
(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
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妊娠中毒症から妊娠高血圧症候群へ 過去から未来- (日本妊娠高血圧学会編) : 90-92, メジカル
ビュー社, 2005.

(Ⅱ) 論 文

Predicitive vale of late decelerations for fetal acidemia in unselective low-risk pregnancies
Sameshima H, Ikenoue T
Am J Perinatol, 22(1) : 19-23, 2005.

急性離脱後の超低出生体重児に生じた尿量低下に対し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
産婦人科の実際, 54(1) : 191-197, 2005.

IUGRとその予後
稲森美香, 古川誠志, 川越靖之, 池ノ上 克
産婦人科治療, 90(3) : 293-297, 2005.

Tourniquet technique prevents profuse blood loss in placenta accreta cesarean section
Ikeda T, Sameshima H, Kawaguchi H, Yamauchi N, Ikenoue T
J Obstet Gynecol Res, 31(1) : 27-31, 2005.

子宮内感染
古川誠志, 池ノ上 克
産科と婦人科, 72 (増刊号) : 17-19, 2005.

帝王切開における骨盤位娩出法
稲森美香, 池ノ上 克
産科と婦人科, 72(4) : 469-474, 2005.

乳腺炎
福島和子, 池ノ上 克
産婦人科治療, 90 (増刊号) : 240-242, 2005.

結膜炎､ 流行性耳下腺炎､ 帯状疱疹
金子政時
臨床婦人科産科, 59 (増大号) : 473-479, 2005.

切迫早産､ 前期破水
山口昌俊
臨床婦人科産科, 59 (増大号) : 629-631, 2005.

Expression of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 mRNA in brain damage
induced by lipopolysaccharide and intermittent hypoxia-ischemia in neonatal rats.

Yang L, Sameshima H, Yamaguchi M, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 31(2) : 185-191, 2005.
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Dexamethasone prevents long-lasting learning impairment following a combination of
lipopolysaccaride and hypoxia-ischemia in neonatal rats

Ikeda T, Mishima K, Aoo N, Liu AX, Egashira N, Iwasaki K, Fujiwara M, Ikenoue T
Am J Obstet Gynecol, 192(3) : 719-726, 2005.

症例・プライマリー・ケア (救急) 分娩時の胎児心拍数モニタリングの突発異常
鮫島 浩
日本産科婦人科学会雑誌, 57(5) : N86-N91, 2005.

弛緩出血の処置と対応
児玉由紀, 鮫島 浩
臨床婦人科産科, 59(6) : 881-885, 2005.

特集 生殖補助医療と双胎妊娠 1.双胎の発生機序
金子政時, 池ノ上 克
産科と婦人科, 72(6) : 693-699, 2005.

新たな疾患 : 胎盤共有二卵性双胎
山内憲之, 池田智明, 池ノ上 克
周産期医学, 35(7) : 891-894, 2005.

多胎妊娠における切迫早産管理の特殊性
金子政時, 池ノ上 克
ペリネイタルケア, 24(7) : 38-44, 2005.

MD-twin Scoreの有用性と問題点
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克
周産期医学, 35(7) : 905-909, 2005.

弛緩出血
古田 賢, 池ノ上 克
妊婦のエマージェンシーケア, 17(9) : 919-923, 2005.

宮崎県のpopoulation-based studyによる糖尿病母体児の周産期死亡
児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本糖尿病・妊娠学会誌, 5(1) : 100-103, 2005.

合併症妊娠 2. 喘息・呼吸器疾患合併妊娠
稲森美香, 池ノ上 克
産科と婦人科, 72(11) : 1499-1504, 2005.

在胎22～27週で出生した新生児の特発性消化管穿孔に関する周産期因子の検討
甲斐克秀, 池田智明, 山下理絵, 道方香織, 金子政時, 鮫島 浩, 茨 聡, 池ノ上 克
日本産科婦人科学会九州連合地方部会雑誌, 56 : 39-43, 2005.

