
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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合併症妊娠
鮫島 浩
日本産婦人科医会研修ノート, No. 80, 日本産婦人科医会, 2008.

Circulatory disturbances during the first postnatal 24 hours in extremely premature infants 25
weeks or less of gestation with histological fetal inflammation

Furukawa S, Sameshima H, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 34(1) : 27-33, 2008.

Pregnancy-Induced Hemolytic Anemia With a Possible Immune-Related Mechanism
Katsuragi S, Sameshima H, Omine M, Ikenoeu T
Obstetrics and Gynecology, 111(2) : 528-529 2008.

Antithrombin improves fetal condition in women with severe pre-eclampsia before 32 weeks
of gestation ; a randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Sameshima H, Kodama Y, Ikenoue T, Kajiwara Y
J Obstet Gynaecol Res, 34(1) : 34-39, 2008.

Risk factors for perinatal deaths in Southern Japan : Population-based analysis from 1998 to 2005
Sameshima H, Ikenoue T ; for the Miyazaki Perinatal Data Group
Early Human Development, 84 : 319-323, 2008.

切迫早産治療薬の胎児・新生児に与える影響
川越靖之
周産期医学, 38(2) : 223-226, 2008.

サイヌソイダルパターン出現症例の取り扱いは？
桂木真司, 池田智明, 池ノ上 克
臨床婦人科産科, 62(4) : 417-423, 2008.

D. 産科疾患の診断・治療・管理 9.ハイリスク妊産婦の分娩管理
大西淳仁
日本産科婦人科学会雑誌, 60(4) : N61-N64, 2008.

サイトメガロウイルス
金子政時
臨床婦人科産科, 62(6) : 854-857, 2008.

分娩周辺期の救急 5.急性腹症
金子政時
日本産婦人科医会, 研修ノート, No. 82, 日本産婦人科医会, 2009.

胎児モニタリングと脳障害予防への戦略 －周産期脳障害の予防と治療－
甲斐克秀, 鮫島 浩
周産期医学, 38(6) : 743-746, 2008.
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Clinical Application of Pulse Transit Time and Correlation with Intrapartum Fetal Heart Rate
Monitoring : A Preliminary Study of 18 Full-Term Infants

Kawagoe Y, Sameshima H, Ikenoue T
Reproductive Science, 15(6) : 567-571, 2008.

周産期医療体制の整備について
池ノ上 克
日本医師会雑誌, 137(4) : 15-17, 2008.

産科婦人科サブスペシャリティー領域の動向 日本周産期・新生児医学会
金子政時, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 57(7) : 1115-1118, 2008.

前置胎盤症例における癒着胎盤の画像診断
鮫島 浩
産婦人科の実際, 57(6) : 899-903, 2008.

D. 産科疾患の診断・治療・管理 19.新生児の管理と治療
1) 新生児仮死 2) 呼吸障害 3) チアノーゼ
鮫島 浩
日本産科婦人科学会研修コーナー, 60(7) : N145-N153, 2008.

周産期医療システムの構築と臨床研究の展開
池ノ上 克
日本産科婦人科学会雑誌, 60(8) : 1605-1610, 2008.

Late Pretermに対する早産治療の適否
川越靖之
周産期医学, 38(8) : 947-951, 2008.

経胎盤出血
金子政時
周産期医学, 38(9) : 1111-1113 2008.

妊娠糖尿病における児の合併症とその対策
鮫島 浩
日本臨床, 66 (増刊号７) : 615-619, 2008.

胎児機能不全の病態
鮫島 浩
臨床婦人科産科, 62(12) : 1518-1521, 2008.

Deaths of early-onset, invasive sepsis in full-term infants in Miyazaki : nine cases from a regional
population-based analysis from 1998-2006

Sameshima H, Kodama Y, Kaneko M, Ikenoue T ; Miyazaki Perinatal Data Group
Jpn J Infect Dis. 61(5) : 401, 2008.
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産婦人科医・小児科医が連携した医師養成のための卒前・卒後教育
金子政時
日本産科婦人科学会学会雑誌, 60(12) : 1945-1952, 2008.

