
(Ⅰ) 著 書

胎児水腫
鮫島 浩
産科合併症 (村田雄二編) : 425-441, メディカ出版, 2006.

5. 胎児のwell-being検査
川越靖之, 鮫島 浩
New consensus 新撰産婦人科診療 (石塚文平, 鈴木秋悦, 金山尚裕, 安田 允編) : 585-590,
永井書店, 2006.

胎児のwell-beingの評価
甲斐克秀, 古川誠志, 池ノ上 克
臨床エビデンス産科学 第２版 (佐藤和雄, 藤本征一郎編) : 57-62, メジカルビュー社, 2006.

頸管無力症
鮫島 浩
臨床エビデンス産科学 第２版 (佐藤和雄, 藤本征一郎編) : 277-281, メジカルレビュー社, 2006.

1. 妊娠中のプロブレム (7) 胎盤・臍帯・羊水の異常所見
川越靖之
産科臨床ベストプラクティス (岡井 崇編) : 135-141, メジカルビュー社, 2006.

早産と未熟児疾患
大西淳仁, 池ノ上 克
産科婦人科の最新医療 (武谷雄二, 丸尾 猛, 吉村泰典編) : 7-12, 先端医療技術研究所, 2006.

(Ⅱ) 論 文

これからのペリネイタルケア
池ノ上 克, 村上睦子, 村上明美
ペリネイタルケア, 25(1), 2006.

7. 産科救急の実際 (母体搬送・産褥搬送)
鮫島 浩
臨床研修プラクティス, 3(2) : 60-65, 2006.

胎児well-beingの評価
山内憲之, 鮫島 浩, 池ノ上 克
産科合併症, 343-351, 2006.

Intrapartum late deceleration develops more frequently in pre-eclamptic women with severe
proteinuria

Furukawa S, Sameshima H, Ikenoue T
J Obstet Gynaecolo Res, 32(1) : 68-73, 2006.���
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特集 研修医に教えておきたい抗菌薬の使い方 各科別抗菌薬指導のポイント ５) 産婦人科
古川誠志, 池ノ上 克
感染と抗菌薬, 9(1) : 61-66, 2006.

先天感染症 －先天性風疹症候群－
金子政時, 池ノ上 克
周産期医学, 36(2) : 227-231, 2006.

母子感染からみた性感染症
金子政時, 池ノ上 克
産婦人科治療, 93(2) : 159-162, 2006.

特集 周産期感染症ハンドブック 母子感染総論 胎児兆候
金子政時
産婦人科の実際, 55(3) : 375-379, 2006.

肥満妊婦
住吉香恵子, 池ノ上 克
周産期医学, 36(5) : 625-627, 2006.

母体のcytomegalovius (CMV) IgG Avidity Indexが低値を示した胎内CMV感染症の胎児・新生児経過
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 楠元和美, 峰松俊夫, 佐藤勇一郎
日本産婦人科・新生児血液学会誌, 15(2) : 41-46, 2006.

わが教室における新生児管理
金子政時, 池ノ上 克
産婦人科治療, 92(6) : 993-995, 2006.

Intrapartum fetal heart rate monitoring in cases of cytomegalovirus infection
Kaneko M, Sameshima H, Ikeda T, Ikenoue T, Minematsu T
YEAR BOOK of Obstetrics, Gynecology, and Women’s health : 86-88, 2006.

妊娠経過の異常とリスク評価 ７ 多胎妊娠
川越靖之, 鮫島 浩
臨床婦人科産科, 60(7) : 998-1001, 2006.

巨大児と難産
川越靖之
ペリネイタルケア, 25 : 16-21, 2006.

新生児死亡・新生児仮死からみた産科因子
児玉由紀, 金子政時, 徳永修一, 鮫島 浩, 池ノ上 克
産科と婦人科, 10(7) : 1211-1217, 2006.

超早産症例の周産期管理 －在胎22週から25週の早産症例におけるFetal inflammationと児の生後24時
間の循環動態との関連－
古川誠志, 鮫島 浩, 道方香織, 稲森美香, 児玉由紀, 川越靖之, 金子政時, 池田智明,
池ノ上 克
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周産期学シンポジウム, 24 : 89-94, 2006.

出生前の神経学的予後不良因子
卜部浩俊, 古川誠志, 池ノ上 克
周産期医学, 36(10) : 1213-1216, 2006.

