
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

2006年(平成18年)
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早産 最新の知見と取り扱い (金山尚裕編) : 122-125, メジカルビュー社, 2007.

切迫早産､ 前期破水､ 母体搬送のタイミング
金子政時
早産 最新の知見と取り扱い (金山尚裕編) : 122-125, メジカルビュー社, 2007.

胎児水腫
鮫島 浩
今日の治療指針2007 (山口 徹編), 911, 医学書院, 2007.

2. 胎児心拍数モニタリング
鮫島 浩
専門医にきく最新の臨床 (産婦人科) (鈴木光明, 吉村泰典編) : 72-74, 中外医学社, 2007.

(Ⅱ) 論 文

Regional population-based study on pregnancy outcomes in women with diabetes mellitus in Japan
Kodama Y, Sameshima H, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 33(1) : 45-48, 2007.

胎内サイトメガロウイルス(CMV)感染児におけるIgG抗体Avidity Indexの推移とその有用性
金子政時
Japan Herpesvirus Infections Forum : 100-102, 2007.

宮崎県における基幹病院と地域連携の現状
徳永修一, 池ノ上 克
ぺリネイタルケア, 26(3) : 88-92, 2007.

胎児心拍数モニタリング施行基準と実施上の注意点
鮫島 浩
周産期医学, 37(3) : 317-320, 2007.

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, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本産婦人科・新生児血液学会誌, 16(2) : 40-44, 2007.

胎児心拍数モニタリング問題集 3-4 この波形は胎児のどのような状態を表すのでしょうか？
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克
ペリネイタルケア, 26(4) : 22-25, 2007.

産婦人科外来ベストナビゲーション －ここが聞きたい105例の対処と処方・内分泌【無月経】
将来の妊孕能を心配している体重減少性無月経の患者です｡
山口昌俊
臨床婦人科産科, 61(4) : 415-417, 2007.

産婦人科外来ベストナビゲーション －ここが聞きたい105例の対処と処方・内分泌【無月経】
自己嘔吐を繰り返す神経性食欲不振症の患者です｡
山口昌俊
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臨床婦人科産科, 61(4) : 419-422, 2007.

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, 池ノ上 克, 楠元和美, 峰松俊夫
日本産婦人科・新生児血液学会誌, 16(2) : 23-26, 2007.

地域における周産期医療の充実
池ノ上 克
日本母性衛生学会雑誌, 48(1) : 1-2, 2007.

多発性内分泌腫瘍症 (MEN) が疑われた患者とその家族の遺伝カウンセリング
野間口千香穂, 長川トミエ, 山口昌俊, 布井博幸, 板井孝壱郎
日本遺伝カウンセリング学会誌, 28(1) : 62, 2007.

産科救急体制のシステム化 －宮崎県周産期医療検討会から－
徳永修一, 池ノ上 克
臨床婦人科産科, 61(5) : 695-699, 2007.

わが教室における妊娠高血圧症候群の管理
住吉香恵子, 池ノ上 克
産婦人科治療, 94(6) : 1104-1107, 2007.

LH分子異常を伴った早発卵巣不全例の検討
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克
ホルモンと臨床, 55 (増刊号) : 206-209, 2007.

産科・助産院での蘇生
川越靖之
NEONATAL CARE, 20(9) : 33-40, 2007.

高血圧の管理・治療
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克
周産期医学, 37(9) : 1159-1162, 2007.

宮崎県での周産期医療システムの取り組み
池ノ上 克
日本医師会雑誌, 136(7) : 1296-1298, 2007.

Developmental effects on neonatal mortality and subsequent cerebral palsy in infants exposed to
intrauterine infection

Sameshima H, Ikenoue T
Early Human Development, 83 : 517-519, 2007.

小児期発症１型および２型糖尿病の妊娠前管理 －問題点と対策－
鮫島 浩
糖尿病と妊娠, 7(1) : 51, 2007.
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特集 ハイリスク妊娠とその後のサポート : 次回妊娠のケア 常位胎盤早期剥離既往
鮫島 浩
産婦人科の実際, 56(9) 1321-1325, 2007.

クリニカルカンファレンス (一般診療・その他)；1. 感染症の管理 2) 母児感染の防止策
鮫島 浩
日本産科婦人科学会雑誌, 59(9) : N-502-N505, 2007.

