日本産科婦人科学会学術集会 東京 平成 22 年 4 月 23 日〜

25 日 

6) 長井裕, 親川真帆, 新田迅, 安里こずえ, 大久保鋭子, 平川誠, 稲嶺盛彦, 久高亘, 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(CCRT)による治療成績 第62回日本産科婦人科学会学術集会 東京 平

成 22 年 4月 23 日〜25 日 

7) 稲嶺盛彦, 長井裕, 平川誠, 久高亘, 青木陽一 高齢子宮頸癌症例に対する小骨盤照射野に

よる放射線治療の検討 第 62 回日本産科婦人科学会学術集会 東京 平成 22 年 4 月 23 日

〜25 日 

8) 新田迅, 長井裕, 親川真帆, 安里こずえ, 大久保鋭子, 平川誠, 稲嶺盛彦, 久高亘, 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 62 回日本産科婦人科学会学術

集会 東京 平成 22 年 4月 23 日〜25 日 

9) 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 の臨床的検

討 第 62 回 日本産科婦人科学会学術集会 東京 平成 22 年 4月 23 日〜25 日 

10) 上里忠和, 沈泓, 鈴木さき, 大山拓真, 叶三千代, 伊波一郎, 神谷仁, 清水正彦, 正本仁, 

佐久本薫, 青木陽一 当期芍薬散の産褥期乳汁分泌への影響 ランダム化並行群間比較試

験 第 62 回日本産科婦人科学会学術集会 東京 平成 22 年 4月 23 日〜25 日 

11) 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 PET-CT を施行した子宮頸癌症例に関する

検査結果と治療、予後についての検討 第 62 回日本産科婦人科学会学術集会 東京 平成

22 年 4 月 23 日〜25 日 

12) 鈴木さき, 正本仁, 青木陽一 組織学的絨毛膜羊膜炎 臨床検査所見から進行度の推定は

可能か?  第 62 回日本産科婦人科学会学術集会 東京 平成 22 年 4 月 23 日〜25 日 

13) 喜多恒和, 田口彰則, 綾部琢哉, 中西美紗緒, 箕浦茂樹, 松田秀雄, 高野政志, 岩田みさ

子, 佐久本薫, 塚原優己, 稲葉憲之, 和田裕一 わが国における HIV 母子感染 48 例の疫学

的・臨床的解析 第 62 回日本産科婦人科学会学術集会 東京 平成 22 年 4月 23 日〜25 日 

14) 銘苅桂子, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 腟欠損症に対して腹腔鏡補助下造腟術 

(Davydov 変法) を施行した 1例 九州産婦人科内視鏡下手術研究会 福岡 平成 22年 5月

8日 

15) 屋宜千晶, 安里こずえ, 大久保鋭子, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における初期分割胚移植

と胚盤胞移植の治療成績 第 67 回日本生殖医学会九州支部会 福岡 平成 22 年 5 月 9日 
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16) 青木陽一 再発卵巣癌に対する化学療法におけるドキシルの位置付け 広島婦人科癌治療