Rubella outbreak on Tokunoshima Island in 2004 : Serological and epidemiological analysis of
pregnant women with rubella

Kaneko M, Sameshima H, Ikenoue T, Minematsu T, Kusumoto K, Iabara S, Kamitomo M,
Maruyama Y
J Obstet Gynecol Res 32(5) : 461-467, 2006.

－心拍モニター－ 胎児心拍数による中枢神経系の評価の意義と限界
鮫島 浩
周産期医学, 36(10) : 1227-1229, 2006.

６ 胎児well-beingのスクリーニング 2) 分娩時スクリーニングとしての胎児心拍数モニタリング
鮫島 浩
産婦人科の実際, 55(11) : 1724-1727, 2006.

周産期の整形外科・形成外科 骨盤骨折､ 尾骨骨折 ｢シートベルト｣
徳永修一, 鮫島 浩
周産期医学, 36(11) : 1389-1392, 2006.

母体搬送時の施設間連携 －うまくいっているところ : 地方－
徳永修一, 池ノ上 克
周産期医学, 36(12) : 1497-1502, 2006.

周産期の脳発達とその障害
池ノ上 克
日本周産期・新生児医学会雑誌, 42(4) : 707-712, 2006.

胎児心拍数variabilityとFetal origins of rhythm disorder
川越靖之
日本周産期・新生児医学会雑誌, 42(4) : 804-809, 2006.

風疹ウイルス
金子政時, 池ノ上 克
周産期医学 (周産期医学必修知識 第６版), 36 (増刊号) : 103-107, 2006.

糖尿病合併妊娠
鮫島 浩
周産期医学 (周産期医学必修知識 第６版), 36 (増刊号) : 156-158, 2006.

母児間輸血症候群
金子政時, 池ノ上 克
周産期医学 (周産期医学必修知識 第６版), 36 (増刊号) : 386-387, 2006.
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A two-step strategy for detecting intrauterine cytomegalovirus infection with clinical
manifestations in the mother, fetus, and newborn

Kaneko M, Sameshima H, Ikenoue T, Minematsu T
Japanese Journal of Infectious Diseases, 59(6) : 363-366, 2006.

多施設共同調査による本邦における切迫早産治療の現況
佐藤和雄, 寺尾俊彦, 藤本征一郎, 村田雄二, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 55(6) : 993-1001, 2006.

Magnesium sulfate exposure increases fetal blood flow redistribution to the brain during acute
non-acidemic hypoxemia in goats

Tanaka S, Sameshima H, Ikenoue T, Sakamoto H
Early Human Development, 82 : 597-602, 2006.

新生児に対する酸素暴露の影響の検討 －酸素ストレスマーカーを用いた検討－
加藤英二, 茨 聡, 丸山有子, 徳久琢也, 松井貴子, 下野隆一, 楠元雅寛, 切原奈美, 後藤俊二,
川畑宣代, 熊澤一真, 丸山英樹, 谷口博子, 小林康祐, 池ノ上 克
周産期学シンポジウム, 24 : 19-25, 2006.

宮崎県の周産期医療 安全な分娩への取り組み
西村篤乃, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本産科婦人科学会九州連合地方部会誌, 57 : 34-38, 2006.

先天性サイトメガロウイルス感染症とIgG Avidity
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
日本周産期・新生児医学会雑誌, 42(4) : 785-788, 2006.

サイトメガロウイルス胎内感染の予後予測と周産期管理
丸山有子, 金子政時, 榮鶴義人, 峰松俊夫, 茨 聡, 上塘正人, 鮫島 浩, 向井 基, 徳久琢也,
松井貴子, 藤江由夏, 前田隆嗣, 中澤祐介, 宇都宮 剛, 大城達男, 角 健司, 小野哲男,
児玉由紀, 池ノ上 克
日本周産期・新生児医学会雑誌, 42(4) : 792-797, 2006.

Endotoxin-induced hypoxic-ischmic tolerance is mediated by up-regulation of corticosterone
in neonatal rat

Ikeda T, Yang L, Ikenoue T, Mallard C, Hagberg H
Pediatr Res, 59(1) : 56-60, 2006.