Adsorption of irinotecan onto oral adsorbent AST-120 (Kremezin TM) for preventing delayed
diarrhea

Hidaka M, Yamasaki K, Okumura M, Ogikubo T, Iwakiri T, Setoguchi N, Nishida K,
Nagai K, Ikenoue T, Arimori K
Cancer Chemother Pharmacol, 59 : 321-328, 2007.

Hemodynamic vulnerability to acute hypoxia in day 10. 5-16. 5 murine embryos
Furukawa S, Tinney JP, Tobita K, Keller BB
J Obstet Gynaecol Res, 33(2) : 114-127, 2007.

A device for adsorbing unbound, unconjugated bilirubin and its effects in vitro and in a
hyperbilirubinemic newborn piglet

Miwa K, Misumi K, Shimada K, Miyoshi N, Inoue T, Kawabe Y, Moriyama K, Ibara S,
Ikenoue T, Sakamoto H
J Perinat Med, 35 : 232- 235, 2007.

Fetal manifestations and poor outcomes of congenital cytomegalovirus infections : Possible
candidates for intrauterine antiviral treatments

Maruyama Y, Sameshima H, Kamitomo M, Ibara S, Kaneko M, Ikenoue T, Minematsu T,
Eizuru Y
J Obstet Gynaecol Res, 33(5) : 619-623, 2007.

産婦人科診療 Data Book 45. 前置胎盤・癒着胎盤
土井宏太郎, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 56(11) : 1825-1829, 2007.

糖尿病・妊娠と胎児サーベイランス
池ノ上 克
日本糖尿病・妊娠学会会報, 9(3) :巻頭言, 2007.

胎内サイトメガロウイルス感染症児IgG抗体Avidity Indexの推移と臨床経過
金子政時, 鮫島 浩, 田中博明, 池ノ上 克, 楠元和美, 峰松俊夫
HERPES MANAGEMENT, 11(1) : 7, 2007.

母児間輸血症候群
金子政時
臨床婦人科産科, 61(11) : 1370-1371, 2007.

腹腔内出血 (周産期の症候・診断・治療ナビ)
川越靖之
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周産期医学, 37 (増刊号) : 15-18, 2007.

月経不順､ 続発性無月経の鑑別診断
秦 博子, 山口昌俊, 池ノ上 克
medicina, 44(13) : 2224-2228, 2007.

分娩管理と周産期医療の将来に向けて
池ノ上 克, 三宅 馨
OG-WAVE, No. 12 : 1-4, 2007.

D. 産科疾患の診断・治療・管理 1.妊娠の生理
道方香織, 池ノ上 克
日本産科婦人科学会雑誌研修コーナー, 59(12) : N691-N696, 2007.

MD-Twin Scoreによる一絨毛膜二羊膜性双胎児の胎児評価
金子政時, 鮫島 浩, 児玉由紀, 山下理絵, 池ノ上 克
日本周産期・新生児医学会雑誌, 43(4) : 987-990, 2007.

癒着胎盤の術中にセルセーバーを使用した１例
多和田利香, 中野ゆうき, 西村卓朗, 大里和広, 徳永修一, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本産科婦人科学会九州連合地方部会雑誌, 58巻 : 56, 2007.

化学療法中にGrowing Teratoma Syndromeを呈したimmature teratomaの一症例
谷口 肇, 大橋昌尚, 住吉香恵子, 西村卓朗, 木佐貫隆, 福島和子, 山内憲之, 鮫島 浩,
池ノ上 克
日本産科婦人科学会九州連合地方部会雑誌, 58巻 : 67, 2007.

Edaravone inhibits lipid peroxidation in neonatal hypoxic-ischemic rats : an in vivo microdialysis
study.

