《学術論文一覧（和文）
》＊大学時代の論文を含む
＜1962 年＞
・「潜在男性化因子を持つ Gestagen の臨床濫用の危険性」
石塚直隆、中西勉、成田収 （内分泌と代謝、3（4）：316）
＜1963 年＞
・「合成黄体ホルモンによる女性新生児性器異常」
石塚直隆、川島吉良、中西勉、成田収 （総合臨床、12（12）：2359）
＜1964 年＞
・「Anovar の臨床使用成績」
石塚直隆、飯田正章、成田収 （日独医報、9（2）
：199）
・「糖尿病の術前処置」
石塚直隆、成田収 （産と婦、21（4）：418）
・「副腎性器症候群」
石塚直隆、中西勉、成田収 （産婦の治療、9（6）
：695）
＜1965 年＞
・「黄体ホルモン様物質投与による雌ラット胎仔の性分化に与える影響」
成田収 （日産婦誌、17（6）：517）
＜1968 年＞
・「無月経と染色体異常」
成田収 （現代医学、15（1））
・「Clomiphene citrate による排卵誘発」
石塚直隆、飯田正章、成田収、佐野錦司、林治生、安達武士（産婦治療、17（2）：185）
＜1969 年＞
・「Radioimmunoassay による尿中 LH の測定」
石塚直隆、友田豊、成田収、青木孝允、水谷栄彦、岡本美枝 （日産婦誌、21（6）：678）
・「Radioimmunoassay による尿中 HCG 値と生物学的活性の相関」
石塚直隆、友田豊、成田収、岡本美枝 （ホと臨床、17（8）：644）
・「ゲスターゲン、その基礎と臨床」
石塚直隆、成田収 （医人薬人）
・「F6066 による下垂体性 LH の分泌動態」
石塚直隆、川島吉良、中西勉、友田豊、成田収、水谷栄彦 （F6066 研究会文献集）
＜1970 年＞
・「第二度無月経の予後（遠隔効果）
」
石塚直隆、成田収 （産と婦、37（4）：453）

・「Fero-gradumetC 投与による妊婦貧血の治療経験」
成田収、清水光男、寺尾俊彦、今井信昭 （診療と新薬、7（6）
）
・「F6066 及び clomid の下垂体 LH の放出に関する臨床的研究」
成田収、水谷栄彦、友田豊、石塚直隆 （ホと臨床、18（8）：685）
・「SH-924 による乳汁分泌抑制の効果」
石塚直隆、成田収、佐野錦司、清水光男、佐伯明彦 （産婦の治療）
＜1972 年＞
・「Estrogen gestagen cyclic steroid 療法による無月経の治療」
成田収、丸山孝夫、伊藤銈一、中西勉、石塚直隆 （日不妊会誌、17（4））
＜1973 年＞
・「産婦人科領域における F-body の検討」
石塚直隆、成田収、安達武士、万羽進 （日産婦誌、25：539）
＜1975 年＞
・「Human Menopausal Gonadotropin(Humegon)による排卵誘発」
成田収（現代医学、第 23 巻第 1 号）
・「子宮頚癌根治手術後の Sulfobenzyl penicillin の使用経験」
成田収、安達武士 （新薬と臨牀、24（6）：917）
＜1976 年＞
・「Clotrimazole の 6 日間療法による膣カンジダ症の治験」
東出香二、下須賀洋一、柿原正樹、可世木成明、有井吉太郎、成田収、中西勉、田口清雄、
岩瀬みつ子、早川潤一、原孝子 （産婦の世界、28：1285）
＜1977 年＞
・「婦人の尿路感染症－その特性と治療－」
成田収、木村隆 （Medical daigest 9:25）
・「切迫流産」
友田豊、成田収 （臨産婦、31：108）
・「男性不妊症の臨床－精液所見と妊孕力－」
下須賀洋一、東出香二、万羽進、成田収 （産と婦、44：52）
・「双角子宮 31 例に対する Strassmann 氏手術成績」
成田収、東出香二、鈴木正利、下須賀洋一（日本不妊会誌、22：53）
・「子宮内膜症を有する不妊婦人の保存手術療法について」
成田収、有井吉太郎、東出香二、後藤孝、下須賀洋一 （日不妊会誌、22：110）
・「最近の当教室における不妊外来統計」
東出香二、下須賀洋一、万羽進、成田収 （日不妊会誌、22：208）
・「T-1220（Piperacillin）の産婦人科領域における使用経験」
東出香二、下須賀洋一、柿原正樹、有井吉太郎、成田収、早川潤一、原孝子、林治生、鈴
木寿雄 （診療と新薬、14：2149）