講演会 広島 平成 22 年 5 月 20 日 

17) 正本仁, 上里忠和, 青木陽一 ワークショップ「糖代謝異常合併妊娠の診断・管理」糖尿病

合併妊娠・妊娠糖尿病における母体の妊娠前 BMI, 妊娠中体重増加率と児出生体重との関連 

第 67 回九州連合産科婦人科学会 久留米 平成 22 年 5 月 23 日 

18) 鈴木さき, 北條英史, 大城美哉, 吉秋研 妊娠を契機に顕在化した Gitelman 症候群合併妊

娠の 1例 第 67 回九州連合産科婦人科学会 久留米 平成 22 年 5 月 23 日 

19) 沈泓, 上里忠和, 正本仁, 青木陽一 子宮動脈塞栓術とレゼクトスコープｊを用いた経頸

管的切除術の併用で治療した胎盤ポリープの 3例 第 67 回九州連合産科婦人科学会 久留

米 平成 22 年 5 月 23 日 

20) 知念行子, 沈泓, 安里こずえ, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 妊娠初期

自然流産後に大量出血をきたした子宮仮性動脈瘤の一例 第 67 回九州連合産科婦人科学会 

久留米 平成 22 年 5月 23 日 

21) 大久保鋭子, 長井裕, 安里こずえ, 平川誠, 稲嶺盛彦, 久高亘, 青木陽一 Capecitabine

による絨毛癌再発後長期生存の 1例 第 67回九州連合産科婦人科学会 久留米 平成 22年

5 月 23 日 

22) 銘苅桂子, 屋宜千晶, 安里こずえ, 大久保鋭子, 大山拓真, 青木陽一 若年卵巣機能不全

症例における骨密度に関する検討 第 67 回九州連合産科婦人科学会 久留米 平成 22 年 5

月 23 日 

23) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における初期分割胚移植と胚盤胞移植

の治療成績 第 110 回沖縄県医師会医学会 南風原 平成 22 年 6月 13 日 

24) 知念行子, 沈泓, 安里こずえ, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 妊娠初期

自然流産後に大量出血をきたした子宮動静脈奇形の一例 第110回沖縄県医師会医学会 南

風原 平成 22 年 6 月 13 日 

25) 佐久本薫, 正本仁, 青木陽一, 安里義秀, 太田孝男 琉球大学「周産期医療専門医育成プロ

グラム」について 第 110 回沖縄県医師会医学会 南風原 平成 22 年 6 月 13 日 

26) 長井裕, 平川誠, 稲嶺盛彦, 久高亘, 青木陽一 ワークショップ HPV testingの意義 子宮

頸部上皮内腫瘍および子宮頸癌治療における HPV testing の臨床応用について 第 48 回日

本婦人科腫瘍学会 つくば国際会議場 平成 22 年 7月 8日〜10 日 

27) 青木陽一 新 FIGO 進行期分類について 新 FIGO 進行期分類 外陰癌 第 48 回日本婦人科

腫瘍学会 つくば国際会議場 平成 22 年 7 月 8日〜10 日 

28) 長井裕, 平川誠, 稲嶺盛彦, 久高亘, 戸板孝文, 青木陽一 ミニワークショップ 子宮頸

部腺癌の CCRT 子宮頸部腺癌 III, IVa 期に対する paclitaxel, CDDP を用いた Concurrent 
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chemoradiotherapy 第 48 回日本婦人科腫瘍学会 つくば国際会議場 平成 22 年 7 月 8日

〜10 日 

29) 喜多川亮, 戸板孝文, 濱野鉄太郎, 馬屋原健司, 平嶋泰之, 青木陽一, 田畑務, 日浦昌道, 

角田新平, 村上明弘, 瀧澤憲 ミニワークショップ 臨床試験 局所進行子宮頸癌に対す

る高線量率腔内照射による同時化学放射線療法の多施設第 II 相試験 (JGOG 1066) 第 48 回

日本婦人科腫瘍学会 つくば国際会議場 平成 22 年 7 月 8日〜10 日 

30) 平川誠, 長井裕, 稲嶺盛彦, 久高亘, 戸板孝文, 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経験 第 48 回日本婦人科腫瘍学会 つ

くば国際会議場 平成 22 年 7 月 8日〜10 日 

31) 沈泓, 上里忠和, 正本仁, 青木陽一 子宮動脈塞栓術とレゼクトスコープを用いた経頸管

的切除術の併用で治療した胎盤ポリープ 3例の検討 第 46 回日本周産期・新生児医学会学

術集会 神戸国際会議場 平成 22 年 7月 11 日〜13 日 

32) 叶三千代, 正本仁, 青木陽一 当科で経験した産科出血に対する IVR 症例の検討 第 46 回

日本周産期・新生児医学会学術集会 神戸国際会議場 平成 22 年 7 月 11 日〜13 日 

33) 正本仁, 青木陽一 抗リン脂質抗体症候群不育症に対する治療成績の検討と短期heparin療

法の試み 第 46 回日本周産期・新生児医学会学術集会 神戸国際会議場 平成 22 年 7月 11

日〜13 日 

34) 稲嶺盛彦, 長井裕, 三橋暁, 八重樫伸生, 青木陽一 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 22年度喫煙科学財団研究発表会 

東京 平成 22 年 7 月 28 日 

35) 銘苅桂子, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 初回 IVF における GnRHagonist long 法と

GnRH antagonist 法の比較検討 第 28 回 日本受精着床学会 パシフィコ横浜 平成 22 年

10 月 22 年 7月 28, 29 日 

36) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 当科における初期分割胚移植と胚盤胞移植

の治療成績 第28回 日本受精着床学会 パシフィコ横浜 平成22年10月22年7月28, 29

日 

37) 安里こずえ, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 当科で早発卵巣不全の治療を行った7例の検

