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 英 論 文  

(原著) 

Interstitial Brachytherapy Using Virtual Planning and Doppler 

Transrectal Ultra sonography Guidance for Internal Iliac Lymph 

Node Metastasis 
Ken YOSHIDA, Mari UEDA, Hideya YAMZAKI, Tadashi TAKENAKA, Mineo YOSHIDA, 

Shunsuke MIYAKE, Susumu YOSHIDA, Masahiko KOIZUMI, Chiaki BAN and Eiichi TANAKA 

J.Radiat.Res.,53,154-158(2012) 

J Cancer Res Clin Oncol. 2012 Nov 18. [Epub ahead of print] 

 

WT1 peptide immunotherapy for gynecologic malignancies 

resistant to conventional therapies: a phase II trial. 

Miyatake T, Ueda Y, Morimoto A, Enomoto T, Nishida S, Shirakata T, Oka Y, Tsuboi A, Oji Y, 

Hosen N, Nakatsuka SI, Morita S, Sakamoto J, Sugiyama H, Kimura T. 

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Oct;164(2):200-4 

 

Cervical non-squamous carcinoma: an effective combination 

chemotherapy of taxane, anthracycline and platinum for 

advanced or recurrent cases. 

Kimura T, Miyatake T, Ueda Y, Ohta Y, Enomoto T, Kimura T, Kamiura S. 

Gynecol Oncol. 2012 Oct;127(1):114-20.  

 

Impact of histological subtype on survival of patients with 

surgically-treated stage IA2-IIB cervical cancer: 

adenocarcinoma versus squamous cell carcinoma. 

Mabuchi S, Okazawa M, Matsuo K, Kawano M, Suzuki O, Miyatake T, Enomoto T, Kamiura S, 

Ogawa K, Kimura T. 

Arch Gynecol Obstet. 2012 May;285(5):1447-53. 

  



Investigating the relative efficacies of combination 

chemotherapy of paclitaxel/carboplatin, with or without 

anthracycline, for endometrial carcinoma. 
Fujiwara K, Egawa-Takata T, Ueda Y, Kimura T, Yoshino K, Fujita M, Miyatake T, Ohta Y, 

Kamiura S, Enomoto T, Kimura T. 

Arch Gynecol Obstet. 2012 May;285(5):1427-32. 

 

Prediction, based on resection margins, of long-term outcome 

of cervical intraepithelial neoplasia 3 treated by 

Shimodaira-Taniguchi conization. 

Miyoshi Y, Miyatake T, Ueda Y, Morimoto A, Yokoyama T, Matsuzaki S, Kimura T, Yoshino K, 

Fujita M, Ohashi H, Morii E, Enomoto T, Kimura T. 

 

 

 

 邦 論 文  

(原著) 

診断に苦慮した間質部妊娠の 1例 

井坂茂之  

臨床婦人科産科 66巻 490-494  2012 

 

TC療法が著効した子宮体部小細胞癌の 1例 

中川美生 1) 橋本洋之 1) 石井貴子 1) 吉田 晋 1) 岡澤美佳 1) 横井 猛 1) 井坂茂之 1)  

山崎 大 2)  荻田和秀 3) 長松正章 1) 

1）市立貝塚病院  2)同病理部 3)りんくう総合医療センター 
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 学 会  

(国内) 

2 月 5 日 第 12回近畿産婦人科内視鏡手術研究会  大阪 たかつガーデン 

・当院に於ける腹腔鏡下子宮体癌手術についての検討 

小林栄二 横井 猛 筒井建紀 木村敏啓 上田豊 吉野 潔 藤田征巳 榎本隆之 木村 正 

 

3月 24日 第 6回泉州広域母子医療センター症例検討会 りんくう総合医療センター 

・当院で診断した周産期心筋症の 3 例 

直居裕和 

 

・帝王切開後に劇症型アメーバ大腸炎による腸管壊死をきたした 1例 

高岡 幸 

 

・子宮腺肉腫の検討 

三宅達也 

 