分娩中の胎児モニタリング
大西淳仁, 鮫島 浩
周産期医学, 38 (増刊号) : 138-143, 2008.

周産期感染症 －TORCH
金子政時, 峰松俊夫
周産期医学, 38 (増刊号) : 213-219, 2008.

羊水過少
児玉由紀, 鮫島 浩
産婦人科の実際, 57(12) : 1921-1927, 2008.

サイトメガロウイルスの母子感染
金子政時
日本周産期・新生児医学会雑誌, 44(4) : 894-897, 2008.

妊娠15週の人工妊娠中絶中に敗血症性DICをおこし､ 急性腎不全､ 多発性脳梗塞をきたした症例
三輪勝洋, 井元有紀子, 簗詰友美, 儀保晶子, 大里和広, 瀬戸雄飛, 河崎良和, 徳永修一,
鮫島 浩, 池ノ上 克
日本産科婦人科学会鹿児島地方部会雑誌, 16 : 12-14, 2008.

New technique for enterostomy of extremely low-birth-weight infants-intestinal anchoring with
gauze.

Kondo K, Chijiiwa K, Mukai M, Iwamura T, Matsuda H, Kaneko M, Kodama Y,
Sameshima H, Ikenoue T
Journal of Pdeiatric Surgery, 43 : 1755-1760, 2008.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

SOGFP-AOFOG Workshop on Maternal and Perinatal Healthcare (Apr 28-30, Karachi, Pakistan)�The Current Status of maternal deaths in Japan (Workshop)
Ikenoue T�An Overview of perinatal deaths in Japan (Workshop)
Ikenoue T

15th Congress of FAOPS (May 20-24, Nagoya, Aichi, Japan)�The obstetrical importance of intrauterine cytomegalovirus infection (Plenary Lecture)
Kaneko M�Intrapartum Fetal Heart Rate Patterns in a Population at High-risk for Poor Neurological
Outcome in the Infants ≧34 Weeks Gestation (Symposium)
Kodama Y�A Case of Monochorionic Triplet which Reached 33 Weeks of Gestation with Good
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Neonatal Outcomes
Seto Y�The Correlations of Birth Weight and the Criteria of Metabolic Syndromes in 40 to 60
Years Old People in Japan
Katsuragi S�Serum BNP (Brain Natriuretic Peptide) in Pregnant Patients with Cardiac Disease
Yamada N�Complete Non-mosaic Trisomy 22 Surviving for 112 Days
Ohashi M�IUFD Caused by Massive Bleeding from Endometoriosis Lesion : Report of a Case
Kouso H

2nd Asia-Pacific Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery (May 29-30, Jeju, Korea)
Serum BNP (brain natriuretic peptide) in pregnant patients with cardiac disease
Yamada N

Sixth Hershey Conference on Developmental Brain Injury (Jun 4-7, Paris, France)
Pre-implantation but not post-implantation 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, Harada K, Mishima K, Fujiwara M, Ikenoue T

[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

平成19年度助産師研修会 1/12 宮崎
[講演] 助産師が超音波 (エコー) をやってみよう！実践編
川越靖之

宮崎市郡産婦人科医会学術講演会 1/17 宮崎
[講演] 頻尿・夜間頻尿に関する実態調査結果について
山口昌俊

長期療養児講演会 2/8 宮崎
[講演] 遺伝について
山口昌俊

平成19年度宮崎県進学指導研究会第5回理事会研修会 2/12 宮崎
[講演] 宮崎大学医学部の紹介
鮫島 浩

地域周産期医療体制づくり連絡会 2/14 宮崎
[講和] 周産期における最近の話題
鮫島 浩

第42回糖尿病学の進歩 2/16 高松
[レクチャー] 妊娠糖尿病､ 産科の立場から
鮫島 浩
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臨時周産期セミナー 2/21 宮崎
[講演] 新生児外科の現況
向井 基