妊娠中の栄養素の代謝とその付加量 －エネルギー・蛋白質－
住吉香恵子, 鮫島 浩, 池ノ上 克
周産期医学, 35 (増刊号) : 84-86, 2005.
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[管理の実際１] 当科の管理指針
児玉由紀, 鮫島 浩
臨床婦人科産科, 59(12) : 1590-1593, 2005.

在胎22～27週で出生した新生児の特発性消化管穿孔に関する周産期因子の検討
甲斐克秀, 池田智明, 山下理絵, 道方香織, 金子政時, 鮫島 浩, 茨 聡, 池ノ上 克
日本周産期・新生児医学会雑誌, 41(4) : 816-820, 2005.

A free radical scavenger, edaravone, inhibits lipid peroxidation and the production of nitric oxide
in hypoxic-ischemic brain damage of neonatal rats

Noor JI, Ikeda T, Ueda Y, Ikenoue T
Am J Obstet Gynecol, 193(5) : 1703-1708, 2005.

Short-term administration of a new free radical scavenger, edaravone, is more effective than its
long-term administration for the treatment of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy

Noor JI, Ikeda T, Mishima K, Aoo N, Ohta S, Egashira N, Iwasaki K, Iwasaki M,
Fujiwara M, Ikenoue T
Stroke, 36(11) : 2468-2474, 2005.

II. 産科・周産期のインフォームドコンセント 多胎の妊娠分娩
金子政時, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 54(11) : 1763-1768, 2005.

妊産婦脳出血症例の検討からみた母体死亡防止策
鮫島 浩
日本妊娠高血圧学会雑誌, 13 : 22-24, 2005.

妊娠高血圧症候群における血圧重症化例の分娩転帰
岩砂智丈, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本妊娠高血圧学会雑誌, 13 : 89-90, 2005.

妊娠24-32週発症の重症妊娠高血圧症候群に対するAT-3療法
～胎児well-beingの改善に関するrandomized controlloed trial (PCT)～
児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本妊娠高血圧学会雑誌, 13 : 117-118, 2005.

絨毛組織シンクロオキシゲナーゼに対するアンチトロンビンの効果
山口昌俊, 池ノ上 克
日本妊娠高血圧学会雑誌, 13 : 123-124, 2005.

Single vaginal ectopic ureter of fetal metanephric duct origin, ipsilateral kidney agenesis, and
ipsilateral rudimentary uterine horn of the bicornuate uterus

Sameshima H, Nagai K, Ikenoue T
Gynecologic Oncology, 97 : 276-278, 2005.

婦人科領域における深部静脈血栓症/肺血栓塞栓症 －1991年から2000年までの調査成績－
小林隆夫, 林 正雄, 石川睦男, 池ノ上 克, 安達知子, 小橋 元, 前田 真
日本産婦人科・新生児血液学会誌, 14(2) : 1-24, 2005.
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Neural precursor cells division and migration in neonatal rat brain after ischemic/hypoxic injury
Hayashi T, Iwai M, Ikeda T, Jin G, Deguchi K, Nagatani S, Zhang H, Sehara Y,
Nagano I, Shoji M, Ikenoue T, Abe K
Brain Research, 1038(1) : 41-49, 2005.

Hypoxia-ischemic insult in neonatal rats induced slowly progressive brain damage related to
memory impairment

Mishima K, Ikeda T, Aoo N, Takai N, Takahashi S, Egashira N, Ikenoue T, Iwasaki K,
Fujiwara M
Neuroscience Letters, 376(3) : 194-199, 2005.

Implantation of encapsulated glial cell line-derived neurotrophic factor-secreting cells prevents
long-lasting learning impairment following neonatal hypoxic-ischemic brain insult in rats

Katsuragi S, Ikeda T, Date I, Shingo T, Yasuhara T, Mishima K, Aoo N, Harada K,
Egashira N, Iwasaki K, Fujiwara M, Ikenoue T
Am J Obstet Gynecol , 192(4) : 1028-1037, 2005.

