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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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産科・周産期医療の現状と将来展望
池ノ上 克
公衆衛生, 76(4) : 276-278, 2012.

Case report and review of delayed-interval delivery for dichorionic, diamniotic twins normal
development

Kaneko M, Kawagoe Y, Oonishi J, Yamada N, Sameshima H, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 38(4) : 741-744, 2012.

FHRパターンと児のacidosisとの関係
鮫島 浩
周産期医学, 42(4) : 445-448, 2012.

胎児病態から見た帝王切開
鮫島 浩
日本臨床麻酔学会誌, 32(3) : 326-330, 2012.

Mortality rates for extremely low-birthweight infants : A regional, population-based study in
Japan during 2005-2009

Kaneko M, Sameshima H, Kai K, Urabe H, Kodama Y, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 38 (9) : 1145-1151, 2012.

再発防止について
池ノ上 克
日本医師会雑誌, 141(4) : 869-871, 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.

Population-based研究による子宮内胎児死亡の原因
児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克
糖尿病と妊娠, 12(1) : 105-107, 2012.

産科危機的出血への対応は？
古川誠志, 古田 賢, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 道方香織, 卜部浩俊, 川越靖之, 河崎良和
九州連合産科婦人科学会雑誌, 63巻 : 17-21, 2012.

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
日本産科婦人科栄養・代謝研究会誌, vol. 18, 18-19, 2012.
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県内地域医療の最前線 ～周産期医療と地域医療のエコロジー～
池ノ上 克
調査月報, No. 230, 17-20, 2012.

Perinatal death and neurological damage as a sequential chain of poor outcome
Doi K, Sameshima H, Kodama Y, Furukawa S, Kaneko M, Ikenoue T
J Matern Fetal Neonatal Medicine, 25(6) : 706-709, 2012.

胎児心拍数モニタリングの適切な判断を母体発熱､ 切迫早産と常位胎盤早期剥離の鑑別等
鮫島 浩
日本産科婦人科学会雑誌, 64(9) : N387-N390, 2012.

胎児低酸素症と脳障害
鮫島 浩
京都産婦人科医会報, 第55巻11号, 15-16, 2012.

新生児対応のできる産科医の育成
池ノ上 克
産婦人科の実際, 61(13) : 2101-2105, 2012.

Guidelines for Indication and Management of Pregnancy and Delivery in Women With Heart
Disease (JCS2010) -Dugest Version- JCS Joint Working Group

Echigo S, Ikenoue T, Izumi T, Yagihara T
Circulation Journal, 76(1) : 240-260, 2012.

Recombinant activated factor Ⅶ (rFⅦa/Nvoseven�) in the management of severe postpartum
haemorrhage : initial report of a multicentre case series in Japan

Kobayashi T, Nakabayashi M, Yoshioka A, Maeda M, Ikenoue T
Int J Hematol, 95 : 57-63, 2012.

卵巣粘液嚢胞腺腫より発生した大細胞神経内分泌癌の１例
塩屋悠斗, 佐藤勇一郎, 山下 篤, 丸塚浩助, 山内憲之, 福島和子, 上森照代, 鮫島 浩,
浅田祐士郎
診断病理, 29(2) : 146-149, 2012.

－メタボリックシンドロームに関連する疾患の周産期管理－ 糖尿病
山内 綾, 古川誠志, 鮫島 浩
周産期医学, 42(7) : 893-897, 2012.

Anti-Toxoplasma Antibody Prevalence, Primary Infection Rate, and Risk Factors in a Study
of Toxoplasmosis in 4, 466 Pregnant Women in Japan.

Sakikawa M, Noda S, Hanaoka M, Nakayama H, Hojo S, Kakinoki S, Nakata M,
Tasuda T, Ikenoue T, Kojima T
Clinical and Vaccine Immunology, 365-367, 2012.
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A mathematical model for predicting outcome in preterm labour
Takagi K, Satoh K, Muraoka M, Takagi K, Seki H, Nakabayashi M, Takeda S, Yoshida K,
Nishioka N, Ikenoue T, Kanayama N, Kanzaki T, Sagawa T, Matsuda Y
J Int Med Res, 40 : 1459-1466, 2012.

低置胎盤の分娩指針
蓮田 淳, 古川誠志, 鮫島 浩
臨床婦人科産科, 66(9) : 737-743, 2012.

