
�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
金子政時

(Ⅰ) 著 書

多胎妊娠
池ノ上 克
今日の治療指針 2004年版 (山口 徹編) : p876-877, 医学書院, 2004.
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妊娠中期にかかりやすい疾患と薬物治療の考え方
川越靖之
妊婦と薬物治療の考え方 改訂第２版 (松田静治編) : 55-65, ヴァンメディカル, 2004.

分娩・産褥期のプロブレム (2) 胎児心拍数の異常
古川誠志, 鮫島 浩
産科臨床ベストプラクティス 誰もが迷う93例の診療指針 (岡井 崇編) : 236-251, 医学書院, 2004.

4-胎児
川越靖之, 池ノ上 克
NEWエッセンシャル産科学・婦人科学 第３版 (池ノ上克, 他編) : 374-375, 医歯薬出版, 2004.

5-新生児 1.成熟徴候
金子政時, 池ノ上 克
NEWエッセンシャル産科学・婦人科学 第３版 (池ノ上克, 他編) : 376-382, 医歯薬出版, 2004.

5-新生児 2.新生児の生理 3.新生児の診察
池ノ上 克
NEWエッセンシャル産科学・婦人科学 第３版 (池ノ上克, 他編) : 383-385, 医歯薬出版, 2004.

1-異常妊娠 3.妊娠継続期間異常 4.着床異常 5.胎児性異常妊娠
池ノ上 克
NEWエッセンシャル産科学・婦人科学 第３版 (池ノ上克, 他編) : 399-415, 医歯薬出版, 2004.

2-異常分娩 4.付属物性異常分娩 5.分娩損傷
鮫島 浩
NEWエッセンシャル産科学・婦人科学 第３版 (池ノ上克､ 他編) : 457-463, 医歯薬出版, 2004.

3-胎児・新生児異常 1.胎児発育遅延 2.non-reassuring fetal status 3.新生児仮死
金子政時, 池ノ上 克
NEWエッセンシャル産科学・婦人科学 第３版 (池ノ上克, 他編) : 491-496, 医歯薬出版, 2004.

妊娠中・後期の異常
池ノ上 克
NEW産婦人科学 改訂第２版 (矢嶋 聡, 中野仁雄, 武谷雄二編) : 188-197, 南江堂, 2004.

第４章予防への臨床研究 1.計画妊娠における母体環境の改善による第２子発生予防の試み
池田智明, 池ノ上 克, 佐藤耕一, 鮫島 浩, 芝 良祐
口唇口蓋裂における基礎研究と予防の現状 (河合 幹, 夏目長門編) : 299-310, 丸善株式会社, 2004.

第15章 産科ショックとその対策 子宮破裂､ 子宮頸管裂傷
古川誠志, 鮫島 浩
周産期の出血と血栓症 その基礎と臨床 (鈴木重統､ 小林隆夫､ 白幡 聡､ 水上尚典編) : 220-229,
金原出版, 2004.

妊娠と出産 －妊娠中と出産における留意点－
川越靖之, 鮫島 浩
女性の糖尿病診療ガイダンス (豊田長康編) : 104-109, メジカルビュー社, 2004.
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出生前の胎児情報
鮫島 浩, 川越靖之, 大西淳仁
ベッドサイドの新生児の診かた (河野寿夫編) : 1-67, 南山堂, 2004.

(Ⅱ) 論 文

妊娠中毒症で分娩後も蛋白尿が遷延する危険因子の検討
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本妊娠中毒症学会雑誌, 11 : 143-144, 2004.

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-
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克
日本妊娠中毒症学会雑誌, 11 : 184-185, 2004.

事例でシュミレーション 周産期の緊急対応 3-06 羊水混濁
児玉由紀, 池田智明, 土井早苗
ペリネイタル・ケア, 新春増刊号 : 116-121, 2004.

胎内サイトメガロウイルス (CMV) 感染症児におけるIgG抗体Avidity Indexの推移とその有用性
金子政時, 鮫島 浩, 田中博明, 楠元和美, 池田智明, 池ノ上 克, 峰松俊夫
日本産婦人科・新生児血液学会, 14(1) : S73-S74, 2004.

新しい卒後臨床研修制度の始まりについて
池ノ上 克, 金子政時
Clinical OB-Gyne, 8(1) : 8-11, 2004.

妊婦血中可溶性シンデカン１は胎盤由来であり､ 胎児発育に関係する可能性がある
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, 14(1) : S43-S44, 2004.

