
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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胎児機能不全
道方香織, 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) : 418-419, メジカルビュー
社, 2010.

Ⅱ 周産期医療ネットワーク ①周産期医療ネットワークの基本的考え方
池ノ上 克
院内助産システムガイドブック (遠藤俊子, 加藤尚美, 池ノ上 克, 岡村州博, 中林正雄編) : 7-10,
医歯薬出版, 2010.

９ 周産期の胎児管理 1～5
児玉由紀, 鮫島 浩
NICU看護の知識と実際 (楠田 聡編) : 228-251, メディカ出版, 2010.

(Ⅱ) 論 文

特集 女性特有の救急医療 -プライマリケア 意識障害となったら
池ノ上 克
月刊レジデント, 3(1) : 12-14, 2010.

総論１ : 周産期医療における妊婦健診の果たす役割
池ノ上 克
妊婦健康診査パーフェクトマニュアル, ペリネイタルケア (新春増刊号) : 10-13, 2010.

検査・スクリーニング NST
鮫島 浩
妊婦健康診査パーフェクトマニュアル, ペリネイタルケア (新春増刊号) : 163-166, 2010.

検査・スクリーニング 胎盤位置異常
土井宏太郎, 金子政時
妊婦健康診査パーフェクトマニュアル, ペリネイタルケア (新春増刊号) : 163-166, 2010.

脳性麻痺とその防止策
鮫島 浩
産婦人科治療, 100(1) : 28-32, 2010.

子宮収縮抑制剤の有効性の臨床的検討
川越靖之, 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, 60巻 : 25-27, 2010.

マグネシウムと脳保護作用
鮫島 浩
日本産科婦人科学会九州連合地方部会雑誌, 60巻 : 35-39, 2010.

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
日本産科婦人科学会九州連合地方部会雑誌, 60巻 : 42, 2010.
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産科DIC 救急搬送のタイミングと応急処置 1.緊急に救命処置が必要な産科疾患２
土井宏太郎, 古川誠志, 鮫島 浩
臨床婦人科産科, 64(1) : 17-21, 2010.

A Randamized Trial of Neoadjuvant Chemotherapy Followed by Radical Surgery Versus
Radiotherapy Alone in Stage Ⅲb Carcinoma of the Uterine Cervix

Yamauchi N, Saemshima H, Fukushima K, Nagai K, Ikenoue T
Journal of Gynecologic Surgery, 26(2) : 105-113, 2010.

助産師に知ってほしい胎児心拍数パターンの読み方
池ノ上 克
ペリネイタルケア, 29(3) : 84-89, 2010.

常位胎盤早期剥離の診断と分娩管理
古川誠志
ペリネイタルケア, 29(3) : 32-38, 2010.

胎児心拍数モニタリング －胎児低酸素症の発症を予知できるか－
大西淳仁, 鮫島 浩, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 59(3) : 319-324, 2010.

A rare case of amniotic fluid embolism with massive platelet aggregations in pulmonary capillaries.
Furukawa S, Urabe H, Nagai Y, Sameshima H, Ikenoue T, Sato Y
J Obstet Gynaecol Res, 36(2) : 397-400, 2010.

Ⅱ 感染症 9.サイトメガロウイルス
金子政時, 峰松俊夫
産科と婦人科, 第77巻 (増刊号) : 84-89, 2010.

わが教室における周産期救急医療
土井宏太郎, 池ノ上 克, 徳永修一
産婦人科治療, 100 (増刊号) : 44-49, 2010.

産科医療補償制度のポイント
池ノ上 克
日本周産期・新生児医学会雑誌, 46(1) : 6-9, 2010.

胎児発育不全 (IUGR, FGR) : 適切な娩出時期
鮫島 浩
母子保健情報, 第61号 : 46-49, 2010.

院内助産システム
久保敦子, 福満美和, 池ノ上 克
母子保健情報, 第61号 : 80-85, 2010.

