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リープの管理，日本子宮鏡研究会雑誌，2019，1：9-13

21.	 小出邦博，須藤一彦，桃野友太，木村芳孝　　臨床試験の実施について－試験実施医師の立場から

（特集：医療機器・介護機器開発を正しくおこなうための関連法とガイドラインの理解），医療機器

学，日本医療機器学会，2019，89：373-377

22.	 小針諄也，工藤理永，田邊昌平，宮野菊子，櫻田尚子，松本大樹，我妻理重　　当院における超緊

急帝王切開制度の導入による成果，大崎市民病院誌，2019，23：7-9

23.	 齊藤裕也，成田吉央，氷室裕美，齋藤美帆，太田恭子，中里浩樹，佐藤多代，千坂　泰，鈴木久也　

妊娠高血圧症候群・常位胎盤早期剥離のため緊急帝王切開分娩後に漿液性網膜剥離を発症した１

例，仙台赤十字病院医学雑誌，2019，28：53-57

24.	 志賀尚美，立花眞仁，八重樫伸生　　当院における閉経前女性の低エストロゲン状態による続発性

骨粗鬆症に対する治療成績の検討，産婦人科の実際，金原出版，2019，68：1155-1160

25.	 重田昌吾，徳永英樹，八重樫伸生　　婦人科疾患	子宮肉腫，私の治療2019-20年度版，日本医事新

報社，2019



－21－

26.	 島田宗昭　　SOLO-1試験結果からみる卵巣がん治療の展望，JGOG News Letter，婦人科悪性腫

瘍研究機構，2019，28：1

27.	 島田宗昭，峯岸直子，八重樫伸生，山本雅之，榎本隆之，杉山　徹　　【卵巣がん征圧へのマイル

ストーン】JGOG-ToMMoバイオバンキング事業，産婦人科の実際，金原出版，2019，68：267-

271

28.	 清水孝規，菅原　登，高野恭平，前川絢子，徳永英樹，加賀敬子　　卵巣奇形腫を合併した抗

N-methyl-D-aspartate	（NMDA）	受容体抗体脳炎に対して腹腔鏡手術で加療した１例，岩手県立

病院医学会雑誌，2019，58：162-165

29.	 菅原準一　　災害時の小児・周産期医療の問題点　産科，周産期医学，東京医学社，2019，49：

1186-1190

30.	 鈴木一誠，西本光男，田上和磨，吉田悠人　　腹腔鏡下手術が有効であった妊娠４週１日発症，後

腹膜妊娠の１例，岩手県立病院医学会雑誌，2019，59：30-33

31.	 髙橋　新，田中創太，櫻井友貴，田上和磨，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，末永香緒里，葛西亜

希子，葛西剛一郎，	河野順子，矢嶋信久　　Glial	implantを合併した卵巣未熟奇形腫の１例，青

森県臨床産婦人科医会誌，2019，33：113-117

32.	 高橋　司，吉田瑶子，末永香緒里，八重樫伸生，今井紀昭　　塩酸リトドリンにより増悪したと考

えられる正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスの一例，日本周産期・新生児医学会雑誌，2019，55：

852-855

33.	 武田　卓　　特集：慢性疼痛update　婦人科領域の慢性疼痛，日本臨牀，日本臨牀社，2019，

77：2035-2040

34.	 武田　卓　　現代女性を取り巻く社会環境の変化への対応　－令和時代の女性への漢方療法－働く
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摘手術中に単鉤鉗子で腸管を挟鉗した１例，大崎市民病院誌，2019，23：23-25

73.	 渡辺　正，石山美由紀，黒澤大樹，喜多川亮，中西　透，酒井啓治，深谷孝夫，渡部　洋　　高度

癒着を有する卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下付属器摘出術，日本エンドメトリオーシス学

会会誌，2019，40：147-151

74.	 渡辺　正　　日本子宮鏡研究会編　帝王切開瘢痕部妊娠，子宮鏡　新常識を極める，メジカル

ビュー社，2019，264-270
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【2011年　記載漏れ】

