
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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(Ⅱ) 論 文

VBACの胎児・新生児救命
鮫島 浩
産婦人科の実際, 52(2) : 219-222, 2003.

小児脳神経疾患と胎児低酸素症
池田智明
Nervous Systemin Children (小児の脳神経), 28(1) : 1-7, 2003.

FHR異常と新生児予後
鮫島 浩, 川越靖之
産婦人科の実際, 52(4) : 463-469, 2003.

妊娠糖尿病と多胎妊娠
鮫島 浩
周産期医学, 33(4) : 493-496, 2003.

周産期医療との関連からみた不妊症治療 －耐糖能異常を中心に－
鮫島 浩, 肥後貴史
産婦人科の実際, 52(5) : 625-629, 2003.

Cerebral blood flow and metabolism in relation to electrocortical activity with severe umbilical
cord occlusion in the near-term ovine fetus

Kaneko M, White S, Homan J, Richardson B
Am J Obstet Gyneco1, 188(4) : 961-972, 2003.

Continuous systolic blood pressure monitoring by the difference in electrocardiogram and pluse
oximetry in near-term, exteriorized goat fetuses

Sameshima H, Kawagoe Y, Ikenoue T, Sakamoto H
J Soc Gynecol Invest, 10 : 200-204, 2003.

出生体重に関する通念とその理解 糖尿病母体から生まれた児は巨大児?
古川誠志, 鮫島 浩
周産期医学, 33(6) : 755-757, 2003.

胎児well-beingの評価と娩出のタイミング 胎児well-beingの評価法
鮫島 浩 大西淳仁, 池ノ上 克
ぺリネイタルケア, 22(8) : 8-14, 2003.

胎児well-beingの評価法 －その精度と限界－
鮫島 浩, 大西淳仁, 池ノ上 克
ぺリネイタルケア, 22(8) : 8-14, 2003.

多胎妊娠の管理 －最近の知見－ ２)分娩管理
鮫島 浩
日本産科婦人科学会専門医制度 研修コーナー, 55(9) : 111-215, 2003.
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｢周産期症例検討会｣ と人的ネットワークの重要性
池田智明, 池ノ上 克, 鮫島 浩, 寺尾公成, 児玉由紀, 嶋本富博, 西口俊裕, 春山康久,
徳永修一, 三輪勝洋, 高崎 泰, 和田俊朗, 川口日出樹, 川越靖之, 稲森美香, 米田由香里
周産期医学シンポジウム, 21 : 61-65, 2003.

Local administration of glial cell line-derived neurotrophic factor improves behavioral and
histological deficit of neonatal ELB's palsy in rats

Ochiai H, Ikeda T, Mishhima K, Aoo N, Iwasaki K, Fujiwara M, Nakano S, Ikenoue T,
Wakisaka S
Neurosurgery, 53(4) : 973-978, 2003.

予防と対策・母体搬送のタイミング 常位胎盤早期剥離
鮫島 浩
産婦人科の実際, 52(11)1 : 1551-1557, 2003.

母子感染の現況と治療的戦略 －サイトメガロウイルス感染症－
金子政時
産婦人科の実際, 52(12) : 2069-2074, 2003.

先天性サイトメガロウイルス (CMV) 感染症と抗原血症
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 峰松俊夫
産婦人科の実際, 52(13) : 2383-2386, 2003.

Asphyxia性脳障害の診断に関する臨床的および基礎的研究
池田智明, 池ノ上 克, 鮫島 浩, 金子政時, 川越靖之, 古川誠志, 米田由香里, 大西淳仁,
卜部浩俊, 大里和広, 山下理絵, 田中博明, 福島和子, 村田雄二, Quiligan EJ, Choi BH,
Park SD, 土井茂治, Parer JT, 児玉由紀, 寺尾公成, 西口俊裕, 河野慶一郎, 嶋本富博,
春山康久, 今村登志子, 桂木真司, 高崎 泰, 三輪勝洋, 徳永修一, 山内憲之, 園田 徹,
布井博幸
日本新生児学会雑誌, 39(4) : 724-732, 2003.