・脳転移を合併した卵巣明細胞癌の 1例 

高岡 幸 

 

4 月 13日～15日 第 64 回日本産科婦人科学会 神戸 

・進行性成熟嚢胞性奇形腫に対する化学療法の検討 

梶本恵津子 直居裕和 竹田満寿美 三好 愛 三村真由子 吉田 晋 橋本洋之 横井 猛 

井坂茂之 荻田和秀 長松正章  

 

・当科における若年性子宮頸癌の妊孕性温存に苦慮した 2 症例 

直居裕和 橋本洋之 梶本恵津子 竹田満寿美 吉田 晋 三村真由子 横井 猛 井坂茂之 

荻田和秀 長松正章  

 

・子宮奇形合併妊娠 18症例 41分娩の周産期予後の検討 

髙岡 幸 福井 温 徳川睦美 三宅達也 佐藤 敦 鹿戸佳代子 荻田和秀 

 

・当院における予防的止血縫合の検討 

直居裕和 橋本洋之 梶本恵津子 竹田満寿美 吉田 晋 三村真由子 横井 猛 井阪茂之 

荻田和秀 長松正章 

 



・産科大量出血に対し子宮全摘術を施行した症例に関する検討 

三宅達也 徳川睦美 髙岡 幸 佐藤 敦 福井 温 鹿戸佳代子 荻田和秀 

 

・当科における Rokitansky-Kuster-Hauser syndorome に対する腹腔鏡補助下 

造腟術（Davydov 変法）9 症例の検討  

瀧内 剛 横井 猛 金山智子 筒井建紀 木村 正 

    

・腹腔鏡下副角摘出術を施行した非交通性副角を伴う単角子宮の 5症例 

後安聡子 筒井建紀 瀧内 剛. 正木 秀武 森本晶子 香山晋輔 小林栄仁 熊澤恵一 

藤森由香 横井 猛 木村 正 

 

・治療抵抗性婦人科悪性腫瘍に対する WT1ペプチドワクチン第Ⅱ相臨床試験 

森本晶子 榎本隆之 上田 豊 宮武 崇 吉野 潔 藤田征巳 筒井建紀 白方俊章  

西田純幸 岡 芳弘 杉山治夫 木村 正 

 

・パクリタキセル投与中患者のワルファリンカリウムによる抗凝固療法への影響 

について 

岩宮 正 上浦祥司 太田行信 宮武 崇 岡澤美佳 大門映美子 

 

・広汎性子宮全摘術後 CCRTを受けた子宮頸癌症例における多発リンパ節 

転移の予後への影響 

岡澤美佳 馬淵誠士 大門映美子 岩宮 正 米田佳代 宮武 崇 太田行信 吉野 潔 

藤田征巳 榎本隆之 上浦祥司 木村 正 

 

・子宮頸癌ⅡB期に対する初回治療：手術療法と放射線療法の比較検討 

馬淵誠士 岡澤美佳 宮武 崇 太田行信 吉野 潔 藤田征巳 筒井建紀 榎本隆之 

上浦祥司 木村 正 

 

5 月 26日 第 2回 こすもす懇話会 スターゲイトホテル関西エアポート 

・診断に苦慮した転移性卵巣腫瘍の一例  

竹田満寿美 

 

6月 1日 第 1回 大阪大学産婦人科関連病院内視鏡研究会 大阪大学医学部基礎

棟 3階 

・当科における TLHの工夫  

横井 猛 



 

6 月 16日～17日 第 125回近畿産科婦人科学会 大阪 

・当院で経験した非典型的な画像所見を呈した子宮腺肉腫の 1例 

三宅達也 徳川睦美 高岡 幸 竹田満寿美 三好 愛 吉田 晋 三村真由子 橋本洋之 横井 猛 

井阪茂之 荻田和秀 長松正章 

 

