２
１. 赤石美穂

論文・著書等（日本語）

当院にて経験した副角妊娠及び副角切除後妊娠の２例，仙台市立病院医学雑誌，33：

25-28
２. 飯田渓太，北畑裕之，長山雅晴  Spontaneous Motion of a Camphor Particle : The Relationship
between Particle Shape and Motion，計算工学講演会論文集，日本計算工学会，18：3
３. 伊藤

潔（分担執筆） 不正性器出血，機能性子宮出血，子宮内膜ポリープ

今日の治療指針－私

はこう治療している－，TODAY’S THERAPY 2013，医学書院，1089-1090
４. 伊藤

潔

企画者のことば（特集：ホルモン依存性悪性腫瘍－特徴と対処を考える），産婦人科

の実際，金原出版，62：1166
５. 伊藤

潔

出来て１年，災害産婦人科学分野の現状報告，宮城県産婦人科医会誌，宮城県産婦人

科医会，119：22-24
６. 伊藤

潔

子宮体癌術後のホルモン補充療法（HRT）に関する知見，第11回婦人科悪性腫瘍研

究機構年次会議（総会）記録集，婦人科悪性腫瘍研究機構，11：197-204
７. 伊藤

潔

ベセスダシステム導入後の問題点とその対策，日本臨床細胞学会山形県支部会報，日

本臨床細胞学会山形県支部，32：17-26
８. 伊藤

潔

大災害と婦人科がん医療・医学，東北医学雑誌，東北医学会，125：253-254

９. 伊藤

潔

東日本大震災と産婦人科医療

～当日，その後

そしてこれから～，北産婦医会報，

北海道産婦人科医会，125：2-4
10. 伊藤

潔，菅原準一

大震災時の産婦人科医療，東日本大震災を分析する

第２巻

震災と人

間・まち・記録，明石書店，2：55-67
11. 伊藤拓哉，木村芳孝，佐藤尚明，星合哲郎，八重樫伸生

胎児脳出血は p53シグナル不活化で抑

制される，東北医学雑誌，東北医学会，125：88-90
12. 井原基公，有馬隆博
13. 今村

生殖細胞と酸化ストレス，医学のあゆみ，医歯薬出版，247：851-855

功，高野忠夫，下川宏明，橋渡し研究の背景を考慮したバイオマーカーの重要性と臨床研究

倫理の展望，臨床評価，臨床評価刊行会，41：609-617
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14. 岩間憲之，菅原準一