｢垂直感染の管理と対策５｣ サイトメガロウイルス
池田智明, 金子政時, 池ノ上 克
臨床婦人科産科, 58(1) : 55-59, 2004.

Unselected low-risk pregnancies and the effect of continuous intrapartum fetal heart rate
monitoring on umbilical blood gases and cerebral palsy

Sameshima H, Ikenoue T, Ikeda T, Kamitomo M, Ibara S
Am J Obstetrics and Gynecolgy, 190(1) : 118-123, 2004.

Longitudinal changes in plasma glucose values of the 75-g glucose tolerance test in triplet
pregnancies

Sameshima H, Higo T, Ikenoue T
Am J Parinatology, 21(2) : 49-55, 2004.

Lipopolysaccharide administration enhances hypoxic-ischemic brain damage in newborn rats
Yang L, Sameshima H, Ikeda T, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 30(2) : 142-147, 2004.
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NST, CSTの実際
道方香織, 池ノ上 克
産婦人科治療, 89(2) 152-154, 2004.

妊娠中毒症の胎児・新生児の予後
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 53(6) : 947-951, 2004.

宮崎大学病院における未熟児網膜症の現状と発症因子について
原田勇一郎, 斎藤真美, 森山重人, 直井信久, 大里和広, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩,
池ノ上 克
眼科臨床医報, 98(6) : 515-517, 2004.

子宮収縮抑制剤の安全な使い方
川越靖之, 池ノ上 克
産婦人科の世界, 56(7) : 111-117, 2004.

産科疾患の診断､ 治療管理
甲状腺疾患合併妊娠､ 自己免疫疾患合併妊娠､ 血液型不適合妊娠
古川誠志, 鮫島 浩
周産期医学, 34(7) : 1061-1065, 2004.

分娩時の急性アスフィキシアが脳性麻痺の原因であるとする根拠
道方香織, 池田智明
周産期救急のコツと落とし穴, 38-39, 2004.

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
日本臨床細胞学会九州連合会雑誌, 35 : 17-19, 2004.

産婦人科２
永井公洋
日本臨床細胞学会九州連合会雑誌, 35 : 125-126, 2004.

Effect of propentofylline on hypoxic-ischaemic brain damage in newborn rat
Xia XY, Sameshima H, Ota A, Xia YX, Ikenoue T, Toshimori K, Huang XH
Chin Med J, 117(8) : 1190-1194, 2004.

Single nucleotide polymorphism of the SULT2A1 gene in the Japanese population
Maruyama R, Yamaguchi M, Hasuda J, Nishimura T, Ikenoue T
12th International Congress of Endocrinology, 1331-1333, 2004.

Haplotype of the LHB gene in Japanese population
Nishimura T, Yamaguchi M, Maruyama R, Hasuda J, Ikenoue T
12th International Congress of Endocrinology, 1343-1345, 2004.

妊娠糖尿病および糖尿病合併妊娠と分娩時胎児心拍数モニタリング
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 上塘正人
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日本産科婦人科学会九州連合地方部会雑誌, ９月号 : 36-43, 2004.

胎児救命Clinical Alert －歴史的マイルストーンである４つのガイドラインの解説－
池田智明, 河崎良和
産婦人科の実際, 53(9) : 1301-1312, 2004.

産婦人科医の立場から シンポジウム : 成長期とスポーツの功罪
池田智明
日本臨床スポーツ医学会誌, 12(3) : 423-426, 2004.

発育・分化の異常からみた周産期脳障害の発生とそのメカニズム
池田智明
日本産科婦人科学会雑誌, 56(9) : 1182-1189, 2004.

日本産婦人科医会・研修ノートレビュー 1) 感染症１ (3) 母子感染から見た性感染症
鮫島 浩
日本産科婦人科学会雑誌・研修コーナー, 56(9) : N525-N529, 2004.

初期妊娠のプライマリ 多胎妊娠
古川誠志, 鮫島 浩
周産期医学, 34(11) : 1682-1684, 2004.

低出生体重児の分娩管理はどうするのか？遷延分娩の母児のリスクは何か？分娩時出血多量の予防は
どうするのか？
川越靖之, 鮫島 浩
周産期医学, 34 (増刊号) : 357-364, 2004.

帝王切開を考慮すべき胎児心拍数陣痛図所見
児玉由紀, 池田智明
産婦人科の実際, 53(13), 2005-2015, 2004.