Noor JI, Ueda Y, Ikeda T, Ikenoue T
Neurosci Lett, 414(1) : 5-9, 2007.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

24th Controversies in Obstetrics and Gynecology (Jul 18-20, Kohala Coast, Hawaii)
Fetal Heart Rate and Brain Damage
Ikenoue T

34th Fetal Neonatal Physiological Society (Aug 26-29, Sendai, Miyagi, Japan)
Clinical application of electromechanical delay time for indirect evaluation of fetal blood
pressure during labor and delivery : A preliminary study of 18 full-term infants.
Kawagoe Y, Sameshima H, Ikenoue T

The XXth Asian and Oceanic Congress of Obstetrics and Gynaecology
(Sep 21-25, Tokyo, Japan)
Expression of the proteoglcan in rat hippocampus with hypoxia-ischemia insult
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Yamaguchi M, Ikenoue T

The 17th Lake Shirakaba Conference (Oct 29-30, Vedaek, Denmark)
Neuronal damage in current perinatal medicine (Symposium)
Ikenoue T

[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

宮崎県婦人科連絡協議会講演会 1/10 宮崎
[講演] 宮崎県の子宮がんゼロをめざして
池ノ上 克

岡山県産婦人科専門医会 1/21 岡山
[講演] 胎児心拍数図パターンの異常と脳性まひ
池ノ上 克

第３回医師臨床研修協議会 1/24 東京
[講演] 研修医の確保に向けた工夫について
池ノ上 克

第98回播州産婦人科セミナー 1/27 姫路
[講演] 母体救急症からみた周産期医療システム化 －宮崎県での取り組み－
池ノ上 克

地域周産期医療体制づくり連絡会 2/5 宮崎
[講和] 周産期における最近の話題
池ノ上 克

第６回財団法人宮崎県健康づくり協会健康づくりセミナー 2/9 宮崎
[講演] 婦人科健診の重要性について
池ノ上 克

長期療養児講演会 2/9 宮崎
[講演] 遺伝ってどんなこと？
山口昌俊

国富町教育研究会講演会 2/11 国富
[講演] 命の現場から
児玉由紀

平成18年度 ｢宮崎県助産師職能集会｣ 2/24 宮崎
[講演] やってみよう､ 助産師による超音波検査
川越靖之

第23回医学研究セミナー 2/28 宮崎�[講演] 神経学的ハイリスク例 (在胎34週以降) の分娩時胎児心拍数モニタリング
児玉由紀�[講演] 低酸素性虚血性脳障害に対する神経栄養因子の治療効果
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桂木真司

宮崎県産婦人科病医院従事者研修会 第11回ひむかセミナー 3/3～4 宮崎�[講演] 妊婦を救おう！ ～宮崎の～
池ノ上 克� [講演] 胎児を救おう！ ～胎児心拍数モニターで～
鮫島 浩�[講演] サイトメガロウイルス VS 風疹ウイルス
金子政時

国際ソロプチミスト高鍋講演会 3/14 宮崎
[講演] 宮崎県の子宮がんゼロをめざして
池ノ上 克

MLBA研修会 3/20 宮崎
[講演] 宮崎県の子宮がんゼロをめざして
池ノ上 克

川南町地域婦人連絡協議会 3/29 川南
[講演] 宮崎県の子宮がんゼロをめざして
池ノ上 克

木花地域婦人科総会での健康づくり講演会 3/31 宮崎
[講演] 宮崎県の子宮がんゼロをめざして
池ノ上 克

第20回日本産科婦人科学会学術講演会 4/14～17 京都
[クリニカルカンファレンス] 母児感染の防止策
鮫島 浩

第226回日産婦長崎地方部会・日産婦医会長崎県支部総会 4/29 長崎
[特別講演] 双胎妊娠 －分娩時期の決定－
池ノ上 克

2007年度宮崎鶴陵会総会 5/19 宮崎
[講演]産科医療のトピックスと宮崎の医師研修制度
池ノ上 克

静岡県立こども病院周産期センター開設記念講演会 6/2 静岡
[特別講演] 地域の実情にあわせた周産期医療の展開 －宮崎県の場合－
池ノ上 克

第25回日本産婦人科感染症研究会 6/16 東京�[シンポジウム] 胎内サイトメガロウイルス感染症と胎児心拍数モニタリング
金子政時� [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, 藤江由夏, 中澤祐介, 榮鶴義人,
峰松俊夫
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第177回広島県南部地区産婦人科医会学術講演会 6/29 広島
[特別講演] 双胎妊娠､ 分娩時期の決定
池ノ上 克

平成19年度 ｢いきいき女性セミナー｣ 7/4 宮崎
[講演] 女性の体と心の健康
山口昌俊

第43回日本周産期・新生児医学会総会・学術集会 7/8～10 東京
[ワークショップ] MD-Twin Scoreによる一絨毛膜二羊膜性双胎児の胎児評価
金子政時, 鮫島 浩, 児玉由紀, 池ノ上 克