Rehabilitative training tasks improve spatial learning impairment in the water maze following
hypoxic-ischemic insult in neonatal rats

Ikeda T, Mishima K, Aoo N, Harada K, Liu AX, Egashira N, Iwasaki K, Fujiwara M,
Ikenoue T
Pediatr Res, 59(1) : 61-65, 2006.

Generation of lipid radicals in the hippocampus of meonatal rats after acute hypoxic-ischemic
brain damage

Ueda Y, Noor JI, Nagatomo K, Doi T, Ikeda T, Nakajima A, Ikenoue T
Exp Brain Res, 169(1) : 117-121, 2006.
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不妊治療による46, XY, t (12 ; 13) (q24.3 ; q32)の父親からの３胎
園田 徹, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 河野慶一
J of Kyusyu Univ of Health and Welfare, 7 : 169-172, 2006.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

Society for Maternal-Fetal Medicine 26th Annual Meeting (Jan 29-Feb 4, Miami, USA)�Pre-insult but not post-insult implantation of encapsulated glial cell line-derived neuro-
trophic factor-secreting cells prevents long-lasting learning impairment against hypoxic-
ischemic injury in the neonatal rat brain
Katsuragi S, Ikeda T, Date I, Shingo T, Hayashi H, Mishima K, Harada M, Egashira N,
Iwasaki K, Fujiwara M, Ikenoue T�Characteristic intrapartum fetal heart rate patterns in neonates with asphyxiation-and
non-asphyxiation-related cerebral palsy
Kodama Y, Ikeda T, Sameshima H, Ikenoue T

赤ちゃんの幸せのための第４回アメリカ・中国・日本３カ国国際学術会議2006
(Feb 22-23, Hyougo, Japan)
胎児からの環境
池ノ上 克

Society for Gynecologic Investigation (Mar 22-25, Toronto, Canada)
Evolution of fetal heart rate patterns in the 60 minutes before vaginal delivery in low
risk pregnancy
Onishi J, Ikeda T, Noda S, Parer JT

23rd Controversies in Obstetrics & Gynecology (Aug 13-15, Kona, Hawaii)
Management of monochorionic diamnionic twin pregnancy (lecture)
Ikenoue T

2006 COE国際シンポジウム (Aug 29, Miyazaki, Japan)
Therapeutic effects of a novel free radical scavenger, edaravone, in hypoxic-ischemic
brain damage in neonatal rat
Noor JI, Date Y, Nakazato M, Ikeda T, Ikenoue T

The 12th International Federation of Placenta Associations Meeting (Sep 6-9, Kobe, Japan)
Effects of antithrombin on prostaglandins, thromboxane production and cyclooxygenase
expression in preterm placenta
Yamaguchi M, Ikenoue T

14th Congress of the FAOPS 2006 (Oct 1-5, Bangkok, Thailand)�Asphyxia and non-asphyxia related brain damage and intrapartum fetal heart rate moni-
toring (Symposium)
Ikenoue T�Hemodynamic disturbances during the first postnatal 24 hours in extremely premature
infants with inflammation
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Furukawa S�Fetal rhythm formation delays in non-acidemic IUGR fetus
Sumiyoshi K, Kawagoe Y, Iwasa T, Sameshima H, Ikenoue T�Fetal heart rate patterns in term and near-term neonates with poor neurological outcome
Kodama Y, Sameshima H, Ikeda T, Ikenoue T�Therapeutic effects of a novel free radical scavenger, Edaravone, on hypoxic ischemic
brain damage in neonatal rat model
Noor JI, Ikenoue T

児童早期神経心理発達国際学術シンポジウム (Oct 22-23, Beijing, China)
胎児の環境とリズム形成
Ikenoue T

16th Taiwan-Japan Symposium on Obstetrical/Gynecological Ultrasound & Perinatology
(Oct 27-29, Taipei, Taiwan)
Accuracy of ultrasonography in the diagnosis of placenta accreta in placenta previa cases.
Doi K