討 第 28 回 日本受精着床学会 パシフィコ横浜 平成 22 年 10 月 22 年 7月 28, 29 日 

38) 銘苅桂子, 屋宜千晶, 安里こずえ, 青木陽一 腟欠損症に対して腹腔鏡補助下造腟術 

(Davydov 変法)を施行した 1例 第 50 回日本産科婦人科内視鏡学会 東京 平成 22 年 7月

29 日〜31 日 

39) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 卵巣腫瘍と鑑別を要する骨盤内腫瘍の術前

診断に関する検討 第 50 回日本産科婦人科内視鏡学会 東京 平成 22 年 7月 29 日〜31 日 
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40) 安里こずえ, 銘苅桂子, 屋宜千晶, 佐久本薫, 青木陽一 卵管妊娠に対する腹腔鏡下手術

の治療成績 第 50 回日本産科婦人科内視鏡学会 東京 平成 22 年 7 月 29 日〜31 日 

41) 青木陽一 再発卵巣癌に対する化学療法 沖縄県薬剤師会教育セミナー ラグナガーデン

ホテル 平成 22 年 9月 3日 

42) 正本仁, 大山拓真, 青木陽一, 宜保昌樹 大動脈バルーン留置による一時的血流遮断を併

用し帝王切開を行った前置癒着胎盤の 2症例 第 11 回 JSAWI シンポジウム 淡路夢舞台国

際会議場 平成 22 年 9月 3, 4 日 

43) 青木陽一 ヒトパピローマウイルス 子宮頸癌発生と予防ワクチン 那覇市医師会教育講

演 那覇市医師会館 平成 22 年 9月 9日 

44) 知念行子, 叶三千代, 正本仁, 佐久本薫, 青木陽一 臍帯動脈血の逆流・途絶を認めた子宮

内胎児発育不全（IUGR）における娩出時期についての検討 第 34 回沖縄産科婦人科学会 ラ

グナガーデンホテル 宜野湾 平成 22 年 9 月 12 日 

45) 金城忠嗣, 叶三千代, 大山拓真, 知念行子, 新田迅, 平良理恵, 正本仁, 佐久本薫, 青木

陽一 当科における双胎妊娠の分娩方法と児の予後の検討 第 34 回沖縄産科婦人科学会 

ラグナガーデンホテル 宜野湾 平成 22 年 9 月 12 日 

46) 比村美代子, 知念行子, 叶三千代, 正本仁, 青木陽一 当科における前置胎盤例の自己血

輸血に関する検討 第 34 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 宜野湾 平成 22

年 9 月 12 日 

47) 大石杉子, 新田迅, 大久保鋭子, 佐久本薫, 青木陽一, 戸塚裕一, 前田達也, 新垣勝也, 

國吉幸男 妊娠 37週に急性心不全を発症した僧帽弁腱索断裂の一例 第 34回沖縄産科婦人

科学会 ラグナガーデンホテル 宜野湾 平成 22 年 9 月 12 日 

48) 親川真帆, 永山千晶, 池宮城梢, 當間敬, 渡嘉敷みどり 当院における過去5年間の産婦人

科疾患に対する TAE（動脈塞栓）症例についての検討 第 34 回沖縄産科婦人科学会 ラグナ

ガーデンホテル 宜野湾 平成 22 年 9月 12 日 

49) 平良理恵, 久高亘, 仲本朋子, 若山明彦, 大久保鋭子, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 当

科で経験した卵巣癌再発に対してドキシルを使用した 6例の検討 第 34 回沖縄産科婦人科

学会 ラグナガーデンホテル 宜野湾 平成 22 年 9月 12 日 

50) 若山明彦, 稲嶺盛彦, 大石杉子, 比村美代子, 仲本朋子, 大山拓真, 久高亘, 長井裕, 青

木陽一 当院における子宮体癌Ⅳb期症例の検討 第34回沖縄産科婦人科学会 ラグナガー

デンホテル 宜野湾 平成 22 年 9月 12 日 

51) 仲本朋子, 若山明彦, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 子宮頸癌に対する

同時化学放射線療法（CCRT）の治療成績と貧血が与える影響 第 34 回沖縄産科婦人科学会 

ラグナガーデンホテル 宜野湾 平成 22 年 9 月 12 日 
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52) 安里こずえ, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 卵管妊娠に対する腹腔鏡下手術の治療成績 

第 34 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 宜野湾 平成 22 年 9月 12 日 

53) 銘苅桂子, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 腟欠損症に対して腹腔鏡補助下造腟術

（Davydov 変法）を施行した 1例 第 34 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 宜

野湾 平成 22 年 9 月 12 日 

54) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 当科での 40 歳以上の IVF 症例における治療