１.	 八重樫伸生，宇田川康博　　NCCNガイドライン日本語版　子宮頸がん【監訳・監修】，NCCNガ

イドライン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2011

２.	 八重樫伸生，宇田川康博　　NCCNガイドライン日本語版　卵巣がん【監訳・監修】，NCCNガイ

ドライン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2011

３.	 八重樫伸生，宇田川康博　　NCCNガイドライン日本語版　子宮頸がんスクリーニング【監訳・

監修】，NCCNガイドライン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進セン

ター，2011

４.	 八重樫伸生，宇田川康博　　NCCNガイドライン日本語版　乳がんおよび卵巣がんにおける遺伝

学的/家族性リスク評価【監訳・監修】，NCCNガイドライン日本語版，神戸医療産業都市推進機

構　医療イノベーション推進センター，2011

【2012年　記載漏れ】

１.	 八重樫伸生　　おすすめの「子宮体がん名医」15人，がん－命を託せる名医，世界文化社，2012，

141

２.	 八重樫伸生，嘉村敏治，永瀬　智　　NCCNガイドライン日本語版　子宮体がん【監訳・監修】，

NCCNガイドライン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，

2012

３.	 八重樫伸生，嘉村敏治　　NCCNガイドライン日本語版　子宮頸がんスクリーニング【監訳・監

修】，NCCNガイドライン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進セン

ター，2012

４.	 八重樫伸生，嘉村敏治　　NCCNガイドライン日本語版　乳がんおよび卵巣がんにおける遺伝学

的/家族性リスク評価【監訳・監修】，NCCNガイドライン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　

医療イノベーション推進センター，2012

【2013年　記載漏れ】

１.	 八重樫伸生，嘉村敏治　　NCCNガイドライン日本語版　子宮頸がん【監訳・監修】，NCCNガイ

ドライン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2013

２.	 八重樫伸生，嘉村敏治　　NCCNガイドライン日本語版　卵巣がん【監訳・監修】，NCCNガイド

ライン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2013

【2014年　記載漏れ】

１.	 八重樫伸生，永瀬　智　　NCCNガイドライン日本語版　子宮体がん【監訳】，NCCNガイドライ

ン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2014　
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【2016年　記載漏れ】

１.	 重田昌吾，徳永英樹，辻　圭太，岡本　聡，新倉　仁，伊藤　潔，渡辺みか，八重樫伸生　　腹水

中にセルトリ細胞様腫瘍細胞および異所性成分由来の細胞を認めた進行セルトリ・ライディッヒ細

胞腫の１例，日本臨床細胞学会雑誌，日本臨床細胞学会，2016，55：123-128

２.	 大賀正一，猪俣裕紀洋，菅野　仁，田村正徳，八重樫伸生　　見過ごせないウイルス感染症　ヒト

パルボウイルスB19，Pharma Medica，メディカルレビュー社，2016，34：81-90

３.	 八重樫伸生　　NCCNガイドライン日本語版　卵巣がん【総監修】，NCCNガイドライン日本語

版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2016

４.	 八重樫伸生，三上幹男，小宮山慎一，中村清吾，岩田広治　　NCCNガイドライン日本語版　乳

がんおよび卵巣がんにおける遺伝学的/家族性リスク評価【監訳・監修】，NCCNガイドライン日

本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2016

【2017年　記載漏れ】

１.	 大澤　稔，高山　真，石井　正，八重樫伸生　　化学物質過敏症と漢方，産婦人科漢方研究の歩

み，産婦人科漢方研究会，2017，：34：93-95

２.	 八重樫伸生，青木大輔　　NCCNガイドライン日本語版　子宮頸がん【総監修】，NCCNガイドラ

イン日本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2017

　

３.	 八重樫伸生　　NCCNガイドライン日本語版　子宮体がん【総監修】，NCCNガイドライン日本語

版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2017

４.	 八重樫伸生　　NCCNガイドライン日本語版　外陰がん【総監修】，NCCNガイドライン日本語

版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2017

５.	 岡田将平，小俣文弥，富樫尭史，奥田貴久，宮本哲慎，大須賀美帆，田中康平，石山真美，相磯愛

聖，安井廣迪，八重樫稔，久保かほり，金子聡一郎，神谷哲治，齊藤奈津美，有田龍太郎，渡邉秀

和，西川　仁，池野由佳，田中淳一，大澤　稔，菊地章子，沼田健裕，黒田　仁，阿部倫明，髙山

真，石井　正　　医学生による北日本合同東洋医学研究会の発足とその活動報告，日本東洋医学雑

誌，2017，68：72-78

【2018年　記載漏れ】

１.	 八重樫伸生　　NCCNガイドライン日本語版　子宮頸がん【総監修】，NCCNガイドライン日本語

版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2018

　

２.	 八重樫伸生，三上幹男，小宮山慎一，中村清吾，岩田広治　　NCCNガイドライン日本語版　乳

がんおよび卵巣がんにおける遺伝学的/家族性リスク評価【監訳・監修】，NCCNガイドライン日

本語版，神戸医療産業都市推進機構　医療イノベーション推進センター，2018
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３.	 阿部倫明，野崎裕之，中川　高，八木橋真央，石沢興太，奥田拓史，赤石哲也，田中淳一，大澤　

稔，沼田健裕，菊地章子，高山　真，奈良正之，小野寺浩，富田博秋，石井　正　　大学病院総合

診療科初診患者のうつ状態を評価するためのハミルトンうつ病評価尺度の有用性，日本病院総合診

療医学会雑誌，2018，14：556-563




