
講座名 産科婦人科学
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【原著論文】

Shoda A, Hayashi M,
Takayama N, Oshima K,
Nishikawa M, Okazaki T,
Negishi M, Hayashida S,
Watanabe H, Inaba N

Maternal screening and
postpartum vaccination for
measles infection in Japan: a
cohort study

BJOG 118 88 92 2011

2 【原著論文】
稲葉憲之, 大島教子, 林田志
峯, 稲葉未知世, 稲葉不知之,
渡辺博, 深澤一雄

遅発性ウイルス感染症 産婦人科治療 102 2 111 115 2011

3 【原著論文】
稲葉憲之, 大島教子, 林田志
峯, 稲葉未知世, 熊曙康, 稲
葉不知之, 渡辺博, 深澤一雄

母子感染「B型肝炎ウイル
ス、C型肝炎ウイルス」

産婦人科の実際 60 3 389 396 2011

4 【原著論文】
稲葉憲之, 大島教子, 林田志
峯, 林田綾子, 稲葉未知世,
深澤一雄

[周産期医学必修知識（第7
版）]産科編（PartⅡ）妊娠
中感染B、C型肝炎ウイルス

周産期医学 41 増刊号 138 142 2011

5 【原著論文】
庄田亜紀子, 林正路, 茂木絵
美, 岡崎隆行, 北澤正文, 深
澤一雄, 稲葉憲之

卵巣嚢腫に対するエタノール
固定術が原因と考えられる亜
腸閉塞に腹腔鏡下解除術が有
効であった１例

日本産科婦人科内視鏡学会
雑誌

27 2 391 395 2011

6 【原著論文】

鈴村宏, 宮本健志, 栗林良多,
渡部功之, 坪井弥生, 新田晃
久, 多田和美, 渡辺博, 有坂
治

羊水過少シークエンスを呈し
た非モザイク型４倍体の１例

日本周産期・新生児医学会
雑誌

47 702 706 2011

7 【原著論文】
中野貴史, 北澤正文, 林田綾
子, 星野恵子, 渡辺博, 深澤
一雄, 稲葉憲之

Conventional IVFでのlong
protocol におけるhCG投与日
の血中progesterone値と妊娠
成績について

Dokkyo Journal of
Medical Sciences

38 1 71 78 2011



8 【原著論文】
一杉正仁, 菅谷仁, 平林秀樹,
妹尾正, 上秀一, 下田和孝,
田所望, 古田裕明

模擬試験とヒューマンエラー
発生数との関係について

獨協医学会雑誌 38 2 143 147 2011

9 【原著論文】
茂木絵美, 多田和美, 岡崎隆
行, 大島教子, 深澤一雄, 渡
辺博, 稲葉憲之

［重篤な妊娠・産褥合併症］
妊娠合併原発性肺癌の1例

日本産科婦人科学会関東連
合地方部会誌

48 1 81 86 2011

10 【原著論文】

茂木絵美, 林正路, 庄田亜紀
子, 稲葉不知之, 多田和美,
大島教子, 深澤一雄, 渡辺博,
種市洋, 野原裕, 釜井隆男,
吉田謙一郎, 冨田茂樹, 藤盛
孝博, 稲葉憲之

妊娠中に発症した後腹膜神経
鞱種の１例

栃木県産婦人科医報 37 33 37 2011

11 【原著論文】 望月善子

婦人科内分泌治療‐病態の理
解と正しい診断に基づく対
処・治療のポイント[更年期・

老年期]3．更年期出血

臨床婦人科産科 65 4 536 539 2011

12 【原著論文】 渡辺博
母子感染‐新しい制御戦略
[産道感染・母乳感染への対
策] HIV

臨床婦人科産科 65 1058 1061 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【総説等】 望月善子
私のHRT処方　こんな時どう

する？HRTの処方箋あれこれ
更年期と加齢のヘルスケア 9 2 314 315 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【学位論文】

Shoda A, Hayashi M,
Takayma N, Oshima K,
Nishikawa M, Okazaki T,
Negishi M, Hayashida S,
Watanabe H, Inaba N

