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(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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B群溶連菌陽性妊婦の管理
鮫島 浩
母子感染, 280-283, 2011.

いのちを輝かす病院の役割 ～救急から介護まで～ ４周産期の立場から
池ノ上 克
日本病院会雑誌, 58(3) : 38-44, 2011.

Is the perinatal outcome of placental abruption modified by clinical presentation?
Furukawa S, Sameshima H, Ikenoue T, Ohashi M, Nagai Y
Journal of Pregnancy, Vol. 2011, 2011.

Acetylcholine receptor agonist reduces brain damage induced by hypoxia-ischemia in newborn
rats

Furukawa S, Sameshima H, Yang L, Ikenoue T
Reproductive Sciences, 18(2) : 172-179, 2011.

サイトメガロウイルスの母子感染
金子政時
産婦人科治療, 102(2) : 166-172, 2011.

病態別にみた常位胎盤早期剥離の予後
古川誠志
産婦人科の実際, 60(2) : 249-254, 2011.

Application of a fetal scalp electrode for continuous fetal heart rate monitoring during an ex
utero intrapartum treatment.

Kaneko M, Tokunaga S, Mukai M, Machigashira S, Maki Y, Kodama Y, Sameshima H,
Ikenoue T
Journal of Pediatric Surgery, 46, E7-E40, 2011.

レッツ特訓! ! 胎児心拍数モニタリング パターン３の判読 パターン４の判読
金子政時
ペリネイタルケア, 創刊30周年記念冊子 : 20-23, 2011.

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
九州連合産科婦人科学会雑誌, 60巻 : 31-35, 2011.

サイトメガロウイルス感染と妊婦管理
金子政時
母子感染, 192-195, 2011.

Magnesium sulfate as a second-line tocolytic agent for preterm labor : a randomized controlled
trail in kyusyu island.

Kawagoe Y, Sameshima H, Ikenoue T, Yasuhi I, Kawarabayashi T
J Pregnancy, Vol. 2011, 2011.
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子宮内感染
鮫島 浩
Fetal & Neonatal Medicine, 3(2) : 22-25, 2011.

Applying the ecology model to perinatal medicine : from a Regional Population-Based Study.
Tokunaga S, Sameshima H, Ikenoue T
Journal of Pregnancy, Vol. 2011, 2011.

糖代謝異常妊娠の管理 妊娠中の管理､ 産科の立場から
児玉由紀, 鮫島 浩
産婦人科の実際, 60(6) : 855-862, 2011.

糖尿病母体児の周産期死亡population-based studyについて
児玉由紀
日本糖尿病・妊娠学会会報, 13(2) : 3, 2011.

リトドリン塩酸塩注射液の投与部位有害事象に関する二重盲検試験
－添加物 (亜硫酸塩) 除去効果について－
卜部浩俊, 谷口 肇, 蓮田 淳, 福吉寿子, 土井宏太郎, 福満美和, 鮫島 浩, 池ノ上 克
診療と新薬, 48(7) : 679-683, 2011.

地域医療からみた双胎妊娠の分娩と保育
池ノ上 克
日本双生児研究学会ニュースレター, 第50号, 2-6, 2011.

Late pretermの新生児合併症について
高橋慶子, 児玉由紀, 池ノ上 克
産婦人科の実際, 60(8) : 1225-1230, 2011.

抗VEGF抗体 (bevacizumab) を硝子体内投与した1型糖尿病合併妊娠の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,
高橋典子, 川原亮輝, 直井信久, 佐藤勇一郎
糖尿病と妊娠, 11(1) : 108-115, 2011.

分娩後の大量出血
池ノ上 克
日本医師会雑誌, 140(7) : 1486-1487, 2011.

産科医療の中心は内科医療
鮫島 浩
宮崎県内科医会誌, 第80号 : 3-5, 2011.

胎児低酸素症 －生理学的アプローチから－
鮫島 浩
日本産科婦人科学会雑誌, 63(11) : 2054-2059, 2011.
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クリニカルディベート 4) 周産期 ③一絨毛膜双胎娩出のタイミング
一絨毛膜双胎妊娠管理スコアを指標とする立場にたって
金子政時
日本産科婦人科学会雑誌・研修コーナー, 63 (12) : N196-N200. 2011.