都城市北諸県郡産婦人科医会 2/22 都城
[講演] 子宮内膜症についての最近の医療情報
山口昌俊

第107回南那珂産婦人科医会研修会 2/27 日南
[特別講演] 専門領域における最新の医療情報の提供
山口昌俊

延岡医学会学術講演会・二八会 2/29 延岡
[講演] 新生児外科の現状
向井 基

平成19年度宮崎県産婦人科病医院従事者研修会 第12回ひむかセミナー 3/1～2 宮崎�[講演] 日本で１番！ 安心してお産が出来る宮崎
池ノ上 克�[講演] GBSスクリーニング ♪そんなの関係・・・
鮫島 浩�[講演] 母子保健 －どげんかせんといかんウイルスたち－
金子政時

長崎県糖尿病・妊娠研究会 3/14 長崎
[特別講演] 妊娠と糖尿病に関する最近のトピックス
鮫島 浩

第60回日本産科婦人科学会学術講演会 4/12～15 横浜�[教育講演] 周産期医療システムの構築と臨床研究の展開
池ノ上 克�[シンポジウム] 産婦人科医小児科医が連携した医師養成のための卒前・卒後教育
金子政時

宮崎大学医学部朱雀会 4/19 宮崎
[講演] 周産期医療システムの構築と臨床研究の展開
池ノ上 克

三重県産婦人科医会総会・日産婦学会三重県地方部会総会並びに特別講演会 5/25 三重
[特別講演] 周産期医療最前線 －地域医療の取り組み
池ノ上 克

第18回日本産婦人科・新生児血液学会 6/27～28 福岡
[講演] ビタミンKフォーラム 新骨代謝マーカー低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)
の産婦人科での応用
山口昌俊
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日本のお産を守る会 第2回シンポジウム 6/28 京都
[基調講演] 周産期医療の地域的展開 宮崎県の取り組み
池ノ上 克

学術講演会 7/5 宮崎
[研究報告] 産婦人科外来に於ける頻尿・夜間頻尿に関する実態調査結果について
山口昌俊

第44回日本周産期・新生児医学会学術集会 7/13～15 横浜�[ランチョンセミナー] 切迫早産の薬物療法
鮫島 浩�[シンポジウム] サイトメガロウイルスの母子感染
金子政時�[シンポジウム] CMV胎内感染治療の展望
丸山有子, 茨 聡, 丸山英樹, 徳久琢也, 松井貴子, 藤江由夏, 中澤祐介, 金子政時, 児玉由紀,
上塘正人, 前田隆嗣, 栄鶴義人, 峰松俊夫, 鮫島 浩, 池ノ上 克

平成20年度宮崎大学医学部公開講座 7/22 宮崎
[公開講座] すこやかな心と胎児発育
池ノ上 克

｢泉の会｣ 平成20年度通常総会・研修会 7/26 宮崎
[講和] 働く女性のからだとこころ ～女性外来から見えてきたもの
秦 博子

平成20年度国立循環器病センター周産期科サマーセミナー 8/2～3 大阪
[講演] 今年から始まる産科補償制度 (ノーフォールト)
池ノ上 克

ディナゲスト研究会 8/9 福岡
[教育講演] 子宮内膜症の新たな治療戦略 －ディナゲストのプロフィールから予想される最適投
与患者－
山口昌俊

平成20年度日本産科婦人科学会宮崎地方部会学術集会 8/23 宮崎
[特別発言] 宮崎県内の第２次第３次病院における前置胎盤に対する診療
徳永修一

宮崎市郡産婦人科医会 看護師研修会 8/24 宮崎
[講演] 胎児モニターについて
鮫島 浩

宮崎市郡産婦人科医会 看護師研修会 8/24 宮崎
[講演] 新生児仮死について
金子政時

第66回福井県産婦人科医会夏季臨床研修会 9/7 福井
[特別講演] 胎児心拍数モニタリングと脳性麻痺 ～RSウイルス感染の影響も含めて～
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鮫島 浩

