
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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周産期管理 (池ノ上 克監修) : 26-34, メディカ出版, 2009.

第３章 妊娠高血圧症候群
古川誠志
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 36-49, メディカ出版, 2009.

第４章 多胎 (双胎)
金子政時
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 51-65, メディカ出版, 2009.

第５章 切迫早産
川越靖之
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 67-87, メディカ出版, 2009.

第６章 前期破水
大西淳仁, 山下理絵
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 89-101, メディカ出版, 2009.

第７章 常位胎盤早期剥離
甲斐克秀, 鮫島 浩, 住吉香恵子
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 103-115, 113-115, メディカ出版, 2009.

第８章 前置胎盤・癒着胎盤
土井宏太郎, 鮫島 浩
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 117-130, メディカ出版, 2009.

第９章 子宮内胎児発育遅延
卜部浩俊
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 131-142, メディカ出版, 2009.

第10章 糖尿病合併妊娠
児玉由紀
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 143-160, メディカ出版, 2009.

第11章 甲状腺疾患合併妊娠 第12章 自己免疫疾患合併妊娠
古川誠志
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 161-185, メディカ出版, 2009.

第13章 腎・泌尿器疾患合併妊娠
大西淳仁
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 187-210, メディカ出版, 2009.

第14章 消化器疾患合併妊娠
徳永修一, 鮫島 浩
周産期管理, (池ノ上 克監修) : 211-218, メディカ出版, 2009.

第15章 遷延分娩
川越靖之
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周産期管理 (池ノ上 克監修) : 219-230, メディカ出版, 2009.

第16章 産科ショック
古川誠志, 大橋昌尚
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 231-250, メディカ出版, 2009.

第17章 周産期医療の地域化
徳永修一, 鮫島 浩, 池ノ上 克
周産期管理 (池ノ上 克監修) : 251-260, メディカ出版, 2009.

第三章 周産期死亡率ワーストからの再建 －地の利を生かした ｢地域完結型｣ システム－
池ノ上 克
医療再生はこの病院・地域に学べ！ (平井愛山, 神津仁編) : 57-78, 洋泉社, 2009.

Ⅱ. 妊娠時の異常 18.胎児機能不全
鮫島 浩
必携 ハイリスク妊娠の診療を極める (江口勝人編) : 213-222, 永井書店, 2009.

第１章 出生前の胎児情報 Ⅰ.胎児診断
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改訂2版 (河野寿夫編) : 1-28, 南山堂, 2009.

第１章 出生前の胎児情報 Ⅱ～Ⅳ
鮫島 浩
ベッドサイドの新生児の診かた改訂2版 (河野寿夫編) : 29-53, 南山堂, 2009.

(Ⅱ) 論 文

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, 2009.

帝王切開後､ 最初の離床で倒れた意識消失 肺血栓塞栓症
金子政時
ペリネイタルケア, 新春増刊 : 248-251, 2009.

腹部膨満が認められます｡ 何が原因でしょうか？
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
ペリネイタルケア, 28(2) : 25-28, 2009.

特集 産婦人科専攻医の研修 : 何を教える？何を学ぶ？ (周産期編) 1. 胎児モニター : 評価の手順
鮫島 浩
産科と婦人科, 76(5) : 521-526, 2009.

Intrapartum fetal heart rate patterns in infants (�34 weeks) with poor neurological outcome
Kodama Y, Sameshima H, Ikeda T, Ikenoue T
Early Human Development, 85 : 235-238, 2009.
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Severe variable deceleration is associated with intestinal perforation in infants born at 22-27
weeks' gestation

Kai K, Sameshima H, Ikeda T, Ikenoue T
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 22(3) : 259-264, 2009. 3

切迫早産の薬物治療
川越靖之, 鮫島 浩
産婦人科治療, 98(4) : 347-352, 2009.

周産期医療システムの再構築 地域における周産期医療システム (宮崎県)
徳永修一, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 58(6) : 855-862, 2009.

子宮内感染症
瀬戸雄飛, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本臨床, 67 (増刊号５) : 297-300, 2009.