討論とまとめ
上妻志郎, 鮫島 浩
日本新生児学会雑誌, 39(4) : 753-754, 2003.

胎児心拍数図の用語及び定義とその解説
岡村州博, 池田智明, 茨 聡, 瓦林達比古, 神崎 徹, 上妻志郎, 佐川 正, 西島正博, 藤森敬也,
山本樹生, 佐藤 章
日本新生児学会雑誌, 39(4) : 584-595, 2003.

超低出生体重児の重症度スコアリング
稲森美香, 池田智明, 桂木真司, 岡田俊則, 本山妙子, 池ノ上 克
産婦人科の世界, 55(1) : 23-30, 2003.

妊娠中の血液学的特徴の変化
米田由香里, 池ノ上 克
周産期医学, 33(2) : 155-158, 2003.
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吸引遂娩術
古川誠志, 鮫島 浩
産科と婦人科, 70 (増刊号) : 45-50, 2003.

腎疾患合併妊産婦の管理
吉山登志子, 池ノ上 克
産婦人科治療, 86 (増刊号) : 517-520, 2003.

新臨床研修医制度のスタートに向けて
池ノ上 克
日州医事, 第644号 : 11-12, 2003.

Attempt for prevention of cleft lip and palate in Japan
Natsume N, Kawai T, Yoshida W, Tomoda Y, Sakai E, Sumiyoshi Y, Hirahara F,
Kohama G, Noguchi M, Endo T, Sugiyama Y, Fukushima A, Echigo S, Saito C,
Uchiyama T, Tanabe K, Yoshimasu H, Enomoto S, Omura K, Kubota T, Takato T,
Kozuma S, Kurita K, Suzumori K, Matsuya T, Kogo M, Sakuda M, Mori Y, Murata Y,
Yoshimura Y, Miyazaki K, Ohishi M, Tsukimori K, Katsuki T, Yanagisawa S, Miyakawa I,
Shiba R, Ikenoue T, Sugihara K, Mimura T, Ikuta Y, Sunakawa H, Kanazawa K,
Shimozato K
Dentistry in Japan, 39 : 194-198, 2003.

治験における事前審査の有用性と今後の展望
児玉裕文, 林 克裕, 林 要人, 山口昌俊, 山下康洋, 小野浩重, 八木優子, 堀 真由美,
奥村 学, 川崎由美子, 黒木恵美, 鈴 智子, 田口なるみ, 荒武八起, 梅木一美, 鈴木千代子,
工藤正直, 長田幸夫, 有森和彦
Jpn J Clin Parmacol Ther, 34(1) : 81-182, 2003.

妊婦血中可溶性シンデカン１とへパラン硫酸濃度の変化
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克, 中島清子
日本産婦人科・新生児血液学会誌, 13(1) : 7-8, 2003.

母体年齢と難産
徳永修一, 池ノ上 克
産科と婦人科, 70(7) : 860-864, 2003.

Effects of long-term high-altitude hypoxia on myocardial protein kinaseA activity and troponin
I isoforms in fetal and nonpregnant sheep

Onishi J, Kamitomo M, Stiffel VM, Gilbert RD
J Soc Gynecol Investig, 10 : 189-193, 2003.

正常新生児の取り扱い方 出生から退院まで
西村美帆子, 池ノ上 克
産婦人科治療, 87(2) : 141-147, 2003.
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周産期の胎児管理
高橋典子, 池ノ上 克
未熟児看護の知識と実際, 改訂３版 : 172-190, 2003.

子宮体部神経内分腫瘍２症例の臨床病理学的検討
米田由香里, 永井公洋, 松影昭一, 福島和子, 楠元和美, 上森照代, 池ノ上 克
日本産科婦人科学会九州連合地方部会雑誌, 54 : 19-20, 2003.