第６回さいたま産婦人科クリニカルカンファレンス 9/9 埼玉
[特別講演] 宮崎県における周産期医療ネットワーク
池ノ上 克

平成20年宮崎大学シニアカレッジ講義 9/11 宮崎
[講演] お産の科学
池ノ上 克

串間市商工会議所女性会講演会 9/12 串間
[講演] 子宮がんゼロを目指して
池ノ上 克

平成20年度 ｢いきいき女性セミナー｣ 9/25 宮崎
[講演] 女性の体と心の健康
山口昌俊

宮崎市郡産婦人科医会学術講演会 9/25 宮崎
[講演] 女性過活動膀胱患者に対する治療戦略
山口昌俊

島根大学医学部産婦人科学教室講演会 9/28 島根
[講演] 双胎妊娠の管理
池ノ上 克

第35回日本産婦人科医会学術集会 10/11～12 福井
[ワークショップ] 前置胎盤・癒着胎盤の取り扱い ｢診断｣
土井宏太郎

第29回日本妊娠高血圧学会 10/11～12 福島
[ワークショップ] 妊娠高血圧症候群における肺水腫の管理
古川誠志

第41回日本薬剤師会学術大会 10/12～13 宮崎
[特別講演] 周産期医療の地域的展開 －宮崎県の試み－
池ノ上 克

｢平成20年度女子医学生・研修医等をサポートするための会｣ シンポジウム 10/25 三重
[シンポジウム] 私の再チャレンジ物語
秦 博子

平成20年度宮崎県産婦人科医会・日本産科婦人科学会宮崎地方部会秋期定時総会 10/25 宮崎�[特別講演] 合併症妊娠 (甲状腺疾患合併妊娠)
徳永修一�[特別講演] 合併症妊娠 (糖代謝異常合併妊娠)
瀬戸雄飛�[特別講演] 合併症妊娠 (妊娠管理中の高血圧)
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住吉香恵子

助産師就業促進事業 ｢平成20年度助産師基礎研修会｣ 11/22 宮崎
[講演] 県内の周産期医療連携システムについて (助産師の役割も含め)
池ノ上 克

鹿児島市立病院新生児センター設立30周年記念講演会 11/22 鹿児島
[講演] 鹿児島市立病院周産期医療センター30年の足跡と意義
池ノ上 克

第１回山形県周産期症例検討会 11/25 山形
[特別講演] 宮崎県の周産期における取り組みについて
池ノ上 克

TOG研修会 11/30 鹿児島
[講演] 周産期医療の過去・現在・未来 ～五つ子ちゃん誕生から宮崎方式まで～
池ノ上 克

第２回日向夏と健康に関する研究会 12/23 宮崎
[講演] 日向夏の効果 (医学部の立場から)
山口昌俊

[一般講演]

第48回宮崎県婦人科症例カンファレンス 2/22 宮崎
両側卵巣と子宮体部に認められた重複癌の一症例
山内 綾, 山内憲之, 川越靖之, 大西淳仁, 福島和子, 大里和広, 木佐貫隆, 築山尚史

平成19年度PARM 3/15 宮崎�新生仔ラット脳虚血低酸素モデルに対するアンチトロンビンの効果
徳永修一�脈波伝播時間 (DT) を用いた新生児血圧測定の試み
川越靖之

第60回日本産科婦人科学会学術講演会 4/12～15 横浜�四肢短縮症13例の胎児心拍数モニタリングの検討
徳永修一, 瀬戸雄飛, 甲斐克秀, 道方香織, 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
１例
築山尚史, 金子政時, 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�早産症例におけるグラム染色法を用いたGBS症例抽出法の有用性
大西淳仁, 木佐貫 隆, 神尊洋美, 瀬戸雄飛, 住吉香恵子, 福島和子, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠35週以降の羊水過少症例の周産期予後
児玉由紀, 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 (第２報)
山口昌俊, 池ノ上 克�両側卵巣と子宮体部に認められた３重複癌の１例
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山内 綾, 川越靖之, 山内憲之, 木佐貫 隆, 大里和広, 福島和子, 大西淳仁, 鮫島 浩,
池ノ上 克�胎内サイトメガロウイルス(CMV)感染症児におけるCMV抗原血症の意義 －症例報告－
楠元和美, 峰松俊夫, 金子政時, 児玉由紀, 加藤明彦, 築山尚史, 鮫島 浩, 池ノ上 克�常位胎盤早期剥離 (Abruption) におけるGolden timeの再評価
岩砂智丈, 中野ゆうき, 永井義雄, 古川誠志�塩酸リトドリンから硫酸マグネシウムへの変更方法 (連続投与と併用投与) に関する多施設共同RCT
MGS九州臨床研究会
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 瓦林達比古, 安日一郎, 堀 大蔵, 波多江正紀, 石松順嗣,
前田哲雄, 久保紀夫, 高島 健, 江口冬樹, 豊福一輝, 古川誠志, 野見山 亮, 藤下 晃