サイトメガロウイルス
金子政時, 鮫島 浩
周産期医学 周産期医学必修知識, 41 (増刊号), 126-127, 2011.

産婦人科の薬剤使用プラクティス : 病態別処方 Ⅳ分娩・産褥 3.DIC
古田 賢, 鮫島 浩
産婦人科の実際, 60(11) : 1818-1824, 2011.

常位胎盤早期剥離 －ワンランク上の診断と治療 総合的判断と早期診断
古川誠志, 鮫島 浩
臨床婦人科産科, 65(11) : 1335-1339, 2011.

糖尿病と胎児機能不全 －胎児評価法を含む－
児玉由紀, 鮫島 浩
周産期医学, 41(12) : 1597-1600, 2011.

超低出生体重の娩出法；新生児及び母体の予後向上を目指して
古川誠志, 鮫島 浩, 土井宏太郎, 児玉由紀, 金子政時, 池ノ上 克, 西村美帆子, 高橋典子
日本周産期・新生児医学会雑誌, 47(4) : 826-829, 2011.

Hemangioma of the Umbilical Cord with Pseudocyst
Mastuda S, Sato Y, Marutsuka K, Sameshima H, Michikata K, Ikenoue T, Soma H,
Asada Y
Fetal and Pediatric Pathology, 30 : 16-21, 2011.

地方都市における複雑心疾患術後の妊娠出産管理
大塚珠美, 高木純一, 布井博幸, 鮫島 浩, 池ノ上 克
新薬と臨床 J. New Rem. & Clin., 60(4) : 111-115, 2011.

新生児低酸素性虚血性脳症に対するグリア細胞由来神経栄養因子による治療戦略
桂木真司, 池田智明, 池ノ上 克
脳と発達, 43(4) : 265-272, 2011.

母体疾患の新生児への影響
川越靖之
小児内科, 43(7) : 1154-1159, 2011.

子宮収縮抑制薬の使用法
川越靖之
臨床婦人科産科, 65(12) : 14531457, 2011.

2011年(平成23年)

���



Effect of dissolved oxygen on the reduction of stable nitroxide by ascorbic acid : In vitro model for
acute hypoxia ischemia

Nakajima A, Matsuda E, Matsuda Y, Ueda Y, Sameshima H, Ikenoue T
Appl Magn Reson, 40 : 535-544, 2011.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

58th Annual Meeting of the Society for Gynecologic Investigation (Mar 16-19, Florida, USA)�Stimulation or Inhibition of Acetylcholine Receptor in the Brain Modifies Brain Damage
Induced by Hypoxia-Ischemia in Newborn Rats
Furukawa S, Yang L, Sameshima H, Ikenoue T�Mortality Rates for Extremely Low Birth Weight Infants Born in Miyazaki Prefecture, Japan
in 2005-2009
Kaneko M, Sameshima H, Ikenoue T�Intrapartum Fetal Heart Rate Patterns Prior to Bradycardia in Infants Born�34 Weeks of
Gestation with Brain Damage
Kodama Y, Sameshima H, Ikenoue T

1st Taiwan-Korea-Japan Symposium in Maternal －Fetal Medicine (Aug 28, Gujyou, Gifu)
Perinatal death and neurological damage as a sequential chain of poor outcome : A re-
gional population-based study.
Doi K

The XXII Asian and Oceanic Congress of Obstetrics and Gynecology (Sep 23-27, Taipei, Taiwan)�Effects of Hyuganatsu orange (citras tamurana) Extracts on rat osteoblast and osteoclast
cell formation.
Yamaguchi M�Long term hypoxia alters expression and distribution of heat shock protein 90 and
caveolin-1 in the ovine fetal adrenal.
Furuta K, Sameshima H

6th SPIN Conference (Sep 26-29, Marseilles, France)
Antioxidant ability in rat brain under ordinal and low oxygen atmospheres : in vivo model
for the acute hypoxia ischemia
Nakajima A, Matsuda E, Ueda Y, Sameshima H, Ikenoue T

10th World Congress of Perinatal Medicine (Nov 8-11, Punta del Este, Uruguay)�Current status of FHR monitoring
Ikenoue T�Fetal heart rate pattern in placental abruption may reflect its pathogenesis
Furukawa S, Sameshima H, Ikenoue T, Suzuki T, Matsuzawa S