妊産婦と抗菌薬 －感染症治療の考え方－ ｢絨毛膜羊膜炎｣
古川誠志, 池ノ上 克
感染と抗菌薬, 6(3) : 264-268, 2003.

Inhibitory effects of citrus furits on cytochrome P4503A (CYP3A) activity in humans
Fujita K, Hidaka M, Takamura N, Yamasaki K, Iwakiri T, Okumura M, Kodama H,
Yamaguchi M, Ikenoue T, Arimori K
Biol Pharm Bull, 26(9) : 1371-1373, 2003.

産婦人科診療 症候から診断・治療へ 胎児発育異常
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克
産科と婦人科, 70(11) : 1717-17721, 2003.

Antithrombin therapy for preeclampsia
Kobayashi T, Terao T, Ikenoue T, Kajiwara Y, Maki M
Biomed Prog, 16 : 72-77, 2003.

産科医療における問題点
池ノ上 克
日本新生児学会雑誌, 39(4) : 766-767, 2008.

これからの分娩管理
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克
産婦人科治療, 86(1) : 1-6, 2003.

母体搬送とそのあり方
徳永修一, 土井宏太郎, 山内憲之, 池ノ上 克
産婦人科治療, 87(4) : 415-419, 2003.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

Society for Maternal-Fetal Medicine 23rd Annual Meeting (Feb 3-8, San Francisco, USA)
Effect of free radical scavenger, Edaravone, on histological and learning behavioral difficit
in hypoxic-ischemic brain damage model of neonatal rat
Ikeda T, Noor JI, Ikenoue T, Mishima K, Iwasaki K, Fujiwara M

Society for Gynecologic Investigation 50th Annual (Mar 26-30, Washington, DC, USA)�Adverse effect of perinatal corticosteroid treatment on memory and learning process
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associated with hippocampal damage in neonatal rats
Ikeda T, Ikenoue T, Mishima K, Iwasaki K, Fujiwara M�Evaluation of intrapartum fetal heart rate monitoring in intrauterine cytomegalovirus in-
fected fetus
Kaneko M, Sameshima H, Ikeda T, Ikenoue T, Minematsu T

The 8th Japan-Korea Joint Conference of Obstetrics and Gynecology (Apr 14, Fukuoka, Japan)
Fetal infection and cerebral palsy
Ikenoue T

The Endocrine Society's 85th Annual Meeting (Jun 19-22, Philadelphia, USA)
SULT 2A1 gene (DHEA Sulfortransferase) variation in the women with androgen excess
symptom
Yamaguchi M, Maruyama R, Ikenoue T, Mori N

International Associetion of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG)
(Aug 29-Sep 2, Spain)
Prospective study on GDM occurrace in infertility patients
Sameshima H, Higo T, Mibe M, Ikenoue T

Seminar on Fetal Heart Rate Monitoring in Miyazaki (Sep 11, Miyazaki, Japan)
Intrapartum FHR monitoring in unselected and consecutive low risk pregnancy
Sameshima H

The 6th World Congress of Perinatal Medicine (Sep 13-16, Osaka, Japan)�Intrapartum FHR monitoring and cerebral palsy in intrauterine bacterial infection
Sameshima H�New approaches to the treatment of perinatal hypoxic-ischemic brain damage
Ikeda T�Human soluble syndecan1 and heparan sulfate level during pregnancy
Yamaguchi M

The 13th Taiwan-Japan Symposium in Obstetrical and Gynecological Ultrasound and
Perinatology (Oct 11-13, Ho Chi Minh, Vietnam)�New aspect of fetal heart rate pattern analysis

Ikenoue T�Preterm birth after cessation of long-term tocolysis
Kawagoe Y�Miyazaki perinatal case conference study on perinatal contributing factors to poor neu-
rological outcome in children
Ikeda T