第13回宮崎東洋医学教育研究会 7/18 宮崎
[講演] 不定愁訴における漢方医学の考え方 (漢方の基礎編)
山口昌俊

延岡医学会学術講演会 7/26 延岡
[特別講演] 宮崎大学の卒後臨床研修と産科医療のトピックス
池ノ上 克

第２回国立循環器病センター周産期科サマーセミナー 8/4～5 大阪
[講演] 癒着胎盤の診断と治療
池ノ上 克

宮崎市郡産婦人科看護師研修会 8/19 宮崎
[講演] 宮崎県における基幹病院と地域連携の現状
徳永修一

宮崎職安企業懇話会 8/23 宮崎
[講演] 安全なお産を目指して －宮崎県の現況－
池ノ上 克

第11回SQUID研究会 9/1 岩手
[特別講演] 胎児心拍数モニタリングの現状と限界､ さらに今後の展開
鮫島 浩

株式会社ツムラ社内研修会 9/3 宮崎
[講演] エストロゲン製剤有効更年期障害例と無効例の差について
山口昌俊

JSAWI2007 9/7～8 兵庫
[ワークショップ] 前置胎盤症例における癒着胎盤の画像評価
土井宏太郎

第22回イブニングセミナー 9/13 宮崎�[講演] 安全なお産へのサイエンティフィック アプローチ
鮫島 浩�[講演] 周産母子センターが行っている新生児先端医療と医師養成プログラム
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金子政時

第14回宮崎東洋医学教育研究会 9/19 宮崎
[講演] 女性の漢方療法 (漢方臨床編)
山口昌俊

都城市北諸県郡産婦人科医会学術講演会 9/21 都城
[特別講演] 子宮内膜症に関する最近の話題
山口昌俊

メディアセミナー ｢周産期医療最前線-地域医療の取り組みとRSウイルス感染症の実態｣ 9/26 東京
[講演] 周産期医療最前線 ～地域に貢献する周産期医療を目指して～
池ノ上 克

平成19年度県内九市保健活動地区協議会における講演会 10/5 西都
[講演] 妊婦健診の現状とその事後フォローについて
鮫島 浩

第34回日本産婦人科医会学術集会 10/6～7 島根
[シンポジウム] 新しい共同診療体制 －産科医療における病診連携－
池ノ上 克

都城市北諸県医師会学術講演会 11/16 都城
[特別講演] 周産期医療と卒前・卒後の医学教育
池ノ上 克

TOG実践セミナーin福岡2007 11/25 福岡
[講演] 胎児心拍数モニタリングパターンの新基準と管理
池ノ上 克

宮崎大学医学部附属病院30周年記念事業 11/28 宮崎
[記念講演] 宮崎県における周産期医療システムの構築と臨床研究の展開
池ノ上 克

平成19年度家族計画・母体保護法指導講習会 12/1 東京
[シンポジウム] 周産期医療体制の整備について
池ノ上 克

[一般講演]

第46回宮崎県婦人科症例カンファレンス 2/23 宮崎
診断と治療に苦慮した再発性卵巣腫瘍の一例
谷口 肇, 大橋昌尚, 住吉香恵子, 西村卓朗, 福島和子, 山内憲之, 佐藤勇一郎

鹿屋大隅地区産婦人科医会 3/10 鹿児島�診断と治療に苦慮した卵巣腫瘍の症例
谷口 肇�切迫早産子宮内感染症の１症例
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中野ゆうき