クリニカルカンファレンス９ ハイリスク妊娠の分娩管理 1) IUGRの予後改善のための周産期管理
鮫島 浩
日本産科婦人科学会雑誌研修コーナー, 61(9) : N382-N385, 2009.

産科からみた成育限界へのチャレンジ
鮫島 浩
周産期医学, 39(10) : 1307-1309, 2009.

Clinical importance of cytomegalovirus antigenemia for intrauterine cytomegalovirus infection
Kaneko M, Sameshima H, Ikenoue T, Kusumoto K, Minematsu T
Pediatrics International, 51 : 1-4, 2009.

婦人科更年期外来における､ Vitamin K摂取量と低カルボキシル化オステオカルシンの関係
－簡易ビタミンK摂取調査票を用いた検討－
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克
第12回Vitamin K & Aging研究会記録集, 83-87, 2009.

Population-based studyからみた神経予後不良因子の検討
鮫島 浩
日本周産期・新生児医学会雑誌, 45(4) : 971-972, 2009.

インタラクティブシンポジウム ｢周産期・新生児領域での医師確保と人材資材の有効活用｣ 産婦人科
医小児科医が連携した医師養成プログラム
金子政時
日本周産日本周産期・新生児医学会雑誌, 45(4) : 994-997, 2009.

Long-term tocolysisの妊娠期間の延長効果と経過に関する検討
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本周産期・新生児医学会雑誌, 45(4) : 1048-1050, 2009.
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高血圧のある常位胎盤早期剥離の予後について
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 永井義雄, 大橋昌尚, 甲斐克秀
日本妊娠高血圧学会雑誌, 第17巻 : 228-229, 2009.

心拍間隔情報を用いた新生仔ラットの脳障害判別法に関する研究
田村宏樹, 楊 黎, 淡野公一, 村尾健次, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本生体医工学, 47(6) : 618-622, 2009

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

International Collaboration and University Education -PSU UOM Joint Symposium-
(Feb 21, Miyazaki, Japan)
Experience of accepting Thai students, current program for clinical teaching (Sympo-
sium)
Sameshima H

The XIX International Course “Integral Vision of the Health in the Millenium”
(Mar 19-21, Lima, Peru)�Current maternal death in Japan (Symposium)
Sameshima H�Neuronal damage in current perinatal medicine (Symposium)
Sameshima H�Management of Diabetic Pregnancy and its impact on perinatal death in our population-
based study (Symposium)
Sameshima H�Management of intrauterine growth restriction : when to deliver to have better perinatal
outcomes (Symposium)
Sameshima H

AOCOG 2009 (Mar 27-30, Auckland, New Zealand)�Regional population-based study on pregnancy outcomes in women with diabetes mellitus
in Japan
Ikenoue T�Turner syndrome and premature ovarian failure
Maruyama R, Yamaguchi M, Ikenoue T�Hyuganatsu Orange (Citrus Tamurana) Prevents Osteoporosis in Ovariectomized Rats
Yamaguchi M, Maruyama R, Ikenoue T

3rd SGI International Summit 2009 (Nov 12-14, Sendai, Miyagi, Japan)�Impact of preeclampsia on perinatal mortality and neurological damage in our population-
based study (Symposium)
Sameshima H�Risk factors for developing pulmonary edema in preeclampsia
Furukawa S, Sameshima H, Ikenoue T
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[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

宮崎県経営者協会例会 1/16 延岡
[講演] 宮崎県の地域医療を考える
池ノ上 克

地域周産期保健医療体制づくり連絡会 2/3 宮崎
[講和] 周産期における最近の話題
鮫島 浩

九州広域ICTプラットフォームシンポジウムin大分 2/24 宮崎
[パネルディスカッション] 宮崎におけるICTを活用した周産期医療の取り組みについて
池ノ上 克

宮崎県医師会創立120周年記念医学会 2/25 宮崎
[特別講演] 宮崎県の地域医療を考える
池ノ上 克

第47回医学研究セミナー 2/25 宮崎
[講演] 日向夏みかん抽出物の骨代謝に対する影響
山口昌俊

第13回ひむかセミナー 3/7～8 宮崎�[講演] 周産期医療､ 次の一手
池ノ上 克�[講演] 母子感染､ 妊婦の不安を解消しよう！
金子政時�[講演] 胎児心拍数モニタリング -意外な事実-
児玉由紀