障害要因分析からみた重症心身障害の周産期要因と障害像の変遷
丸山るり子, 糸数直哉, 長野理恵, 春山康久, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 高嶋幸男
宮崎県医師会医学会誌, 36(2) : 138-142, 2012.

Associations of intrauterine growth restriction with placental pathological factors, maternal
factors and fetal factors ; clinicopathological findings of 257 Japanese cases.

Sato Y, Benirschke K, Marutsuka K, Yano Y, Hatakeyama K, Iwakiri T, Yamada N,
Kodama Y, Sameshima H, Ikenoue T, Asada Y
Histol Histopathol, 28 : 127-132, 2012.

“浸潤性微小乳頭状腺癌様構造”を伴う子宮体癌の一例
佐藤勇一郎, 鮫島直樹, 畠山金太, 丸塚浩助, 上森照代, 福島和子, 山内憲之, 鮫島 浩,
浅田祐士郎
日本婦人科病理学, 3(2) : 81-83, 2012.

Characteristics of the spin-trapping reaction of a free radical derived from AAPH : further
development of the ORAC-ESR assay

Nakajima A, Matsuda E, Matsuda Y, Sameshima H, Ikenoue T
Anal Bioanal Chem, 403(7) : 1961-1970, 2012.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

59th Annual Meeting of the Society for Gynecologic Investigation (Mar 21-24, San Diego, USA)�Regional difference of protecting effect of acetylcholine receptor agonist on brain dam-
age induced by hypoxia-ischemia in newborn rats.
Furukawa S, Yang L, Sameshima H, Ikenoue T�Trends in cerebral palsy : A regional population-based data in southern Japan.
Kodama Y, Sameshima H, Doi K, Ikenoue T

30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases
(May 8-12, Thessaloniki, Greece)
The detecting algorithm for candidate of the symptomatic congenital cytomegalovirus in-
fection using maternal serological tests and fetal ultrasonography
Kaneko M, Kusumoto K, Minematsu T, Sameshima H, Ikenoue T
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22nd International Society of Ultrasound in obstetrics and Gynecology
(Sep 9-13, Copenhagen, Denmark)

Human fetal body composition : effects of protective maternal dietary factors.
Sumiyoshi K, Haene JD, Buss C, Waffarn F, Sameshima H, Wadhwa P, Entringer S

2nd Taiwan-Korea-Japan Symposium in Maternal Fetal Medicine (Sep 21-23, Tainan, Taiwan)
The incidence of thyroid dysfunction in pregnant women had obstetrical or medical com-
plications.
Oohashi M, Furukawa S, Sameshima H, Ikenoue T

6th SPIN Conference (Sep 26-29, Marseille, 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

XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics (Oct 7-12, Rome, Italy)�Effects of hyuganatsu orange(Citras Tamurana) extracts on rat osteoblast and osteoclast
cell formation
Hata H�Evaluation of procalcitonin levels in umbilical cord blood for diagnosis of chorioamnioni-
tis and its correlation of neonatal sepsis.
Kaneko M�Androgen insensitivity syndrome : importance of genetic counseling on genetic diagnosis.
Yamaguchi M�The efficacy of oxygen saturation monitoring on neonates immediately after birth.
Furuta K

International Perinatal Medicine Forum (Oct 19-21, Wenzhou, China)�Fetal heart rate monitering.
Furukawa S�Obstetrical management for placental abruption.
Furukawa S

2012 Annual Conference & Exhibition (Dec 2-6, Kona, Hawaii)�Effects of hyuganatsu orange extracts on migration of TIG-119 cell
Yamaguchi M�Effects of hyuganatsu orange extracts on rat osteoclast cell in culture
Hata H

[シンポジウム, セミナー, 特別講演]

地域周産期保険医療体制づくり連絡会 1/12 宮崎
[講和] 周産期における最近の話題
金子政時

宮崎市郡医師会新年会例会ならびにしののめ医学会特別講演会 1/12 宮崎
[特別講演] 胎児発育異常 (過剰と遅延) の問題点
鮫島 浩
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｢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12回セミナー 1/19 宮崎