[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

山口県立総合医療センター総合周産期母子医療センター開所式 1/7 山口
[講演] 産婦人科医の卒後教育と周産期医療
池ノ上 克

第24回日本周産期・新生児医学会 周産期シンポジウム 1/21 埼玉�[シンポジウム] 超早産症例の周産期管理
古川誠志, 鮫島 浩, 道方香織, 稲森美香, 児玉由紀, 川越靖之, 金子政時, 池田智明,
池ノ上 克�[シンポジウム] 新生児に対する酸素暴露の影響の検討 －酸素ストレスマーカーを用いた検討－
加藤英二, 茨 聡, 熊澤一真, 丸山有子, 丸山英樹, 下野隆一, 徳久琢也, 楠元雅寛, 丸古慶子,
谷口博子, 松井貴子, 後藤俊二, 池畑奈美, 加藤博美, 川畑宣代, 葛西 路, 池ノ上 克

宮崎県周産期医療協議会 2/17 宮崎
[講演] 宮崎県周産期医療研究会報告
池ノ上 克

地域周産期医療体制づくり連絡会 2/20 宮崎
[講和] 周産期医療における最近の話題 ～平成17年の現状分析から～
池ノ上 克

第171回広島県南部地区産婦人科医会学術講演会 2/24 広島
[特別講演] 早産対策
鮫島 浩

女性の健康支援事業講演会 2/27 日南
[講演] ｢中高年女性の健康｣ について
山口昌俊
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｢周産母子｣ 教育講演会 4/1 久留米
[教育講演] 分娩時胎児心拍数モニタリングと脳障害
池ノ上 克

第49回大阪小児てんかん研究会 4/8 大阪
[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63回日本産科婦人科学会九州連合地方部会・
第57回日本産婦人科医会九州ブロック会 6/3～4 北九州

[ワークショップ] 宮崎県の周産期医療 ～安全な分娩への取り組み～
西村篤乃, 古川誠志, 池田智明, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第24回日本産婦人科感染症研究会 6/10 新潟
[シンポジウム] 胎内サイトメガロウイルス感染症の周産期における重要性
金子政時

第15回茨城県水戸周産期懇話会 6/11 茨城
[講演] 妊娠と糖代謝異常
鮫島 浩

日産婦第177回学術研修会 6/17 佐賀
[特別講演] 分娩時の胎児心拍数モニタリングと脳障害
池ノ上 克

第42回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/9～11 宮崎�[会長講演] 周産期の脳発達とその障害
池ノ上 克�[シンポジウム] 胎児心拍数variabilityとFetal origins of rhythm disorder
川越靖之�[シンポジウム] サイトメガロウイルス胎内感染の予後予測と周産期管理
丸山有子, 茨 聡, 池ノ上 克, 金子政時, 徳久琢也, 松井貴子, 向井 基, 藤江由夏, 佐々木恒,
中澤佑介, 宇都宮 剛, 大橋昌尚, 榮鶴義人, 峰松俊夫

第23回日本分娩管理研究会 7/10 宮崎
[シンポジウム] 産科救急体制のシステム化
徳永修一

第１回国立循環器病センター周産期科サマーセミナー 8/5～6 大阪
[講演] 周産期医療の地域化と母体救急症
池ノ上 克

第13回ヘルペス感染症フォーラム 8/18 札幌市
[パネルディスカッション] 胎内サイトメガロウイルス感染症児におけるIgG抗体Avidity Index
の推移とその有用性
金子政時
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宮崎市郡産婦人科看護師研修会 8/20 宮崎
[講演] 今､ 宮崎で安全なお産をするために －今そこにある危機－
鮫島 浩

第19回長野周産期研究会 9/16 長野
[講演] 多胎妊娠 －分娩時期の決定－
池ノ上 克

横浜高島屋での講演 9/18 横浜
[講演] 赤ちゃんのための睡眠環境 ｢胎児のリズムと環境｣
池ノ上 克

平成18年度 ｢九州地区 (宮崎) 母子保健事業研修会｣ 10/6 宮崎
[講演] 女性の健康と産婦人科医療
山口昌俊

宮崎市郡外科医会 10/16 宮崎市
[講演] 宮崎県の卒後臨床研修
池ノ上 克

平成18年度 ｢宮崎県学校・地域保健連携推進事業｣ 10/19 宮崎市
[講演] HIVと免疫の関係を考えてみましょう
山口昌俊

いいお産の日in宮崎 11/3 宮崎
[シンポジウム] いい救急お産とは！
川越靖之

第22回日本分娩懇話会 11/8 名古屋
[シンポジウム] 宮崎県における基幹病院と地域連携の現状
徳永修一

第47回日本母性衛生学会学術集会 11/9 名古屋
[ランチョンセミナー] 分娩管理と周産期脳障害
池ノ上 克

第28回分娩監視研究会 11/18 東京
[特別講演] 妊娠末期における胎児評価法の病態生理
鮫島 浩

第51回日本未熟児新生児学会学術集会 11/26～28 埼玉
[シンポジウム] Transient Abnormal Myelopoiesis (TAM) に続発する肝線維症に罹患し､ DIC
を経て死に至ったTrisomy21の一例
住吉香恵子, 児玉由紀, 金子政時, 池ノ上 克

