
(Ⅰ) 著 書

胎児心拍数の基礎
鍋倉浩子, 池ノ上 克
新女性医学大系30 胎児胎盤機能評価, p9-30, 中山書店, 2002.

人工羊水注入
鮫島 浩
新女性医学大系30 胎児胎盤機能評価, p223-229, 中山書店, 2002.

胎児
池田智明
新女性医学大系30 胎児胎盤機能評価, p267-287, 中山書店, 2002.

胎児合併症とその評価
鮫島 浩
｢妊娠と糖尿病｣ 診療スタンダード, p143-151, 金芳堂, 2002.

(Ⅱ) 論 文

播種性血管内凝固症候群
川越靖之, 鮫島 浩
血液フロンティア, 12(2) : 77-85, 2002.

ハイリスク妊産婦の分娩管理
池ノ上 克
日本産科婦人科学会雑誌, 54(5), N107-N109, 2002.

わが教室における産科救急医療
稲森美香, 池田智明, 池ノ上 克
産婦人科治療, 84 (増刊号) : 50-55, 2002.

周産期委員会報告 (平成12年集計)
佐藤 章, 池ノ上 克, 石川睦男, 岡村州博, 瓦林達比古, 鈴森 蒸, 千葉喜英, 豊田長康,
中林正雄, 西島正博
日本産科婦人科学会雑誌, 54(6) : 869-906, 2002.

三 (品) 胎以上の妊娠の問題点
稲森美香, 金子政時, 池田智明, 池ノ上 克
産科と婦人科, 69(7) : 885-889, 2002.

月経異常にはホルモン異常のほかに遺伝性疾患も
山口昌俊
家族と健康, 第581号, 4-5, 2002.

不妊症患者における糖尿病スクリーニングと妊娠経過・予後
肥後貴史, 鮫島 浩, 三部正人, 山内憲之, 桂木真司, 米田由香里, 川越靖之, 川口日出樹,���
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池ノ上 克
周産期シンポジウム, 20 : 43-51, 2002.

桂皮茯苓丸の非エキス化製剤 ｢TK-061｣ の更年期諸症状に対する効果
－テイコク桂皮茯苓丸料エキス顆粒との比較検証－
荻田幸雄, 藤本征一郎, 後山尚久, 神崎秀陽, 野口昌良, 荒木 勤, 石川睦男, 田中俊誠,
畑 俊夫, 菊池義公, 太田博明, 岩下光利, 牧野田 知, 玉舎輝彦, 鈴森 薫, 星合 昊,
本庄英雄, 大濱紘三, 高井教行, 池ノ上 克, 田部井 徹
臨床婦人科産科, 56(6) : 799-810, 2002.

生薬より製した桂皮茯苓丸の非エキス化製剤 ｢TK-061｣ －更年期諸症状に対する効果の検証－
荻田幸雄, 藤本征一郎, 後山尚久, 神崎秀陽, 野口昌良, 荒木 勤, 石川睦男, 田中俊誠,
畑 俊夫, 菊池義公, 太田博明, 岩下光利, 牧野田 知, 玉舎輝彦, 鈴森 薫, 星合 昊,
本庄英雄, 大濱紘三, 高井教行, 池ノ上 克, 田部井 徹
産科と婦人科, 69(7) : 953-962, 2002.

子宮頸がん
永井公洋
宮崎日日新聞 ｢らぴあ｣, 97 : 14-15, 2002. 10・11月号

Immunoreactive corticotropin-releasing hormone (CRH) in plasma and hypothalamic incubation
media as assessed by a novel and highly sensitive immune complex

Katakami H, Hashida S, Oki Y, Murakami O, Ikenoue T, Ono H, Matsukura S
Clin Pediatr Endocrinol, 11 (suppl 17) : 93-97, 2002.

Development of a novel experimental rat model for neonatal preganglionic upper brachial plexus
injury

Ochiai H, Ikeda T, Mishima K, Yoshikawa T, Aoo N, Iwasaki K, Fujiwara M, Ikenoue T,
Nakano S, Wakisaka S
J neurosci Methods, 119 : 51-57, 2002.

Usefulness of percutaneous intracardiac administration of colored microspheres in measuring
blood flow distribution to the brain in 7-day-old rats

Xia YX, Sameshima H, Ota A, Xia XY, Ikeda T, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 28(5) : 280-284, 2002.