2003 POGS Annual Convention and 57th Anniversary Celebration (Nov 11-14, Manila, Philippines)�Fetal heart Rate Pattern and Fetal Outcome
Ikenoue T�Perinatal Infection and Brain Damage
Ikenoue T
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[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

講演会 1/16 東京
[講演] 分娩時胎児モニタリングの再評価
鮫島 浩

第21回日本周産期学会総会および学術集会 1/17～18 東京
[シンポジウム] ｢周産期症例検討会｣ と人的ネットワークの重要性
池田智明, 池ノ上 克, 鮫島 浩, 寺尾公成, 児玉由紀, 嶋本富博, 西口俊裕, 春山康久,
徳永修一, 三輪勝洋, 高崎 泰, 和田俊朗, 川口日出樹, 川越靖之, 稲森美香, 米田由香里

SSセミナー 1/25 東京
[セミナー] 子宮内感染症と胎児脳障害
池ノ上 克

第42回日本心身医学会九州地方会 1/31～2/1 宮崎
[特別講演] 産婦人科の心身症
池ノ上 克

日本産婦人科医会研修会 2/16 津
[特別講演] 新生児のプライマリケア
鮫島 浩

第１回道後周産期カンファレンス 2/22 松山
[特別講演] 子宮内感染と脳障害
池ノ上 克

宮崎県産婦人科病医院従事者研修会第7回ひむかセミナー 3/1～2 宮崎�[講演] どうして必要なの? 妊娠中の血糖管理
鮫島 浩�[講演] めざせ宮崎県の周産期医療の向上 －常位胎盤早期剥離の管理－
池田智明

奈良県産婦人科医会第54回臨床カンファレンス 3/13 橿原
[招請講演] 新しい胎児心拍数パターン解読のポイント
池ノ上 克

地域周産期医療体制づくり連絡会 3/18 宮崎
[講話] 周産期医療における最近の動向
池ノ上 克

第55回日本産科婦人科学会 4/12～15 福岡
[クリニカル・カンファレンス] 分娩管理
鮫島 浩

平成14年度日本産科婦人科学会島根地方部会総会・日本産婦人科島根県支部総会 4/20 松江
[特別講演] 新しい胎児心拍数パターン解読のポイント
池ノ上 克
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K-ネットカンファレンス 5/24 高松
[講演] 正しく読もう胎児心拍数パターン
池ノ上 克

善通寺周産期医療フォーラム 5/25 善通寺
[記念講演] 宮崎県における周産期医療のあゆみ
池ノ上 克

第24回九州新生児研究会 5/31 福岡
[シンポジウム] 今､ 九州の地域化を考える ｢宮崎県｣
池田智明

横浜市立大学医学部産婦人科学教室同門会 6/7 横浜
[特別講演] 新しい胎児心拍数パターン解読のポイント
池ノ上 克

第11回産科中小施設研究会 6/21 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 (その２)－
池ノ上 克

宮崎県医師会動務医部会 7/5 宮崎
[講演] 宮崎医科大学における新医師臨床研修制度の現状と問題点
池ノ上 克

第39回日本新生児学会 7/13～15 郡山�[シンポジウム] 産科医療における問題点
池ノ上 克�[シンポジウム] Asphyxia性脳障害の診断に関する臨床的および基礎的研究
池田智明

第19回日本臨床細胞学会九州連合地方学会 7/19～20 宮崎
[スライドカンファレンス] 産婦人科２
永井公洋

宮崎医科大学公開講座 7/24 宮崎
[講演] 女性と心身症について
山口昌俊

平成15年度宮崎市学校給食調理員夏季研修会 8/6 宮崎
[講演] いきいき更年期
山口昌俊

第４回宮崎小児神経セミナー 8/8 宮崎
[特別講演] ハイリスク妊娠の管理と神経学的予後
鮫島 浩

アベンティスベーリングジャパン社内研修会 9/11 福岡
[講演] 産婦人科領域におけるDICについて
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山口昌俊