平成21年度宮崎県国民健康保険診療施設連絡協議会 第３回国保直診のあり方研究部会 3/13 宮崎
[講演] 宮崎県の地域医療を考える
池ノ上 克

各町村議会議長・委員長研修会 4/14 宮崎
[講演] 宮崎県の地域医療について
池ノ上 克

｢宮崎県独自の周産期医療ネットワークを用いた新たな研究体制による発達期脳障害の病態解明｣
第１回セミナー 4/15 宮崎

[講演]事業概要説明について
鮫島 浩

日本助産師会宮崎県支部研修会 4/19 宮崎
[講演] 新生児の救急蘇生法について
金子政時
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第27回愛知県母性衛生学会学術集会 5/17 名古屋
[講演] 胎児心拍数パターンを読む -その意義と限界-
池ノ上 克

第66回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 5/24 宮崎�[シンポジウム] マグネシウムと脳保護作用
鮫島 浩�[シンポジウム] 子宮収縮抑制剤の有効性についての臨床的検討
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

宮崎県北産婦人科医会 5/29 延岡
[講演] 子宮内膜症について
山口昌俊

第120回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会 6/27～28 神戸
[特別講演] 周産期医療の過去・現在・未来
池ノ上 克

第７回東葛産婦人科懇話会 7/3 千葉
[特別講演] 一絨毛膜性双胎児妊娠の周産期管理
池ノ上 克

宮崎県経営者協会例会講演会 7/6 宮崎
[講演] 地域医療の課題と対策
池ノ上 克

第45回日本周産期・新生児医学会 7/12～14 名古屋�[特別セミナー] 産科医療補償制度のポイント
池ノ上 克�[教育講演] Population-based studyからみた神経予後不良因子の検討
鮫島 浩�[インタラクティブシンポジウム] 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�[ワークショップ] Long-term tocolysisの妊娠期間延長効果と経過に関する検討
川越靖之

｢宮崎県独自の周産期医療ネットワークを用いた新たな研究体制による発達期脳障害の病態解明｣
第２回セミナー 7/16 宮崎�[話題提供] 宮崎県のpopulation based cohort studyから浮かび上がってきた周産期脳障害のリ
スク因子について
鮫島 浩�[話題提供] 胎児心拍数モニタリングを用いたリズム形成時期と幼児期の発達との関連
住吉香恵子

周南産婦人科医会､ 小児科医会合同研修会 7/23 山口
[特別講演] 母子感染の現況と対策-サイトメガロウイルスと風疹ウイルス－
金子政時
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第59回日本体質医学会総会 7/25 東京
[教育講演] 母体内胎児環境-体質決定因子として-
池ノ上 克

第４回国立循環器病センター周産期科サマーセミナー 7/26 大阪
[講演] 周産期医学の発展と未来
池ノ上 克

第16回技術・研究発表交流会 7/31 宮崎
[講演] 日向夏みかんに含まれる骨代謝改善物質 -宮崎県戦略的科学事業 ｢農作物に付加価値を
つけた健康用食品および薬物吸収促進剤の開発｣ 研究成果報告－
山口昌俊, 池ノ上 克, 日高宗明, 有森和彦, 坪井 誠