Effects of meluadrine tartrate on maternal metabolic responses and fetal hemodynamics in
pregnant goats

Matsuda Y, Kouno S, Sakamoto H, Ikenoue T
Jpn J Pharmacol, 90 : 114-120, 2002.

呼吸窮迫症候群に対する人工肺サーファクタントの投与時期の検討 : 全国多施設共同比較臨床試験
嶋田泉司, 千田勝一, 藤原哲郎, 小西峯生, 小川雄之亮, 奥山和男, 竹内 豊, 中村 肇,
藤村正哲, 赤松 洋, 船戸正久, 池ノ上 克
日本小児科学会雑誌, 106(9) : 1251-1260, 2002.

当科における子宮体癌の予後に関する検討
永井公洋, 米田由香里, 西村美帆子, 甲斐克秀, 住吉香恵子, 丸山るり子, 池ノ上 克
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日本産科婦人科学会九州連合地方部会雑誌, 53 : 89-91, 2002.

Cerebral blood flow distribution and hypoxic-ischemic brain damage in newborn rats
Xia YX, Sameshima H, Ikeda T, Higo T, Ikenoue T
J Obstet Gyaecol Res, 28(6) : 320-326, 2002.

妊婦のウイルス感染と胎児管理
金子政時, 池ノ上 克
産婦人科治療, 84(1) : 36-39, 2002.

Serial assessment in eclampsia of cerebrohemodynamics by combined transcranial doppler
and magnetic resonance angiography

Ikeda T, Urabe H, Matsukage S, Sameshima H, Ikenoue T
Gynecol Obstet Invest, 53 : 65-67, 2002.

Effect of long-term, postasphyxial administration of magnesium sulfate on immunostaining of
microtubule associated Protein 2 and activated caspase-3 in 7-day-old rat brain

Sameshima H, Ikenoue T
J Soc Gynecol Invest, 9(4) : 203-209, 2002.

胎児の病態生理学的変化に基づく分娩時心拍数モニタリングの再評価
鮫島 浩
日本産科婦人科学会雑誌, 54(8) : 1103-1115, 2002.

Effect of the free radical scavenger, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one (MCI-186), on
hypoxia-ischemia-induced brain injury in neonatal rats

Ikeda T, Xia YX, Kaneko M, Sameshima H, Ikenoue T
Neurosci Lett, 329 : 33-36, 2002.

Dexamethasone prevents long-lasting learning impairment following neonatal hypoxic-ischemic
brain insult in rats

Ikeda T, Mishima K, Yoshikawa T, Iwasaki K, Fujiwara M, Xia YX, Ikenoue T
Behav Brain Res, 136 : 161-170, 2002.

Bimodal upregulation of glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) in the neonatal rat
brain following ischemic/hypoxic injury

Ikeda T, Koo H, Xia YX, Ikenoue T, Choi BH
Int J Devi Neurosci, 20 : 555-562, 2002.

不妊治療による妊娠が周産期医療・NICUに及ぼす影響
丸山英樹, 茨 聡, 浅野 仁, 丸山有子, 加藤英二, 小林康祐, 池江隆正, 松井貴子, 岡田俊則,
前出喜信, 小室真祐子, 深町信之, 小出直哉, 川畑宜代, 住吉香恵子, 池ノ上 克, 福田裕償,
中田高公, 井上奈々子, 安里義秀, 祖慶良克
周産期シンポジウム, 20 : 79-89, 2002.

TJ療法が奏効した卵巣中胚葉混合腫瘍 (Malignant mixed mesodermal tumor) の１例
大塚晃生, 吉山賢一, 古賀和美, 片岡寛章, 永井公洋, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克
産科と婦人科, 69(10) : 1389-1392, 2002.
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(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

22nd Annual Meeting Society for Maternal-Fetal Medicine (Jan 14-19, New Orleans, USA)
Serum nerve growth factor in women with postpartum“BLUES”
Ikeda T, Noda S, Xia YX, Ikenoue T