第24回鹿児島小児外科研究会 ４/19 鹿児島
平成19年度手術症例の集計報告
向井 基, 山下理絵, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 千々石一男, 近藤千博,
長沼志興, 木梨孝則

第65回日本生殖医学会九州支部会 4/27 福岡
ART以外の生殖医療で妊娠した二卵性一絨毛膜性双胎の症例
肥後貴史, 高橋典子, 大橋昌尚, 長山由佳, 戸枝通保, 山口昌俊, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第52回九州新生児研究会 5/10 熊本
宮崎県の周産期センターと地域連携の現状
宮崎県周産期症例検討会､ 宮崎県産婦人科医会､ 宮崎大学医学部産婦人科
徳永修一, 嶋本富博, 寺尾公成, 春山康久, 三輪勝洋, 古川誠志, 卜部浩俊, 肥後貴史, 西村篤乃,
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第65回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 5/18 佐賀�子宮体部腺癌に合併した癌性髄膜炎の一例
大里和広, 瀬戸雄飛, 福島和子, 山内憲之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠33週で分娩し､ 予後良好であった1絨毛膜性3羊膜性品胎の一症例
瀬戸雄飛, 甲斐克秀, 道方香織, 徳永修一, 大西淳仁, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第32回日本遺伝カウンセリング学会総会および学術集会 5/23～25 仙台
コアカリキュラムによる医学部学生の遺伝に関する認識の変化
山口昌俊, 丸山るり子, 布井博幸, 板井孝壱郎, 野間口千香穂, 永瀬つや子, 水畑喜代子,
長谷川珠代, 藤井加那子, 小嶋理恵子

第59回日本東洋医学会学術総会 6/6～8 仙台
更年期障害におけるエストロゲン有効症例と無効症例の腹診所見の差異
山口昌俊, 丸山るり子

第８回日本抗加齢医学総会 6/6～8 東京
日向夏みかんによる骨粗鬆症改善作用 －骨密度減少モデル (OVXラット) における日向夏みか
ん成分の骨密度減少抑制効果の検討－
坪井 誠, 山口昌俊, 濱田 朋, 富松 愛, 大坪真也, 上村秀人, 池ノ上 克

第26回日本産婦人科感染症研究会学術講演会 6/14 宮崎�早産症例におけるグラム染色法を用いたGBS保菌症例抽出法の有用性
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大西淳仁, 木佐貫 隆, 神尊洋美, 瀬戸雄飛, 住吉香恵子, 福島和子, 鮫島 浩, 池ノ上 克�子宮頸管縫縮術後21例の腟内細菌動態の検討
徳永修一, 甲斐克秀, 道方香織, 鮫島 浩, 池ノ上 克�細菌性髄膜炎合併妊娠の１例
谷口 肇, 卜部浩俊, 平野宏文, 山崎一朗, 大坪俊昭, 鮫島 浩, 池ノ上 克