当教室における切迫早産治療
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 59(6) : 923-929, 2010.
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Successful fresh whole ovarian autotransplantation without vascular anastomosis
Kodama Y, Saemshima H, Ikenoue T, Ikeda T, Kawagoe Y
Fertility and Sterility, 94 (6) : 2330. e11-2330. e12, 2010.

Carcinomatous meningitis from adenocarcinoma of the uterine cervix : A case repoart and
literature review

Yamauchi N, Sameshima H, Osato K, Fukushima K, Sato Y, Ikenoue T
J Obstet Gyaecol Res, 36 (2) : 444-447, 2010.

Developmental changes in catecholamine requirement, volume load and corticosteroid
supplementation in premature infants born at 22 to 28 weeks of gestation.

Michikata K, Sameshima H, Sumiyoshi K, Kodama Y, Kaneko M, Ikenoue T
Ealry Human Development, 86 : 401-405, 2010.

原発性肝妊娠
高橋慶子, 鮫島 浩, 池ノ上 克
別冊日本臨床 新領域別症候群シリーズ, No. 13 : 558-560, 2010.

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熊本地方部会雑誌, 54 : 79-85, 2010.

Rubella outbreak on Tokunoshima Island in 2004 : A population-based study of pregnant women
Kusumoto K, Kaneko M, Sameshiam H, Minematsu T, Furuta K, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 36(5) : 938-943, 2010.

Changes in heart rate patterns by lipopolysaccharide and intermittent hypoxia-ischemia in
7-day-old rats

Yang L, Sameshima H, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 36(5) : 1102-1107, 2010.

宮崎県下における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
糖尿病と妊娠, 10(1) : 109-112, 2010.

妊娠中期の中絶法.
福島和子, 鮫島 浩
OGS NOW No.４ 産科手術 －必須術式の完全マスター－, 30-35, 2010.

Clinical factors that enhance morbidity and mortality in intrauterine growth restricted fetuses
delivered between 23 and 30 weeks of gestation

Sameshima H, Kodama Y, Ikenoue T
J Matern Fetal Neonatal Med 23(10) : 1218-1224, 2010.

Gene Network Analysis to Determine the Effects of Antioxidant Treatment in a Rat Model
of Neonatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy

Kojima T, Ueda Y, Adati N, Kitamoto A, Huang MC, Noor J Ishrat, Sameshima H,
Ikenoue T
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J Mol Neurosci, 42 (2) : 154-161, 2010.

Population-based study of asymptomatic infection with Chlamydia trachomatis among female
and male students

Imai H, Nakao H, Shinohara H, Fujii Y, Tsukino H, Hamasuna R, Osada Y, Fukushima K,
Inamori M, Ikenoue T, Katoh T
International Journal of STD & AIDS, 21 : 362-366, 2010.

妊娠高血圧症候群におけるアンチトロンビンⅢの効果､ 低用量アスピリンの妊娠高血圧症候群予防効果
甲斐克秀, 古川誠志, 鮫島 浩
産婦人科の実際, 59(9) : 1311-1316, 2010.

胎児機能不全の診断と問題点
谷口 肇, 古川誠志, 鮫島 浩
産婦人科治療, 101(5) : 474-478, 2010.

周産期診療指針2010 21.Biophysical profile scoring
大西淳仁, 鮫島 浩
周産期医学, 40 (増刊号) : 75-77, 2010.

周産期診療指針2010 46.IUGRと分娩
道方香織, 古川誠志
周産期医学, 40 (増刊号) : 167-169, 2010.

周産期診療指針2010 122.超早産の帝王切開の工夫
大西淳仁, 鮫島 浩
周産期医学, 40 (増刊号) : 434-436, 2010.