Federation of the Asia and Oceania Perinatal Societies 12th Congress
(Mar 9-13, Christchurch, New Zealand)�CMV antigenemia as a determinant of treatment with gancic1ovir : a case report
Tanaka H, Kaneko M, Sameshima H, IkedaT, Ikenoue T, Minematsu T�Two-Step Strategy for Detecting Intrauterine Cytomegalovirus (CMV) Infection with
Clinical Manifestations in the Mother-Fetus-Newborn
Kaneko M, Sameshima H, Ikenoue T, Minematsu T, Minamishima Y

Society for Gynecologic Investigation 49th Annual Meeting (Mar 20-23, Los Angeles, USA)
Effect of Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor on Behavioral and Histological
Deficit in Erb’s Palsy Model of Neonatal Rat
Ikeda T, Ochiai H, Mishima K, Iwasaki K, Ikenoue T

UCLA Seminer (Mar 25, Los Angeles, USA)
The use of glial derived neurotrophic factor for treatment of perinatal brain injury
Ikeda T

The 20th Annual Frank Hammond Sivitz Symposium (Apr 19-20, Philadelphia, USA)
Cytomegalovirus (CMV) infection in pregnancy
Ikenoue T

The 18th International Congress of the Society of the fetus as a Patient (Apr 25-28, Budapest,
Hungary)�Sequential changes in the ultrasound images and histology of the neonatal rat brain fol-

lowing hypoxia-ischemia
Higo T, Ikeda T, Ota A, Xia YX, Sameshima H, Ikenoue T�Murine embryonic heart rate regulation
Furukawa S, Ikenoue T, Keller BB

Seminar of FHR monitoring in Miyazaki (Oct 2-3, Miyazaki, Japan)�Re-evaluation of intrapartum fetal heart rate monitoring based on fetal pathophysilology
Sameshima H�Keynote presentation-2, Baseline variability
Ikeda T�Keynote presentation-3, Acceleration
Ikeda T�Case conference
Doi K, Furukawa S
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International Congress on Hormonal Steroids and Hormones and Cancer (Oct 21-25, Fukuoka,
Japan)

Amenorrhea with androgen excess due to SULT 2A1 gene deletion
Yamaguchi M, Maruyama R, Ikenoue T, Takechi S, Nakayama T

[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

第20回日本周産期学会総会および学術集会 1/18～19 大阪
[シンポジウム] 不妊症患者における糖尿病スクリーニングと妊娠経過・予後
肥後貴史, 山内憲之, 米田由香里, 川口日出樹, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第１回女性のための健康講座 ｢40・50セミナー｣ 2/13 延岡
[基調講演] 更年期特有の症状と疾患について
山口昌俊

平成13年度管内食生活改善推進員交流会及び研修会 2/25 都城
[講演] 更年期と健康管理
山口昌俊

第６回ひむかセミナー 3/2～3 宮崎�[講演] 新生児の心疾患 －診断と治療戦略－
高木純一�[講演] IUGRを救え! －めざせ宮崎県の周産期医療の向上－
池田智明

県民健康教育セミナー健康教育講演会 3/16 都城
[講演] 更年期障害について
山口昌俊

第15回 『二十一人の会』 学術講演会 3/26 鹿児島
[講演] 最近の生殖医療について
池ノ上 克

日本産科婦人科学会宮崎地方部会平成14年度定時総会 3/30 宮崎
[特別講演] 胎内サイトメガロウイルス感染症と脳障害
金子政時

第54回日本産科婦人科学会学術講演会 4/6～9 東京
[シンポジウム] 胎児の病態生理学的変化に基づく分娩時心拍数モニタリングの再評価
鮫島 浩

南那珂産婦人科医会学術講演会 4/24 日南
[特別講演] 婦人科癌化学療法 －卵巣癌を中心として－
永井公洋

第15回宮崎市郡産婦人科医会症例検討会 5/9 宮崎
[講演] 不妊症患者における糖尿病スクリーニングと妊娠経過・予後
肥後貴史
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第40回九州新生児研究会 5/10 鹿児島
[特別講演] 中枢神経障害の発症状況と地域医療
池ノ上 克

第155回大分市医師会産婦人科臨床検討会 5/24 大分
[講演] 日常診療における胎児監視の基礎と現況
池ノ上 克

平成14年度前期山梨県産婦人科集談会 6/7 甲府
[特別講演] IUGRの周産期管理
鮫島 浩

第59回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 6/21～23 那覇
[ワークショップ] 当科における子宮体癌の予後に関する検討
永井公洋, 米田由香里, 西村美帆子, 甲斐克秀, 住吉香恵子, 丸山るり子, 池ノ上 克