｢今､ 周産期・母子医療を考える｣ 8/8 大阪
[特別講演] 地域に貢献する周産期医療を目指して
池ノ上 克

宮崎県町村会講演会 8/18 宮崎
[講演] 宮崎県の地域医療について
池ノ上 克

第26回日本分娩管理研究会 8/29 岡山
[シンポジウム] 切迫早産､ 硫酸マグネシウムの効果
鮫島 浩

多胎の子育て支援まほろばシンポジウム 8/30 奈良
[特別講演] 周産期医療の来し方 行く末
池ノ上 克

宮崎市郡産婦人科医会９月例会 9/7 宮崎
[特別講演] 産婦人科医療 －これからの宮崎－
池ノ上 克

中九州三大学病院合同専門医養成プログラム産婦人科臨床セミナー 9/12 熊本
[講演] 胎児心拍数パターンを読む －その意義と限界－
池ノ上 克

日本産科婦人科学会熊本地方部会学術講演会 9/12 熊本
[特別講演] 分娩と脳障害 －最新のアプローチ－
池ノ上 克

日本産科婦人科学会島根地方部会学術集会, 日本産婦人科医会島根県支部研修会,
若手産科医師研修会 9/20 島根

[特別講演] 宮崎県の症例検討会とpopulation-based studyによる臨床フィールド研究
鮫島 浩

第25回日本分娩研究会 9/26 横浜
[教育講演] 助産師に知って欲しい胎児心拍数パターンの読み方
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池ノ上 克

第50回日本母性衛生学会総会学術集会 9/27～28 横浜
[特別講演] 世界最高水準の母子保健を維持するために
池ノ上 克

｢宮崎県独自の周産期医療ネットワークを用いた新たな研究体制による発達期脳障害の病態解明｣
第３回セミナー 10/7 宮崎�[話題提供] アセチルコリン受容体刺激による脳障害予防の試み
古川誠志�[話題提供] Long term hypoxic ovine fetusにおけるコルチゾール分泌に対する圧受容体の影
響について
加藤明彦

第36回日本産婦人科医会学術集会 10/10～11 鹿児島�[教育講演] 周産期医療の過去・現在・未来
池ノ上 克�[ワークショップ] ｢新生児後障害｣ 低酸素虚血性脳障害の原因と対策
鮫島 浩

中九州三大学病院合同専門医養成プログラム 合同カンファレンスin ASO 10/31～11/1 熊本�[レクチャー] 妊娠と糖尿病
鮫島 浩�[レクチャー] 先天感染 : CMV, 風疹
金子政時�[レクチャー] 胎児心拍数モニタリング
古川誠志

第118回日本産科婦人科学会関東連合地方部会 11/8 埼玉
[ランチョンセミナー] 硫酸マグネシウムと切迫早産対策
鮫島 浩

聖マリアンナ医科大学大学院セミナー 11/9 川崎
[講演] 宮崎大学を中心にした周産期医療システムの構築
池ノ上 克

第１回宮崎骨代謝研究会 11/13 宮崎
[講演]骨粗鬆症治療におけるエストロゲンとSERMの意義 ～産婦人科の立場から～
山口昌俊

平成21年度宮崎県難病研修会 11/14 宮崎
[講演] 遺伝診断を行う際に考慮すべきこと
山口昌俊

徳之島のお産シンポジウム 11/22 徳之島
[基調講演] これからのお産を考える －宮崎県の周産期医療の現状分析から－
池ノ上 克
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第５回高田塾 12/1 東京
[講演] 産科医療の崩壊を考えろ！歯止め策と今後の対策
池ノ上 克

平成21年度母性健康管理研修会 12/12 宮崎
[講演] 職場における妊産婦の健康管理と産業医等産業保健スタッフ等の役割
金子政時

｢宮崎県独自の周産期医療ネットワークを用いた新たな研究体制による発達期脳障害の病態解明｣
第４回セミナー 12/12 宮崎�[話題提供] 超早産児の循環について －catecholamine投与量からみた児成熟の検討－
道方香織�[話題提供] 宮崎県の周産期医療と地域連携
徳永修一

第53回宮崎周産期セミナー 12/13�[講演] 周産期医療の過去・現在・未来
池ノ上 克�[講演] 低酸素虚血性脳障害の原因と対策
鮫島 浩

学生会主催 宮崎の周産期医療を知ろう 12/19 宮崎
[講演] 実際の現場から
金子政時�[講演] 現場における産婦人科医と助産師の方々の連携について
大西淳仁

[一般講演]

九州ucOC研究会 1/11 福岡
婦人科でのucOCの検討
山口昌俊

平成20年度 ｢大学教育改革プログラム合同フォーラム｣ 1/12～13 横浜
産婦人科医小児科医が連携した医師養成PG －社会的ニーズに応える産婦人科医・小児科医の増
加を目指すプログラムの構築－
金子政時