ESR analysis of the oxidation reactions of phosphorus-containing nitrone-type spin traps with
gold (III) ion

Nakajima A, Matsuda E, Ueda Y, Tajima K
Can. J. Chem. 88 : 556-562, 2010

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

Society for Gynecologic Investigation 57th Annual Meeting (Mar 24-27, Orlando, USA)
Nicotinic Cholinergic Receptor Agonist Prevents Brain Damage Induced by Hypoxia-
Ischemia in Newborn Rats.
Furukawa S, Yang L, Sameshima H, Ikenoue T

14th International Congress of Endocrinology (Mar 27-30, Kyoto, Japan)
Hyuganatsu orange(citrus tamurana)prevents osteoporosis in ovariectomized rats.
Yamaguchi M, Maruyama R, Ikenoue T
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2nd International Symposium on Health Hazards of Arsenic Contamination of Groundwater
and Its Countermeasures (May 22-23, Miyazaki, Japan)

Survey of arsenic contents in soils of ganges river basin by using neutron activation
analysis
Matsuda T, Maeda Y, Miyahara I, Ohe K, Ogawa Y, Sezaki M, Shiomori K, Nakajima A,
Tanabe K, Osada E

GLOBAL CONGRESS OF MATERNAL AND INFANT HEALTH (Sep 22-26, Barcelona, Spain)�Cerebral Palsy in Miyazaki, Japan : Regional Population Based Study (Symposium)
Ikenoue T, Kodama Y, Kaneko M, Sameshima H�Antithrombin improves fetal condition in women with severe pre-eclamsia before
32weeks of gestation ; a randomized, double-blind, control trial (Symposium)
Ikenoue T, Sameshima H, Kodama Y, Kajiwara Y�Intrapartum fetal heart rate monitoring pattern with poor neurological outcome (asphyxia
and non asphyxia related infants) (Workshop)
Ikenoue T, Kodama Y, Ikeda T, Sameshima H

7th Asia-Pacific EPR/ESR Symposium (Oct 10-14, Jeju, Korea)
Effect of dissolved oxygen on the reduction of nitroxide by vitamin C : In vitro model for
acute ischemia
Nakajima A, MasudaY, Matsuda E, Ueda Y, Sameshima H, Ikenoue T

6th International Academy of Perinatal Medicine, International Symposium on Fetal Neurology
(Oct 22-24, Osaka, Japan)�Brain Damage and FHR Pattern in Acidemic and non-acidemic Fetus

Ikenoue T, Kodama Y, Ikeda T, Sameshima H�Stimulation or inhibition of acetylcholin receptor in the brain modifies brain damage in-
duced by hypoxia-ischemia in newborn rats.
Furukawa S, Yang L, Sameshima H, Ikenoue T

16th Congress of FAOPS 2010 (Dec 14-17, New Delhi, India)�Intrapartum Asphyxia-What triggers and consequences
Ikenoue T�Fetal heart rate patterns related to cerebral palsy and neonatal death in placental abruption.
Furukawa S, Takano Y, Sameshima H, Ikenoue T

[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

第36回イブニングセミナー 1/14 宮崎
[講演] 妊娠ヒツジを用いた生理的慢性実験 :現状と今後の可能性
鮫島 浩

第１回 ｢拡大医療改革委員会｣ 兼 ｢産婦人科医療改革公開フォーラム｣ 1/24 東京
[報告] Ecology modelと整合性からみた宮崎県独自の周産期医療体制
鮫島 浩

愛媛県周産期医療関係者研修会 1/30 松山
[講演] 宮崎県のpopulation-based studyから見えてきた周産期医療の現状と問題点
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鮫島 浩

地域周産期保健医療体制づくり連絡会 2/4 宮崎
[講和] 周産期における最近の話題
鮫島 浩

平成21年度大学医改革推進等補助金 ｢周産期医療環境整備事業 (人材養成環境整備)｣ における特別講
演 2/10 富山

[特別講演] 地域病院の拠点化による周産期医療システムの構築
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５回セミナー 2/18 宮崎