＜1978 年＞
・「最近の不妊外来における妊娠成功例の検討」
東出香二、成田収、万羽進、下須賀洋一、木村隆、中西勉、友田豊 （日不妊会誌、23（3）：
354）
・「ヒト精液におけるロイシンアミノペプチダーゼ（LAP)とシスチンアミノペプチダーゼ
（CAP)」
大矢正算、勝又義直、成田収、東出香二、下須賀洋一 （日不妊会誌、23（4）：75）
・「多嚢胞性卵巣症候群患者に対する卵巣切除術の効果とその内分泌学的考察」
成田収、万羽進、東出香二、後藤孝、小林厳、下須賀洋一、木村隆、友田豊 （日不妊会
誌、23（2）：163）
・「妊婦末期婦人における膣真菌の検討」
東出香二、浅井保正、成田収、中西勉、友田豊（医真菌研究施設：神戸俊夫、近藤譲、阿
多実茂） （真菌誌、19（3）：258）
・「子宮内膜症と不妊」
友田豊、成田収 （日本医事新報、10（6）：2826）
・「不妊外来－排卵誘発法の進歩」
友田豊、成田収 （Sexual Medicine,20）
・「下垂体腺腫とプロラクチン」
友田豊、成田収、東出香二、下須賀洋一、木村隆 （産婦治療、37（4）：492）
＜1979 年＞
・「母体膣真菌の新生児への移行」
東出香二、浅井保正、成田収、中西勉、友田豊 （産婦治療、38（3）：261～266）
・「不妊と子宮内膜症」
成田収、東出香二、後藤孝、下須賀洋一、木村隆、鈴木正利、友田豊 （産と婦、46（6）：
870～876）
・「教室の不妊外来とくに妊娠成功例を中心に」
成田収、東出香二、下須賀洋一、木村隆、友田豊（産婦人科治療、vol.38,No.1）
＜1980 年＞
・「高プロラクチン血症における内分泌動態とその治療に関する臨床的研究」
木村隆、成田収、鈴木正利、友田豊、桑山明夫、景山直樹 （日本産婦人科学会雑誌、32
（6）：784,1980）
・「妊娠中毒症における膣真菌の研究」
東出香二、後藤孝、浅井保正、成田収、中西勉、友田豊、近藤譲、神戸俊夫 （日本産婦
人科学会雑誌、32（1）：46，1980）
・「子宮内膜症の治療法」
成田収、下須賀洋一、鈴木正利、友田豊 （産婦人科治療、41（2）：174，1980）
・「わが教室における子宮内膜症の治療法」
成田収、下須賀洋一、鈴木正利、友田豊 （産婦人科治療、41（6）：686，1980）
・「高プロラクチン血症と下垂体腺腫－その診断と治療」
成田収（産科と婦人科、47（11）：1595，1980）

・「更年期障害と漢方療法」
堀好博、杉山正子、杉浦正彦、青木孝允、夫馬晶一、風戸貞之、成田収 （産科と婦人科、
47（11）：1659，1980）
・「HMG(Humegon)-hCG 療法による排卵誘発効果と妊婦の転帰－全国集計による 1367 例の
成績－」
成田収、他 （産科と婦人科、47（7）：1146，1980）
・「トリコモナス膣炎（黄色帯下）」
東出香二、成田収、友田豊 （産科と婦人科、47（4）：451，1980）
・「インポテンスとプロラクチン」
友田豊、成田収、木村隆、三矢英輔、三宅弘治、景山直樹、桑山明夫 （Sexual Medicine、
7（8）34，1980）
・「高プロラクチン血症－その診断と治療－」
成田収、石川薫、木村隆、後藤孝、友田豊、浅井豊彦、中島豊、中根藤七、桑山明夫 （現
代医学、28（2）：57，1980）
・「産婦人科での尿路感染症の治療」
成田収 （新薬と治療、30（7）：20，1980）
＜1981 年＞
・「Bromocriptine（Parlodel®）による乳汁分泌漏出症の治療成績」
倉智敬一、友田豊、成田収、他 20 名（産科と婦人科、48（2）：241，1981）
・「Bromocriptine（Parlodel®）による卵巣機能不全の治療」
倉智敬一、友田豊、成田収、他 20 名（産科と婦人科、48（1）：117，1981）
・「Bromocriptine（Parlodel®）による産褥乳汁分泌の抑制－二重盲検法による検討－」
倉智敬一、友田豊、成田収、他 20 名（産科と婦人科、48（3）：359，1981）
・「電子走査超音波断層法、M モード法による胎児心臓血管計測の試み」
浅井豊彦、藤田真苗、林正明、石川薫、呉明超、成田収、田内宣生 （日本超音波医学会
講演論文集、38，551，1981）
・
「Huma Menopausal Gonadotropin（Parlodel®）による排卵誘発成績と ovarian hyperstimulation
syndrome の治療」
成田収、林正明、石川薫、浅井豊彦、友田豊、下須賀洋一、菅沼信彦 （産婦人科の世界、
33（4）：407，1981）
・「多嚢胞性卵巣症候群患者に対する卵巣楔状切除術の適応とその奏効機序」
成田収、浅井豊彦、林正明、石川薫、菅沼信彦、鈴木正利、友田豊（産婦人科の実際、30
（4）：489，1981）
・「妊娠貧血と胎児保有鉄量－血清フェリチンを中心とした検討－」
石川薫、中島豊、林正明、浅井豊彦、藤田真苗、成田収、斎藤宏 （周産期医学、11（5）：
741，1981）
・「高プロラクチン血症－その診断と治療－」
成田収、菅沼信彦、石川薫、呉明超、浅井光輿、友田豊 （産婦人科治療、43（2）：127，
1981）
・「子宮内膜症のホルモン治療」
成田収、下須賀洋一、菅沼信彦、石川薫、友田豊 （産婦人科治療、42（6）：678，1981）