Maternal screening and
postpartum vaccination for
measles infection in Japan: a
cohort study

BJOG 118 88 92 2011



2 【学位論文】 安座間誠

MRI dynamic contrast-
enhanced study分析による卵
巣腫瘍診断精度に関する研究
造影効果発現時相による卵巣
腫瘍悪性度評価の有用性

Dokkyo Journal of Medical
Sciences 38 1 65 70 2011

3 【学位論文】

稲葉未知世, 大島教子, 林田
志峯, 西川正能, 岡嶋祐子,
北澤正文, 深澤一雄, 渡辺博,
高見澤裕吉, 稲葉憲之

TTウイルス母子感染の後方視
的、前方視的研究‐特に母子
感染様式と周産期における臨
床的意義について‐

Dokkyo Journal of Medical
Sciences 38 1 41 47 2011

4 【学位論文】 上地秀昭

子宮頸部上皮内腫瘍・頸がん
の円錐切除外科断端陰性例に
おけるHuman Papilomavirus
検査の有用性

Dokkyo Journal of Medical
Sciences 38 1 25 31 2011

5 【学位論文】

大島教子, 稲葉憲之, 林田志
峯, 根岸正実, 庄田亜紀子,
岡崎隆行, 多田和美, 西川正
能, 田所望, 北澤正文, 深澤
一雄, 渡辺博

妊婦血中および頚管膣分泌液
におけるHIV-1ウイルス量と

Secretory Leukocyte
Protease Inhibitor値に関する

検討‐HIV1母子感染対策の
観点より‐

Dokkyo Journal of Medical
Sciences 38 1 95 102 2011

6 【学位論文】

香坂信明 岡崎隆行, 稲葉未知
世, 稲葉不知之, 亀森哲, 坂
本尚徳, 北澤正文, 渡辺博,
深澤一雄, 稲葉憲之

HPV感染状況と子宮頚癌検診

における細胞診とHPV検査併
用の意義

Dokkyo Journal of Medical
Sciences 38 1 59 64 2011

7 【学位論文】

西川正能, 大島教子, 林田綾
子, 林田志峯, 石川和明, 岡
嶋祐子, 北澤正文, 深澤一雄,
渡辺博, 高見澤裕吉, 稲葉憲
之

周産期領域におけるG型肝炎
ウイルスの臨床的意義‐同じ
フラビウイルス科に属するC
型肝炎ウイルスと比較して‐

Dokkyo Journal of Medical
Sciences 38 1 49 57 2011

8 【学位論文】
村越友紀, 望月善子, 渡辺博,
稲葉憲之

10代出産女性の現状と課題‐

10代出産女性のアンケート調
査からの検討‐

Dokkyo Journal of Medical
Sciences 38 1 87 94 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【学会・研修会発表】 Inaba N
In the second booster
vaccination mandatory for
HBV to Prevent PMTCT?

International Conference
on Emerging Frontiers
and Challenges in
HIV/AIDS Research

Mumbai 2011 2 5～8



2 【学会・研修会発表】
Okazaki T, Kosaka N,
Fukasawa I, Inaba N

An Effective Case of CPT-11
+ Nedaplatin for Uterine
Cervical Cancer Bone
Metastases

ASGO 2nd Biennial Meetin Korea 2011 11 4

3 【学会・研修会発表】

Kosaka　N, Okazaki T,
Tanaka S, Inaba M, Inaba F,
Kamemori T, Sakamoto T,
Fukasawa I, Inaba N

An Effective Case of CAV-EP
as a Neoadjuvant
Chemotherapy for Small Cell
Carcinoma of the Uterine
Cervix

ASGO 2nd Biennial Meetin Korea 2011 11 4

4 【学会・研修会発表】 Watanabe H
The effect of radiation on
mother and fetus. （放射線が
母体と胎児に与える影響）