TOG創立51周年総会 9/21 東京
[講演] 胎児心拍数モニタリング解析の新しいポイント
池ノ上 克

第３回愛知２大学合同研究会 10/4 名古屋
[特別講演] 周産期脳障害の基礎と臨床
池ノ上 克

平成15年度公開講義 10/24 宮崎
[公開講義] 更年期障害の東洋医学的治療
山口昌俊

第19回日本糖尿病・妊娠学会 10/24～25 新潟
[シンポジウム] 糖尿病を持つ妊婦の計画妊娠 産婦人科の立場から
鮫島 浩

第43回九州新生児研究会 11/8 福岡
[シンポジウム] PVLの診断
池田智明

日本臨床スポーツ医学会学術集会 11/15～16 千葉
[シンポジウム] 成長期とスポーツの功罪 産婦人科の立場から
池田智明

平成15年度 ｢いきいき女性セミナー｣ 12/5 宮崎
[講演] 知っておこう｡ 女性のからだの変化
山口昌俊

Taiwan Society of Perinatology 12/7 台北
[ワークショップ] Perinatal infection and brain damage
Ikenoue T

医療訴訟ガイダンス 12/17 宮崎
[講演] 鑑定の経験談
池ノ上 克

おしえて! ドクター健康耳寄り相談室 12/20 宮崎
[ラジオ講演] 更年期障害について
山口昌俊

[一般講演]

第42回日本心身医学会九州地方会 1/31～2/1 宮崎
マタニティブルーズと血中神経成長因子濃度
池田智明, 野田俊一, 夏 義欣, 池ノ上 克
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第115回内分泌同好会 2/12 宮崎
遅発思春期の１例
丸山るり子, 山口昌俊

第13回腎と妊娠研究会 3/1 横浜
妊娠中毒症の胎児､ 新生児予後
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克

日本小児科学会宮崎地方会第53回例会 3/9 宮崎
治療を要した新生児期頻脈性不整脈の６症例についての検討
佐藤潤一郎, 大塚珠美, 久保尚美, 高木純一, 園田 徹, 布井博幸, 池ノ上 克

第21回PARM (Perinatal Animal Research Meeting) 3/15 鹿児島�羊胎仔の心筋における長期高地低酸素の影響
大西淳仁�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

第19回鹿児島小児科外科研究会 4/12 鹿児島
PMX療法を施行した新生児､ 乳児における､ 血中anandamide､ 2-arachidonylglycerol濃度の変
化の検討
丸山英樹, 茨 聡, 加藤英二, 丸山有子, 下野隆一, 前出喜信, 徳久琢也, 熊澤一真, 楠元雅寛,
松井貴子, 加藤博美, 石山昭彦, 簗詰伸太郎, 松村眞紀, 池ノ上 克, 丸山征郎, 橋口照人

第55回日本産科婦人科学会 4/12～15 福岡�在胎週数22週から24週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, 池田智明, 金子政時, 稲森美香, 木佐貫 隆, 西村美帆子, 鮫島 浩, 池ノ上 克�神経予後不良例における胎児心拍数モニタリングパターン後方視的検討
－分娩時急性asphyxia群とnon-asphyxia群との相違－
池田智明�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
金子政時, 鮫島 浩, 池田智明, 吉山登志子, 楠元和美, ト部浩俊, 蓮田 淳, 古田 賢,
児玉由紀, 池ノ上 克, 峰松俊夫�妊娠中期におけるクラミジアの産道感染と配偶者の感染状況の検討
野田俊一, 池田智明, 池ノ上 克�妊娠中毒症の重症度と分娩時胎児心拍数パターン
古川誠志, 桂木真司, 楠元和美, 岩砂智丈, 土谷雅紀, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�The free radical scavenger MCI-186, reduces lipid peroxidation in hypoxic-ischemic
brain damage of the neonatal rat
Noor JI, Ikeda T, Sameshima H, Ikenoue T�Lipopolysaccharide administration induces brain damege after intermittent hypoxia in the
newborn rat
Yang L, Sameshima H, Ikeda T, Ikenoue T�脳室周囲白質軟化症 (PVL) 症例における臍帯血中内因性cannabinoid濃度の検討
丸山英樹, 茨 聡, 加藤英二, 丸山有子, 前出喜信, 丸古慶子, 楠元雅寛, 後藤俊二, 小池浩文,
立石洋子, 加藤博美, 池ノ上 克�Fetal Brain Death Syndromeと考えた１症例
楠元雅寛, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 加藤英二, 前出喜信, 丸古慶子, 谷口博子, 後藤俊二,