・「先天性副腎過形成の臨床経験」
菅沼信彦、三輪忠人、下須賀洋一、鈴木正利、友田豊、成田収 （産科と婦人科、48（6）：
1119，1981）
・「Danazol の子宮内膜症に対する臨床評価－二重盲検法による Dydrogestrone との比較検
討－」
坂本正一、杉本修、小林拓郎、友田豊、成田収、下須賀洋一、その他 44 名 （産科と婦人
科、48（11）：1809，1981）
・「妊娠中毒症を合併したバセドウ氏病の治療について」
石突吉持、加納泉、石川薫、成田収 （産科と婦人科、48（12）
：1933，1981）
・「Pelvic Congestion Syndrome に対する漢方治療の効果」
菅沼信彦、三輪忠人、青木孝允、堀好博、風戸貞之、浅井保正、夫馬晶一、萬羽進、石川
薫、成田収、友田豊 （産科と婦人科、48（12）：1947，1981）
・「Enzyme immunoassay 法による健常婦人の血清フェリチンの測定」
石川薫、林正明、藤田真苗、成田収、加藤兼房 （日本産婦人科学会雑誌、33（11）：2088，
1981）
・「子宮内膜症に対する Danazol 療法の臨床的検討」
成田収、下須賀洋一、野崎誠、鈴木正利、友田豊 （産婦人科の世界、33（8）：991，1981）
＜1982 年＞
・「電子走査超音波断層法、M モード法による胎児心臓動態の解析－僧帽弁前尖、左室径、
右室径の定量化を中心として－」
浅井豊彦、藤田真苗、石川薫、呉明超、成田収、田内宣生 （日本超音波医学会講演論文
集、37：351，1982）
・「慢性腎炎と妊娠について－臨床病型、腎機能、腎生検組織病型よりの検討－」
石川薫、林正明、藤田真苗、成田収、柴田昌雄 （産科と婦人科、49，72，1982）
・「卵管形成術」
成田収、浅井豊彦、浅井光興、石川薫、菅沼信彦、藤田真苗、鳥居修平（永井書店 産婦
人科治療、vol44,No.2）
・「エンザイムイムノアッセイ法による尿中フェリチンの測定」
石川薫、林正明、藤田真苗、成田収、加藤兼房 （日本産婦人科学会雑誌、34，279，1982）
・「プロラクチンの Enzyme immunoassay 法」
石川薫、藤田真苗、浅井豊彦、成田収、加藤兼房 （日本産婦人科学会雑誌、34，279，1982）
・「睾丸性女性化症の臨床経験」
呉明超、浅井光興、大沢政巳、菅沼信彦、真野紀雄、藤田真苗、正橋鉄夫、成田収、萬羽
進 （東海産婦人科学会雑誌、19，90，1982）
＜1983 年＞
・「Bromocriptine 治療により出生した児の追跡調査」
成田収、友田豊、他 36 名 （産科と婦人科、50（1）：126，1983）
・「HMG（Humegon®）-HCG 療法による排卵誘発効果と妊娠の転帰（5 年間累計）－全国
集計による 2,166 例、6,096 周期の成績－」
成田収、他 38 名 （産科と婦人科、50（7）：274，1983）

・「Bromocriptine 療法による妊娠の転帰」
成田収、友田豊、他 36 名 （産科と婦人科、50（7）：1446，1983）
・「HMG（Humegon®）-HCG 療法による排卵、妊娠、新生児の成績の副作用の要因分析」
成田収、他 38 名 （日本不妊学会誌、28（2）
：241，1983）
・「体外受精」
成田収 （現代医学、31（1）：カラーページ 106，1983）
・「肥満症に対する漢方療法の効果」
成田収、浅井光興、菅沼信彦、呉明超、柵木充明、青木孝允、風戸貞之、浅井保正、堀好
博、三輪忠人、萬羽進、有井吉太郎、吉尾豪、関谷龍広、正橋鉄夫、大沢政巳 （産科と
婦人科、50（2））
・「不妊と視床下部・下垂体系」
鈴木正利、下須賀洋一、成田収、友田豊 （日本臨床、41（5）：1028，1983）
・「子宮内膜症の治療方針」
成田収、浅井光興、菅沼信彦（産婦人科 MOOK No.26 昭和 58 年 11 月 20 日発行）
・「色覚異常により発見された染色体異常（睾丸性女性化症）の一家系」
安間哲史、市川宏、成田収、呉明超 （臨床眼科、37（5）：701，1983）
・「先天性副腎過形成－特に治療管理を中心として－」
菅沼信彦、大沢政巳、浅井光興、正橋鉄夫、呉明超、藤田真苗、成田収、小川正道 （名
大分院年報、16：15，1983）
・「Hyperandrogenism の成因とその治療」
成田収、浅井光興、正橋鉄夫、大沢政巳、菅沼信彦、呉明超、市川弥生 （東海産婦人科
学会雑誌、20，74，1983）
・「産婦人科領域の各種うつ患者に対するアモキサンの効果」
青木孝允、堀好博、杉山正子、浅井光興、成田収 （臨床婦人科産科、37（10）：745，1983）
＜1984 年＞
・「視床下部におけるエストロゲンフィードバック機構の解明（多連微小電気泳動法によ
るエストロゲン感受性神経細胞の固定およびカテコールアミン類による修飾）
」
下須賀洋一、鈴木正利、成田収、友田豊 （日本産婦人科学会雑誌、36（4）：564，1984）
・「妊娠時における血中 placental leucine aminopeptidase(p-LAP)の動態」
秋山治幸、水谷栄彦、成田収、友田豊、佐伯明彦 （日本産婦人科学会雑誌、36（12）：2605，
1984）
・「Placental lecucine aminopeptidase(p-LAP,EC3,4,11.3)測定による妊娠中毒症の管理」
水谷栄彦、秋山治幸、倉内修、平浩之、鷲見成晴、成田収、友田豊 （産婦人科の世界、
36：夏季増刊、192，1984）
・「我が国における性成熟婦人の多毛症の実態調査と血中 testosterone との関連について」
市川弥生、呉明超、大沢政巳、菅沼信彦、正橋鉄夫、浅井光興、成田収、坂口しげ子 （東
海産科婦人科学会雑誌、20：83，1984）
・「卵管障害の手術手技」
成田収、浅井光興、正橋鉄夫、呉明超、大沢政巳、菅沼信彦、水谷栄彦 （産婦人科治療、
49（3）：253，1984）