・脳転移に対し外科的治療が有効であった卵巣明細胞腺癌の 1 例 

高岡 幸 橋本洋之 徳川睦美 竹田満寿美 三宅達也 三好 愛 吉田 晋 三村真由子 

横井 猛 井阪茂之 荻田和秀 長松正章 

 

・術前に卵巣腫瘍と診断されたアンドロゲン不応症の 1例 

直居裕和 橋本洋之 梶本恵津子 竹田満寿美 三好 愛 吉田 晋 三村真由子 井阪茂之 

横井 猛 長松正章 荻田和秀 

 

・卵巣内膜症性嚢胞を合併した非交通性副角子宮の 1例 

梶本恵津子 橋本洋之 直居裕和 竹田満寿美 三好 愛 吉田 晋 三村真由子 横井 猛 

井阪茂之 荻田和秀 長松正章 

 

・広汎性子宮頸部摘出術(Trachelectomy)術後に自然妊娠した 1 症例 

吉田 晋 三宅達也 徳川睦美 高岡 幸 竹田 満寿美 三好 愛 三村真由子 橋本 洋之 

横井 猛 井阪茂之 荻田和秀 長松正章 筒井建紀 

 

・妊娠中に腸閉塞を合併し開腹手術に及んだ 1 例 

徳川睦美 荻田和秀 髙岡 幸 直居裕和 三宅達也 福井 温 佐藤 敦 鹿戸佳代子 

長松正章 

 

・当科における腹腔鏡下子宮体癌手術 

小林栄仁 横井 猛 筒井建紀 木村敏啓 香山晋輔 磯部 晶 馬淵誠士 上田 豊 

澤田健二郎 吉野 潔 藤田征巳 榎本隆之 木村 正 

 

7 月８日～10 日 第 48回日本周産期・新生児医学会 埼玉 

・新生児学会当院で経験した周産期心筋症 6症例の検討 

直居裕和 梶本恵津子 佐藤 敦 福井 温 鹿戸佳代子 荻田和秀 横井 猛 長松正章 

 

・当院における社会的リスク(Socio-Economical risk:SER)を伴った妊産婦の現状 

梶本恵津子 直居裕和 佐藤 敦 福井 温 鹿戸佳代子 荻田和秀 横井 猛 長松正章 



・帝王切開後に劇症型赤痢アメーバ大腸炎により大腸亜全摘・小腸瘻増設を 

行った一例 

髙岡 幸 徳川睦美 三宅達也 佐藤 敦 福井 温 鹿戸佳代子 荻田和秀 長松正章 

後藤摩耶子 加藤隆宏 水島靖明 松岡哲也 

 

7 月 19日～21日 第 52 回 日本婦人科腫瘍学会学術講演会  東京 

・CIN3 に対しての円錐切除術後における子宮頸部細胞診時期の検討(会議録) 

徳川睦美 橋本洋之 高岡 幸 竹田満寿美 三宅達也 吉田 晋 横井 猛 井阪 茂之  

荻田和秀 長松正章 

 

・卵巣癌に対する3rdもしくは4th lineとしてのリポソーマルドキソルビシン単剤投与 

の治療成績 

清原裕美子 藤田征巳 平松宏祐 森本晶子 横山拓平 木村敏啓 小林栄仁 上田 豊 吉野 潔 

榎本隆之 木村 正 横井 猛 橋本洋之 井阪茂之 長松正章 

 

・卵巣癌症例における血栓症発症例の検討(会議録) 

高岡 幸 橋本洋之 徳川睦美 竹田満寿美 三宅達也 三好 愛 吉田 晋 三村真由子 横井 猛 

井阪茂之 荻田 和秀 長松 正章 

 

・早期子宮頸癌術後症例における扁平上皮癌と腺癌の比較 

岡澤美佳 馬淵誠士 大門映美子 岩宮 正 宮武 崇 上田 豊 太田行信 吉野 潔 藤田征巳 

筒井建紀 榎本隆之 上浦祥司 木村 正 

 

7 月 27日 市立貝塚病院 第 32回市民公開講座  貝塚 

・健診一番婦人科がん  

長松正章 

 