[話題提供] 電子スピン共鳴 (ESR) 法による酸化ストレス計測
中島 暉

平成21年度冬季日本産科婦人科学会山梨地方部会・
日本産婦人科医会山梨県支部合同学術集会 2/20 山梨

[特別講演] 地域病院の拠点化による周産期医療システムの構築
池ノ上 克

第15回薬薬薬連携勉強会 2/25 延岡
[講演] 地域拠点病院をつないだ独自の周産期医療システムの構築
池ノ上 克

女性医師支援フォーラム 2/27 宮崎
[講演] 地域医療学講座からみた女性医師への期待
池ノ上 克

宮崎県産婦人科病医院従事者研究会第14回ひむかセミナー 3/6～7 宮崎�[講演] 周産期医療にもエコロジー
池ノ上 克�[講演] “常位胎盤早期剥離”早期発見・対応で母児を守ろう
鮫島 浩�[講演] 今年もやります母子感染“CMVと風疹”
金子政時�[講演] 母子ともに安心“妊娠中の血糖管理”
児玉由紀�[講演] すべては新生児のために“新生児蘇生”
加藤英二

高知の周産期医療を考える公開講座 3/18 高知
[特別講演] 地域病院の拠点化による周産期医療システムの構築
池ノ上 克

広島市臨床産婦人科医会研修会 3/25 広島
[講演] 脳性麻痺の問題と対策､ 宮崎県のpopulation-based研究から
鮫島 浩
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第112回南那珂産婦人科医会研修会 4/1 日南
[講演] 漢方薬の上手な使い方
山口昌俊

｢宮崎県独自の周産期医療ネットワークを基盤とする多面的研究体制の構築と発達期脳障害の病態解
明の推進｣ 第６回セミナー 4/28 宮崎

[話題提供] Changes in heart rate patterns by lipopolysaccharide and intermittent hypoxia-
ischemia in 7-day-old rats
Yang L

第67回九州連合産科婦人科学会 5/22～23 久留米
[ワークショップ] 糖尿病母体児の周産期死亡 －Population-based研究に基づく検討－
児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 肥後貴史, 高橋典子, 大里和広

平成22年度 (第１回) 広島県産婦人科医並びに産科看護要員のための研修会 6/13 広島
[講演] 産科医療補償制度が始まって
池ノ上 克

第12回日本母性看護学会 6/19 三重
[特別講演] 周産期医療システムのなかで期待される看護の役割
池ノ上 克

国際モダンホスピタルショウ公開シンポジウム 7/14 東京
[シンポジウム] いのちを輝かす病院の役割 ～救急から介護まで～ 周産期医療の立場から
池ノ上 克

第５回国立循環器病研究センター周産期科サマーセミナー 7/31～8/1 大阪
[講演] 周産期医療のエコシステム
池ノ上 克

第55回西日本肢体不自由児施設運営研究会 9/10 宮崎
[講演] 周産期脳障害の原因究明と脳障害軽減への取り組み
古川誠志

グレイス第３回定期講座 ふるさと教養講座 9/11 宮崎
[講演] メノポーズ世代を快適に過ごすために
山口昌俊

平成22年度第34回沖縄産科婦人科学会学術集会 9/12 沖縄
[特別講演] 分娩時胎児管理 －最近の話題－
池ノ上 克

宮崎市郡産婦人科医会例会 9/13 宮崎
[特別講演] 子宮内膜症とステロイドホルモン
山口昌俊

第37回日本産婦人科医会学術集会 10/10 東京
[講演] 胎児心拍数モニタリングと胎児生理学
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鮫島 浩