・「電子走査超音波断層法、M モード法による胎児心臓動態の解析」
浅井豊彦、成田収、石原実（日本産科婦人科学会雑誌、36（4）：487,1984）
・「月経困難症に対する温経湯および通導散の使用効果について」
杉浦正彦、杉山正子、堀好博、青木孝允、米本礼子、三輪忠人、高木誠治、有井吉太郎、
西日出郎、風戸貞之、菅沼信彦、浅井光興、大沢政巳、呉明超、正橋鉄夫、成田収（産科
と婦人科、51（11）：1655.1984）
・「婦人における常習性便秘症に対する調胃承気湯の効果」
呉明超、市川弥生、大沢政巳、菅沼信彦、正橋鉄夫、浅井光興、水谷栄彦、成田収（産科
と婦人科、51（12）
：1778,1984）
＜1985 年＞
・「アンドロゲン」
成田収、大沢政巳（臨床婦人科産科、39（2）：116,1985）
・「多施設共同研究による化学免疫療法の効果」
太田正博、加納武夫、西田裕一、カサノバ・エクトル、榊原克己、宮崎俊英、石垣恒明、
友田豊、中島信夫、風戸貞之、梅村□三、徳橋弥三郎、飯田誠造、岡本美枝、有井吉太郎、
佐伯明彦、小林厳、林治生、成田収、今井信昭、丸山孝夫、東郷市太郎、田中隆行、小谷
晧、堀正男、横山栄二、吉尾豪（日本産婦人科学会雑誌、37（8）、1985）
・「産婦人科術後患者に対する十全大補湯の使用経験」
呉明超、市川弥生、大沢政巳、菅沼信彦、正橋鉄夫、浅井光興、成田収（産科と婦人科、
52（5）：539,1985）
・「HPLC と固定化酵素カラムによる血中Δ⁵⁻3βOH steroids sulfates 測定法」
呉明超、成田収、友田豊、高木健次、奥山澄彦（日本産科婦人科学会雑誌、37（3）：431,1985）
・「Premature menopause の病因、診断および治療について」
大沢政巳、呉明超、市川弥生、正橋鉄夫、浅井光興、成田収（名大分院年報、18：20,1985）
・「実地医家のためのホルモン講座、アンドロゲン」
成田収、大沢政巳（臨床婦人科産科、39：116,1985）
・「Danazol 療法時の Androgen 動態」
浅井光興、大沢政巳、市川弥生、呉明超、正橋鉄夫、成田収、松井信夫、柏保重夫（日本
産科婦人科学会雑誌、37（6）：1001,1985）
・「特集 漢方治療の実際、便秘」
成田収、大沢政巳、正橋鉄夫、水谷栄彦（内科、56（5）：830,1985）
・「特集 漢方治療の実際、―肥満症―」
成田収、大沢政巳、正橋鉄夫、水谷栄彦（内科、56（5）：865,1985)
・「肥満症」
成田収、大沢政巳、正橋鉄夫、水谷栄彦（臨床雑誌「内科」第 56 巻第 5 号 1985 年 11 月）
＜1986 年＞
・「正常月経周期におけるプロラクチンの変動、各種ホルモン動態との関連」
菅沼信彦、吉川史隆、成田収、友田豊（ホルモンと臨床、34（3）：159、1986）