I.Japanese patients’ day
（第1回日本人患者さんデー）

Dusseldor 2011 11 26

5 【学会・研修会発表】 Watanabe H

Prenatal care and
management of high risk
pregnancies. （プレナタルケア

(産前ケア）とハイリスク妊娠のマ

ネージメント)

I.Japanese patients’day
（第1回日本人患者さん
デー）

Dusseldor 2011 11 26

6 【学会・研修会発表】 Shouda　A Infections during pregnancy
（妊娠中の感染症）

I.Japanese patients’day
（第1回日本人患者さん
デー）

Dusseldor 2011 11 26

7 【学会・研修会発表】 Shouda　A

Maternal weight and
metabolic syndrome and the
role of fetal surveillance（母
体の体重及びメタボリック症候群
と胎児監視の役割）

I.Japanese patients’day
（第1回日本人患者さん
デー）

Dusseldor 2011 11 26

8 【学会・研修会発表】 Hayashi　M

HPV vaccination and
cervical cancer Redefining
the Standard HPV(ヒトパピ

ローマウイルス/ヒト乳頭腫ウイル
ス）の予防接種と子宮頚癌　スタ
ンダードの再定義)

I.Japanese patients’day
（第1回日本人患者さん
デー）

Dusseldor 2011 11 26



9 【学会・研修会発表】 Hayashi　M

Minimal invasive surgery -
faster recovery, less pain -
surgical advances in
gynecologic surgery. （低侵襲