妊娠高血圧症候群の分娩時non-reassuring FHR
古川誠志, 鮫島 浩, 池田智明, 池ノ上 克
日本妊娠高血圧学会雑誌, 12 : 67-71, 2004.

Women's Health in Japan
Ikenoue T
Second International Symposium on Maternal and Child Health, 17-25, 2004.

一絨毛膜二羊膜性双胎 (MD twin) の娩出時期のタイミング MD-Twin Scoreの有用性に関する前方視
的研究
金子政時, 鮫島 浩, 池田智明, 池ノ上 克
周産期学シンポジウム, 22 : 73-80, 2004.

シンポジウム : 糖尿病をもった女性の計画妊娠 産婦人科の立場から
鮫島 浩
妊娠と糖尿病, 4(1) : 36-38, 2004.
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Intrapartum fetal heart rate monitoring in cases of cytomegalovirus infection
Kaneko M, Sameshima H, Ikeda T, Ikenoue T, Minematsu T
Am J Obstet Gynecol, 191(4) : 1257-1262, 2004.

診断法の意義と限界 1.胎児心拍数モニタリング 3) 分娩時胎児心拍数モニタリング
鮫島 浩
産科と婦人科, 71(12) 1827-1831, 2004.

多胎妊娠 －ARTによる多胎妊娠の分娩方法－
金子政時, 鮫島 浩
産婦人科の実際, 53(12) : 189-1863, 2004.

胎内サイトメガロウイルス感染と胎児心拍数モニタリング
金子政時, 鮫島 浩, 池田智明, 池ノ上 克, 峰松俊夫
産婦人科の実際, 53(13) : 2063-2068, 2004.

塩酸イリノテカン (CPT-11) 投与患者における便秘の危険性と副作用防止に関する検討
日高宗明, 山崎啓介, 奥村 学, 岩切智美, 藤田健一, 萩窪哲也, 永井公洋, 池ノ上 克,
児玉裕文, 高村徳人, 有森和彦
臨床薬理, 35(1) : 107, 2004.

糖尿病合併妊娠の検討 (過去23年の変遷) －最近の糖尿病合併妊娠の動向－
切原奈美, 上塘正人, 伊藤正信, 波多江正紀, 加治屋昌子, 松田義雄, 鮫島 浩, 池ノ上 克
糖尿病と妊娠, 4(1) : 43-47, 2004.

EPR imaging to estimate the in vivo intracerebral reducing ability of mature rats after neonatal
hypoxic-ischemic brain injury

Yokoyama H, Ueda Y, Itoh O, Ikeda T, Noor JI, Ikenoue T
Magnetic Resonance Imaging, 22 : 1305-1309, 2004.

Electrical stimulation of the posteromedial thalamus modulates breathing in unanesthetized
fetal sheep

Koos BJ, Kawasaki Y, Hari A, Bohorques F, Jan C, Roostaeian J, Wilson CL, Kruger L
J Appl Physiol, 96 : 115-123, 2004.

Effects of long-term high-altitude hypoxia and troponin I phosphorylation on cardiac myofilament
calcium responses in fetal and nonpregnant sheep

Onishi J, Browne VA, Kono S, Stiffel VM, Gilbert RD
Journal of the Society for Gynecologic Investigation, 11(1) : 1-8, 2004.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

Society for Maternal-Fetal Medicine 24th Annual Meeting (Feb 2-8, NewOrleans, USA)�Grafting of glial cell line-derived neurotorophic factorsecreting cells for hypoxic-
ischemic enecephalopathy in neonatal rats
Katsuragi S, Ikeda T, Date I, Shinogo T, Yasuhara T, Ikenoue T
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�A recentry synthesized free radical scavenger, edaravone, is a promising candidate for
the treatment of neonatal hypoxic-ischemic brain damage : effects of acute vs chronic
administration
Noor JI, Ikeda T, Ikenoue T, Aoo N, Mishima K, Iwasaki K, Fujiwakara M

第２回国立成育医療センター国際シンポジウム (Mar 13, Tokyo, Japan)
Women’s health in Japan (Symposium)
Ikenoue T