・「正常プロラクチン血性卵巣機能不全患者に対するブロモクリプチン療法」
浅井光興、市川弥生、吉川史隆、呉明超、大沢政巳、正橋鉄夫、松澤克治、水谷栄彦、紀
平正道、鈴木正利、吉尾豪、阿部聡、徳橋弥三郎、児玉浩、服部専英、高田文子、熱田明、
堀好博、三輪忠人、木村隆、風戸貞之、近藤育代、鷲見成晴、稲垣克久、真野紀雄、萬羽
進、関谷龍広、佐伯明彦、林隆行、有井吉太郎、浅井豊彦、成田収、友田豊（産科と婦人
科、53（2）：271,1986）
・「術後不定愁訴症候群に対する Metharmon-F の臨床効果―用法、用量の検討（2T、4T 投
与群の検討）」
市川弥生、花井一夫、吉川史隆、呉明超、大沢政巳、浅井光興、正橋鉄夫、成田収（産科
と婦人科、53（8）：1332,1986）
・「正プロラクチン血性無排卵症に対するブロモクリプチン療法の効果」
浅井光興、鈴木正利、石原実、市川弥生、呉明超、大沢政巳、正橋鉄夫、紀平正道、成田
収、友田豊（日本不妊学会誌、31（4）：468,1986)
・「高プロラクチン血症の治療」
成田収、吉川史隆、菅沼信彦（臨床婦人科産科、40（10）：764,1986）
・「超音波断層法による経膀胱的採卵法の検討」
大沢政巳、花井一夫、大脇正哉、木村敏男、松沢克治、正橋鉄夫、成田収、友田豊（東海
産婦人科学会雑誌、23:81,1986）
・「SLE 合併妊娠・分娩 18 症例の臨床的検討」
松沢克治、小栗久典、水谷哲也、菅沼信彦、紀平正道、加納武夫、石塚隆夫、水谷栄彦、
友田豊、花井一夫、木村俊男、大脇正哉、大沢政巳、正橋鉄夫、成田収、可世木成明（東
海産科婦人科学会雑誌、23:1986）
・「Bromocriptine 投与により出生した 448 例の新生児所見および生後発育」
倉智敬一、青野敏博、橋本正淑、田中昭一、鈴木雅洲、桃野耕太郎、玉田太郎、田村貴、
五十嵐正雄、伊吹令人、加藤宏一、関克義、水野雅彦、武谷雄二、飯塚理八、中村幸雄、
水口弘司、植村次雄、竹内正七、佐藤芳昭、西田悦郎、富田嘉昌、友田豊、成田収（他 16
名）（産科と婦人科、53（11）:1758,1986）
・「Bromocriptine 投与による妊娠例の転帰―5 年間の集計成績―」
倉智敬一、青野敏博、橋本正淑、田中昭一、鈴木雅洲、桃野耕太郎、玉田太郎、田村貴、
五十嵐正雄、伊吹令人、加藤宏一、関克義、水野雅彦、武谷雄二、飯塚理八、中村幸雄、
水口弘司、植村次雄、竹内正七、佐藤芳昭、西田悦郎、富田嘉昌、友田豊、成田収（他 16
名）（産科と婦人科、53（11）:1758,1986,53(12):1857,1986）
＜1987 年＞
・「妊娠高血圧症における各種胎盤アミノペプチダーゼ（AP）の役割」
水谷栄彦、古橋円、倉内修、今泉博充、伊藤泰樹、成田収、友田豊（日本臨床代謝学会記
録（ⅩⅩⅣ）,1987）
・「Kaufmann 療法」
成田収、正橋鉄夫（産婦人科の実際、36（2）：199.1987）
・「卵巣刺激周期における超音波モニタリングと尿中・血中エストロゲン値との相関」
花井一夫、市川弥生、大脇正哉、木村敏男、大沢政巳、松沢克治、近藤育代、成田収（名
大分院年報、20：33,1987）