The 6th Annual Meeting of the Japanese Association of Smoking Control Science (Nov 26-27,
Haebaru, Okinawa, Japan)

The influence of smoking on fetal growth (Symposium)
Sameshima H
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[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

子宮頸がんワクチン無料接種事業説明会 1/12 国富
[講演] 子宮頸がん
池ノ上 克

コスモス大学講演会 1/14 長崎
[講演] 医学教育40年の生きがいを振り返って
池ノ上 克

学校支援会議講演 1/14 長崎
[講演] 医療とエコロジー
池ノ上 克

宮崎県北産婦人科医会1月例会学術講演会 1/28 延岡
[講演] 医療のエコロジーバランスとお産
池ノ上 克

宮崎市子宮頸がん予防に関するセミナー 2/1 宮崎
[講演] 子宮頸がんについて -疾患のこと､ 予防のこと-
山内憲之

性教育派遣事業に伴う講演会 2/4 宮崎
[講演] 命の大切さについて
山口昌俊

第２回北部九州産婦人科スモールミーティング 2/5 福岡
[特別講演] 医療のエコロジーバランスとお産
池ノ上 克

生長会産婦人科レビューコース 2/11～12 大阪
[講演] 早産・IUGR
池ノ上 克

｢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９回セミナー 2/17 宮崎

[話題提供] Fetal adaptations to long term hypoxia in fetal adrenal steroidogenesis
古田 賢

院内助産システム推進フォーラム 2/26 東京
[講演] 周産期医療の進歩と院内助産システム
池ノ上 克

神戸薬科大学エクステンション事業南九州生涯研修会 2/27 宮崎
[講演] HPVワクチンに関して
山口昌俊
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静岡県産婦人科医会 (拡大一土会) 講演会 3/2 静岡
[講演] 胎児心拍数モニタリングの解析と対応
鮫島 浩

宮崎県産婦人科病医院従事者研究会 第15回ひむかセミナー 3/5～6 宮崎�[講演] 分娩時胎児心拍数モニタリング解読の心構え
池ノ上 克�[講演] マグネシウムを上手に使おう
鮫島 浩�[講演] 助産師が行う会陰裂傷縫合術
金子政時�[講演] 妊娠初期に超音波で診るべき所見
児玉由紀

学術講演会 3/8 長崎
[講演] 胎児心拍数モニタリングの解析と対応
鮫島 浩

市民公開講座 つながるいのち 子どもの未来を考えよう ～子どもと環境について～ 3/20 延岡
[講演] 宮崎で生まれる子どもたちの健康と環境
池ノ上 克

日医生涯教育協力講座 ｢子宮頸がんゼロを目指して｣ 4/2 宮崎
[講演] 子宮頸がんの治療－最近の動向－
山内憲之

昭和会４月度例会 4/6 鹿児島
[講演] 医療のエコロジーバランス
池ノ上 克

平成23年度宮崎県産婦人科医会・宮崎県産科婦人科学会春期定時総会 4/23 宮崎
[特別講演] 宮崎県周産期医療のpopulation-based studyと今後の展望
鮫島 浩

宮崎市郡産婦人科医会6月例会学術講演会 6/13 宮崎
[特別講演] 妊娠糖尿病に関する新たな展開
鮫島 浩

県北産婦人科医会学術講演会 6/16 延岡
[講演] 妊娠と糖尿病に関する新たな展開
鮫島 浩

第14回千葉県周産期新生児研究会 6/18 千葉
[教育講演] 周産期医療・過去と未来
池ノ上 克

平成23年度岐阜産科婦人科研究会 6/25 岐阜
[特別講演] 宮崎県における周産期医療ネットワークの構築とその効果

2011年(平成23年)

���



鮫島 浩

第27回宮崎感染症研究会 7/7 宮崎
[特別講演] 胎内サイトメガロウイルス感染症と周産期管理
金子政時

第47回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/10～12 札幌
[シンポジウム] 超低出生体重医の娩出法；新生児および母体の予後向上を目指して
古川誠志, 鮫島 浩, 土井宏太郎, 児玉由紀, 金子政時, 池ノ上 克, 西村美帆子, 高橋典子