Society for Gynecologic Investigation 51st Annual Meeting (Mar 24-27, Houston, USA)�Combination treatment of neonatal rats with hypoxia-ischemia and endotoxin induces
long-lasting memory and learning impairment associated with extended cerebral damage
Ikeda T, Mishima K, Aoo N, Egashira N, Iwasaki K, Fujiwara M, Ikenoue T�Effects of long-term high-altitude hypoxia and troponin I phosphorylation on cardiac
mofilament calcium responses in fetal and nonpregnant sheep
Onishi J, Brown VA, Kono S, Stiffel VM, Gilbert RD

13th Congress of the Federation of Asia and Oseania Perinatal Societies (Apr 14-18, Kuala
Lumpur, Malaysia)�A prospective study for antepartum evaluation of monochorionic diamniotic tｗins using

MD-Twin Score
Kaneko M, Sameshima H, Ikeda T, Yamashita R, Ikenoue T�Usefulness of vasodilator in the recipient of monochorionic twins -A case report-
Yamauchi A, Kaneko M, Sameshima H, Ikeda T, Kawasaki Y, Michikata K, Ikenoue T

The Fetus as a Patient 2004 (Apr 23-26, Fukuoka, Japan)�Decreased heart rate variability is associated with subsequent brain damage induced by
intermittent hypoxia-ischemia with lipopolysaccharide in 7-day-old rats
Sameshima H, Yang L, Ikenoue T�Materanal soluble syndecan-1 level and fetal growth
Yamaguchi M, Maruyama R, Ikenoue T, Nakashima K

Forth Hershey Conference on Developmental Brain Injury (Jun 9-13, California, USA)
Temporal profile of neural stem cells proliferation in subventricular zone after ischemia/
hypoxia-induced brain injury in neonatal rats
Iwai M, Ikeda T, Sato K, Nagano I, Shoji M, Ikenoue T, Abe K

14th Taiwan-Japan Symposium on Obstetrical/Gynecological Ultrasound & Perinatology
(Aug 6-8, Taipei, Taiwan)�Surgical ligation of patent ductus arteriosus in extremely low birth weight infants
Michikata K�A prospective study for antepartum evaluation of monochorionic diamniotic twins using
MD-Twin Socre
Iwasa T

温州医学院および延辺大学医学院との学術交流 (Aug 8-14, Wunzhou, China)
分娩中の子宮内感染と脳障害
鮫島 浩
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第12回国際内分泌会議 (Aug 31-Sep 4, Lisbon, Portugal)�Single nucleotide polymorphism of the SULT2A1 gene in the Japanese population
Maruyama R, Yamaguchi M, Hasuda J, Nishimura T, Ikenoue T�Effects of dexamethasone treatment to women with androgen excess due to SULT2A1
deletion
Yamaguchi M, Maruyama R, Nishimura T, Hasuda J, Ikenoue T�Point mutation of the LHB gene in the case of premature menopause -A case repaort-
Hasuda J, Yamaguchi M, Maruyama R, Ikenoue T�Hapttype of the LHB gene in Japanese population
Nishimura T, Yamaguchi M, Maruyama R, Ikenoue T

[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

第22回日本周産期学会 1/23～24 名古屋�[シンポジウム] 一絨毛膜二羊膜性双胎 (MD-Twin) の娩出時期のタイミング
－MD-Twin Scoreの有用性に関す前方視的研究－
金子政時, 鮫島 浩, 池田智明, 池ノ上 克�[シンポジウム] PVL発症からみた､ 児娩出のタイミング
加藤英二, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 下野隆二, 前出喜信, 熊澤一真, 楠元雅寛, 丸古慶子,
谷口博子, 松井貴子, 切原奈美, 後藤俊二, 加藤博美, 川畑宣代, 宇都博文, 小林洋子, 石山昭彦,
簗橋友美, 上塘正人, 前田隆嗣, 池ノ上 克�[シンポジウム] 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, 下野隆二, 熊澤一真, 楠元雅寛,
谷口博子, 松井貴子, 丸古慶子, 池畑奈美, 後藤俊二, 川畑宣代, 小林洋子, 石山昭彦, 簗橋友美,
上塘正人, 前田隆嗣, 外岡資朗, 池ノ上 克

平成15年度小林保健所母子保健運営連絡会 1/27 小林
[講演] 周産期からの育児支援について
池田智明

平成15年度第2回静岡県周産期医療講演会 1/31 静岡
[講演] 周産期医療の目指す方向性と宮崎県での取り組み
鮫島 浩

第42回大阪母性衛生学会学術集会 1/31 大阪
[記念講演] 新生児脳障害について
池田智明

共同臨床研究打合せおよび職員への技術指導 2/3 長崎
[講演] 最近の産科管理の話題
池ノ上 克

管内栄養士研修会 2/10 都城
[講演] 女性の健康管理について
山口昌俊

第12回産科中小施設研究会 2/28～29 東京
[講演] 胎児心拍数モニタリング －急速遂娩？その模索－
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池ノ上 克