Grafting of glial cell line-derived neurotrophic factor secreting cells for hypoxic-ischemic
encephalopathy in neonatal rats

Katsuragi S, Ikeda T, Date I, Shingo T, Yasuhara T, Ikenoue T
Am J Obstet Gynecol, 192(4) : 1137-1145, 2005.

Associateion between endometriosis and genetic polymorphisms of the estradiol-synthesizing
enzyme genes HSD17B1 and CYP19

Tsuchiya M, Nakano H, Katho T, Sasaki H, Hiroshima M, Tanaka T, Matsunaga T,
Hanaoka T, Tsugane S, Ikenoue T.
Human Reproduction, 20(4) : 974-978, 2005.

Analysis of the AhR, ARNT, and AhRR gene polymorphisms : genetic contribution to endometriosis
susceptibility and severity

Tsuchiya M, Katoh T, Motoyama H, Sasaki H, Tsugane S, Ikenoue T
Fertility and Sterility, 84(2) : 454-458, 2005.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

赤ちゃんの幸せのための第三回アメリカ・中国・日本３カ国国際学術会議2005
(Feb 5-6, Hyougo, Japan)
胎児・新生児・乳幼児の環境を考える －生体リズムの形成と障害－
池ノ上 克

Society for Maternal-Fetal Medicine 25th Annual Meeting (Feb 6-12, Reno, USA)�Dexamethasone prevents long-lasting impairment following the combination of lipopolysac-
charide treatment and hypoxia-ischemia in neonatal rats
Ikeda T, Mishima K, Aoo N, Egashira N, Iwasaki K, Fujiwara M, Ikenoue T�Implantation of glial cell line-derived neurotrophic factor-secreting cells prevents long-
lasting learning impairment following neonatal hypoxic-ichemic brain insult in rats
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Katsuragi S, Ikeda T, Date I, Shingo T, Yasuhara T, Mishima K, Fujiwara M, Iwasaki K,
Egashira N, Aoo N, Ikenoue T

Society For Gynecologic Investigation 52nd Annual Meeting (Mar 23-26, Los Angeles, USA)�Clinical application of intrapartum fetal blood pressure monitoring by using the electro-
mechanical delay time
Kawagoe Y, Sameshima H, Ikenoue T�Under lipopolysaccaride influence, progressive decrease in deart rate variability during
repetitive hypoxic-ischemic insults is associatied with brain damage in neonatal rats
Yang L, Sameshima H, Ikenoue T

The 15th International Meeting Perinatology : New Trends and perspective
(Mar 17-19, Lima, PERU)�Current status of perinatal mortality and morbidity in Japan
Ikenoue T�Management of low risk pregnancy to prevent cerebral palsy
Ikenoue T�Cytomegalovirus infection and pregnancy
Ikenoue T�Assessment of fetal well-being in preeclampsia
Ikenoue T

脳科学と児童発達研修会 (Jun 13-17, Beijing, China)
周産期のプライマリケア
池ノ上 克

The 15th Taiwan-Japan Symposium in Obstetrics & Gynecology Ultrasound and Perinatology
(Aug 26-27, Takamatsu, Japan)

Management of monochorionic monoamniotic twin pregnancy
Yamauchi A, Kaneko M, Kodama Y, Inamori M, Furuta K, Michikata K, Fukushima K,
Kai K, Yamashita R, Furukawa S, Kawagoe Y, Ikeda T, Sameshima H, Ikenoue T

Departmet of Obstetrics, University Medical Centre Ljubljana lectuer (Sep 19, Ljubljana, Slovenia)�Management of low risk pregnancy to prevent brain damage
Ikenoue T�The first 24hours catecholamine requirement among extremely premature infants born
with inflammation
Furukawa S

7th World Congress of Perinatal Medicine (Sep 21-24, Zagreb, Croatia)�Severe variability deceleration is associated with intestinal perforation in infants born at
22-27 weeks gestation (Workshop)
Kai K, Michikata K, Yamashita R, Matsukage S, Kaneko M, Sameshima H, Iknoue T�Intrapartum late deceleration develops more frequently in preeclamptic women with severe
proteinuria
Furukawa S, Sameshima H, Ikenoue T
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第１回少子高齢化に関する国際シンポジウム ～とくに医療とヒューマンケアを中心にして～
(Oct 14-16, Sapporo, Japan)