第17回さいたま新都心産婦人科懇話会 7/14 埼玉
[特別講演] 胎児心拍数モニタリングの再評価
鮫島 浩

第５回岡山周産期研究会 7/15 岡山
[特別講演] 宮崎県の周産期に関するPopulation-based研究とCMV感染症
鮫島 浩

産婦人科保険診療説明会 7/29 都城
[講演] 産婦人科保険診療における留意点及び質疑応答
山口昌俊

宮崎県放射線科医会学術講演会 7/30 宮崎
[特別講演] 妊娠糖尿病に関する新たな展開
鮫島 浩

第６回国立循環器病研究センター周産期科サマーセミナー 8/20～21 大阪
[講演] 産科医療補償制度からみえてきた脳性麻痺発生防止のポイント
池ノ上 克

第35回日本産科婦人科栄養・代謝研究会 8/25～26 東京
[シンポジウム] Population-based studyによる子宮内胎児死亡からみた妊娠糖尿病の新基準
児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第34回日本母体胎児医学会サテライトセミナー 長良川周産期セミナー 8/26～27 岐阜
[講演] 胎児心拍数モニタリングと胎児生理学
鮫島 浩

第63回日本産科婦人科学会学術講演会 8/29～31 大阪�[教育講演] 胎児低酸素症～生理学的アプローチから～
鮫島 浩�[クリニカルディベート] 一絨毛膜双胎妊娠管理スコア指標とする立場に立って
金子政時

都城市北諸県郡医師会・都城地区産婦人科医会合同学術講演会 9/2 都城
[講演] 妊娠と糖尿病に関する新たな展開
鮫島 浩
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日本小児科学会宮崎地方部会第70回例会 9/4 宮崎
[特別講演] 胎児低酸素症への取り組み
鮫島 浩

第２回胎児心電図研究会 9/10 仙台
[特別講演] 宮崎県のpopulation-based studyと分娩時の ｢仮死｣
鮫島 浩

公益社団法人日本麻酔科学会九州麻酔科学会第49回大会 9/17 宮崎
[招請講演] 胎児病態からみた帝王切開の産科的対応
鮫島 浩

第８回九州山口地区 臨床倫理集中講座 9/18～19 宮崎
[講演] 遺伝カウンセリングと臨床倫理
山口昌俊

第204回三水会 9/21 鹿児島
[特別講演] 宮崎県の周産期に関するpopulation-based研究とその効果
鮫島 浩

延岡医学会総会特別講演会 10/8 延岡
[特別講演] 胎児 低酸素症への取組み
鮫島 浩

第21回ひむか東洋医学研究会学術大会 10/9 宮崎
[ロールプレー] 女性の漢方
山口昌俊 (モジュレーター)

OB/GYNオープンクリニカルカンファレンス 10/15 大阪
[講演] 子宮内感染の管理
鮫島 浩

平成23年度 ｢みやざき愛の献血運動推進県民大会｣ 講演会 10/19 宮崎
[講演] 東日本大震災 石巻赤十字病院での救護活動を通じて
古田 賢

第125回熊本小児科学会 10/22 熊本
[特別講演] 南九州の周産期医療の歩みと今後の展望
池ノ上 克

第７回船橋中央病院周産期症例検討会 10/27 千葉
[講演] 胎児心拍数モニタリング解読の基本と実践
鮫島 浩

平成23年度広島県産婦人科医ならびに産科看護要因のための研修会 11/6 広島
[講演] 切迫早産について
鮫島 浩
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第19回並木周産期医療研究会 11/18 埼玉
[講演] 宮崎県のpopulation-based study構築とその展開
鮫島 浩

県民フォーラム ｢県民と共に考える難病患者のつどい｣ 11/19 宮崎
[講演] 専門医を育て､ 地域医療を充実させる取組みについて
池ノ上 克

へき地離島周産期医療フォーラムin種子島 11/26～27 種子島
[シンポジウム] 周産期医療の特徴と日本の現状､ 協働への取組み
池ノ上 克

第１回胎児モニタリングワークショップ 12/3～4 宮崎�[講演] Fetal Monitoringのあゆみ
池ノ上 克�[講演] Fetal Monitoringの生理学
鮫島 浩�[講演] さぁどうする！変動一過性徐脈
金子政時�[講演] Population Based Studyで分かる脳性まひの現況
児玉由紀�[講演] Fetal Monitoring :リサーチ フロンティア
古川誠志