第12回Vitamin K & Aging研究会 2/14 東京
婦人科更年期外来における､ Vitamin K摂取量と低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC) の
関係 －簡易ビタミンK摂取調査票を用いた検討－
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克

平成20年度PARM 3/14 宮崎�日向夏みかん抽出物のラット骨芽細胞､ 破骨前駆細胞に対する効果
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克�神経学的異常症例 (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, 池ノ上 克
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第61回日本産科婦人科学会学術講演会 4/3～5 京都�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�在胎22週～25週の超低出生体重児における､ 動脈管結紮術前後の心臓超音波所見と迅速BNP値
山田直史, 山下理絵, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�MD twinにおけるB-type natriuretic peptide(BNP)と出生前後の循環動態に関する検討
児玉由紀, 山下理絵, 道方香織, 甲斐克秀, 瀬戸雄飛, 山田直史, 徳永修一, 川越靖之, 金子政時,
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IgG avidity indexの有用性に関する検討
金子政時, 楠元和美, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 峰松俊夫�胎児心拍数モニタリングを用いたリズム形成時期と幼児期の発達との関連
住吉香恵子, 川越靖之, 岩砂智丈, 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 －骨芽細胞ならびに破骨細胞培養系に対する抽出物の効果－
山口昌俊, 丸山るり子, 池ノ上 克�分娩後出血；治療介入までの時間と出血量が母体予後と関連する
大橋昌尚, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 古川誠志, 永井義雄, 甲斐克秀

第82回日本内分泌学会学術総会 4/23～25 群馬
hypergonadotropic hypogonadism 22症例の臨床的検討
丸山るり子, 山口昌俊, 池ノ上 克

平成21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 4/25 宮崎�前置胎盤症例の分娩前出血量と新生児神経学的予後の検討
徳永修一, 瀬戸雄飛, 鮫島 浩, 池ノ上 克�子宮頸癌合併妊娠
下沖 碧, 住吉香恵子, 木佐貫 隆, 福島和子, 川越靖之, 山内憲之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第54回九州新生児研究会 5/16 福岡�超低出生体重児 (在胎22～25週) における動脈管結紮術前後の超音波所見と迅速BNP値
山田直史�MD twinにおける迅速BNP値と循環動態に関する検討
児玉由紀

宮崎ウイルス研究会 5/21 宮崎
HPVと子宮頸癌 :最近の話題
山内憲之

第66回日本産科婦人科学会九州連合地方部会 5/24 宮崎�分娩前に発症した自己免疫性下垂体腺炎の１例
丸山るり子, 山口昌俊, 池ノ上 克�妊娠経過中に子宮付属器瘢痕部から､ 出血した双胎妊娠の一例
金田和豊, 瀬戸雄飛, 牧 洋平, 徳永修一, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第50回宮崎県婦人科症例カンファレンス 6/26 宮崎
拡大子宮全摘術後に乳び腹水をきたした一例
下沖 碧, 山田直史, 木佐貫 隆, 住吉香恵子, 福島和子, 山内憲之, 川越靖之
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第45回日本周産期・新生児医学会 7/12～14 名古屋�在胎22-24週の皮膚病変と予後
山田直史, 牧 洋平, 山下理絵, 児玉由紀, 向井 基, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�MD twinにおける迅速BNP値と出生前後の循環動態に関する検討
児玉由紀, 金子政時, 向井 基, 山下理絵, 山田直史, 瀬戸雄飛, 徳永修一, 川越靖之, 鮫島 浩,
池ノ上 克�出生直後から高度チアノーゼを伴った先天性肺動脈低形成の１例
山下理絵, 金子政時, 山田直史, 児玉由紀, 向井 基, 鮫島 浩, 池ノ上 克�在胎26週0日で出生後に胎内CMV感染症と診断し加療した１例
甲斐克秀, 古川誠志, 永井義雄, 大橋昌尚, 金子政時, 峰松俊夫

第30回日本妊娠高血圧学会 8/28～30 岡山
高血圧 (HT) のある常位胎盤早期剥離 (abruption) の臨床背景について
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 永井義雄, 大橋昌尚, 甲斐克秀