胎児心拍数図波形の異常（今月の臨床：急速遂娩の基本－トラブルを避け

るために），臨床婦人科産科，医学書院，67：220-229
15. 宇都宮裕貴，伊藤

潔，志賀尚美，辻

圭太，西本光男，八重樫伸生

子宮体がんと性ステロイ

ド合成阻害剤（特集：ホルモン依存性悪性腫瘍－特徴と対処を考える－），産婦人科の実際，金原
出版，62：1201-1206
16. 宇都宮裕貴

生殖医療の最近の話題，宮城県産婦人科医会誌，宮城県産婦人科医会，

17. 大槻健郎，大槻

愛，八重樫伸生

18. 小澤克典，宮下

進，室本

子宮癌，Modern Physician，新興医学出版社，33：324-326

仁，室月

淳，長谷川英之，金井

浩，八重樫伸生

双胎間輸血症

候群における胎児治療前後の位相差トラッキング法を用いた胎児心機能の計測，東北医学雑誌，東
北医学会，125：85-87
19. 小澤克典，室月

淳

胎児輸血，妊娠中の手術，胎児手術

こんなときどうする？，メジカル

潔

卵巣癌，Modern Physician，新興医学出版社，33：327-330

ビュー，110-119
20. 海法道子，伊藤
21. 笠井

剛，星

和彦，不妊症－男性不妊症・機能性不妊症－，産婦人科研修の必修知識2013，日本

産科婦人科学会，460-469
22. 嘉村敏治，八重樫伸生
23. 木村芳孝

監訳・監修，婦人科腫瘍治療ガイドライン，日本婦人科腫瘍学会

宇宙開発とスパイと胎児心電図：胎児心電図の開発と今後の展開，助産学雑誌，医学

書院，67：1053-1059
24. 齋藤昌利，杉山

隆，菅原準一，八重樫伸生

妊娠中期の正常胎児の超音波像（妊娠20週頃），

周産期医学，東京医学社，43：104-110
25. 佐藤菊子，我妻理重，星合哲郎，松本大樹，櫻田尚子，長谷川純子，横山智之

CA125の異常高

値を呈した子宮筋腫による Pseudo-Meigs 症候群の１例，大崎市民病院誌，17：63-65
26. 佐藤孝洋

産婦人科研修の必修知識2013（必修見直し検討委員会若手委員），産婦人科研修の必

修知識2013，日本産科婦人科学会
27. 佐藤孝洋，菅原準一，八重樫伸生

トキソプラズマ（今月の臨床：性感染症と母子感染－最新の

診断と管理），臨床婦人科産科，医学書院，67：93-98
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28. 佐藤尚明，木村芳孝，八重樫伸生