平成23年度女性向け講演会 12/7 都城
[講演] 更年期以後の女性の健康管理 －骨粗鬆症と過活動膀胱を中心に－
山口昌俊

日本大学医学部産婦人科学教室同窓会 12/10 東京
[講演] 妊娠における耐糖能異常の診断管理
鮫島 浩

宮崎市郡外科医会講演会 12/12 宮崎
[講演] 宮崎県のPopulation-based studyと産科管理
鮫島 浩

[一般講演]

平成22年度サイエンスコミュニケーション特論 1/22 宮崎
在胎22～25週出生の皮膚病変と予後
山田直史

平成22年度地域イノベーションクラスタープログラム (都市エリア型)
みやざき臨海エリア ｢最終研究成果発表会｣ 1/11 宮崎
電子スピン共鳴法を用いる体内モデル型抗酸化能評価方法の確立
中島 暉
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第165回内分泌同好会 4/7 宮崎
原発無月経のため来院した低ゴナドトロピン性性腺機能低下症
山口昌俊

平成23年度宮崎県産婦人科医会・宮崎県産科婦人科学会春期定時総会 4/23 宮崎�帝王切開後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�化学療法中に痙攣を発症した再発子宮頸癌の１症例
西窪かなえ, 上森照代, 楠元和美, 福島和子, 山内憲之, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第58回九州新生児研究会 5/14 別府
出生直後の新生児における経皮的SpO2モニターの有用性に関する検討
古田 賢

第68回九州連合産科婦人科学会 6/4～5 沖縄�産科合併症と甲状腺機能異常
大橋昌尚, 古川誠志, 牧 洋平, 甲斐克秀, 道方香織, 永井義雄, 鮫島 浩, 池ノ上 克�常位胎盤早期剥離 (abruption) の病因の検討 ～胎児心拍数モニタリング異常 (NRFHR) と胎
盤病理の視点から
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 道方香織

第15回ESRフォーラム研究会 6/17 大阪
抗酸化物質によるBBB通貨性安定ニトロキシドラジカルの還元 －閉鎖系・開放系における反応特性－
中島 暉

第64回日本酸化ストレス学会学術集会 7/2～3 北海道
ラット脳内抗酸化能に及ぼすタンニン食餌の効果
中島 暉, 松田恵美子, 植田勇人, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第47回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/10～12 札幌�一絨毛膜二羊膜性双胎の胎児評価法MD twin scoreの有用性に関する前方視的研究
大橋昌尚, 金子政時, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克�SLE合併妊娠で子宮収縮を認めず､ 癒着胎盤であった２症例
牧 洋平, 高野ゆうき, 土井宏太郎, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 前田隆嗣, 上塘正人�妊娠高血圧腎症を呈した肝硬変合併妊娠
西窪かなえ, 牧 洋平, 高野ゆうき, 土井宏太郎, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�超低出生体重児の生命予後に関するpopulation-based study
金子政時, 甲斐克秀, 卜部浩俊, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克�早産児における胎便関連性腸閉塞に対するガストログラフィン予防的胃内投与の検討
町頭成郎, 鮫島 浩, 金子政時, 児玉由紀, 山田直史, 池ノ上 克, 向井 基�脳障害につながる徐脈発生前の胎児心拍数モニタリングパターン ～Population-based studyの
検討～
児玉由紀, 土井宏太郎, 山田直史, 町頭成郎, 古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克,
道方香織, 甲斐克秀, 大橋昌尚, 田中博明�長期低酸素が羊胎仔副腎皮質のHeat shock protein 90とCaveolin-1の発現と局在に与える影響
に関する研究
古田 賢, 鮫島 浩, 池ノ上 克
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第63回日本産科婦人科学会学術講演会 8/29～31 大阪�日向夏ミカンに含まれる骨代謝改善物質 －ラット細胞ならびに3T3E1細胞に対する効果－
山口昌俊, 鮫島 浩, 池ノ上 克�前置癒着胎盤の超音波診断におけるinter-observer differenceに関する検討
土井宏太郎, 高野ゆうき, 牧 洋平, 岩�聡美, 山田直史, 古川誠志, 児玉由紀, 金子政時,
鮫島 浩, 池ノ上 克�常位胎盤早期剥離 (abruption) におけるnon-reassuring fetal heart rate pattern (NRFHR)
と新生児予後との関連
高野ゆうき, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�超低出生体重児､ 極低出生体重児における動脈管結紮術に影響を与える産科､ 新生児因子に関する
検討
山田直史, 羽根田 健, 住吉香恵子, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�当科における一絨毛膜二羊膜双胎例の予後
岩�聡美, 古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克