・「更年期障害患者および末梢血行障害患者を対象とした CK-A3F の臨床効果の検討」
成田収、正橋鉄夫、大沢政巳、松沢克治、吉川史隆、花井一夫（薬理と治療、15（4）:1805,1987）
・「競合的ラテックス凝集阻止反応を利用した尿中 Estrogen 微量測定法（ハイエストロテ
ックスライド）による排卵予知および HMG-HCG 療法中の卵胞成熟度判定」
松沢克治、花井一夫、木村敏男、大脇正哉、大沢政巳、正橋鉄夫、成田収、小栗久典、水
谷哲也、菅沼信彦、紀平正道、友田豊（産婦人科の世界、39（5）:1987）
・「子宮内膜症の治療後の管理のあり方―保存療法後の再発の検討を通して―」
松沢克治、
大沢政巳、成田収、
菅沼信彦、水谷栄彦、友田豊（産婦人科の実際、
36（11）:1967,1987）
・「多毛と無毛の原因と対策」
成田収、大沢政巳、松沢克治、水谷栄彦（臨床婦人科産科、41:747,1987）
・「子宮内膜症の発生機序」
成田収、松沢克治、大沢政巳、正橋鉄夫、水谷栄彦、友田豊（産婦人科治療、55（5）497~500,1987）
・「当院における精液洗浄 AIH の現状」
木村敏男、近藤育代、林隆行、松沢克治、大沢政巳、成田収（名大分院年報、21:27~31,1987）
＜1988 年＞
・「下垂体プロラクチン産生細胞の分化調節とその生理的意義」
菅沼信彦、小栗久典、石原豊、吉川史隆、山本直人、成田収、妹尾久雄、友田豊（ホルモ
ンと臨床（別刷）、6,1988）
・「単クローン性抗体を用いた PRL 測定試薬（MS-8701)の検討とその臨床応用」
小栗久典、菅沼信彦、石原豊、林隆行、吉川史隆、水谷哲也、近藤育代、木村敏男、大脇
正哉、松沢克治、大沢政巳、成田収、友田豊（産婦人科の世界（別刷）、40:5,1988）
・「人味地黄丸、人参湯、補中益気湯のヒト精子アクロゾーム反応に及ぼす影響」
水谷哲也、小栗久典、石原豊、菅沼信彦、松沢克治、友田豊、中村潔史、近藤育代、林隆
行、木村敏男、大沢政巳、成田収（産婦人科漢方研究のあゆみ、5:97,1988）
・「挙児希望・子宮内膜症症例に対する Hormone 療法（Danazol,Gestrinone,Buserelin）およ
び保存手術療法の臨床的検討」
松沢克治、林隆行、近藤育代、木村敏男、大沢政巳、成田収、石原豊、小栗久典、水谷哲
也、菅沼信彦、友田豊、正橋鉄夫（エンドメトリオージス研究会会誌、9:274,1988）
・「帝王切開時のアルタットカプセル 75 投与の有効性および胎児に対する安全性の検討」
大沢政巳、松沢克治、木村敏男、大脇正哉、林隆行、近藤育代、花井一夫、伊藤泰樹、熱
田 明 、 今 津 武 彦 、 平 浩 之 、 真 野 紀 雄 、 児 玉 浩 、 吉 川 史 隆 、 成 田 収 （ 診 療 と 新 薬 、25
（4）:85(675)~91(681),1988）
・「IVF-ET,IVF-ETR,GIFT における各種排卵刺激法の検討」
大沢政巳、中村潔史、林隆行、近藤育代、木村敏男、松沢克治、成田収、友田豊（日本受
精着床学会雑誌、6:125~128,1988）
・「子宮内膜におけるフィブロネクチン遺伝子発現の月経周期内変動」
木村敏男、村田善晴、大沢政巳、成田収、松井信夫、友田豊（日本受精着床学会雑誌、5
（1）:111~113,1988）
・「産婦人科領域におけるウロステート錠の使用経験」
木村敏男、大沢政巳、成田収、平浩之、岩田光正、松浦正彦（診療と新薬、25（1）:167~171,1988）

・「子宮内膜症に対する R2323 の臨床効果」
正橋鉄夫、大沢政巳、浅井光興、松沢克治、紀平正道、鈴木正利、成田収、友田豊（産婦
人科の世界、40(6):87(603)~90(606),1988）
・「子宮内膜症患者における月経時 CA125 測定の意義」
正橋鉄夫、浅井光興、鈴木正利、野口昌良、石原実、松沢克治、大沢政巳、成田収（エン
ドメトリオージス研究会、9:56~59,1988）
・「男性不妊症に対するペントキシフィリン及びニフェジピンの効果」
中村潔史、水谷哲也、石原豊、小栗久典、菅沼信彦、友田豊、近藤育代、林隆行、木村敏
男、松沢克治、大沢政巳、成田収（日本不妊学会誌、34：240～245,1988）
・「薬草湯（S-K）の高 testosterone 血症性婦人における血中 androgens 濃度の低下作用、排
卵誘発効果と安全性―多施設共同研究」
産婦人科 S-K 研究会（代表小林拓郎）、柳沼、岡村隆、竹内享、西井修、小林拓郎、福島峰
子、藤盛亮寿、荒川修、佐藤芳明、竹内正七、岡村泰、小林俊文、飯塚理八、北川浩明、
大沢政巳、成田収、他 13 名（日本不妊学会雑誌、33（3）：136（608）～144（616）、1988）
・「胎盤蛋白」
古橋円、岡本知光、春日井正秀、水谷栄彦、成田収、友田豊（東海産婦人科雑誌、25：63
～69,1988）
・「本邦性成熟婦人の多毛症に関する臨床統計的研究―多毛症と月経異常との関連につい
て」
市川弥生、浅井光興、正橋鉄夫、呉明超、大沢政巳、成田収、友田豊（日本産科婦人科学
会雑誌、40（11）：1719,1988）
＜1989 年＞
・「ダナゾール療法におけるアンドロゲン動態と皮脂分泌、座瘡について」
中村潔史、近藤育代、林隆行、木村敏雄、大沢政巳、成田収、石原豊、小栗久典、水谷哲
也、松澤克治、友田豊、荻野泰子、川口浩二、鈴木真理、松永佳世子、早川律子（エンド
メトリオージス研究会誌、1（10）：190,1989）
・「柴苓湯もしくは小紫胡湯、五苓散合剤による妊娠中毒症の漢方療法」
近藤育代、大沢政巳、成田収、松澤克治、水谷栄彦、友田豊、杉浦正彦、石川尚武、徳橋
弥三郎、今津武彦、熱田明、大脇正哉、下須賀洋一、八神博史、宮田敬三、林治生、今泉
博充、有井吉太郎、堀部暢人、篠原正典、鷲見成晴、丸山孝夫、花井一夫、伊藤泰樹、山
田礼子、三輪忠人、小島正義、伊藤由紀子、堀好博（産科と婦人科、56（8）：1818,1989）
・「プロラクチンの IRMA 法による測定と臨床応用」
成田収、菅沼信彦、大沢政巳、小栗久典、水谷栄彦（臨床婦人科産科、43（10）
：131,1989）
・「マウス卵における microfertilization(zona drilling)法の検討」
大沢政巳、柴田均、山下英二、中村潔史、近藤育代、成田収、友田豊（東海産婦人科学会
雑誌、26：91～96,1989）
・「受精卵の凍結保存法―その原理及び臨床応用について―」
近藤育代、柴田均、山下英二、中村潔史、大沢政巳、成田収（名大分院年報、30～35,1989）