日本双生児研究学会セミナー 10/16 大阪
[講演] 地域医療からみた双胎妊娠の分娩と哺育
池ノ上 克

県北産婦人科医会10月例会 10/26 延岡
[講演] 保険診療について
山口昌俊

第11回福島県周産期セミナー 10/30 福島
[特別講演] エコロジーの観点から捉えた宮崎県の周産期医療体制
鮫島 浩

日本臨床麻酔臨床学会第30回大会 11/4～5 徳島
[シンポジウム] 胎児と母体をめぐる麻酔の問題 ｢胎児病態から見た帝王切開｣
鮫島 浩

第200回三水会記念講演会 11/20 鹿児島
[特別講演] FHRパターンと研究の歴史
池ノ上 克

第６回レジデントフォーラムin AKITA 11/24 秋田
[特別講演] 周産期医学の過去・現在・未来
池ノ上 克

周産期医療講演会 11/27 鹿児島
[講演] 医療のエコロジーバランスとお産
池ノ上 克

[一般講演]

平成21年度PARM 3/13 宮崎�１絨毛膜２羊膜性双胎における臍帯血BNP値と循環動態
児玉由紀, 金子政時, 山下理絵, 住吉香恵子, 町頭成郎, 木佐貫 隆, 高橋慶子, 下沖 碧,
牧 洋平, 大西淳仁, 古川誠志, 山口昌俊, 鮫島 浩, 池ノ上 克�低酸素虚血による発達期脳障害は迷走神経刺激によって軽減できる
古川誠志, 楊 黎, 鮫島 浩, 池ノ上 克�高地長期低酸素症と羊胎仔トロポニンへの影響
大西淳仁

平成22年度日本産科婦人科学会宮崎地方部会春期定時総会 4/10 宮崎�Late preterm deliveryにおける新生児早期合併症の検討
高橋慶子, 児玉由紀, 住吉香恵子, 山下理絵, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�全身リンパ節腫脹を主訴に紹介された一例
牧 洋平, 山田直史, 木佐貫隆, 楠元和美, 福島和子, 山内憲之, 古川誠志, 鮫島 浩,
池ノ上 克, 町頭成郎, 佐藤勇一郎�子宮動脈塞栓術後妊娠で､ 癒着胎盤を来たした一例
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谷口 肇, 卜部浩俊, 野田俊一, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第62回日本産科婦人科学会学術講演会 4/23～25 東京�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の一例
下沖 碧, 西村美帆子, 高野ゆうき, 土井宏太郎, 大西淳仁, 古川誠志, 谷口 肇, 卜部浩俊,
金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�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, 土井宏太郎, 下沖 碧, 高野ゆうき, 大西淳仁, 河崎良和, 古川誠志, 金子政時,
鮫島 浩, 池ノ上 克�Late preterm児の新生児早期合併症に関する検討
高橋慶子, 児玉由紀, 住吉香恵子, 山下理絵, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�病態別に見た常位胎盤早期剥離 (abruption) の予後と胎内死亡リスク因子の特定
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 永井義雄, 大橋昌尚, 甲斐克秀�産科合併症と甲状腺機能異常
大橋昌尚, 古川誠志, 金田和豊, 甲斐克秀, 道方香織, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 永井義雄�左右の子宮収縮の同期性を検討した重複子宮双胎妊娠の１例
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�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�子宮収縮抑制剤中止が子宮収縮に与える影響の検討
川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�一絨毛膜二羊膜性双胎における臍帯血迅速BNP値と循環動態に関する検討
児玉由紀, 金子政時, 山下理絵, 住吉香恵子, 高橋慶子, 土井宏太郎, 西村美帆子, 大西淳仁,
山口昌俊, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�胎児心拍数モニタリングにおけるcyclic changeと脳血流との関連
住吉香恵子, 川越靖之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�サイトメガロウイルスに感染した胎児の予後予測に必要な臨床所見を解明するための前方視的研究
金子政時, 楠元和美, 峰松俊夫, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第67回九州連合産科婦人科学会 5/22～23 久留米
常位胎盤早期剥離 (Abruption) の新生児予後と臍帯動脈血pH(UApH)及びnon-reassuring FHR
(NRFHR) との関連
高野ゆうき, 古川誠志, 永井義雄, 鮫島 浩, 池ノ上 克