平成23年度宮崎県産婦人科医会・宮崎県産婦人科学会秋期定時総会 9/30 宮崎�子宮肉腫 (Adenosarcoma with sarcomatous overgrowth) の一例
岩�聡美, 鈴木智幸, 西窪かなえ, 藤� 碧, 上森照代, 楠元和美, 福島和子, 山内憲之,
鮫島 浩, 池ノ上 克, 佐藤勇一郎�リトドリン塩酸塩注射液の注射部位有害事象に関する二重盲検試験 －添加物 (亜硫酸塩) 除去効
果について－
卜部浩俊, 谷口 肇, 蓮田 淳, 福吉寿子, 土井宏太郎, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 福満美和

第18回遺伝性疾患に関する出生前診断研究会 10/1 佐賀
妊娠15週になって受診した､ 出生前診断希望妊婦 (出生前遺伝診断に関するクライアントの認識に
ついて)
山口昌俊, 野間口千香穂, 永瀬つや子, 長谷川珠代, 藤井加奈子, 水畑喜代子, 鮫島 浩,
池ノ上 克

第168回内分泌同好会 10/23 宮崎
46XY femaleの１例
山口昌俊, 秦 博子

第29回周産期医療研究会 11/4～5 鹿児島�一絨毛膜二羊膜性双胎における出生前評価法；MD-twin Scoreの有効性に関する前方視的研究
大橋昌尚, 鈴木智幸, 金子政時, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克�周産期死亡と脳障害のリスク因子に関する検討
土井宏太郎, 河野祐美, 鮫島 浩, 児玉由紀, 古川誠志, 金子政時, 池ノ上 克

第53回日本未熟児新生児学会 11/13～15 東京
１絨毛膜２羊膜性双胎のlarger児に特発性消化管穿孔を発生した一例
鈴木智幸, 金子政時, 児玉由紀, 土井宏太郎, 池ノ上 克

第50回電子スピンサイエンス学会年会 11/16～18 仙台
BBB通過性安定ニトロキシドのアスコルビン酸による還元に及ぼす銅イオンの影響 －低酸素脳
症 In vitroモデル－
中島 暉, 松田恵美子, 植田勇人, 鮫島 浩, 池ノ上 克
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医学研究セミナー 12/3 宮崎
分子生物学的手法を用いた妊婦の腟内細菌叢の解析
牧 洋平

(Ⅰ) 著 書

胎児水腫
鮫島 浩
今日の治療指針 (山口 徹監修) : 1098-1099, 医学書院, 2012.

前置胎盤・低置胎盤の診断
鮫島 浩
Obstetric and Gynecologic Surgery (小西郁生編), 9 : 8-13, メジカルビュー社, 2012.

Fetal growth restriction (産科)
古田 賢, 鮫島 浩
周産期診療ワークブック (日本周産期新生児医学会教育研修委員会編) : 156-161, メジカルビュー
社, 2012.

(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, 2012.

連載 声なき声を聴くために 胎児心拍数モニタリング判読塾
第１回 真剣にモニタリングに取り組む
鮫島 浩
BIRTH ペリネイタルナーシング, 創刊号１(1) : 92-95, 2012.

胎児心拍数細変動の重要性
古川誠志, 池ノ上 克
周産期医学, 42(4) : 441-444. 2012.

異所性妊娠
児玉由紀, 鮫島 浩
臨床婦人科産科, 66(5) : 134-137, 2012.

Hyuganatsu Orange (Citrus tamurana Hort. Ex Tanaka) Contains a Water Soluble Substance
That Suppresses Bone Loss in Ovariectomized Rats

Yamaguchi M, Sameshima H, Ikenoue T, Tsuboi M, Hidaka M, Arimori K
Biosci Biotechnol Biodhem, 76 (2) : 364-367, 2012.
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