地域周産期体制づくり連絡会 3/5 宮崎
[講話] 周産期医療における最近の話題 ～さらなる周産期死亡率の改善をめざして～
池ノ上 克

平成15年度宮崎県産婦人科病医院従事者研修会 第8回ひむかセミナー 3/6～7 宮崎�[講演] 平成15年度全国産婦人科看護研修学院卒後研修会ならびに産婦人科看護従事者研修会テーマ
池ノ上 克�[講演] 妊娠と血糖 パート２
鮫島 浩�[講演] どうするの？双胎管理
金子政時

平成15年度第2回延岡保健所管内地域周産期医療体制づくり連絡会 3/17 延岡
[講演] 宮崎県における周産期医療の現状と母子保健医療従事者に求めること
池田智明

西臼杵郡周産期医療体制づくり連絡会 3/24 高千穂
[講演] 周産期医療における課題と取組み
池ノ上 克

第12回名古屋第二赤十字病院周産期カンファレンス 3/27 名古屋
[講演] 中枢神経障害からみた周産期医療の方向性と宮崎での取り組み
鮫島 浩

第56回日本産科婦人科学会学術講演会 4/10～13 東京�[研修ノートレビュー] 母子感染からみた性感染症
鮫島 浩�[シンポジウム] 発育・分化の異常からみた周産期脳障害の発生とそのメカニズム
池田智明

日本産科婦人科学会宮崎地方部会平成16年度春期定時総会 4/17 宮崎
[特別講演] 周産期脳障害
池田智明

都城産婦人科医会学術講演会 4/21 都城
[特別講演] 卵巣癌化学療法の変遷
永井公洋

新医師臨床研修制度協議会 5/6 宮崎
[講演] 宮崎県臨床研修運営協議会の設立について
池ノ上 克

宮崎市郡医師会産婦人科医会 5/10 宮崎
[講演] 新生児蘇生
池田智明
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第５回東海血管病リサーチフォーラム 5/22 名古屋
[特別講演] 周産期脳障害発生の機序と現況
池ノ上 克

５月定例佐世保産婦人科医会 5/28 長崎
[特別講演] ローリスク妊娠の安全な分娩対策
池ノ上 克

筑豊周産期懇話会 6/24 福岡
[講演] 正常妊娠の安全な分娩管理
池ノ上 克

第163回広島県南部地区産婦人科医会学術講演会 7/2 広島
[講演] ローリスク妊娠の分娩管理
池ノ上 克

第17回静岡県母性衛生学会総会・学術集会 7/3 静岡
[講演] 胎児心拍数モニタリングの読み方 －新しいガイドラインの解説－
池田智明

平成16年度小林保健所母子保健運営連絡会 7/6 小林
[講演] ハイリスク児・障害児の発達支援及び療育体制の確立について
池田智明

第11回徳島産科セミナー 7/8 徳島
[講演] ローリスク妊娠の分娩管理
池ノ上 克

持田製薬社員教育 7/16 宮崎
[講演] 子宮内膜症､ 筋腫の治療について
山口昌俊

第18回岡山新生児研究会 7/24 岡山
[特別講演] 周産期脳障害 －最近の話題－
池ノ上 克

育児幸せ大学 第11回特別講座 8/25～26 神戸
[講演] 胎児の発育と成熟
池ノ上 克

第27回日本産婦人科ME学会 8/27～28 仙台
[シンポジウム] 胎児心拍モニタリングの新しい解釈
金子政時

婦人科疾患研修会 9/10 宮崎
[講演] 更年期生活習慣病の治療戦略
山口昌俊
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播磨産婦人科セミナー第89回講演会 9/18 姫路
[特別講演] 周産期脳障害 －最近の話題－
池ノ上 克