[話題提供] ラット周産期脳障害モデルにおける白質障害とマイクログリアとの関連
古川誠志

如月会講演会 2/3 都城
[講演] 鹿児島大学での思い出､ 宮崎大学での研究内容
鮫島 浩

平成23年度安全・安心な産科医療・看護に関する研修 2/10 東京
[講演] 産科医療補償制度､ 再発防止に関する報告書 －産科医療の質の向上に向けて－
池ノ上 克

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

第126回鹿児島産科婦人科学会学術集会 第116回鹿児島県産婦人科医会 2/18 鹿児島
[特別講演] 周産期医療の新たな展開
鮫島 浩

宮崎県助産師会研修会 2/18 宮崎
[講演] 助産師による会陰裂傷縫合の適応､ 安全性
金子政時

第14回産婦人科MEセミナー 2/19 福岡
[講演] 脳性麻痺の現状と問題点
鮫島 浩

平成23年度母子保健講習会 2/19 東京
[シンポジウム] 産科医療補償制度の現状と課題 再発防止について
池ノ上 克

平成23年度 ｢鸛の会｣ 学術講演会 2/26 福井
[講演] 宮崎県での周産期医療体制の構築と取り組みについて
池ノ上 克

宮崎県産婦人科病医院従事者研修会第16回ひむかセミナー 3/3～4 宮崎�[講演] 産科医療補償制度 －再発防止委員会報告から－
池ノ上 克�[講演] たばこと妊娠
鮫島 浩�[講演] 助産師が行う会陰裂傷縫合術と医師との連携
金子政時�[講演] 妊娠中に超音波で診るべき所見
児玉由紀
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女性の健康づくり講演会 3/6 川南
[講演] 更年期障害について
山口昌俊

宮崎統合医療研究会第7回勉強会 3/10 宮崎
[講演] 東洋医学入門 (第１回)
山口昌俊

国立大学法人共同研究センター西日本ブロック専任教員会議 3/14 宮崎
[講演] 日向夏みかんに含まれる水溶性活性物質
山口昌俊

三風会講演会 3/30 熊本
[講演] 産科出血の原因と治療法
池ノ上 克

第64回日本産科婦人科学会学術講演会 4/13～15 神戸
[講演] 産科医療補償制度原因分析委員会より脳性麻痺児発生予防のために
胎児心拍数モニタリングの適切な判断を －母体発熱､ 切迫早産と常位胎盤早期剥離の鑑別など－
鮫島 浩

平成24年度宮崎県産婦人科医会ならびに産科婦人科学会の春期定時総会・学術講演会 4/21 宮崎
[特別講演] 新生児のプライマリケア －新生児蘇生法の理解を深める－
金子政時

宮崎県助産師会研修会 4/22 宮崎
[講演] 産科医療補償制度 －再発防止委員会報告から－
池ノ上 克

2012年度宮崎鶴陵会 4/28 宮崎
[講演] 周産期医療と胎児行動
鮫島 浩

第69回九州連合地方部会学術講演会 5/12～13 鹿児島
[ワークショップ] 産科出血への対応は？
古川誠志, 古田 賢, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 道方香織, 卜部浩俊

佐土原医師会学術講演会 5/16 宮崎
[講演] 日常みられる婦人科疾患と漢方
山口昌俊

第13回山梨県母性衛生学会学術集会 5/19 甲府
[特別講演] 胎児心拍数モニタリングの最新の知見
鮫島 浩

ベルランド総合病院産婦人科勉強会 5/24 大阪
[講演] 宮崎大学総合周産期母子医療センターMFICUの運営について
鮫島 浩
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社外講師勉強会 6/22 宮崎
[講演] 産婦人科における術後VTE予防について
古川誠志

第48回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/8～10 埼玉
[教育講演] 産科医療補償制度再発防止委員会から
池ノ上 克