＜1990 年＞
・「褥婦の便秘症に対する Sodium Picosulfate 錠（PS-T）の臨床治験」
春日井正秀、山田文子、加納武夫、水谷栄彦、成田収、友田豊（基礎と臨床、24:371~376,1990）
・「子宮内膜症における腹腔鏡の臨床的意義―子宮内膜症腹腔鏡施行例 133 症例の検討―」
浅田義正、石原豊、小栗久典、菅沼信彦、友田豊、柴田均、中村潔史、近藤育代、大沢政
巳、成田収、松澤克治（エンドメトリオージス研究会会誌、11：291～294,1990）
・「難治性子宮内膜症不妊に対する Buserelin を用いた体外授精胚移植による治療」
中村潔史、大沢政巳、近藤育代、柴田均、成田収、石原豊、古橋円、浅田義正、菅沼信彦、
友田豊（エンドメトリオージス研究会会誌、11：312～316,1990）
・「常習性便秘の漢方療法」
成田収、柴田均、前田修、中村潔史、近藤育代、大沢政巳、菅沼信彦（産婦人科の世界（増）、
90：248～253,1990）
・「高アンドロゲン血症の診断と治療」
成田収（日本医事新報、3437：179,1990）
・「IVF-ET,PROST,GIFT における buserelin-hMG 法の応用」
中村潔史、大沢政巳、山下英二、近藤育代、木村敏雄、成田収、古橋円、浅田義正、小栗
久典、松澤克治、水谷栄彦、友田豊（日本受精着床学会誌、7：45～48,1990）
・「着床前診断を目的とした embryo biopsy 法の研究」
大沢政巳、中村潔史、近藤育代、柴田均、前田修、稲垣資郎、成田収、友田豊（産婦人科
治療、61：1115,1990）
＜1991 年＞
・「体外受精―胚移植における Buserelin-hMG 法及び Buserelin-FSH 法の比較検討法」
中村潔史、大沢政巳、柴田均、近藤育代、成田収、古橋円、浅田義正、菅沼信彦、友田豊
（日本受精着床学会誌、8（1）：51～54,1991）
・「体外受精―胚移植同一症例における buserelin-FSH 法の比較検討―」
中村潔史、大沢政巳、稲垣資郎、柴田均、近藤育代、成田収、菅沼信彦、友田豊（日本受
精着床学会誌、8（1）：51～54,1991）
・「子宮内膜症不妊に於ける体外受精―胚移植の検討―」
稲垣資郎、柴田均、中村潔史、近藤育代、大沢政巳、成田収、塚原慎一郎、石原豊、浅田
義正、菅沼信彦、友田豊（エンドメトリオージス研究会会誌、12：174～177,1991）
・「凍結受精着床学会誌」
近藤育代、北川武司、那波明宏、稲垣資郎、柴田均、中村潔史、成田収、浅田義正、菅沼
信彦、友田豊（日本受精着床学会誌、9（1）：51～54,1991）
・「多毛症」
成田収、北川武司（臨床婦人科産科、45（9）：1040～1041,1991）
・「女性における尿失禁の実態調査」
河井通泰、菅沼信彦、吉川史隆、古井豪、林治生、服部専英、小林厳、有井吉太郎、佐原
金吾、水谷栄彦、成田収、友田豊（産婦人科の実際、40（10）：1587～1593,1991）