日耳鼻宮崎県地方部会学術講演会 12/16 宮崎
[特別講演] 宮崎県の周産期医療
池ノ上 克
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[一般講演]

第43回宮崎県婦人科症例カンファランス 2/24 宮崎
治療に苦慮した卵巣癌の１症例
山内憲之, 大橋昌尚, 岩砂智丈, 瀬戸雄飛, 福島和子, 米田由香里, 永井公洋, 池ノ上 克,
関屋 亮

平成17年度PARM研究会 2/21 宮崎�胎児心拍数モニタリングによるリズム形成の考察
住吉香恵子�ES細胞の分化におけるサイトメガロウイルス感染感受性の変化
松影昭一

第58回日本産科婦人科学会学術講演会 4/22～25 横浜�アンドロゲンレセプターエクソン1,2欠損によるアンドロゲン不応症候群
岩砂智丈, 山口昌俊, 福島和子, 山内憲之, 池ノ上 克�在胎25週以下の早産例においてFIRS (Fetal Inflammatory Syndrome) が児の早期循環に与える
影響
古川誠志, 鮫島 浩, 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に関する検討
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 楠元和美, 峰松俊夫�神経学的予後不良例のintrapartum fetal heart rate moniroting
児玉由紀, 池田智明, 鮫島 浩, 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, 池ノ上 克�間歇的低酸素/LPS負荷による脳障害モデルにおける各種プロテオグリカンの変化
山口昌俊, 楊 黎, 鮫島 浩, 池ノ上 克�日向夏みかんに含まれる骨代謝改善物質
丸山るり子, 山口昌俊, 池ノ上 克�妊娠32週以下の子宮体部縦切開症例の次回以降の妊娠・分娩予後についての検討
高橋典子, 池田智明, 山口昌俊, 鮫島 浩, 池ノ上 克�風疹流行地における妊婦の風疹ウイルスHI抗体価およびIgG avidity indexの検討
楠元和美, 金子政時, 鮫島 浩, 峰松俊夫, 岩砂智丈, 甲斐克秀, 古田 賢, 道方香織,
池ノ上 克

第79回日本内分泌学会学術総会 5/19～21 神戸
アンチトロンビンが胎盤組織に及ぼす影響
山口昌俊, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第30回日本遺伝カウンセリング学会学術集会 5/26～28 大阪
de novoの遺伝子変異が想定されるアンドロゲン不応症候群
山口昌俊, 岩砂智丈, 池ノ上 克

第48回九州新生児研究会 5/27 沖縄�胎児心拍数モニタリングにおけるリズム形成の考察
住吉香恵子, 岩砂智丈, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�在胎22週から25週の早産症例におけるFetal inflammationと児の生後24時間の循環動態との関連
古川誠志, 鮫島 浩, 児玉由紀, 金子政時, 池田智明, 池ノ上 克
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第63回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 6/3～4 北九州
妊娠高血圧症候群における分娩転帰
岩砂智丈, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第16回日本産婦人科・新生児血液学会 6/9～10 山梨�妊娠性溶血性貧血の一例
桂木真司, 鮫島 浩, 池ノ上 克�母児の臨床像および抗体検査からみたcytomegalovirus IgG avidity indexの有用性に関する検討
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 楠元和美, 峰松俊夫