母体腹壁誘導胎児心電図～胎児 well-being 評価の新展開～

（特集：今日の胎児機能評価），産婦人科の実際，金原出版，62：793-802
29. 佐藤尚明，木村芳孝，八重樫伸生

母体腹壁誘導胎児心電図の最近の話題，CTG モニタリング

テキスト，東京医学社，66-72
30. 志賀尚美，宇都宮裕貴，石橋ますみ，黒澤大樹，西本光男，渡邉
樫伸生

善，豊島将文，渡辺

正，八重

腹腔鏡手術を契機に顕在化した子宮内膜症を伴う Nuck 管水腫の１症例，日本産婦人科

内視鏡学会雑誌，日本産婦人科内視鏡学会，29：168-172
31. 志賀尚美，永瀬

智，八重樫伸生

子宮体癌 , 子宮体部肉腫の新しい取扱い規約改訂のポイン

ト，日本産科婦人科学会雑誌，日本産科婦人科学会，65：N275-N282
32. 菅原準一

プライマリケアがお産を守る !（2）大震災後の周産期医療と東北メディカル・メガ

バンク事業：災害時に母児を守る ! その医療活動から見えてきたもの，日本医事新報，日本医事新
報社，4637：25-29
33. 菅原準一

胎児心拍数モニタリング所見との関連，日本周産期・新生児医学会雑誌，日本周産

期・新生児医学会，49：63-64
34. 菅原準一

大震災の経験を教訓に変える－宮城県における周産期実態調査から－，日本周産期・

新生児医学会雑誌，日本周産期・新生児医学会，49：603
35. 菅原準一

３）基線細変動の変化：評価法と病態，日本産科婦人科学会雑誌，日本産科婦人科学

会，65：428
36. 菅原準一

東北メディカル・メガバンク事業－次世代の医療モデルを実現するために－，宮城県

産婦人科医会誌，宮城県産婦人科医会，120：6-9
37. 菅原準一

3.11 周産期医療に何が起こったか，石川産科婦人科学会雑誌，3：18-19

38. 菅原準一

周産期医療概論と基本技術

f. 災害対策，改訂版第２版 MFICU マニュアル，メディ

カ出版，33-38
39. 菅原準一，海野信也

３）基線細変動の変化：評価法と病態，日本産科婦人科学会雑誌，日本産

科婦人科学会，65：N93-N99
40. 杉林里佳，佐藤尚明，木村芳孝
41. 杉山

隆

胎児心電図，産科と婦人科，診断と治療社，80：1169-1175

妊娠糖尿病と周産期合併症対策，日本産科婦人科学会雑誌，日本産科婦人科学会，

65：1133-1139
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42. 杉山

隆

妊娠糖尿病のスクリーニングと診断，Diabetes Care-Japanese Edition，1：16-17

43. 杉山

隆

妊娠時に診断された糖尿病の臨床像，糖尿病，日本糖尿病学会，56：620-622

44. 杉山

隆

糖尿病合併妊娠と妊娠糖尿病，周産期医学，東京医学社，43：1267-1272

45. 杉山

隆

妊娠と脂質代謝，Hormone Frontier in Gynecology，メディカルレビュー社，20：

46. 杉山

隆

妊婦の栄養，Fetal and Neonatal Medicine，メディカルレビュー社，5：24-27

47. 杉山

隆

妊産婦の栄養，産科合併症 改定２版，メディカ出版，634-655

48. 杉山

隆

妊娠糖尿病と肥満－妊娠合併症に及ぼす影響，月刊糖尿病，医学出版，5：27-31

49. 杉山

隆

糖尿病性ケトアシドーシス，臨床婦人科産科増刊－産婦人科当直医マニュアル，医学

29-33

書院，67：258-261
50. 杉山

隆

「妊娠と糖尿病」母児管理のエッセンス，金
妊娠糖尿病の管理に関する世界の動向，

芳堂，146-148
51. 杉山

隆

妊娠糖尿病のスクリーニング，「妊娠と糖尿病」母児管理のエッセンス，金芳堂，

149-153
52. 杉山

隆

糖代謝異常合併妊娠，産婦人科研修の必修知識2013，日本産科婦人科学会，279-278

53. 杉山

隆，神元有紀

糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病，産科婦人科疾患最新の治療2013-2015，南

江堂，97-98
54. 杉山

隆，松田

直，池田智明

母体合併症による異常：最新新生児のプライマリケア，研修

ノート，89：25-32
55. 高野忠夫

間葉性腫瘍（２）治療（特集：プロメテウス 婦人科がん最新医療）
，産婦人科の実

際，金原出版，62：1823-1827
56. 高野忠夫，徳永英樹，八重樫伸生

子宮がん肉腫・子宮肉腫の治療戦略（今月の臨床：進行婦人

科がんの集学的治療），臨床婦人科産科，医学書院，67：1139-1144
57. 高野忠夫，徳永英樹，大槻健郎

子宮平滑筋肉腫に対する薬物治療（特集：子宮体がん , 子宮頸

がんの薬物治療），臨床腫瘍プラクティス，ヴァン・メディカル，9：32-37
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58. 高野忠夫，八重樫伸生
ド

婦人科がんにおける化学療法の実際について教えてください，徹底ガイ

がん化学療法とケア Q&A

59. 武田

卓

第２版，総合医学社，42：64-66

月経前症候群（PMS）の治療に「エチニルエストラジオール・ドロスピレノン配合

錠」は推奨されるか？，Minds トピックス，日本医療機能評価機構
http://minds.jcqhc.or.jp/n/med/8/med0096/T0010565
60. 武田

卓

カラダの不調・トラブル改善宣言 !!，SHODENSHA MOOK，祥伝社

61. 只川真理，西郡秀和，齋藤昌利，杉山

隆，菅原準一，八重樫伸生

妊娠中に腹壁デスモイド腫

瘍摘出術を行い，正期産に至った一例，日本周産期・新生児医学会雑誌，日本周産期・新生児医学
会，49：369-373
62. 立花眞仁，Shoukhrat Mitalipov

Current Topics：ミトコンドリア遺伝病の配偶子系列遺伝子

治療確立へ向けて，実験医学，羊土社，31：553-557
63. 立花眞仁，Shoukhrat Mitalipov

核移植技術とミトコンドリア遺伝病，日本生殖内分泌学会雑

誌，日本生殖内分泌学会，18：42-46
64. 千葉初音，岡江寛明，有馬隆博，ヒト生殖補助医療（ART）とエピジェネティクスの異常，遺伝
子医学 MOOK，メディカル ドゥ，25：178-183
65. 辻