周産期医療講演会 7/13 福岡
[特別講演] 宮崎県における周産期医療の地域化と展開
鮫島 浩

宮崎大学 『漢方治療のファーストステップアップ』 を学ぶ会 7/13 宮崎
[講演] 呼吸器疾患に用いる漢方
山口昌俊

宮崎大学 産学・地域連携センター 第19回技術・研究発表交流会 7/24 宮崎
[講演] 東九州メディカルバレー構想と宮崎大学
池ノ上 克

昭和会８月度例会 8/1 鹿児島
[講演] 東九州メディカルバレー構想への期待
池ノ上 克

第25回鹿児島県母性衛生学会 8/18 鹿児島
[特別講演] 日本母性衛生学会の過去と未来
池ノ上 克

法医病理研究会第19回夏期セミナープログラム 8/25～26 宮崎
[特別講演] 宮崎県の周産期医療体制と母児の死亡症例の検討
鮫島 浩

宮崎県北産婦人科医会学術講演会 8/31 延岡
[講演] 子宮内膜症の治療と診療報酬改定の概要について
山口昌俊

母子保健指導者研修会 9/3 宮崎
[講演] 子どもと親への適切な支援 ～宮崎県の未熟児医療との現状と課題
鮫島 浩

｢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15回セミナー 9/6 宮崎�[話題提供] 脳内抗酸化能からみた発達期脳障害の病態
中島 暉�[話題提供] 本事業全体の中間報告
鮫島 浩
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平成24年度第３回青森県医師会母体保護法指定医研修会・
第290回青森県臨床産婦人科医会 9/15 青森

[研修講演] 再発防止委員会から
池ノ上 克

第７回周産期新生児感染症研究会 9/22 神戸
[特別講演] サイトメガロウイルス感染症について
金子政時

平成24年度 ｢院内助産の推進のための医師との協働・連携～CTG判読能力を高める～｣ 研修会
9/22 名古屋

[講演] CTGの新しい判断基準
池ノ上 克

第39回日本産婦人科医会学術集会 10/6～7 大阪
[講演] 産科医療補償制度再発防止委員会から
池ノ上 克

第２回胎児モニタリングワークショップ 10/20～21 郡山�[講演] Fetal Monitoringのあゆみ
池ノ上 克�[講演] Fetal monitoringの生理学
鮫島 浩

第12回三重県生涯教育特別研修セミナー 10/26 三重
[講演] 胎児の酸素化からみた胎児心拍数モニタリングの評価
鮫島 浩

京都周産期カンファレンス 10/27 京都
[特別講演] 胎児低酸素症と脳障害
鮫島 浩

山形県周産期症例検討会 11/1 山形
[講演] 胎児低酸素症に関する諸問題
鮫島 浩

都城産婦人科懇話会 11/2 都城
[講演] 月経困難症治療薬ヤーズ配合錠に関する最近の話題について
山口昌俊

日本医師会・鹿児島県医師会生涯教育認定講座 11/7 鹿児島
[特別講演] 産科医療補償制度 ～再発防止委員会から～
池ノ上 克

総合病院国保旭中央病院講演会 11/9 千葉
[講演] 産科医療補償制度 －再発防止委員会から－
池ノ上 克
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第24回平地会臨床懇話会・第33回大阪大学産婦人科オープンクリニカルカンファレンス 11/10 大阪
[特別講演] 『胎児低酸素症』 の諸問題
鮫島 浩

第28回日本分娩研究会学術集会 11/15 福岡
[教育講演] 産科医療補償制度が生まれて
池ノ上 克

第53回日本母性衛生学会総会学術集会 11/16 福岡
[ランチョンセミナー] 赤ちゃんにやさしい硫酸マグネシウム
金子政時

第112回九州医師会医学会産科婦人科分科会 11/25 宮崎
[特別講演] 産婦人科疾患と臨床遺伝
山口昌俊

宮崎大学 『漢方治療のファーストステップ』 を学ぶ会 11/29 宮崎
[講演] 消化器疾患に用いる漢方
山口昌俊

第３回周産期医療研修会 11/30 金沢
[講演] 産科医療補償制度 －再発防止に関する報告書から－
池ノ上 克

第116回日本産科麻酔学会 12/8～9 埼玉
[招請講演] 胎児低酸素症の診断と治療
鮫島 浩

第１回産科アドバンスセミナー 12/13 金沢
[講演] 胎児心拍数モニタリングの適切な評価と分娩管理
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 12/16 延岡�[対談] ジャガー流 ｢子育てとは｣
池ノ上 克�[講演] ｢小さく産んで､ 大きく育てる｣ のは良い事か？
鮫島 浩

｢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16回セミナー 12/20 宮崎

[話題提供] 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事業の中間報告
鮫島 浩

宝マタニティクリニック講演会 12/22 長崎
[講演] 分娩中の胎児管理 －その歩みと話題－
池ノ上 克
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[一般講演]