・「子宮内膜症を合併した腟欠損症の一例」
塚原慎一郎、廣岡孝、古井憲司、山口一雄、花井一夫、浅田義正、菅沼信彦、福垣洋行、
北川武司、稲垣資郎、柴田均、中村潔史、近藤育代、成田収、友田豊（東海産科婦人科学
会雑誌、28：55～58,1991）
・「当院における体外受精胚移植の成績」
福垣洋行、中村潔史、近藤育代、北川武司、那波明宏、稲垣資郎、柴田均、廣岡孝、塚原
慎一郎、古井憲司、山口一雄、花井一夫、浅田義正、菅沼信彦、成田収、友田豊（東海産
科婦人科学会雑誌、28：59～62,1991）
・「子宮筋腫に対する子宮保存手術」
菅沼信彦、廣岡孝、塚原慎一郎、古井憲司、山口一雄、花井一夫、浅田義正、福垣洋行、
北川武司、稲垣資郎、柴田均、中村潔史、近藤育代、成田収、友田豊（東海産科婦人科学
会雑誌、28：82～86,1991）
・「体外受精胚移植における卵巣刺激初期低 E2 症例に対する hMG 増量投与について」
中村潔史、稲垣資郎、大沢政巳、近藤育代、柴田均、北川武司、那波明宏、成田収、浅田
義正、菅沼信彦、友田豊（名大分院年報、25：27～31,1991）
＜1992 年＞
・「漢方薬剤の精子運動能に対する直接作用の解析」
広渡恒治、菅沼信彦、浅田義正、中村潔史、近藤育代、成田収、友田豊（産婦人科漢方研
究の歩み、9：25～29,1992）
・「ダナゾール療法中のアンドロゲン動態と皮脂瘡について」
中村潔史、近藤育代、林隆行、木村敏雄、大沢政巳、成田収、荻野泰子、松永佳世子、早
川律子、松澤克治、石原豊、小栗久典、水谷栄彦、菅沼信彦、友田豊（日本不妊学会誌、
37：56～62,1992）
・「凍結受精卵の形態学的評価とその着床に関する検討」
近藤育代、北川武司、那波明宏、稲垣資郎、柴田均、中村潔史、成田収、浅田義正、菅沼
信彦、友田豊（日本受精着床学会誌、9：178～181,1992）
・「ゴナール 20 および 30 を用いた尿中 LH Surge 検出の臨床的検討」
中村潔史、北川武司、那波明宏、稲垣資郎、柴田均、近藤育代、菅沼信彦、成田収、友田
豊（日本不妊学会誌、37：58～64,1992）
・「高プロラクチン血症の治療」
菅沼信彦、廣岡孝、成田収（臨床婦人科産科、46：410～412,1992）
・「婦人科不定愁訴に対する加味帰脾湯の効果」
小栗久典、菅沼信彦、浅田義正、木村敏男、松澤克治、杉浦正彦、稲垣克久、下須賀洋一、
吉尾豪、浅井豊彦、小林厳、熱田明、丸山孝夫、有井吉太郎、堀好博、林治生、成田収（産
科と婦人科、59：1269～1273,1992）
・「子宮内膜症不妊における体外受精胚移植の検討」
稲垣資郎、柴田均、中村潔史、近藤育代、大沢政巳、成田収、塚原慎一郎、石原豊、浅田
義正、菅沼信彦、友田豊（エンドメトリオージス研究会会誌、12：174～177,1992）

＜1995 年＞
･「今の臨床 体外受精マニュアル－新しく始める人へのアドバイス
ツ」
成田収（医学書院 臨床婦人科産科 第 49 巻第 8 号）

体外受精－私のコ

＜1996 年＞
・「体外受精－胚移植法における卵管水腫の合併とその治療予後」
伊藤知華子、上條浩子、安田由紀子、浅井正子、成田収（東海産科婦人科学会雑誌、第 33
巻）
＜1997 年＞
・「女性仮性半陰陽」
上條浩子、成田収（日本臨床、第 55 巻・第 11 号）
＜2002 年＞
・「Letrozole による排卵誘発の試み－clomiphene citrate との比較」
上條浩子、佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、山田礼子、大沢政巳、成田収、浅井正子
成田育成会成田病院、レディースクリニック・セントソフィア（東海産科婦人科学会雑誌
第 39 巻）
＜2005 年＞
・「多嚢胞性卵巣症候群のインスリン抵抗性に対するメトフォルミンの効果」
上條浩子、成田収、水谷栄彦(臨床婦人科産科第 59 巻）
＜2007 年＞
・「葉酸と神経管閉鎖障害：妊婦の認知率とサプリメント内服率」
近藤厚生、成田収、倉内修、山田満尚、林嘉彦、山本真一、可世木成明、下須賀洋一、柴
田金光、紀平正（産婦人科治療、vol.97,no.1-2008/7)
＜2008 年＞
・「崩壊する産科医療－その現状と問題点－」
成田収（現代医学、第 56 巻第 1 号）
＜2016 年＞
・「AMH 分泌値から見た Premature ovarian failure の妊娠例の検討」
都築知代、水谷栄太、森由紀子、児島由佳、小澤明日香、浅野美幸、辰巳佳史、阿部晴美、
佐藤真知子、伊藤知華子、山田礼子、篠原正典、大沢政巳、成田収（日本受精着床学会雑
誌、33（1）：1-5,2016）

＜2017 年＞
・「当院における月経異常を伴う不妊女性に対する letrozole の使用経験」
浅野美幸、松川泰、水谷栄太、小澤明日香、辰巳佳史、阿部晴美、佐藤真知子、都築知代、
山田礼子、伊藤知華子、大沢政巳、成田収（東海産婦誌 vol.54 2017）
＜発表時期不明＞
・「ホルモン補充療法の適応と問題点」
成田収（更年期・老年期診療の実際）