手術　-より早い回復、痛みの軽

減-婦人科の外科手術における
外科的手術の進歩）

I.Japanese patients’day
（第1回日本人患者さん
デー）

Dusseldor 2011 11 26

10 【学会・研修会発表】 望月善子 実地医家のための369+診療 上都賀郡市北部医師団懇話会日光 2011 1 11

11 【学会・研修会発表】 北澤正文
男女産婦人科医師キャリアサ
ポート委員会調査結果報告

平成22年度第1回「拡大医
療改革委員会」兼「産婦人
科医療改革効果フォーラ
ム」

東京 2011 1 30

12 【学会・研修会発表】 北澤正文
セミナー１.PMS（月経前症
候群）とその治療法

日本産婦人科学会・日本産
婦人科医会主催「女性の健
康週間」プレスセミナー

東京 2011 2 22

13 【学会・研修会発表】
庄田亜紀子, 林正路, 根岸正
実, 久野達也, 香坂信明, 深
澤一雄, 稲葉憲之

腹壁子宮内膜症から発生した
と考えられる類内膜腺癌の１
例

第32回日本エンドメトリ
オーシス学会

東京 2011 2 22～23

14 【学会・研修会発表】 望月善子
更年期医療の正しい知識/こ
れからのHRTに望まれるもの

小山地区・下都賀郡市・県
南区産婦人科医会合同研修
会

小山 2011 2 25

15 【学会・研修会発表】 渡辺博
知っておきたい放射線の正しい
知識　産婦人科医の立場から

とちぎ県民健康フォーラム 宇都宮 2011 6 4



16 【学会・研修会発表】 渡辺博

茨城県西地区と獨協医科大学病
院総合周産期母子医療センター
との連携について －現状と問
題点－ + 東日本大震災関連

茨城県産婦人科医会　県西
集談会

筑西 2011 6 8

17 【学会・研修会発表】

岡崎隆行, 林正路, 庄田亜紀子,
稲葉不知之, 木内香織, 茂木絵
美, 香坂信明, 坂本尚徳, 渡辺
博, 深澤一雄, 稲葉憲之

原因不明大量性器出血に対し子
宮動脈塞栓術が奏功した子宮内
膜血管瘤の1例

第121回関東連合産科婦人科
学会総会・学術集会

東京 2011 6 12

18 【学会・研修会発表】
庄田亜紀子, 林正路, 多田和美,
久野達也, 大島教子, 望月善子,
深澤一雄, 渡辺博, 稲葉憲之

胎盤血管腫により羊水過多症・
胎児水腫を認めた1例

第121回関東連合産科婦人科
学会総会・学術集会

東京 2011 6 12

19 【学会・研修会発表】
多田和美, 渡辺博, 庄田亜紀子,
大島教子, 鈴村宏, 桑島成子,
深澤一雄, 稲葉憲之

当院での胎児MRIの検討
第121回関東連合産科婦人科
学会総会・学術集会

東京 2011 6 12

20 【学会・研修会発表】 深澤一雄 婦人科癌治療のEBM
第121回関東連合産科婦人科
学会総会・学術集会

東京 2011 6 12

21 【学会・研修会発表】
茂木絵美, 望月善子, 庄田亜紀
子, 多田和美, 大島教子, 渡辺
博, 深澤一雄, 稲葉憲之

当院における産科関連ICU入室
症例の検討

第121回関東連合産科婦人科
学会総会・学術集会

東京 2011 6 12

22 【学会・研修会発表】
坂本尚徳、林田志峯、林田綾
子、岡崎隆行、香坂信明、深澤
一雄

局所進行子宮頚癌における術前
化学療法（NAC）の臨床的検討

第44回栃木県癌治療懇話会 宇都宮 2011 7 9



23 【学会・研修会発表】

岡崎隆行, 木内香織, 茂木絵美,
庄田亜紀子, 多田和美, 大島教
子, 渡辺博, 深澤一雄, 稲葉憲
之

妊娠中のMycoplasmas陽性細菌
性膣症と早産率との関連

第47回日本周産期・新生児医
学会学術集会

札幌 2011 7 10～12

24 【学会・研修会発表】
庄田亜紀子, 林正路, 多田和美,
大島教子, 田所望, 深澤一雄,
渡辺博, 稲葉憲之

当科におけるやせ妊婦と低出生
体重児について

第47回日本周産期・新生児医
学会学術集会

札幌 2011 7 10～12

25 【学会・研修会発表】
多田和美, 渡辺博, 庄田亜紀子,
岡崎隆行, 大島教子, 田所望,
深澤一雄, 稲葉憲之

当院における高齢初産の現状
第47回日本周産期・新生児医
学会学術集会

札幌 2011 7 10～12

26 【学会・研修会発表】
西山緑, 古市照人, 田所望, 熊
倉みつ子, 上川雄一郎, 安藤千
春, 橋本充代

地域医療を目指す学生の特性と
プロフェッショナリズム育成の
ための地域医療教育の効果

第43回日本医学教育学会 広島 2011 7 10～12

27 【学会・研修会発表】

岡崎隆行, 香坂信明, 田中聡子,
稲葉未知世, 稲葉不知之, 林正
路, 坂本尚徳, 深澤一雄, 稲葉
憲之

子宮頸癌骨転移にCPT11＋ネダ
プラチン療法が奏功した1例