9 月 15日 第 7回泉州広域母子医療センター症例検討会  貝塚  

・救命センターでの対応を要した膣壁血腫の一例 

西川愛子 

 

・癒着胎盤疑いで搬送となった症例の検討 

智多昌哉 

 

・子宮内膜症から卵巣癌に転化した一例 

山崎瑠璃子 



・卵巣癌に対する最新の治療について 

海野ひかり 

 

9 月 13日～15日 第 53 回日本産科婦人科内視鏡学会  札幌 

・早期子宮体癌における腹腔鏡下子宮体癌手術 

小林栄仁 横井 猛 筒井建紀 平松宏祐 清原裕美子 松崎慎也 木村敏啓 磯部 晶 

馬淵誠士 上田 豊 澤田健二郎 吉野 潔 藤田征巳 榎本隆之 木村 正 

 

10月 7日 第 126回近畿産科婦人科学会  大阪 

・卵巣癌手術時の傍大動脈リンパ節郭清における周術期合併症について 

梶本恵津子 橋本洋之 海野ひかり 山崎瑠璃子 高岡 幸 徳川睦美 竹田満寿美 釣谷香揚子 

宮武 崇 三村真由子 横井 猛 井阪茂之 荻田和秀 長松正章 

 

・当院における卵巣明細胞腺癌症例の術前診断の検討(会議録) 

高岡 幸 橋本洋之 海野ひかり 山崎瑠璃子 梶本恵津子 竹田満寿美 釣谷香揚子 宮武 崇 

三村真由子 横井 猛 井阪茂之 荻田和秀 長松正章 

 

10月 25 日～27日 第 50回日本癌治療学会  横浜 

・パクリタキセル、カルボプラチンにて肝酵素の上昇を呈した一例 

梶本恵津子 橋本洋之 海野ひかり 山崎瑠璃子 竹田満寿美 三村真由子 宮武 崇 井阪茂之 

横井 猛 荻田和秀 長松正章 

 

・転移性卵巣腫瘍を契機に発見された空腸癌の一例 

竹田満寿美 宮武 崇 海野ひかり 山崎瑠璃子 梶本恵津子 岡澤美佳 三村真由子 橋本洋之 

井阪茂之 横井 猛 荻田和秀 長松正章 

 

・子宮内膜混合癌の 3症例 

宮武 崇 竹田満寿美 海野ひかり 山崎瑠璃子 梶本恵津子 三村真由子 橋本洋之 井坂茂之 

横井 猛 荻田和秀 長松正章 

 

・早期子宮頸癌術後症例における腺扁平上皮癌と腺癌の比較 

岡澤美佳 馬淵 誠士 大門映美子 岩宮 正 木瀬康人 宮武 崇 上田 豊 太田行信 吉野 潔 

藤田征巳 筒井建紀 榎本隆之 上浦祥司 木村 正 

 

11月 10 日 第 33回大阪大学産婦人科オープンクリニカルカンファレンス 大阪    

・診断に苦慮した小腸原発転移性卵巣腫瘍の一例 



竹田満寿美 横井 猛 海野ひかり 山崎瑠璃子 梶本恵津 宮武 崇 三村真由子 橋本洋之  

井阪茂之 長松正章 

 

・妊娠 17 週時に交通事故による重傷頭部外傷から植物状態となり、妊娠継続を 

目指したが妊娠 24週で母体死亡に至った一例 

高岡 幸 西川愛子 智多昌哉 徳川睦美 吉田 晋 佐藤 敦 福井 温 鹿戸佳代子 荻田和秀 

長松正章 勝木竜介 後藤摩耶子 加藤隆宏 上野正人 松岡哲也 

 

12月 15 日 第 9 回泉南産婦人科懇話会 スターゲイトホテル関西エアポート 

招請講演 

・婦人科腹腔鏡下手術の最前線 良性腫瘍から悪性腫瘍まで  

横井 猛 