宮崎新生児乳児感染症フォーラム 9/14 宮崎
[講演] 早産児とRSウイルス感染症
道方香織

日本産科婦人科学会宮崎地方部会平成16年度秋期定時総会 10/2 宮崎
[特別講演] 不正性器出血
永井公洋

諌早医師会産婦人科医会講演会 10/2 長崎
[特別講演] 胎児心拍数モニタリングと脳性麻痺
鮫島 浩

周産期学術講演会 10/6 大分
[特別講演] 周産期脳障害 ～最近の話題～
池ノ上 克

2004TOG実践セミナー 10/17 東京
[講演] 脳性麻痺の発生と産科医療訴訟
池ノ上 克

佐藤 章教授開講二十周年記念講演 10/23 福島
[講演] 脳を守る胎児の発育と成熟
池ノ上 克

大分県母性衛生学会設立総会 10/24 大分
[講演] 日本母性衛生学会のあゆみと今日の周産期医療
池ノ上 克

第100回新生児セミナー 11/18 鹿児島
[講演] 新生児セミナーを振り返って
池ノ上 克

第28回東総地区合同産婦人科医会学術講演会 11/19 千葉
[講演] 双胎妊娠の管理 －どこが違うのＭＤ双胎とＤＤ双胎の管理－
金子正時

第18回日本小児人工臓器研究会 11/25 神戸
[特別講演] 脳保護から見た胎児の発育と成熟
池ノ上 克

第13回産科中小施設研究会 11/27 東京
[講演] 果たしてCPを防げるのだろうか？胎児の状態の表現の仕方を考えよう
－症例を通して－
池ノ上 克
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第３回研究シリーズ発表セミナー (宮崎TLO) 12/1 宮崎
[セミナー] 日向夏みかんに含まれる骨代謝改善物質
山口昌俊

中高年女性の健康づくり研修会 12/3 宮崎
[講演] 快適に過ごす更年期における健康管理
山口昌俊

平成16年度厚生労働科学研究班シンポジウム 12/5 東京
[シンポジウム] 周産期センターの地域における役割
池ノ上 克

愛媛県医師会主催平成16年度母体保護法指定医研修会 12/11 松山
[講演] 婦人科感染とリスクマネジメント
鮫島 浩

[一般講演]

第23回症例検討会 2/12 宮崎
Sinusoidal Heart Rate Patternを示した２例
高橋典子

第14回腎と妊娠研究会 3/6 愛媛�妊娠中毒症で分娩後も蛋白が遷延する危険因子の検討
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�本邦における妊娠中毒症患者の背景 －2001年日本産科婦人科学会周産期委員会周産期登録より－
草薙康城, 片山富博, 伊藤昌春, 池ノ上 克

平成15年度PARM 3/13 鹿児島
高地で妊娠期間を過ごした羊胎仔の副腎に対する化学受容体および圧受容体の影響
加藤明彦

第56回日本産科婦人科学会学術講演会 4/10～13 東京�Short and long term therapeutic effect of free radical scavenger, edaravone on neonatal
hypoxic-ischemic brain damage
Noor JI, Ikeda T, Ikenoue T�Decreased variability is associated with brain damage induced by lipopolysaccharide and
intermittent hypoxia-ischemia in 7-day-old rats
Yang L, Sameshima H, Ikenoue T�子宮内感染所見と慢性肺疾患､ PVLおよび生命予後との関連について
卜部浩俊, 池田智明, 大里和広, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠中の血中可溶性シンデカン１とへパラン硫酸の動態
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克, 中島清子�Heavy for date児の分娩時胎児心拍数モニタリング
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�長期間の間欠的臍帯圧迫 (UCO) による羊胎仔の心血管系への影響
川越靖之, Richardson Bryan�Low risk妊娠の分娩時FHRモニタリングにおけるvaliabilityの意義

2004年(平成16年)

���



鮫島 浩, 池ノ上 克�１絨毛膜２羊膜性双胎児の出生前評価法, MD-Twin Scoreの前方視的研究
金子政時, 鮫島 浩, 池田智明, 山下理絵, 大橋昌尚, 中野ゆうき, 池ノ上 克�重度心不全を認めた一絨毛膜二羊膜性双胎受血児の一例
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�最近の糖尿病合併妊娠の傾向と問題点 (過去23年間の検討)
切原奈美, 上塘正人, 伊藤正信, 前田隆嗣, 波多江正紀, 池ノ上 克, 鮫島 浩

第28回日本遺伝カウンセリング学会学術集会 5/7～9 京都
LHB遺伝子上流領域のハプロタイプ
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克

第61回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 5/15～16 熊本�妊娠糖尿病群の分娩時胎児心拍数モニタリング ～胎児心拍数と母体糖代謝亢進との関連について～
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�当科で経験した妊産婦の肺血症塞栓症例
古田 賢, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第44回九州新生児研究会 5/22 佐賀
双胎妊娠の膜性別予後不良発症時期に関する検討
道方香織