第12回宮崎県糖尿病教育ナース研修会 7/6 宮崎
[講演] 糖尿病と妊娠
鮫島 浩

第９回産婦人科MEセミナー 7/7 大阪
[講演] 分娩監視の基礎と現況
池ノ上 克

第１回 ｢生命感動､ 脳と幸せ｣ 学術環境国際会議 7/9 奈良
[講演] 胎児の脳を守る環境と産科管理
池ノ上 克

第29回宮崎周産期セミナー 7/20 宮崎
[講演] 先天性CMV感染症のウイルス学的検査と臨床的意義
金子政時

第25回日本産科婦人科ME学会 8/24～25 名古屋
[シンポジウム] 神経予後不良症例における胎児心拍数モニタリング
池田智明

平成14年度宮崎県母子保健指導者研修会 8/29 宮崎
[講演] 宮崎県における周産期医療
池ノ上 克

第８回琵琶湖周産期カンファレンス 9/28 大津
[特別講演] 分娩管理の現状と未来 分娩における胎児管理
鮫島 浩

平成14年度JA都城女性部第２回女性大学講座 10/1 都城
[講演] 中高年女性の健康づくり (更年期と健康管理)
山口昌俊
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平成14年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 10/5 宮崎
[特別講演] 妊婦と風邪
金子政時

Jikei Fetal Surgery Group (JFSG) ワークショップ第１回講演会 10/9 東京
[特別講演] 胎仔脳循環障害の大動物実験モデル
池ノ上 克

第29回日本産婦人科医会学術集会熊本大会 10/12～13 熊本
[学術研修] 胎児well-being評価法の歩みと今後の問題点
池ノ上 克

第５回三重県周産期医療従事者研修事業 10/19 津
[特別講演] 胎児脳障害の防止と産科管理
池ノ上 克

第４回日本イアン・ドナルド超音波講座 10/26～27 名古屋
[講演] 胎児心拍数モニタリングの臨床 (異常)
池ノ上 克

日本産科婦人科学会宮崎地方部会平成14年度臨時総会 10/26 宮崎
[特別講演] 胎児心拍数モニタリングの精度と限界
鮫島 浩

平成14年度日本助産師会九州・沖縄ブロック研修会 11/2 宮崎
[講演] 新生児仮死蘇生
池田智明

宮崎地方裁判所研修会 11/7 宮崎
[講演] X線､ MRI､ 超音波などにより人体内をどこまで正確にわかることができるのかについて
池ノ上 克

第10回産科中小施設研究会 11/9 東京
[講演] 果たしてCP (脳性麻痺) の予防策はあるのか －理論と実際のギャップ－
池ノ上 克

第232回奇松会学術講演会 11/22 浜松
[講演] 胎内サイトメガロウイルス感染症児における分娩時胎児心拍数モニタリングの評価
池ノ上 克

産婦人科ME研究会 12/14 盛岡
[特別講演] 分娩監視の基礎と現状
池ノ上 克

[一般講演]

第109回内分泌同好会 2/20 宮崎�月経異常を伴ったヌーナン症候群の１例
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山口昌俊�LHβ鎖の遺伝子変異を伴った早発閉経の１例
山口昌俊

第31回宮崎婦人科症例カンファレンス 2/22 宮崎
卵巣癌とpost DVT
雀ケ野理絵

第20回PARM (Perinatal Animal Research Meeting) 3/16 宮崎
新生児低酸素性虚血性脳症ラットモデルにおけるリポポリサッカライドが与える影響
楊 黎