宮崎内分泌同好会 6/3 宮崎
ターナー女性の１例
山口昌俊

第10回日本抗加齢医学会総会 6/11～13 京都
日向夏みかんによる骨粗鬆症改善作用 －骨芽細胞と破骨細胞に対する効果の検討－
坪井 誠, 山口昌俊, 松原順子, 濱田朋志, 池ノ上 克

第63回日本酸化ストレス学会学術集会 6/24～25
新生時期虚血低酸素後遺症による水頭症の脳内レドックス研究
植田勇人, 中島 暉, 池田智明, J. I. Noor, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第46回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/11～13 神戸�当院における妊娠22, 23, 24週での早産症例の検討
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高野ゆうき, 大西淳仁, 土井宏太郎, 古川誠志, 高橋慶子, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩,
池ノ上 克�Late pretermの新生児合併症について
高橋慶子, 児玉由紀, 住吉香恵子, 山下理絵, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�超・極低出生体重児の帝王切開方法に関する検討
土井宏太郎, 高橋慶子, 高野ゆうき, 住吉香恵子, 大西淳仁, 古川誠志, 児玉由紀, 金子政時,
鮫島 浩, 池ノ上 克�母体血清学的検査および胎児超音波検査とサイトメガロウイルス胎内感染児の予後予測
金子政時, 楠元和美, 峰松俊夫, 鮫島 浩, 池ノ上 克�在胎22～24週の生命予後および神経学的予後
児玉由紀, 金子政時, 山下理絵, 住吉香恵子, 町頭成郎, 高橋慶子, 鮫島 浩,池ノ上 克�MD twin scoreを用いた母体搬送基準決定の試み
卜部浩俊, 谷口 肇, 蓮田 淳, 古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠35週での子宮収縮抑制剤中止が子宮収縮および早産に与える影響の検討
川越靖之, 鮫島 浩, 山内 綾, 瀬戸雄飛, 池ノ上 克

第64回医学研究セミナー (大学院交流セミナー) 7/28 宮崎
前置胎盤症例における癒着胎盤の画像診断
土井宏太郎

宮崎卵巣がん治療研究会 8/7 宮崎
ドキシルの使用経験
福島和子

平成22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 9/18 宮崎�先行妊娠の確定に苦慮した侵入奇胎の１症例
上森照代, 山内憲之, 木佐貫 隆, 楠元和美, 福島和子, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 佐藤勇一郎�出生前診断した一過性骨髄異常増殖症Transient abnormal myelopoiesis (TAM) の１例
岩�聡美, 土井宏太郎, 牧 洋平, 高野ゆうき, 羽根田 健, 山田直史, 町頭成郎, 古川誠志,
児玉由紀, 金子政時, 盛武 浩, 佐藤勇一郎, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第25回日本更年期医学会学術集会 10/2～3
日向夏ミカンに含まれる骨代謝改善物質 －破骨前駆細胞と骨芽細胞培養系に対する効果－
山口昌俊, 池ノ上 克

第20回ひむか東洋医学会学術大会 10/24 宮崎
宮崎大学における東洋医学教育
山口昌俊

平成22年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 10/30 宮崎
産褥期に頭痛を訴えた一例
岩�聡美, 土井宏太郎, 牧 洋平, 高野ゆうき, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第28回周産期医療研究会 11/13 宮崎�常位胎盤早期剥離 (abruption) の新生児予後と臍帯動脈血pH (UApH) 及びnon-reassuring
FHR (NRFHR) との関連
高野ゆうき, 土井宏太郎, 岩�聡美, 牧 洋平, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 大橋昌尚,
永井義雄
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�脳内アセチルコリン受容体刺激による周産期脳障害軽減の試み
古川誠志, 楊 黎, 鮫島 浩, 池ノ上 克�超低出生体重児 (在胎22～25週) の皮膚病変と予後の検討
山田直史, 羽根田 健, 住吉香恵子, 山下理絵, 町頭成郎, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩,
池ノ上 克