第44回宮崎県婦人科症例カンファレンス 6/23 宮崎
胞状奇胎の一例
神尊洋美, 木佐貫 隆, 福島和子, 米田由香里, 山内憲之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第42回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/9～11 宮崎�胎児心拍数モニタリングにおけるリズム形成の考察
住吉香恵子, 岩砂智丈, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠中期から後期にかけての臍帯動脈､ 子宮動脈及び胎児中大脳動脈血流と胎児発育の縦断的検討
道方香織, Wadhwa P, 池ノ上 克, Waffarn F�マウス小腸腸管上皮細胞内��型T細胞の発達分化におけるMHC classⅡの役割について
谷口博子, 茨 聡, 丸山英樹, 菅野啓一, 堺 武男, 池ノ上 克�Malassezia furfurを検出した新生児の臨床的検討
加藤英二, 坂本理恵, 後藤俊二, 吉田瑞穂, 中野ゆうき, 中田恵美里, 茨 聡, 池ノ上 克

日産婦学会宮崎地方部会夏期学会 8/26 宮崎�産科救急体制システム化 －宮崎県のPopulation based study－
徳永修一, 嶋本富博, 寺尾公成, 春山康久, 三輪勝洋, 古川誠志, 大西淳仁, 肥後貴史, 西村篤乃,
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�前置胎盤の臨床的検討
中野ゆうき, 土井宏太郎, 徳永修一, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�風疹流行地における妊婦の風疹ウイルスHI抗体価およびIgG avidity indexの検討
楠元和美, 金子政時, 鮫島 浩, 峰松俊夫, 岩砂智丈, 甲斐克秀, 古田 賢, 道方香織,
池ノ上 克

第11回九州小児・体外循環研究会 9/2 鹿児島�新生児Aeromonas hydrophila敗血症の生存退院例
住吉香恵子, 児玉由紀, 山下理絵, 道方香織, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�在胎22週から25週の早産症例におけるFetal inflammationと児の生後24時間の循環動態との関連
古川誠志, 鮫島 浩, 児玉由紀, 金子政時, 池田智明, 池ノ上 克�甲状腺機能亢進合併妊婦に胎児水腫・胎児多発奇形を合併した症例
山内 綾, 児玉由紀, 稲森美香, 古田 賢, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克

平成18年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 9/23 宮崎
帝王切開術後に広汎な肺塞栓血栓症は発症したが､ 早期の酸素投与とヘパリン投与で救命した症例
大橋昌尚, 神尊洋美, 住吉香恵子, 徳永修一, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第24回周産期医療研究会 10/14 浜松�産科救急体制のシステム化 －宮崎県のPopulation based study－
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徳永修一, 古川誠志, 大西淳仁, 肥後貴史, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�胎児心拍数variabilityとFetal origins of rhythm disorder
川越靖之, 住吉香恵子, 岩砂智丈, 鮫島 浩, 池ノ上 克�前置胎盤症例における癒着胎盤の画像評価
土井宏太郎, 中野ゆうき, 徳永修一, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第49回九州新生児研究会 10/28 福岡�神経学的ハイリスク症例における胎児心拍数モニタリングパターン
児玉由紀, 鮫島 浩, 池田智明, 池ノ上 克�2004年徳之島における妊婦の風疹ウイルスHI抗体価および IgG avidity indexの検討
楠元和美, 金子政時, 大橋昌尚, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 峰松俊夫

第13回遺伝性疾患に関する出生前診断研究会 11/4 広島�遺伝性疾患血縁者と妊娠
山口昌俊, 池ノ上 克�Non-mosaic Trisomy22と診断され121生日まで生存した症例
大橋昌尚, 金子政時, 住吉香恵子, 山下理絵, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第54回日本ウイルス学会学術集会 11/19 名古屋
母児の臨床所見からみたCytomagalovirus IgG avidity index有用性
金子政時, 池ノ上 克, 峰松俊夫

第51回日本未熟児新生児学会学術集会 11/26～28 埼玉
母体臨床所見とIgG avidity indexからみた胎内サイトメガロウイルス感染のリスクに関する検討
金子政時, 児玉由紀, 池ノ上 克

(Ⅳ) その他

周産期医療の現状と課題 (インタビュー記事)
池ノ上 克
南日本新聞, 2006.

テーマ ｢助産師外来｣ (第21回日本分娩懇話会一般講演集録)
鮫島 浩
ペリネイタルケア, 25(3) : 73, 2006.

女性とカラダとココロの健康 ポイントはストレス管理 (いきいき女性セミナー講演記事)
山口昌俊
みやざき中央新聞, 2006.

(Ⅰ) 著 書

切迫早産の薬物治療 ステロイド
児玉由紀, 鮫島 浩
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