第50回日本婦人科腫瘍学会学
術講演会

札幌 2011 7 22～24

28 【学会・研修会発表】

香坂信明, 岡崎隆行, 茂木絵美,
田中聡子, 稲葉未知世, 稲葉不
知之, 林正路, 坂本尚徳, 深澤
一雄, 稲葉憲之

卵巣癌Ⅲ期症例における間欠的
化学療法の予後の検討

第50回日本婦人科腫瘍学会
学術講演会

札幌 2011 7 22～24

29 【学会・研修会発表】
坂本尚徳, 田中聡子,稲葉未知
世, 稲葉不知之, 香坂信明,
深澤一雄, 稲葉憲之

CDV療法が著効した巨大腹部腫
瘍の1例

第50回日本婦人科腫瘍学会
学術講演会

札幌 2011 7 22～24



30 【学会・研修会発表】
林正路, 庄田亜紀子, 香坂信明,
望月善子, 深澤一雄, 稲葉憲之

化学療法に伴う血中Anti
Mullerian hormone(AMH)値の変
化について

第50回日本婦人科腫瘍学会
学術講演会

札幌 2011 7 22～24

31 【学会・研修会発表】

飯塚真, 市村建人, 栗田都, 林
雅敏, 濱田佳伸, 榎本英夫, 坂
本秀一, 深澤一雄, 稲葉憲之,
林雅敏

良性および悪性卵巣腫瘍の腫
瘍内容液中に含まれるM-CSF
の動態

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

32 【学会・研修会発表】
岡崎隆行, 大島教子, 深澤一雄,
渡辺博, 稲葉憲之

HIV感染未治療妊婦より出生

した児のIGRM-313 SNPと母
子感染率について

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

33 【学会・研修会発表】

喜多恒和, 中西美紗緒, 箕浦
茂樹, 松田秀雄, 高野政志,
佐久本薫, 大井理恵, 瀬戸裕,
塚原優己, 戸谷良造, 稲葉憲
之, 和田裕一

HIV感染妊婦に特化したエイ
ズ拠点病院の再整備に関する
提案

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

34 【学会・研修会発表】 北澤正文
次世代を担う男女産婦人科医師
キャリアサポート委員会アン
ケート調査結果報告

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29

35 【学会・研修会発表】
坂本尚徳, 田中聡子,稲葉未知
世, 稲葉不知之, 香坂信明, 深
澤一雄, 稲葉憲之

当院における子宮肉腫の臨床
病理学的検討

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

36 【学会・研修会発表】
庄田亜紀子, 林正路, 望月善
子, 添田わかな, 香坂信明,
深澤一雄, 渡辺博, 稲葉憲之

化学療法に伴う血中Anti-
Mullerian hormone(AMH)値
の変化について

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31



37 【学会・研修会発表】

谷口晴記, 塚原優己, 山田里
佳, 井上孝実, 蓮尾泰之, 林
公一, 大島教子, 喜多恒和,
戸谷良造, 稲葉憲之, 和田裕
一

「HIV母子感染予防対策マ

ニュアル」第6版の概要につ
いて

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

38 【学会・研修会発表】
多田和美, 渡辺博, 大島教子,
田所望, 稲葉憲之

過去12年における早産症例の検
第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

39 【学会・研修会発表】

濱田佳伸, 林雅敏, 飯塚真,
市村建人, 栗田　都, 榎本英
夫, 坂本秀一, 林雅敏, 稲葉
憲之

桂枝茯苓丸が奏功した
Vulvodyniaの症例

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

40 【学会・研修会発表】

林田志峯, 稲葉憲之, 大島教
子, 根岸正実, 林田綾子, 稲
葉未知世, 庄田亜紀子, 北澤
正文, 深澤一雄, 渡辺博, 林
雅敏, 高見澤裕吉

HBV母子感染予防対策改良型
新方式の臨床的検討

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

41 【学会・研修会発表】
望月善子, 添田わかな, 稲葉
憲之

medically unexplained
symptoms（説明のつかない
不定愁訴）に対するアプロー
チ

第63回日本産科婦人科学会
学術講演会

大阪 2011 8 29～31

42 【学会・研修会発表】
木内香織, 大島教子, 楫靖,
渡辺博, 深澤一雄