日向夏と健康に関する研究会 6/24 宮崎
研究の契機とこれまでの成果
山口昌俊

第44回日本周産期・新生児医学会学術集会 7/13～15 横浜�妊娠33週で分娩し､ 予後良好であった１絨毛膜性３羊膜性品胎の一症例
瀬戸雄飛, 甲斐克秀, 道方香織, 徳永修一, 大西淳仁, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�早期娩出後に新生児治療を行った胎内サイトメガロウイルス感染症の１例
山下理絵, 金子政時, 峰松俊夫, 児玉由紀, 山内 綾, 道方香織, 瀬戸雄飛, 楠元和美, 鮫島 浩,
池ノ上 克�超低出生体重児の人工肛門閉鎖術の検討
向井 基, 児玉由紀, 山下理絵, 山内 綾, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�塩酸リトドリンから硫酸マグネシウムへの変更方法に関する他施設共同RCT
(MGS九州臨床研究会)
川越靖之, 安日一郎, 瓦林達比古, 池ノ上 克�早産児の早期白血球増多における臍帯血HMGB-1の関連と新生児予後の検討
加藤英二, 坂本理恵, 前出喜信, 後藤俊二, 後藤瑞穂, 小竹和美, 茨 聡, 池ノ上 克

平成20年度日本産科婦人科学会宮崎地方部会学術集会 8/23 宮崎�一児のIUGRをきたした一絨毛膜二羊膜性双胎妊娠の１症例
金田和豊, 瀬戸雄飛, 徳永修一, 鮫島 浩, 池ノ上 克�癌性髄膜炎を発症した､ 子宮頸部腺癌の１症例
山内憲之, 大里和広, 福島和子, 大西淳仁, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 佐藤勇一郎

第８回日本内分泌学会九州地方会 8/30 長崎
月経異常のため紹介となり､ ターナー女性と診断した４症例
丸山るり子, 山口昌俊, 池ノ上 克

第13回九州小児・体外循環研究会 9/6 佐賀�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, 鮫島 浩, 池田智明, 金子政時, 山下理絵, 山田直史, 池ノ上 克�超低出生体重児における動脈管結紮術前後の超音波所見の変化
山田直史�新生児出血性非捻転性卵巣嚢胞の一例
向井 基, 児玉由紀, 山下理絵, 山田直史, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克

平成20年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 9/20 宮崎�超低出生体重児における動脈管結紮術前後の超音波所見と血清BNP値
山田直史, 児玉由紀, 神尊貴裕, 山下理絵, 向井 基, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克,
高木純一�前置胎盤症例の分娩前出血量と新生児予後の検討
徳永修一, 瀬戸雄飛, 鮫島 浩, 池ノ上 克
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第18回ひむか東洋医学研究会 10/25 宮崎
更年期障害における､ エストロゲン有効症例と無効症例の腹診所見の差
山口昌俊

第53回日本未熟児新生児学会 10/30～11/1 札幌�在胎22週､ 23週の皮膚病変と予後
山田直史, 牧 洋平, 児玉由紀, 金子政時, 池ノ上 克�胎内サイトメガロウイルス感染症の診断における母体IgG avidity indexの有用性
金子政時, 児玉由紀, 峰松俊夫, 池ノ上 克�サイトメガロウイルス胎内感染児25例の出生時臨床所見と聴覚障害
丸山有子, 茨 聡, 金子政時, 児玉由紀, 丸山英樹, 池ノ上 克

第26回周産期医療研究会 11/14～15 奈良
胎内サイトメガロウイルス感染症とIgG avidity index
金子政時

第23回日本更年期医学会学術集会 11/15～16 横浜
日向夏みかんに含まれる骨代謝改善物質
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克

第53回九州新生児研究会 11/29 福岡
限局性腸穿孔治療方針
向井 基, 児玉由紀, 山下理絵 金田和豊, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第151回宮崎内分泌同好会 12/4 宮崎
分娩後無月経が持続した症例
丸山るり子, 山口昌俊

(Ⅰ) 著 書

羊水塞栓症
鮫島 浩
今日の治療指針 (山口 徹編) : 956-957, 医学書院, 2009.

序章 周産期医学の発展と未来
池ノ上 克
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 1-8, メディカ出版, 2009.

第１章 正常分娩の管理
鮫島 浩
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 10-24, メディカ出版, 2009.

第２章 胎児心拍数モニタリング
鮫島 浩
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