第３回浜名湖カンファランス 3/23～24 浜松
１絨毛膜２羊膜性双胎の出生前評価；MD-Twin Score :前方視的研究
金子政時

第54回日本産科婦人科学会学術講演会 4/6～9 東京�マタニティブルーズにおける血中神経成長因子濃度の推移
池田智明, 野田俊一, 夏 義欣, 池ノ上 克�間欠的臍帯圧迫 (UCO) による羊胎仔の視床下部-下垂体-副腎系 (HPA axis) に対する影響
川越靖之, Brain R�卵管Carcinosarcomaの１例
稲森美香, 永井公洋, 土谷雅紀, 岩砂智丈, 三部正人, 池ノ上 克�糖尿病素因をもつ不妊患者における妊娠前後での75gGTTの経時的変化の検討
桂木真司, 肥後貴史, 山内憲之, 岡田俊則, 三部正人, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊婦のトキソプラズマ感染スクリーニング
野田俊一, 小島俊行, 川名 尚, 池田智明, 池ノ上 克�Lipopolysaccharide administration worsen hypoxic-ischemic damage in newborn rats
Yang L, Ikeda T, Sameshima H, Ikenoue T�多胎児がNICUベッド運用に及ぼす影響
丸山英樹, 茨 聡, 丸山有子, 加藤英二, 小林康祐, 蔵屋一枝, 池ノ上 克�IUGR児における甲状腺機能の検討
山田曜子, 丸山有子, 茨 聡, 丸山英樹, 加藤英二, 池ノ上 克�重症新生児仮死に対してECMOによる脳低温療法を施行した１例
楠元雅寛, 茨 聡, 小林康祐, 丸山英樹, 丸山有子, 加藤英二, 角野英理子, 徳久琢也,
池ノ上 克

第59回日本不妊学会九州支部会 4/21 福岡
多胎妊娠がNICUベッド運用に及ぼす影響
丸山英樹, 茨 聡, 浅野 仁, 丸山有子, 加藤英二, 小林康祐, 池江隆正, 松井貴子, 岡田俊則,
前出喜信, 小室真祐子, 深町信之, 小出直哉, 川畑宜代, 住吉香恵子, 池ノ上 克

第40回九州新生児研究会 5/10 鹿児島�１絨毛膜２羊膜性双胎の出生前評価；MD-Twin Score :前方視的研究
金子政時, 稲森美香, 大里和広, 木佐貫 隆, 福島和子, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�新生児低酸素性虚血性脳症ラットモデルにおけるリポポリサッカライドが脳障害に与える影響
楊 黎, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�間欠的臍帯圧迫のpreterm羊胎仔脳に及ぼす組織学的影響
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川越靖之, Richardson BS�神経学的予後不良例の検討
児玉由紀, 西村卓朗, ト部浩俊, 中元寺義昭, 寺尾公成, 本田正之, 池ノ上 克

日本遺伝カウンセリング学会第26回大会 5/23～24 長崎
宮崎地方の月経異常および不妊患者における異変LHの頻度
山口昌俊, 丸山るり子, 肥後貴史, 池ノ上 克

第12回日本産婦人科・ 新生児血液学会 6/7～8 東京
妊婦血中可溶性シンデカン１の動態
山口昌俊, 丸山るり子, 永井公洋, 池ノ上 克

第２回宮崎小児神経セミナー 6/13 宮崎
V-Pシャントができない未熟児の水頭症管理
小濱祐博, 中野真一, 脇坂信一郎, 金子政時, 池田智明, 池ノ上 克

第59回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 6/21～23 那覇
新生児予後から見た胎児水腫および胎児胸水の管理
古川誠志, 桂木真司, 楠元和美, 長島博子, 岩砂智丈, 土谷雅紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第32回宮崎婦人科症例カンファレンス 6/28 宮崎
乳癌合併妊娠の一例
楠元和美

第75回日本内分泌学会学術総会 6/28～30 大阪
SULT 2A1 (DHEA sulfotransferase) 遺伝子欠損症例の遺伝子解析
山口昌俊, 丸山るり子, 三部正人, 池ノ上 克

第42回日本先天異常学会学術集会 7/10～12 浜松
胎内サイトメガロウイルス感染症の臨床所見およびウイルス学的検査と神経学的予後
金子政時, 吉山登志子, 大里和広, 稲森美香, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克､ 峰松俊夫