2003年(平成15年)

���



吉田瑞穂, 池ノ上 克

第76回内分泌学会 5/9～11 横浜
高アンドロゲン血症を伴う月経異常女性DHEA sulfotransferase
山口昌俊, 丸山るり子, 三部正人, 池ノ上 克

第60回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 5/16～18 鹿児島
子宮体部神経内分腫瘍２症例の臨床病理学的検討
米田由香里, 永井公洋, 松影昭一, 福島和子, 楠元和美, 上森照代, 池ノ上 克

第27回日本遺伝カウンセリング学会 6/5～6 東京
LHβサブユニット遺伝子領域の１塩基変異
山口昌俊, 丸山るり子, 三部正人, 肥後貴史, 池ノ上 克

第13回日本産婦人科・ 新生児血液学会 6/13～14 宮崎�妊婦血中可溶性シンデカン１とへパラン硫酸濃度の変化
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克, 中島清子�NICUにおける血液凝固・血小板機能分析装置の有用性 (Bernard-Sculler syndromeの経験から)
谷口博子, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 加藤英二, 米田 哲, 熊澤一真, 徳久琢也, 池ノ上 克�TTTSにおける羊水過多発症のメカニズムとhANPとの関連について
松井貴子, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 加藤英二, 楠元雅寛, 谷口博子, 丸古慶子, 上塘正人,
池ノ上 克

第59回日本弱視斜視学会総会・第28回日本小児眼科学会総会合同学会 6/27～28 神戸
宮崎医科大学における未熟児網膜症の現状および発症因子について
原田勇一郎, 齋藤真美, 森山重人, 直井信久, 大里和広, 金子政時, 池田智明, 池ノ上 克

第39回日本新生児学会 7/13～15 郡山�胎内サイトメガロウイルス感染が分娩時胎児心拍数モニタリングに与える影響
金子政時, 鮫島 浩, 峰松俊夫, 吉山登志子, 池田智明, 池ノ上 克�急性期離脱後の超低出生体重児に生じた尿量低下に､ ステロイドが著効した９症例の検討
山下理絵, 池田智明, 岩砂智丈, 大里和広, 卜部浩俊, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�早産症例における子宮内感染の頻度 －診断基準による違い－
ト部浩俊, 池田智明, 大里和広, 山下理絵, 岩砂智丈, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠22-25週で出生した児の胎児心拍数パターン
大里和広, 池田智明, 山本朱里, 岩砂智丈, 山下理絵, ト部浩俊, 金子政時, 鮫島 浩,
池ノ上 克�糖尿病妊婦の分娩時心拍数モニタリングと新生児予後
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�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神経保護効果 －投与法の検討
Noor JI, 池田智明, 池ノ上 克�妊娠35週でtocolysisを中止した切迫早産症例の妊娠経過についての検討
川越靖之, 鮫島 浩, 古川誠志, 池ノ上 克�低出生体重児における尿中80H-2’dGの経時的変化 (吸入酸素濃度の影響)
加藤英二, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 下野隆一, 前出喜信, 熊澤一真, 徳久琢也, 加藤博美,
池ノ上 克�TTTS における羊水過多発症のメカニズムに関する研究 (hANPの関連について)
松井貴子, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 加藤英二, 上塘正人, 熊澤一真, 徳久琢也, 楠元雅寛,