Intrapartum Management of Low Risk Pregnancy to Prevent Fetal Brain Damage (Sym-
posium)
Ikenoue T, Sameshima H, Furuta K

1st SGI International Summit (Nov 10-12, Siena, Italy)
Preterm birth after cessation of long-term tocolysis
Kawagoe Y, Sameshima H, Ikenoue T

[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

地域周産期医療体制づくり研修会・連絡会 1/24 都城
[講演] 周産期医療における最近の話題 ～平成16年の現状分析から～
池ノ上 克

第171回三水会 2/16 鹿児島
[ワークショップ] 最近の風疹について
金子政時

新潟産科婦人科感染症研究会第20回学術講演会 2/19 新潟
[特別講演] 分娩時の子宮内感染症とモニタリング､ 児の予後
鮫島 浩

平成16年度宮崎県産婦人科病医院従事者研修会 第9回ひむかセミナー 3/5～6 宮崎�[講演] 平成16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] 妊娠と糖尿病 :パート3
鮫島 浩�[講演] IUGRを救え！ :パート3
池田智明�[講演] 古くて新しい風疹の話
金子政時

地域周産期医療体制づくり連絡会 3/14 宮崎
[講演] 周産期医療における最近の話題 ～平成16年の現状分析から～
池ノ上 克

大分県立病院産婦人科講演会 3/17 大分
[講演] 抗癌剤の作用機序
永井公洋

佐土原医師会講演会 3/24 佐土原
[講演] 閉経後の脂質管理に関して
山口昌俊

愛泉会日南病院看護師研修会 3/29 日南
[講演] 宮崎県のお産の現状とその問題点
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池ノ上 克

平成16年度家族計画・母体保護法指導者講習会伝達講習会 3/30 大阪
[講演] 妊娠中毒症の新しい概念
池ノ上 克

第39回愛媛県産婦人科医会学術集会 5/7 松山
[講演] サイトメガロウイルス感染と周産期管理
池ノ上 克

第２回山口県胎児診断治療研究会 5/12 山口
[特別講演] 胎児心拍数モニタリングの最近のトピックス
鮫島 浩

広島県東部産婦人科医会 5/19 福山
[特別講演] サイトメガロウイルス感染と周産期管理
池ノ上 克

宮崎大学医学部産婦人科学教室第６回総会・学術講演会 6/11 宮崎
[講演] 日向夏みかんに含まれる骨代謝改善物質
山口昌俊

学術講演会 6/13 宮崎
[講演] 更年期障害と合併症 ～治療について～
山口昌俊

第20回おきなわセミナー 7/16 沖縄
[講演] 周産期のプライマリーケア －脳障害発生防止とローリスク－
池ノ上 克

平成17年度宮崎大学医学部公開講座 7/27 宮崎
[公開講座] 胎児の脳発達と生活リズム －すこやかな生活は胎児のころから－
池ノ上 克

宮崎県小児科医会講演会 7/28 宮崎
[講演] 古くて新しい風疹の話 －先天性風疹症候群の撲滅を目指して－
金子政時

第15回宮崎感染症研究会 7/28 宮崎
[特別講演] 妊娠時の細菌感染症と児の神経学的後遺症
鮫島 浩

育児幸せ大学 第12回特別講座 8/24～25 兵庫
[特別講演] 胎児・新生児・乳幼児の環境を考える －生体リズムの形成と障害
池ノ上 克

第28回日本産婦人科ME学会・第15回日台産婦人科シンポジウム 8/26～27 高松
[シンポジウム] 胎児心拍数分析に関する最新の話題 分娩中の胎児血圧推測の試み －山羊胎仔
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急性実験モデルでの脈波伝播時間と収縮期血圧との関係､ およびその臨床応用についての検討－
川越靖之