第30回胎児・新生児神経研究会 6/5 東京
口唇裂を伴った脳底部髄膜瘤の出生前診断
古田 賢

第14回日本産婦人科・新生児血液学会 6/11～12 埼玉�妊婦血中可溶性シンデカン1は胎盤由来であり､ 胎児発育に関係する可能性がある
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克, 中島清子�胎内サイトメガロウイルス (CMV) 感染症児におけるIgG抗体Avidity Indexの推移とその有用性
金子政時, 鮫島 浩, 田中博明, 楠元和美, 池田智明, 池ノ上 克, 峰松俊夫

第77回日本内分泌学会学術総会 6/24～26 京都�日本人女性におけるSULT2A1遺伝子の１塩基変異
丸山るり子, 山口昌俊, 池ノ上 克�DHEA硫酸化におけるSULT2A1ならびにSULT2B1の役割
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克

第22回周産期医療研究会 6/26 秋田�妊娠中毒症で分娩後に蛋白尿が遷延する危険因子の検討
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�超出生体重児のPDA ligation
道方香織, 古田 賢, 河村直子, 福島和子, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�当科で経験した妊産婦の肺塞栓症例8例の臨床的検討
古田 賢, 古川誠志, 河村直子, 山口昌俊, 鮫島 浩, 池ノ上 克
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第40回日本周産期・新生児医学会総会・学術集会 7/11～13 東京�羊水過多症例でのAmniotic fluid indexの妊娠週数に伴う変化と胎児異常についての検討
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�当院での子宮内胎児発育遅延 (IUGR) 管理の現状
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�サルモネラ菌により脳膿瘍を発症した１例
大橋昌尚, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�新生仔ラットの低酸素虚血負荷に対するカプセル化GDNF産生細胞脳内移植
桂木真司, 池田智明, 池ノ上 克, 伊達 勲�妊娠22-25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, 池田智明, 大里朱里, 岩砂智丈, 山下理絵, 卜部浩俊, 金子政時, 鮫島 浩,
池ノ上 克�MD-Twin Socreで出生前管理した一絨毛膜二羊膜性双胎の新生児早期の病態に関する検討
金子政時, 鮫島 浩, 池田智明, 大橋昌尚, 池ノ上 克�多胎児妊娠が周産期医療施設のベッド運用に及ぼす影響
丸山英樹, 茨 聡, 丸山有子, 下野隆一, 熊澤一真, 徳久琢也, 前田隆嗣, 上塘正人, 蔵屋一枝,
池ノ上 克�子宮内頭囲発育障害を認めたIUGR児の頭部MRI所見
後藤俊二, 茨 聡, 丸山有子, 丸山英樹, 下野隆一, 熊澤一真, 徳久琢也, 谷口博子, 池ノ上 克�血管内カテーテルが原因と思われる乳び胸水をきたした低出生体重児の１例
児玉由紀, 蓮田 淳, 瀬戸雄飛, 池ノ上 克

平成16年度日産婦学会宮崎地方部会夏期学会 8/21 宮崎�癒着胎盤の臨床的検討
中野ゆうき, 児玉由紀, 稲森美香, 木佐貫隆, 古川誠志, 川越靖之, 高橋典子, 池田智明,
鮫島 浩, 池ノ上 克�開放型２次病院との連携で母児を救命できた常位胎盤早期剥離の１例
野田俊一, 大西淳仁, 田中博明, 中山郁男, 吉山賢一, 池田智明, 池ノ上 克

第25回日本妊娠中毒症学会 9/24～25 東京
妊娠中毒症とnon-reassuring FHR pattern
古川誠志

第９回九州小児体外循環研究会 10/10 宮崎
超低出生体重児における動脈管結紮術についての検討
道方香織, 古田 賢, 甲斐克秀, 福島和子, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克

日本人類遺伝学会第49回大会 10/12～15 東京
LHB, LHCGRと早発閉経
山口昌俊, 丸山るり子, 西村卓朗, 池ノ上 克

第２回周産期循環管理研究会 10/30 横浜
超低出生体重児の動脈管開存症 ～動脈管結紮術症例の検討～
道方香織

第45回九州新生児研究会 11/6 宮崎�超低出生体重児における動脈管結紮術症例の検討
道方香織, 古田 賢, 甲斐克秀, 福島和子, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克
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�妊娠22-25週で出生した児の胎児心拍数パターンと新生児の予後
大里和広, 池田智明, 大里朱里, 岩砂智丈, 山下理絵, 卜部浩俊, 金子政時, 鮫島 浩,
池ノ上 克