2003年(平成15年)

���



前出喜信, 池ノ上 克�PMX療法を施行した症例における､ 血中anandamide, 2-arachidonylglycerol濃度の検討
加藤英二, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 下野隆一, 前出喜信､ 熊澤一真, 徳久琢也, 楠元雅寛,
松井貴子, 池ノ上 克�頭囲発育停止を指標にしたIUGR娩出のタイミング
丸山有子, 茨 聡, 加藤博美, 丸山英樹, 加藤英二, 前出喜信, 熊澤一真, 上塘正人, 前田隆嗣,
池ノ上 克

第19回日本臨床細胞学会九州連合学会 7/19～20 宮崎
腹膜原発の腺癌が疑われた症例
永井公洋, 米田由香里, 道方香織, 楠元和美, 蓮田 淳, 池ノ上 克, 佐藤勇一郎

日本産科婦人科学会宮崎地方部会夏期学会 8/23 宮崎
妊娠に合併した自然気胸の１例
築山尚史, ト部浩俊, 古川誠志, 高橋典子, 河村直子, 古田 賢, 川越靖之, 鮫島 浩,
池ノ上 克

第８回九州小児体外循環研究会 8/29 佐賀
新生児領域におけるカリウム吸着フィルターの使用経験
児玉由紀, 瀬戸雄飛, 西村卓朗, 大西淳仁, 大里和広, 山下理絵, 田中博明, 大橋昌尚,
中野ゆうき, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第21回周産期医療研究会 9/20 鹿児島�妊娠35週でtocolysisを中止した切迫早産症例の妊娠経過についての検討
川越靖之, 鮫島 浩, 山本朱里, 土井宏太郎, 西村卓朗, 古川誠志, 池ノ上 克�産婦人科領域における急性腹症
蓮田 淳, 道方香織, 米田由香里, 永井公洋, 池ノ上 克, 川口日出樹, 徳永修一, 和田俊朗

The 4th Annual Symposium Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging
9/19～20 兵庫
胎児のMRI : basics
杉村 宏, 池田智明, 池ノ上 克

第16回新生児慢性肺疾患研究会 9/27 鹿児島
子宮内感染所見と慢性肺疾患､ 脳室周囲白室脳症の関連について
ト部浩俊, 池田智明, 大里和広, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第26回日本産科婦人科ME学会 10/11～13 ホーチミン�産婦人科領域の急性腹症における画像診断
道方香織, 楠元和美, 米田由香里, 永井公洋, 川口日出樹, 徳永修一, 和田俊朗, 池ノ上 克�当科で経験した妊産婦の肺塞栓症例８例の臨床検討
古田 賢, 古川誠志, 河村直子, 山口昌俊, 鮫島 浩, 池ノ上 克�超出生体重児に対するhANPの使用経験
谷口博子, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 下野隆一, 熊澤一真, 徳久琢也, 松井貴子, 池ノ上 克

第24回日本妊娠中毒症学会 10/16～17 名古屋�アンチトロンビンの絨毛組織トロンボキサン産生刺激機序 (第３報) －絨毛組織におけるシンデカ
ンとシンテニンの免疫組織学的検討－
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山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克�妊娠中毒症で分娩後も蛋白尿が遷延する症例の臨床的背景
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第36回宮崎婦人科症例カンファランス 10/16 宮崎
初回治療から13年目に再発した卵巣癌症例
楠元和美

日本人類遺伝学会 第48回大会 10/21～24 長崎
早発閉経とLHB遺伝子領域の１塩基変異
山口昌俊, 丸山るり子, 三部正人, 肥後貴史, 池ノ上 克

第41回日本癌治療学会総会 10/22～24 札幌
塩酸イリノテカン活性代謝物質SN-38の血中濃度と腸管滞留性時の有害反応増悪との関連
永井公洋, 池ノ上 克, 日高宗明, 有森和彦