第38回日本新生児学会総会学術集会 7/14～16 神戸�胎内サイトメガロウイルス感染症における抗原血症検出の臨床的意義に関する検討
金子政時, 鮫島 浩, 吉山登志子, 池田智明, 池ノ上 克, 峰松俊夫�ラット新生仔低酸素虚血性脳障害モデルにおけるマグネシウムとcaspase-3活性
鮫島 浩, 池ノ上 克�ラジカルスカベンジャー､ エダラボンの新生仔ラット低酸素性虚血性脳障害に対する効果
池田智明, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�本邦における切迫早産治療の多施設実態調査
高木健次郎, 佐藤和雄, 山本樹生, 寺尾俊彦, 藤本征一郎, 池ノ上 克, 村田雄二�超低出生体重児に対するSNAPの臨床的検討
桂木真司, 池田智明, 河野慶一郎, 岡田俊則, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠中毒症の病型別胎児・新生児予後
古川誠志, 鮫島 浩 池ノ上 克�山羊胎仔急性実験モデルでのElectromechanical delay timeと収縮期血圧の相関について
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�ECMO施行症例におけるlung restの効果の検討
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加藤英二, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 小林康祐, 前出喜信, 岡田俊則, 松井貴子, 切原奈美,
池ノ上 克�サイトメガロウイルス胎内感染症におけるサイトカインの動態
丸山有子, 茨 聡, 丸山英樹, 加藤英二, 小林康祐, 池ノ上 克�下部食道に２個の気管気管支食道瘻を有した食道閉鎖症の１例
野口啓幸, 高松英夫, 茨 聡, 三原慶子, 菊池二郎, 池ノ上 克

日本産科婦人科学会宮崎地方部会夏期学会 8/17 宮崎
男性ホルモン過剰を伴った月経異常症例の検討
山口昌俊, 丸山るり子, 肥後貴史, 池ノ上 克

第７回九州小児体外循環研究会 8/30 牛深
ECMO施行症例におけるlung restの効果の検討
加藤英二, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 池江隆正, 前出喜信, 楠元雅寛, 丸古慶子, 吉田瑞穂,
後藤俊二, 角 健司, 小池浩文, 立石洋子, 田畑実香, 宇都博文, 小林洋子, 加藤博美,
池ノ上 克

日本小児科学会宮崎地方会第52回例会 9/8 宮崎
超低出生体重児の中期的神経学的予後に及ぼす要因の検討 －３歳時検診での評価－
澤田一美, 園田 徹, 布井博幸, 河野慶一郎, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第30回日本磁気共鳴医学会大会 9/12～14 東京
子宮粘膜下筋腫における3D-FASE法の有用性
杉村 宏, 山口健一郎, 栄 建文, 古賀治幸, 田村正三, 肥後貴史, 町田好男, 喜種慎一

第20回周産期医療研究会 9/13～15 伊東�宮崎周産期コホートスタディ
米田由香里�Ondine-Hirschsprung症候群の１例
稲森美香�新生児低酸素性虚血性脳症ラットモデルにおけるリポポリサッカライドが脳障害に与える影響
楊 黎�Second trimesterで診断された前置胎盤の臨床的検討
土井宏太郎

第２回九州内分泌代謝フォーラム 9/21 福岡
common variant LHに見つかった新しいLH変異
丸山るり子, 山口昌俊, 肥後貴史, 池ノ上 克

平成14年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 10/5 宮崎�Second trimesterで診断された前置胎盤症例の臨床的検討
土井宏太郎, 古川誠志, 山本朱里, 丸山るり子, 甲斐克秀, 西村卓朗, 川越靖之, 金子政時,
池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�Ondine-Hirschsprung症候群の１例
稲森美香, 西村美帆子, 木佐貫 隆, 大里和広, 松影昭一, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩,
山口昌俊, 池ノ上 克�ラジカルスカベンジャー､ エダラボンの新生仔ラット低酸素性虚血性脳障害における脳内脂質過酸
化と窒素酸化物産生に対する影響
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Noor JI, 池田智明, 池ノ上 克�新生児低酸素性虚血性脳症ラットモデルにおけるリポポリサッカライドが脳障害に与える影響
楊 黎, 鮫島 浩, 池田智明, 池ノ上 克

第29回日本産婦人科医会学術集会熊本大会 10/12～13 熊本�宮崎県周産期症例検討会の活動
池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 布井博幸, 園田 徹, 嶋本富博, 西口俊裕, 隅 明美,
寺尾公成, 児玉由紀, 春山康久, 徳永修一, 三輪勝洋, 高崎 泰, 和田俊朗, 川口日出樹,
秦 喜八郎, 西村篤乃, 大淵達郎�山羊胎仔急性実験モデルでのElectromechanical delay time (DT) と収縮期血圧(Isys)との相関
について
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