成績 第 34 回沖縄産科婦人科学会 ラグナガーデンホテル 宜野湾 平成 22 年 9 月 12 日 

55) 青木陽一 沖縄の子宮頸癌 埼玉産婦人科医会産婦人科手術・感染症研究会 埼玉県民健康

センター 平成 22 年 9月 18 日 

56) 知念行子, 沈泓, 安里こずえ, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 正本仁, 青木陽一 

癒着胎盤が原因と考えられた自然流産後の子宮仮性動脈瘤の１例 第 18 回日本胎盤学会 

熊本 平成 22 年 9 月 30 日〜10 月１日 

57) 青木陽一 これだけは知っておきたい HPV 予防ワクチン 秋の産婦人科セミナー in 

Nagasaki 長崎大学医学部良順会館 平成 22 年 10 月 2 日 

58) 中山健太郎, 長井裕, 石川雅子, 青木陽一, 宮崎康二 進行子宮体癌に対する術後化学療

法と放射線療法の併用は予後改善に寄与する 第48回日本癌治療学会 京都 平成22年10

月 28 日〜30 日 

59) 長濱正吉, 狩俣弘幸, 新垣淳也, 野里栄治, 下地英明, 佐村博範, 稲嶺盛彦, 平川誠, 西

巻正 Peutz-Jegher 症候群と子宮頸部腺癌合併例の経験 第 48 回日本癌治療学会 京都 

平成 22 年 10 月 28 日〜30 日 

60) 長井裕, 平川誠, 久高亘, 稲嶺盛彦, 青木陽一 当科における卵巣悪性胚細胞腫瘍の妊孕

能温存治療成績 —25年の経験から— 第 48回日本癌治療学会 京都 平成22年 10月 28日

〜30 日 

61) 稲嶺盛彦, 長井裕, 平川誠, 久高亘, 小川和彦, 戸板孝文, 青木陽一 高齢子宮頸癌症例

に対する小骨盤照射野による放射線治療の検討 第 48回日本癌治療学会 京都 平成 22年

10 月 28 日〜30 日 

62) 銘苅桂子, 安里こずえ, 屋宜千晶, 青木陽一 初回 IVF における GnRH agonist 法と GnRH 

antagonist 法の比較検討 第 55 回生殖医学会 徳島 平成 22 年 11 月 11 日, 12 日 

63) 屋宜千晶, 安里こずえ, 銘苅桂子, 青木陽一 40歳以上の症例における当科でのIVF治療成

績に関する検討 第 55 回生殖医学会 徳島 平成 22 年 11 月 11 日, 12 日 

64) 安里こずえ, 屋宜千晶, 銘苅桂子, 青木陽一 卵管妊娠に対する腹腔鏡下手術の治療成績 

第 55 回生殖医学会 徳島 平成 22 年 11 月 11 日, 12 日 



 11

65) 長井裕, 稲嶺盛彦, 久高亘, 戸板孝文, 青木陽一 シンポジウム 子宮頸癌に対する

Concurrent Chemoradiotherapy (CCRT)  当院における 14 年の経験から 第 49 回日本婦人

科腫瘍学会 佐賀 平成 22 年 12 月 4日, 5 日 

66) 青木陽一, 宮城悦子, 古平毅, 小林陽一, 本郷淳司, 藤原久也, 奈須家栄 子宮頸癌治療

ガイドラインコンセンサスミーティング 三発がんの治療, 治療後の経過観察, 資料集: 

改訂の主なポイント 第 49 回日本婦人科腫瘍学会 佐賀 平成 22 年 12 月 4日, 5 日 

67) 青木陽一 ランチョンセミナー 子宮頸癌発生と HPV ワクチン 日本性感染症学会 福岡 

平成 22 年 12 月 11 日 

68) 仲本朋子, 平良理恵, 若山明彦, 久高亘, 稲嶺盛彦, 長井裕, 青木陽一 男性化徴候をき

たした卵巣ステロイド細胞腫瘍の一例 第111回沖縄県医師会医学会総会 県医師会館 平

成 22 年 12 月 12 日 

69) 金城忠嗣, 佐久本薫, 新田迅, 平良理恵, 知念行子, 叶三千代, 正本仁, 青木陽一 妊娠

中に肺動静脈瘻に対して動脈塞栓術を施行した一例 第111回沖縄県医師会医学会総会 県

医師会館 平成 22 年 12 月 12 日 

70) 佐久本薫 特別講演 卵巣腫瘍と妊娠 日本産科婦人科学会佐賀地方部会第195回学術研修

会 佐賀市 平成 22 年 12 月 18 日 