平成18年度PARM 3/17 宮崎�ハレキンマウスと放射線脳障害
大里和広�低酸素性虚血性脳障害に対する神経栄養因子の治療効果
桂木真司

第59回日本産科婦人科学会学術講演会 4/14～17 京都�前置胎盤症例における癒着胎盤の画像評価
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�低酸素虚血負荷によるラット脳障害と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�子宮内胎児発育遅延 (IUGR) 症例での胎児心拍数モニタリングを用いた胎児リズム形成の検討
住吉香恵子, 川越靖之, 岩砂智丈, 鮫島 浩, 池ノ上 克�二絨毛膜二羊膜性双胎児の予後不良因子に関する前方視的検討
金子政時, 鮫島 浩, 大橋昌尚, 池ノ上 克�帝王切開後に広汎な肺血栓塞栓症を発症したが､ 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, 徳永修一, 神尊洋美, 多和田利香, 中野ゆうき, 住吉香恵子, 山内憲之, 鮫島 浩,
池ノ上 克�産科救急体制のシステム化 －宮崎県のPopulation based study－
徳永修一, 古川誠志, 川越靖之, 大西淳仁, 肥後貴史, 鮫島 浩, 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 (GDM) 発症率の検討
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�８年間4466例におよぶ妊婦のトキソプラズマ抗体陽性率の推移､ 妊娠中の初感染率､ 感染リスク因
子の解析
崎川牧子, 小嶋俊行, 野田俊一, 池ﾉ上 克, 安田 孝, 中田真木, 柿木成子, 北條 智,
中山裕敏, 善利史子, 花岡正智, 高屋 茜

第50回九州新生児研究会 5/12 長崎�Non-mosaic Trisomy22と診断され112生日まで生存した症例
大橋昌尚�二絨毛膜二羊膜性双胎児における予後不良因子に関する検討
神尊洋美�宮崎県北地区における周産期医療の現状
桂木真司

第64回日本産科婦人科九州連合地方部会 5/27 長崎�癒着胎盤の術中にセルセーバーを使用した１例
多和田利香, 中野ゆうき, 西村卓朗, 大里和広, 徳永修一, 鮫島 浩, 池ノ上 克�化学療法中Growing Teratoma Syndromeを呈したimmature teratomaの一症例
谷口 肇, 大橋昌尚, 住吉香恵子, 西村卓朗, 木佐貫 隆, 福島和子, 山内憲之, 鮫島 浩,
池ノ上 克

第142回内分泌同好会 6/7 宮崎
Kallmann症候群の１例
山口昌俊
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第17回日本産婦人科・新生児血液学会 6/29～30 富山
胎内サイトメガロウイルス感染症児に対するganciclovir治療と血中薬物動態
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 日高宗明, 楠元和美, 峰松俊夫

第43回日本周産期・新生児医学会総会・学術集会 7/8～10 東京�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 (GDM) 発症率の検討
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�CHDF施行中の敗血症性ショックに対しPMX-DHPを併用した低出生体重児の一例
瀬戸雄飛, 加藤英二, 坂本理恵, 後藤俊二, 後藤瑞穂, 茨 聡, 池ノ上 克�妊娠に合併した一般救急疾患の受け入れに関する全国アンケート
池田智明, 岡村州博, 池ノ上 克, 中林正雄, 末原則幸�Malassezia furfur感染児における予後不良因子の検討
加藤英二, 坂本理恵, 後藤俊二, 後藤瑞穂, 瀬戸雄飛, 茨 聡, 池ノ上 克

日本産科婦人科学会宮崎地方部会夏期学会 8/18 宮崎
中期中絶中の子宮内感染､ 敗血症よりDICに到った一例
大里和広, 瀬戸雄飛, 河崎良和, 徳永修一, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第12回九州小児・体外循環研究会 9/1 南郷�在胎25週未満の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～
加藤明彦, 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�分娩中の胎児の脈波伝搬時間 (DT) の変化と胎児心拍数モニタリング
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�空腸, 回腸に多発した腸管穿孔後に､ ２つの人工肛門を造設し栄養管理を行った超低出生体重児の
一例
築山尚史, 金子政時, 向井 基, 児玉由紀, 加藤明彦, 土井宏太郎, 神尊洋美, 谷口 肇,
鮫島 浩, 池ノ上 克�小腸軸捻転症の一例
向井 基, 加藤明彦, 築山尚史, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 近藤千博,
千々岩一男

第７回日本内分泌学会九州地方会 9/1 福岡
原発無月経のために受診したプロラクチン産生腫瘍の１例
山口昌俊, 池ノ上 克, 山口秀樹, 中里雅光

第27回産婦人科漢方研究会学術集会 9/9 大阪
エストロゲン製剤有効更年期障害症例と無効症例の差について
山口昌俊, 池ノ上 克

Neuro2007 9/10～12 横浜
低酸素脳虚血によるラット海馬プロテオグリカン発現の変化
山口昌俊, 池ノ上 克

日本人理遺伝学会第52回大会 9/12 東京
常染色体優性遺伝と推測されるKallmann症候群の１例
山口昌俊, 池ノ上 克, 板井考壱郎, 野間口千香穂, 布井博幸
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第25回周産期医療研究会 9/15～16 屋久島�二絨毛膜二羊膜性双胎児における予後不良因子に関する検討
築山尚史, 神尊洋美, 金子政時, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克�中期中絶中の子宮内感染､ 敗血症によりDICに至った一例
徳永修一, 大里和広, 瀬戸雄飛, 河崎良和, 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