宮崎市郡産婦人科看護師研修会 8/28 宮崎
[講演] 胎児心拍数モニタリングの読み方
池ノ上 克

宮崎県地域婦人連絡会での講演 9/8 宮崎
[講演] ガン検診の必要性
鮫島 浩

宮崎市郡産婦人科医会９月例会 9/12 宮崎
[講演] 妊娠高血圧症候群の新定義・分類
池ノ上 克

第21回日本分娩懇話会 10/5 宮崎
[特別講演] ５胎妊娠の出生と保育を振り返って
池ノ上 克

第46回日本母性衛生学会 10/6～7 宮崎�[会長講演] 産婦人科医の卒後教育と地域医療
池ノ上 克�[シンポジウム] 先天性風疹症候群の撲滅をめざして-産科医療従事者の役割-
金子政時

第26回日本妊娠高血圧学会 10/13～14 宮崎
[ワークショップ] ｢高血圧を主因とする母体脳障害の病態､ 予知およびその管理｣ 妊産婦脳出血
症例の検討から見た母体死亡防止策
鮫島 浩

日本産婦人科医会アワー 10/24 東京
[講演] 第46回日本母性衛生学会より
池ノ上 克

平成17年度モデル事業 ｢産科医療機関等の助産師確保促進事業｣ 11/25 宮崎
[講演] 妊娠・分娩管理の実際
川越靖之

[一般講演]

第127回内分泌同好会 2/3 宮崎
遅発思春期の１例
山口昌俊

第14回宮崎感染症研究会 2/10 宮崎
B群溶血性連鎖球菌の迅速検出法
福島和子, 稲森美香, 児玉由紀, 山口昌俊, 池ノ上 克
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平成16年度PARM 3/12 宮崎�日向夏みかんに含まれる骨代謝改善物質
山口昌俊�Under lipopolysaccharide influence, progressive decrease in hear rate variability during
repetitive hypoxic-ischemic insults is associated with brain damage in neonatal rats
楊 黎�間欠的臍帯圧迫のnear term羊胎仔のbehavioural stateに対する影響
川越靖之

第57回日本産科婦人科学会総会・学術集会 4/2～5 京都�21例の胎内サイトメガロウイルス感染児の臨床所見と新生児予後
楠元和美, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 峰松俊夫�分娩中の胎児血圧連続モニタリングの臨床応用
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�超低出生体重児における動脈管結紮術の検討
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�超低出生体重児における消化管穿孔の早期発症と後期発症型の臨床的特徴
甲斐克秀, 池田智明, 古田 賢, 福島和子, 道方香織, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�本県の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�B群溶血性連鎖球菌の迅速検出法
福島和子, 稲森美香, 児玉由紀, 山口昌俊, 池ノ上 克�Hypothermia enhances the therapeutic window of edaravone in hypoxic/ischemic brain
damage of neonatal rat
Noor JI, Ikeda T, Ikenoue T�妊娠22-25週の超早産児の分娩時心拍数パターンと生存､ 脳室内出血､ 脳室周囲白質軟化症との関
連性
大里和広, 池田智明, 鮫島 浩, 金子政時, 池ノ上 克�風疹の地域流行下に感染した妊婦の血清および疫学的背景に関する検討
金子政時, 楠元和美, 古田 賢, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 小幡新太郎, 丸山有子,
茨 聡, 上塘正人, 峰松俊夫�サイトメガロウイスルIgM抗体陽性妊婦におけるIgG Avidityの検討
山下美和, 前田 真, 杉村 基, 金山尚裕, 峰松俊夫, 楠元和美, 金子政時, 池ノ上 克�先天性サイトメガロウイルス感染症の出生前予後予測因子
丸山有子, 茨 聡, 池ノ上 克, 金子政時, 丸山英樹, 徳久琢也, 谷口博子, 松井貴子,
小幡新太郎, 加藤博美, 貴島佳子, 上田英梨子

第46回九州新生児研究会 5/14 山口�超早産児の急性期管理におけるカテコラミン､ Volume expander投与量の検討
道方香織�超低出生体重児にみられる晩発性副腎不全の検討
山下理絵�生児を得た２組の一絨毛膜一羊膜性双胎の周産期管理
山内 綾