第19回日本糖尿病・妊娠学会 10/24～25 新潟�妊娠糖尿病 (GDM) と糖尿病合併妊娠 (preGDM) の分娩様式の比較検討
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�IDM (infant of diabetic mother) の心筋肥厚に関する臨床検討
古田 賢, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�当科における糖尿病合併妊娠の検討
切原奈美, 上塘正人, 伊藤正信, 波多江正紀, 加治屋昌子, 鮫島 浩, 池ノ上 克�１型および２型糖尿病合併妊婦より出生したHFD､ LFD児に関する検討
上塘正人, 切原奈美, 伊藤正信, 波多江正紀, 加治屋昌子, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第１回周産期循環管理研究会 10/25 横浜
重度心不全を認めたMD双胎のlarge twinの１例
河崎良和, 金子政時, 池田智明, 大里和広, 西村卓朗, 山下理絵, 大橋昌尚, 中野ゆうき,
鮫島 浩, 池ノ上 克, 高木純一, 小泉博彦, 布井博幸

第51回日本ウイルス学会学術集会・総会 10/27～29 京都
胎内サイトメガロウイルス感染児における分娩時胎児心拍数モニタリングの検討
金子政時, 池ノ上 克, 峰松俊夫

平成15年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 11/1 宮崎�産婦人科領域における急性腹症の画像診断
道方香織, 楠元和美, 米田由香里, 永井公洋, 池ノ上 克, 徳永修一, 和田俊朗, 川口日出樹�当科で経験した妊産婦の肺塞栓症例６例の臨床検討
古田 賢, 古川誠志, 河村直子, 山口昌俊, 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神経保護効果
－最適投与方法の検討－
Noor JI, 池田智明, 池ノ上 克

第43回九州新生児研究会 11/8 福岡�重度心不全を認めたMD双胎のlarge twinの１例
河崎良和, 金子政時, 池田智明, 大里和広, 西村卓朗, 山下理絵, 高木純一, 鮫島 浩,
池ノ上 克
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�Salmonella Agonaによる髄膜炎脳腫瘍の１例
大橋昌尚, 金子政時, 池田智明, 中野ゆうき, 河崎良和, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠22週から25週で出生した児の分娩時の胎児心拍数パターンと退院時の頭部MRI所見
大里和広, 金子政時, 池田智明, ト部浩俊, 河崎良和, 大里朱里, 中野ゆうき, 鮫島 浩,
池ノ上 克

第10回遺伝性疾患に関する出生前診断研究会 11/22 福岡
アンドロゲン不応症候群の保因者診断の問題点
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克

厚生労働省・神経疾患研究委託費 15指-4 発達期に発症する外因性脳障害の診断・治療ガイドライ
ンに関する臨床的実証研究発表会 11/26 東京
低酸素による周産期死亡と脳障害発生の現状と対策
池田智明

第48回日本未熟児新生児学会 11/28～30 前橋�21例の胎内サイトメガロウイルス感染症の臨床学的検討
金子政時, 池田智明, 児玉由紀, 池ノ上 克�妊娠22週と妊娠24週で分娩となった２絨毛膜２羊膜性双胎妊娠の１例
西村卓朗, 金子政時, 池田智明, 池ノ上 克�脳内微小透析法によるラット新生仔の低酸素性脳症モデルにおける海馬内フリーラジカル発生の研
究 －エダラボンの効果
Noor JI, 池田智明, 池ノ上 克

第２回宮崎県糖尿病スタッフ研究会 11/29 宮崎
妊娠と糖尿病
古川誠志

第17回血液と血管を考える会 12/12 宮崎
当科で経験した妊産婦の肺塞栓症６例の臨床検討
古田 賢

大隅地区産婦人科医会 12/20 鹿屋�当科で経験した妊産婦の肺塞栓症６例の臨床検討
古田 賢�一絨毛膜二羊膜性双胎 (MD双胎)の出生前評価 : MD-twin’ scoreの有用性に関する前方視的研究
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