宮崎県婦人科症例検討会 10/25 宮崎
術前診断をS状結腸腺癌とした１例
永井公洋, 松影昭一, 佛坂正幸, 佐藤勇一郎

第41回九州新生児研究会 11/9 熊本�妊娠22-24週で出生した児の周産期背景と児の予後に関する検討
大里和広, 稲森美香, 木佐貫 隆, 山本朱里, 鮫島 浩, 金子政時, 池田智明, 池ノ上 克�先天性サイトメガロウイルス感染症児においてCMV IgG抗体Avidity Indexの推移をおった１例
金子政時, 吉山登志子, 稲森美香, 山本朱里, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 峰松俊夫�Ondine’s Curseの１例
稲森美香, 大里和広, 木佐貫 隆, 西村美帆子, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克

日本人類遺伝学会第47回大会 11/13～15 名古屋
月経異常患者におけるLHB遺伝子領域のSNP
山口昌俊, 丸山るり子, 肥後貴史, 池ノ上 克

第10回日本胎盤学会学術集会 11/21～22 福岡
ヒト満期胎盤における各種プロテオグリカンの免疫組織学的検討
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費 ｢発達期の脳障害の予防・診断・治療に関する臨床研究｣ 平成
14年度研究班会議 11/28～29 東京
胎仔収縮期血圧の連続測定 : Electromechanical delay time (DT)を用いた測定法
鮫島 浩, 川越靖之, 池ノ上 克

第18回日本糖尿病・妊娠学会 12/6～7 奈良
糖尿病合併妊娠と妊娠糖尿病の分娩時心拍数モニタリングの検討 －Low risk群との比較－
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第47回日本未熟児新生児学会 12/16～18 大阪�ラジカルスカベンジャー､ エダラボンの新生仔ラット低酸素性虚血性脳障害に対する､ 学習行動の
改善効果
池田智明, Noor JI, 池ノ上 克�サイトメガロウイルス (CMV) IgG抗体Avidity Indexの推移と臨床経過を詳細に追った先天性
CMV感染症の１例
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金子政時, 池田智明, 池ノ上 克�ラジカルスカベンジャー､ エダラボンの新生仔ラット低酸素性虚血性脳障害における脳内脂質過酸
化と窒素酸化物産生に対する影響
Noor JI, 池田智明, 池ノ上 克�血液凝固・血小板機能分析装置にて血小板機能異常が示唆され､ 診断に到ったBernard-Soulier
syndrome
谷口博子, 茨 聡, 丸山英樹, 丸山有子, 加藤英二, 米田 哲, 池ノ上 克�出生前におけるPVL発症リスクファクターの検討
加藤英二, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 池江隆正, 前出喜信, 丸古慶子, 楠元雅寛, 小池浩文,
立石洋子, 後藤俊二, 吉田瑞穂, 田畑実香, 加藤博美, 池ノ上 克�ECMOによる脳低温療法施行時の乳酸産生と持続血液濾過透析併用の効果
後藤俊二, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 加藤英二, 池江隆正, 楠元雅寛, 吉田瑞穂, 池ノ上 克�早産IUGR児における生命予後に影響を与える新生児合併症の検討
丸山有子, 茨 聡, 丸山英樹, 加藤英二, 池江隆正, 前出喜信, 丸古慶子, 楠元雅寛, 後藤俊二,
吉田瑞穂, 小池浩文, 立石洋子, 田畑実香, 加藤博美, 池ノ上 克

大隅地区産婦人科医会 12/21 鹿屋�在胎25週未満の超低出生体重児の生命予後に関する因子の検討
大里和広�消化管子宮内膜症
永井公洋, 鮫島 浩, 松影昭一, 米田由香里, 楠元和美, 上森照代, 池ノ上 克, 佛坂正幸,
佐藤勇一郎

(Ⅰ) 著 書

前期破水
池ノ上 克
今日の治療指針2003年版, p858, 医学書院, 2003.

妊娠中の薬物・嗜好物
鮫島 浩
改訂合併症妊娠, 455-468, 金原出版, 2003.

妊娠反応テスト
山口昌俊, 池ノ上 克
内科診療Q&A, pile8-1111, 六法出版, 2003.

腎・泌尿器疾患
吉山登志子, 池ノ上 克
改訂合併症妊娠, 179-187, 金原出版, 2003.
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