第62回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 5/21～22 大分�Low risk妊娠の分娩管理方針とその予後の管理
古田 賢, 古川誠志, 稲森美香, 大橋昌尚, 丸山るり子, 鮫島 浩, 池ノ上 克
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�在胎22～27週で出生した新生児の特発性消化管穿孔に関する周産期因子の検討
甲斐克秀, 山下理絵, 道方香織, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�高アンモニア血症に対し､ CHDFを施行したオルニチントランスカルバミラーゼ欠損症の１例
加藤英二, 葛西 路, 池ノ上 克, 後藤俊二, 後藤瑞穂, 池畑奈美, 茨 聡

第29回日本遺伝カウンセリング学会 5/27～29 横浜
早発閉経とLHB遺伝子およびLHCGR遺伝子の変異
山口昌俊

第23回日本産婦人科感染症研究会学術講演会 5/28 東京
サイトメガロウイルスIgM抗体陽性妊婦におけるIgG Avidityの検討
山下美和, 前田 真, 杉村 基, 金山尚裕, 峰松俊夫, 楠元和美, 金子政時, 池ノ上 克

第15回日本産婦人科・新生児血液学会 6/3～4 奈良
風疹抗体保有妊婦における妊娠中風疹再感染と抗体反応
金子政時, 古田 賢, 鮫島 浩, 池田智明, 池ノ上 克, 楠元和美, 峰松俊夫

第23回周産期医療研究会 6/18 宮崎�日向夏みかん水性抽出物のラット骨代謝に及ぼす影響
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克�リポポリサッカライドと断続的な低酸素虚血による新生仔ラット脳障害の心拍数モニタリングの所見
楊 黎, 鮫島 浩, 池ノ上 克�周産期予後不良登録例の胎児心拍数モニタリング
児玉 由紀, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第78回日本内分泌学会学術総会 7/1～3 東京
早発閉経とLHB遺伝子およびLHCGR遺伝子の変異
山口昌俊, 丸山るり子, 西村卓朗, 池ノ上 克

第41回日本周産期・新生児医学会学術集会 7/10～12 福岡�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 －脳内移植の効果
桂木真司, 池田智明, 池ノ上 克, 伊達 勲�分娩中の胎児血圧連続モニタリングの臨床応用
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠第３期のインスリン最大投与量と分娩時胎児心拍数モニタリングの関係
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�２組の一絨毛膜一羊膜性双胎児の妊娠・分娩管理
山内 綾, 金子政時, 児玉由紀, 古田 賢, 甲斐克秀, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�在胎22～27週で出生した新生児の特発性消化管穿孔と周産期因子の検討
甲斐克秀, 山下理絵, 道方香織, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�風疹予防接種法改正後の風疹流行と妊婦の風疹罹患に関する検討
金子政時, 古田 賢, 甲斐克秀, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 小幡新太郎, 茨 聡,
上塘正人, 峰松俊夫�21例の胎内サイトメガロウイルス感染児の臨床所見と予後についての検討
楠元和美, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 峰松俊夫�超早産児におけるカテコラミン, volume expander投与量についての検討
道方香織, 甲斐克秀, 山下理絵, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�晩発性副腎皮質不全と胎児及び新生児 inflammatory responseとの関連
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山下理絵, 池田智明, 甲斐克秀, 道方香織, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�多胎妊娠の増加が周産期医療施設に及ぼす影響
丸山英樹, 茨 聡, 丸山有子, 徳久琢也, 松井貴子, 下野隆一, 前田隆嗣, 上塘正人, 蔵屋一枝,
池ノ上 克�高アンモニア血症に対しCHDFを施行したオルニチントランスカルバミラーゼ欠損症の１例
葛西 路, 加藤英二, 後藤俊二, 吉田瑞穂, 切原奈美, 茨 聡, 池ノ上 克, 相澤まどか,
滝 元宏�胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術後にreversed TTTSを呈した１例
切原奈美, 吉永陽樹, 大亀幸子, 篠原佳枝, 加藤英二, 葛西 路, 茨 聡, 池ノ上 克, 村越 毅