第９回日本内分泌学会九州地方会 8/29 北九州
一過性尿崩症が疑われた双胎妊娠の１例
山田直史, 瀬戸雄飛, 徳永修一, 山口昌俊, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 山口秀樹, 米川忠人,
中里雅光

第14回九州小児・体外循環研究会 9/5 鹿児島�Epignathus合併新生児の出生 ～EXIT (ex-utero intrapartum treatment) で気道確保～
徳永修一, 山内憲之, 牧 洋平, 西村美帆子, 川越靖之, 町頭成郎, 向井 基, 高橋慶子,
山田直史, 山下理絵, 児玉由紀, 下沖 碧, 住吉香恵子, 木佐貫 隆, 福島和子, 大橋昌尚,
古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�胎児心拍数モニタリングにおけるリズム形成時期と幼児期の発達との関連
住吉香恵子, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

平成21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 9/19 宮崎�準広汎子宮全摘術後に乳び腹水を来した一例
山田直史, 下沖 碧, 牧 洋平, 住吉香恵子, 木佐貫 隆, 福島和子, 山内憲之, 大西淳仁,
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�感染性心内膜炎合併妊娠
下沖 碧, 西村美帆子, 土井宏太郎, 大西淳仁, 古川誠志, 谷口 肇, 卜部浩俊, 鮫島 浩,
池ノ上 克

第27回周産期医療研究会 10/2～4 秋田�超・極低出生体重児の帝王切開方法に関する検討
西村美帆子�左右の子宮に妊娠した重複子宮双胎妊娠の１例
牧 洋平

第24回日本更年期医学会学術集会 10/3～4 青森
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, 丸山るり子, 池ノ上 克

宮崎県母性衛生学会平成21年度総会・学術集会 10/17 宮崎�左右の子宮に妊娠した重複子宮双胎妊娠の１例

2009年(平成21年)

���



牧 洋平, 山田直史, 土井宏太郎, 西村美帆子, 徳永修一, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�不明熱と呼吸困難で発症し感染性心内膜炎と診断した双胎妊娠
下沖 碧, 西村美帆子, 土井宏太郎, 大西淳仁 古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克,
谷口 肇, 卜部浩俊

第19回ひむか東洋医学研究会学術大会 10/18 宮崎
病名漢方と誤治１例
山口昌俊

第55回九州新生児研究会 11/7 佐賀
Campylobactor Fetusによる胎内感染の１例
高橋慶子

第25回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会 11/19～20 三重
糖尿病母体児の周産期死亡 －Population-based studyに基づく検討
児玉由紀, 鮫島 浩, 高橋典子, 池ノ上 克

第54回日本未熟児新生児学会・学術集会 11/29～12/1 横浜�Campylobacter fetusによる敗血症から多発性脳梗塞を発症した新生児症例
高橋慶子, 児玉由紀, 住吉香恵子, 蓮田 淳, 金子政時, 池ノ上 克�薬物動態からみた先天性サイトメガロウイルス感染症に対するガンシクロビル治療 －症例報告－
金子政時, 峰松俊夫 楠元和美, 児玉由紀, 池ノ上 克�サイトメガロウイルス胎内感染児25例におけるガンシクロビルと聴覚予後
丸山有子, 茨 聡, 金子政時, 児玉由紀, 丸山英樹, 池ノ上 克

(Ⅰ) 著 書

産褥感染症
鮫島 浩
今日の治療指針 (山口 徹編) : 1054, 医学書院, 2010.

胎児機能不全
鮫島 浩
今日の治療指針 (山口 徹編) : 1775-1777, 医学書院, 2010.

遷延分娩
大橋昌尚, 古川誠志, 鮫島 浩
講義録 産科婦人科学 (石原 理, 柴原浩章, 三上幹男, 板倉敦夫編) : 414-415, メディカルビュー
社, 2010.

前期破水
甲斐克秀, 鮫島 浩, 古川誠志
講義録 産科婦人科学 (石原 理, 柴原浩章, 三上幹男, 板倉敦夫編) : 416-417, メジカルビュー
社, 2010.
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