圭太，永瀬

智，八重樫伸生

子宮体がんの手術療法（３）センチネルリンパ節の同定（特

集：プロメテウス 婦人科がん最新医療），産婦人科の実際，金原出版，62：1784-1788
66. 永瀬

智

手術進行期分類にある鼠径リンパ節の生検は必要か ?，子宮体がん治療ガイドライン

2013年版，金原出版，67-68
67. 永瀬

智

センチネルリンパ節生検によりリンパ節郭清（生検）を省略できるか ?，子宮体がん

治療ガイドライン2013年版，金原出版，78-80
68. 永瀬

智

子宮体癌進行期改訂に伴う問題点は？，EBM 婦人科疾患の治療2013-2014，中外医学

社，371-376
69. 永瀬

智

再発子宮頸癌に対する骨盤除臓術，日本産科婦人科学会雑誌，日本産科婦人科学会，

65：N141-N145
70. 永瀬

智

産婦人科研修の必修知識2013（必修知識見直し検討委員会），産婦人科研修の必修知

識2013，日本産科婦人科学会
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71. 永瀬

智

監修（日本産科婦人科学会教育委員会幹事），日本産科婦人科学会編

産科婦人科用

語集・用語解説集，日本産科婦人科学会
72. 新倉

仁

リンパ節郭清は必要ですか ?

センチネルリンパ節検査は有効ですか ?，新 癌につい

ての質問に答える，へるす出版，495
73. 新倉

仁

センチネルリンパ節生検で系統的リンパ節郭清術は変わるか ?，EBM 婦人科疾患の治

療2013-2014，中外医学社，309-312
74. 新倉

仁

腫瘍と類腫瘍，産婦人科研修の必修知識2013，日本産科婦人科学会，516-520

75. 新倉

仁

子宮体癌（内膜癌）監修，病気が見える

婦人科，乳腺外科，MEDIC MEDIA，

158-165
76. 新倉

仁，八重樫伸生

帝王切開後の広汎子宮全摘術，妊娠中の手術，胎児手術

こんなときど

うする？，メジカルビュー，82-87
77. 新倉

仁，八重樫伸生

センチネルリンパ節同定の意義と実際，産婦人科手術，メジカル

ビュー，24：31-36
78. 新倉

仁，八重樫伸生

子宮頸癌に対するセンチネルノードナビゲーションサージャリー，産科

と婦人科，診断と治療社，80：1331-1335
79. 濱田裕貴，岡江寛明，有馬隆博

ART とエピジェネティックな異常（今月の臨床：生殖医療の

進歩と課題：安全性の検証から革新的知見まで），臨床婦人科産科，医学書院，68：98-105
80. 星

和彦，渋谷祐介，佐々木宏子，立花郁雄，菅沼亮太

東日本大震災が岩手県・宮城県・福島

県の生殖医療に与えた影響，厚生労働省科学研究費補助金・震災時の妊婦・褥婦の医療・保健的課
題に関する研究・平成24年度 総括・分担研究報告書
81. 三木康宏，笹野公伸，伊藤

潔

研究代表者

岡村州博，417-480

乳がんと性ステロイド合成阻害剤：現状と将来（特集

ホルモ

ン依存性悪性腫瘍－特徴と対処を考える－），産婦人科の実際，金原出版，62：1247-1253
82. 三木康宏，学会報告「第94回米国内分泌学会年会」，ライフサイエンス振興財団年報，ライフサイ
エンス振興財団，27：43-45
83. 宮下

進，室月

淳，小澤克典，室本

仁，鳴海僚彦，田村正徳

東北地方６県における新生児

蘇生法（NCPR）講習会の現状と課題，日本周産期・新生児医学会雑誌，日本周産期・新生児医学
会，48：909-915

－ 15 －

84. 宮下

進，室月

淳

胎児鏡下胎盤吻合血管凝固術の胎児循環への影響，小児外科，東京医学

淳

周産期登録データベースの技術的側面，周産期医学，東京医学社，43：

社，45：40-44
85. 宮下

進，室月

1227-1233
86. 室月

淳

視床下部－下垂体－副腎系と DOHaD，産科と婦人科，診断と治療社，80：585-590

87. 室月

淳

新型出生前診断の検査実施の実際，医療と検査機器・試薬，宇宙堂八木書店，36：

588-593
88. 室月

淳

胎児異常－四肢・骨格，周産期医学増刊－周産期の画像診断第２版，東京医学社，

43：164-169
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