妊娠中に内膜症性嚢胞の脱落
膜化が疑われた1例

JSAWI2011 淡路島 2011 9 1～2

43 【学会・研修会発表】
吉田理佳, 楫靖, 坂本尚徳,
深澤一雄, 小島　勝

Adenomyomaと子宮体癌が併存JSAWI2011 淡路島 2011 9 1～2



44 【学会・研修会発表】
尾臺珠美, 岡崎隆行, 茂木絵
美, 香坂信明, 坂本尚徳, 本
間浩一, 深澤一雄

膣壁平滑筋腫の1例 第74回栃木県産科婦人科学会宇都宮 2011 9 4

45 【学会・研修会発表】
木内香織, 大島教子, 庄田亜
紀子, 多田和美, 楫靖, 渡辺
博, 深澤一雄

妊娠中に内膜性嚢胞の脱落膜化第75回栃木県産科婦人科学会宇都宮 2011 9 4

46 【学会・研修会発表】
林正路, 西川正能, 庄田亜紀
子, 茂木絵美, 岡崎隆行, 北
澤正文, 深澤一雄

腹腔鏡下筋腫核出術(LM)にお

けるV-LocTM180の使用経験
第76回栃木県産科婦人科学会宇都宮 2011 9 4

47 【学会・研修会発表】 渡辺博 東日本大震災への対応-栃木県の
平成23年度関東ブロック産婦
人科医会関東ブロック協議会

横浜 2011 9 11

48 【学会・研修会発表】
尾臺珠美, 岡崎隆行, 茂木絵
美, 香坂信明, 坂本尚徳, 深
澤一雄, 本間浩一

膣壁平滑筋腫の1例
第122回関東連合産科婦人
科学会総会・学術集会

横浜 2011 10 30

49 【学会・研修会発表】 望月善子
プライマリケアにおける骨粗鬆
症治療早期介入の重要性

骨粗鬆症セミナー～閉経後
女性のヘルスケア～

宇都宮 2011 11 16

50 【学会・研修会発表】 深澤一雄 子宮頸癌とHPV－ワクチンと癌検第11回群馬臨床ウイルス研究会群馬 2011 11 17



51 【学会・研修会発表】
武田信彦, 北澤正文, 久野達
也, 林田綾子, 星野恵子, 深
澤一雄

生殖補助医療技術における胚
盤胞移植不成功例に対する
SEET法（子宮内膜刺激胚移
植法）の臨床的有用性の検討

第39回獨協医学会 壬生 2011 12 3

52 【学会・研修会発表】
八杉倫, 西山緑, 稲葉未知世,
田所望

香港における大学生のSOC
（Sense of Coherence）とラ
イフスタイルの検討－獨協医
科大学生と比較して－

第40回獨協医学会 壬生 2011 12 3

番号 見出し 受賞者名 演題 学会名 賞の名称 受賞年 受賞月 受賞日 備考

1 【学術賞】
稲葉未知世, 西山緑, 田所望,
望月善子, 前澤玲華, 坪井弥
生

本学学生および臨床研修医が
望む将来的ワークライフバラ
ンス（仕事と家庭の調和）と
キャリア意識に関する検討

平成23年
度関湊賞
研究奨励
賞

2011 11 21

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【新聞記事・書評等】 望月善子
更年期医療ガイドブック解説
③：骨粗鬆症の診断と治療

Newsletter of The Japan
Menopause Soc Vol.16 No3 P12 2011 Jan

2 【新聞記事・書評等】

田所望, 入江嘉仁, 伴場信之,
原澤寛, 鈴木國弘, 仲野堅太
郎, 小柳津毅, 稲葉未知世,
伊澤直樹, 藤田昌紀, 竹田徹
朗, 杉立渓, 永井幸四郎

効果的な教育カリキュラムの
実践にむけて－ABL
（Advanced Bedside
Learning）のあり方－（グ
ループ1）

第16回獨協医科大学医学教
育ワークショップ記録集

P10-16 2011

3 【新聞記事・書評等】
田所望, 稲葉未知世, 吉原重
美, 福島啓太郎, 山田靖之

医学部における試験問題作成
に係わる研修②グループワー
ク

平成23年度　試験問題作成
に係わる研修会　記録集

P41-80 2011



4 【新聞記事・書評等】 渡辺博
身近な病気Q＆A　出生前診
断・遺伝相談について

獨協医科大学病院だより 第32号春号3 2011 5 10

5 【新聞記事・書評等】 渡辺博

高い母体搬送受入率を実現
コーディネーター機能による
栃木県周産期医療連携セン
ターを中心とした種産機医療
体制

獨協医科大学病院総合周産
期母子医療センター　OG
SCOPE

2巻 2号 P12-13 2011

6 【新聞記事・書評等】 渡辺博
第62回日本産科婦人科学会学
術講演会報告

同窓だより（東京医科歯科
大学産科婦人科）

44 P19-22 2011

7 【新聞記事・書評等】 渡辺博 国試105
第105回医師国家試験問題
解説書（医誌国家試験問題
解説書編集委員会編）

医学評論社 2011
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