第22回日本分娩管理研究会 7/11 福岡
硫酸マグネシウム 子宮収縮抑制剤の有効性の検討 －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－
川越靖之

第25回日本糖質学会年会 7/20～22 滋賀
リポポリサッカライド/間歇的低酸素脳障害虚血による脳障害とプロテオグリカン
山口昌俊, 楊 黎, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第130回内分泌同好会 8/10 宮崎
精巣性女性化症候群の１例
山口昌俊

日本産科婦人科学会宮崎地方部会夏期学会 8/20 宮崎
後期腹膜瘤として発見された消化管間質腫瘍の１例
瀬戸雄飛, 福島和子, 米田由香里, 山内憲之, 永井公洋, 池ノ上 克, 池田智明, 篠原立大,
関屋 亮, 秋山 裕

第10回九州小児・体外循環研究会 9/10 佐賀�周産期予後不良例の分娩時胎児心拍数モニタリング
児玉由紀, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克�在胎22～27週で出生した新生児の特発性消化管穿孔に関する周産期因子の検討
甲斐克秀, 山下理絵, 道方香織, 金子政時, 池田智明, 鮫島 浩, 茨 聡, 池ノ上 克

第64回日本癌学会学術総会 9/14～16 札幌
CPT-11による下痢に対するクレメジンの副作用軽減に関する検討
永井公洋

日本人類遺伝学会第50回大会 9/19～22 岡山
アンドロゲンレセプターエクソン1,2 の欠失によるアンドロゲン
山口昌俊, 岩砂智丈, 福島和子, 山内憲之, 池ノ上 克

第５回日本内分泌学会九州地方会 10/1 福岡
アンドロゲンレセプターエクソン1,2 の欠失によるアンドロゲン
山口昌俊, 岩砂智丈, 山内憲之, 池ノ上 克

第26回日本妊娠高血圧学会 10/13～14 宮崎�妊娠高血圧症候群における血圧重症化例の分娩転帰
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岩砂智丈, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠24週～32週発症の重症妊娠高血圧症候群に対するAT-3療法胎児well-beingの改善に関する
PCT
児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克�絨毛組織シクロオキシゲナーゼに対するアンチトロンビンの効果
山口昌俊, 池ノ上 克

第23回日本絨毛性疾患研究会・第13回日本胎盤学会学術集会 10/26～28 富山
子宮内胎児発育遅延での胎盤シンデカン１とMAP-2, MMP-9の発現
山口昌俊, 池ノ上 克

第47回九州新生児研究会 11/12 大分�フリー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�徳之島での風疹流行と妊婦感染
金子政時

第53回日本ウイルス学会 11/20～22 横浜�妊婦における風疹ウイルスIgG抗体avidity indexの有用性とキット間の比較
楠元和美, 峰松俊夫, 金子政時, 池ノ上 克�胎内サイトメガロウイルス感染症における抗原血症の臨床的意義
金子政時, 池ノ上 克, 楠元和美, 峰松俊夫

第50回日本未熟児新生児学会 12/4～6 名古屋�妊婦における風疹ウイルスIgG抗体avidity indexの有用性とキット間の比較
楠元和美, 峰松俊夫, 金子政時, 池ノ上 克�両側軸前性多指を伴ったLanger-Giedion症候群 (毛髪・鼻・指節症候群Ⅱ型) の１例
澤田一美, 上村佳奈, 金子政時, 池ノ上 克, 園田 徹, 池田智明

鹿屋大隅地区産婦人科医会 12/17 鹿児島
胎児心拍数モニタリングを用いたリズム形成の観察
住吉香恵子, 岩砂智丈, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

(Ⅳ) その他

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 (学会発表要約記事)
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克
Medical Tribune, 28(3) : 9, 2005.

サイトメガロウイルスと母子感染
金子政時, 池ノ上 克
日本産婦人科医会ホームページ, 2005.
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