平成19年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 9/29�宮崎県における基幹病院と地域連携の現状
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�宮崎県における人工死産について ～人工死産に至った人へのアンケートの結果を中心に～
永野秀子, 相馬宏敏, 瀧口俊一, 田中美幸, 中村洋子, 林 チエ子, 野口信将, 西村篤乃,
池ノ上 克, 立山浩道, 加藤貴彦, 四方由美, 山口俊郎, 土肥早苗, 徳留直子, 高本恵子,
日高良雄

第51回九州新生児研究会 11/10 鹿児島�空腸､ 回腸に多発した腸管穿孔後に､ 二つの人工肛門を造設し栄養管理を行った超低出生体重児の
一例
築山尚史�鹿児島県の周産期医療と今給黎総合病院
土井宏太郎�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

第52回日本未熟児新生児学会学術集会 11/24～26 高松�空腸､ 回腸に多発した腸管穿孔後に､ ２つの人工肛門を造設し栄養管理を行った超低出生体重児の
一例
築山尚史, 金子政時, 児玉由紀, 加藤明彦, 大橋昌尚, 池ノ上 克�Non-mosaic Trisomy22と診断され112生日まで生存した症例
大橋昌尚, 金子政時, 児玉由紀, 加藤明彦, 築山尚史, 池ノ上 克

(Ⅳ) その他

地域に貢献する周産期医療を目指して (インタビュー記事)
池ノ上 克
RSV Actual Information 15号 記念インタビュー : 2-5, 2007.

奇跡の ｢ピラミッド分散型医療ネットワーク｣ に学ぶ妊婦さんにとって ｢安心・安全｣ の ｢出産・産
院｣ 術 (インタビュー記事)
池ノ上 克
Happy Angel, Vol. 21 : 8-9, 2007.

RSウイルス感染症とパリビズマブをめぐる最近の話題と今後の課題 (対談記事)
池ノ上 克 (司会), 茨 聡, 楠田 聡, 中澤 誠
RSV Medical Discusion : 2-7, 2007.
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分娩管理と周産期医療の将来に向けて (対談)
池ノ上 克, 三宅 馨
OG-WAVE対談 (ラジオ収録)

医師確保 大学病院の取り組み
池ノ上 克
総合メディカルマネジメント (ラジオ収録)

宮崎県の周産期医療の実情 (雑誌インタビュー)
鮫島 浩
ワイヤーママ宮崎版, ９月号 : 30-31, 2007.

(Ⅰ) 著 書

Ⅲ 周産期救急医療における役割分担､ 連携､ 集約化と分散 －宮崎県の場合－
河崎良和, 徳永修一, 池ノ上 克
救急医療改革 －役割分担､ 連携､ 集約化と分散－ (小濱啓次編) : 218-226, 東京法令出版, 2008.

2. 産科的問題､ 分娩と出産
金子政時
新生児シークレット (沢田健, 関和男, 梶原眞人, 監訳) : 26-43, メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル, 2008.

子宮内胎児発育遅延
鮫島 浩
今日の治療指針2008 (山口 徹編) : 956, 医学書院, 2008.

第５章 異常分娩の管理と処置 m. nonreassuring fetal status
鮫島 浩
MFICU (母体・胎児ICU) マニュアル) (MFICU連絡協議会編) : 334-337, メディカ出版, 2008.

SECTION 14 産科手術 A.人工妊娠中絶術 B.子宮頸管縫縮術 C.会陰切開術
鮫島 浩
産婦人科学テキスト (倉知博久, 吉村泰典編) : 694-702, 中外医学社, 2008.

(Ⅱ) 論 文

超音波による妊娠初期の評価
川越靖之
ペリネイタルケア, 345 : 44-48, 2008.

子宮内容除去術
川越靖之
ペリネイタルケア, 345 : 170-171, 2008.
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