第80回日本感染症学会西日本地方会学術集会 11/19～20 松山
サイトメガロウイルス胎内感染児の予後予測のための胎児超音波検査の有用性
金子政時

第17回遺伝性疾患に関する出生前診断研究会 11/20 沖縄�出生前診断した一過性骨髄異常増殖症Transient abnormal myelopoiesis (TAM) の１例
岩�聡美, 土井宏太郎, 牧 洋平, 高野ゆうき, 羽根田 健, 山田直史, 町頭成郎, 古川誠志,
児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 盛武 浩, 佐藤勇一郎�家系内に発症者がいないと考えられる､ ジストロフィン遺伝子変異保因者に対する遺伝カウンセリング
山口昌俊, 水畑喜代子, 藤井加那子, 長谷川珠代, 永瀬つや子, 野間口千香穂, 西口俊裕,
濱田恵亮

第57回九州新生児研究会 11/20 山口
超低出生体重児 (在胎22週～25週) の皮膚病変と予後の検討
山田直史

第26回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会 11/26～27 埼玉
Bevacizumabを硝子体内投与した糖尿病網膜症合併妊娠の１例
牧 洋平, 岩�聡美, 高野ゆうき, 土井宏太郎, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 高橋慶子,
川原亮輝, 直井信久

(Ⅳ) その他

妊娠糖尿病の管理・産後フォローはどうあるべきか (学会報告)
第25回日本糖尿病・妊娠学会 座長 :穴澤園子, 池ノ上 克
Medical Tribune, 43(4) : 44-45, 2010.

硫酸マグネシウムと切迫早産対策 (記事掲載)
鮫島 浩
Medical Tribune, 第３部特別企画 : 1-3, 2010

産科医療補償制度と医療安全
池ノ上 克
What’s on, Kyodokodo, No. 28 : 3, 2010.

産科医療補償制度(3) ～再発防止委員会の役割と委員長の思い～
池ノ上 克
NEWS LETTER (日本医療機能評価機構), 10(3) : 4, 2010.

子宮頸癌について
山内憲之
NHK宮崎放送ニュースWAVE宮崎 ｢宮大通信｣, 2010.
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輝け☆いのち 産婦人科へようこそ！ (取材記事掲載)
牧 洋平
Anetis, 2010年冬号, 8-9, 2010.

(Ⅰ) 著 書

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) : 1-26, 南山堂 2011.

Ⅱ. 分娩時のモニタリング
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) : 29-43, 南山堂 2011.

Ⅲ. 母体の検査と評価
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) : 45-51, 南山堂 2011.

Ⅳ. 母体合併症と新生児
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) : 53-61, 南山堂 2011.

第10章 腎・泌尿器疾患
山下理絵, 吉山登志子, 池ノ上 克
合併症妊娠 改訂3版 (村田雄二編) : 192-205, メディカ出版, 2011.

(Ⅱ) 論 文

産科ショックとDIC対策 (特に､ 出血性ショックと産科危機的出血)
鮫島 浩
産婦人科の実際, 60(1) : 7-13, 2011.

胎児心拍数モニタリングの現状と問題点 １国際的視野に立って
鮫島 浩
臨床婦人科産科, 65(1) : 14-19, 2011.

糖尿病合併妊娠 1) 胎児のリスク
卜部浩俊, 鮫島 浩
内分泌・糖尿病・代謝内科, 32(2) : 132-139, 2011.

常位胎盤早期剥離 (Abruption) の新生児予後と臍帯動脈血pH (UA pH) 及びnon-reassuring FHR
(NRFHR) との関連
高野ゆうき, 古川誠志, 永井義雄, 鮫島 浩, 池ノ上 克
九州連合産科婦人科学会雑誌, 61巻 : 60, 2011.
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