平成16年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 11/13 宮崎�超低出生体重児における動脈管結紮術症例の検討
道方香織, 古田 賢, 甲斐克秀, 福島和子, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�胎児水頭症24例の臨床的検討
山内 綾, 児玉由紀, 丸山るり子, 古田 賢, 木佐貫 隆, 稲森美香, 山下理絵, 甲斐克秀,
道方香織, 福島和子, 川越靖之, 古川誠志, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�未妊健妊婦の分娩についての報告
住吉香恵子, 西村卓朗, 大里和広, 徳永修一�羊膜破裂シークエンスと思われた多発奇形の１例
瀬戸雄飛, 河崎良和, 井上 博, 山尾裕道, 園田 徹

第22回日本絨毛性疾患研究会・第12回日本胎盤学会学術集会 11/18～19 別府
血中可溶性シンデカン１濃度と胎盤機能
山口昌俊, 池ノ上 克, 中島清子, 住吉香恵子, 山内憲之, 徳永修一

学術講演会 11/19 宮崎
妊産婦の肺塞栓症
古田 賢

第52回日本ウイルス学会学術集会 11/21～23 横浜
地域における妊婦の風疹罹患に関する現況 －徳之島における10症例の検討－
金子政時, 池ノ上 克, 峰松俊夫

第18回日本小児人工臓器研究会 11/25 神戸
超低出生体重児における動脈管結紮術
道方香織, 古田 賢, 甲斐克秀, 福島和子, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第49回日本未熟児新生児学会 12/5～7 横浜�徳之島において風疹に罹患した10人の妊婦に関する検討
金子政時, 楠元和美, 池田智明, 池ノ上 克�千葉県における新規地域周産期母子医療センターの新生児医療地域化に対する役割
加藤英二, 池畑奈美, 葛西 路, 茨 聡, 楠元雅寛, 池ノ上 克, 岩砂智丈

第20回日本糖尿病・妊娠学会 12/10～11 京都�妊娠第３期のインスリン最大投与量と分娩時心拍数モニタリング (FHR) の関係
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�宮崎県のpopulation-based studyに基づく糖尿病母体児の周産期死亡
児玉由紀, 鮫島 浩, 池田智明, 池ノ上 克�75g糖負荷試験 (75gGTT) を行った妊婦の次回妊娠時の妊娠糖尿病
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

2004年(平成16年)
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(Ⅳ) その他

母体死亡率の改善課題
鮫島 浩
宮崎日日新聞, 2004.

病を知る ｢快適に過ごす更年期｣
山口昌俊
宮崎日日新聞 ｢らぴあ｣, 24-25, 2004.

ヒト胎盤表面のヘパラン硫酸プロテオグリカンの生理学的役割
山口昌俊, 池ノ上 克
みやざきTLO通信, 研究シリーズ No35, 2004.

アンチトロンビンの胎盤プロスタノイド産生刺激作用
山口昌俊, 池ノ上 克
みやざきTLO通信, 研究シリーズ No. 36, 2004.

骨粗しょう症を予防して高齢化社会を快適に過ごしましょう
山口昌俊
宮崎日日新聞 ｢らぴあ｣, 109, 2004.

チケンカンリセンターってどんなとこ？ －事前審査分門編－
山口昌俊
治験管理センターニュース, 1(1), 2004.

(Ⅰ) 著 書

胎児仮死
鮫島 浩
今日の治療指針2005 (山口 徹編) : 898-899, 医学書院, 2005.

多胎妊娠
金子政時, 池ノ上 克, 渡辺裕之
看護のための最新医学講座 [第２版] 第15巻 産科疾患 (井村裕夫, 岡村州博, 日野原重明, 岩井
郁子編) : 135-143, 中山書店, 2005.

自然分娩法と分娩体位
鮫島 浩, 山内憲之
看護のための最新医学講座 [第２版] 産科疾患, 第15巻 (井村裕夫, 岡村州博, 日野原重明, 岩井
郁子編) : 256-267, 中山書店, 2005.

分娩時期
鮫島 浩

2004年(平成16年)
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2005年 (平成17年)
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