第28回宮崎感染症研究会 2/9 宮崎
Capnocytophagaを起因菌とする子宮内感染症の１例
西窪かなえ, 古川誠志, 明野慶子, 下村直也, 古田 賢, 児玉由紀, 米田由香里, 金子政時,
鮫島 浩

日本小児科学会宮崎地方会第71回例会 3/4 宮崎
施設入所者の臨床的分析からみた重症心身障害の周産期要因と障害像の変異
丸山るり子, 糸数直哉, 長野理恵, 春山康久, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 高嶋幸男

第171回内分泌同好会 4/5 宮崎
染色体46, XYで戸籍上女性の２例
山口昌俊

第64回日本産科婦人科学会学術講演会 4/13～15 神戸�前２回の妊娠性血小板減少症 (Gestational thrombocytopenia : GT) の既往のある双胎妊娠に認
められた重症血小板減少症例
河野祐美, 下村直也, 土井宏太郎, 古田 賢, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�周産期死亡と脳障害の連続性とリスク因子に関する検討
土井宏太郎, 鮫島 浩, 河野祐美, 鈴木智幸, 西窪かなえ, 下村直也, 古田 賢, 徳永修一,
児玉由紀, 古川誠志, 金子政時, 池ノ上 克�急激な腹水貯留と共に高度肝機能障害が生じた骨盤内腫瘍の一例
松澤聡史, 上森照代, 西窪かなえ, 楠元和美, 福島和子, 山内憲之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�一絨毛膜性多胎児における新生児消化管穿孔の危険因子の検討
明野慶子, 金子政時, 児玉由紀, 土井宏太郎, 河野祐美, 大橋昌尚, 鮫島 浩, 池ノ上 克�IgM指数, IgG Avidity Index, および超音波断層法を組み合わせた症候性胎内サイトメガロウイ
ルス感染症の出生前スクリーニング法
金子政時, 楠元和美, 峰松俊夫, 鮫島 浩, 池ノ上 克�地域周産期母子医療センターとしての母体搬送の状況と搬送後経過についての検討
川越靖之, 山田直史, 山内 綾, 瀬戸雄飛�前回妊娠時胎盤異常のあったIUGR症例に対しアンチトロンビン (AT) を投与した２症例の検討
古田 賢, 古川誠志, 児玉由紀, 西窪かなえ, 鮫島 浩, 池ノ上 克�Population-based studyからみた脳障害原因の変遷
児玉由紀, 土井宏太郎, 古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 道方香織, 卜部浩俊,
川越靖之, 田中博明, 大西淳仁�常位胎盤早期剥離 (Abruption) において胎児心拍数パターンは胎盤剥離の病因を反映する
古川誠志, 道方香織, 鮫島 浩, 池ノ上 克

平成24年度宮崎県産婦人科医会ならびに産科婦人科学会の春期定時総会・学術講演会 4/21 宮崎�閉経後に増大した巨大子宮筋腫の１例
河野祐美, 松澤聡史, 岩�聡美, 上森照代, 福島和子, 山内憲之, 鮫島 浩�コントロール不良の甲状腺機能亢進症合併妊娠の１例
鈴木智幸, 藤崎 碧, 岩�聡美, 古田 賢, 古川誠志, 鮫島 浩
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第65回日本酸化ストレス学会学術集会 6/7～8 徳島
新生仔低酸素性虚血性脳症モデルラット (Levine-Rice model) 脳内におけるBBB通過性安定ニ

トロキシドの挙動

中島 暉, 楊 黎, 松田恵美子, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第36回日本遺伝カウンセリング学会総会および学術集会 6/8～10 松本
アンドロゲン不応症候群の遺伝カウンセリング

山口昌俊, 鮫島 浩, 野間口千香穂, 永瀬つや子, 藤井加奈子, 水畑喜代子, 長谷川珠代,

第48回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/8～10 埼玉�母体血清学的胎児超音波断層法による胎内サイトメガロウイルス感染症スクリーニング法の有効性
の検討

金子政時, 楠元和美, 峰松俊夫, 大橋昌尚, 鮫島 浩, 池ノ上 克�Capnocytophaga sp.を起因菌とする子宮内感染の１例

西窪かなえ, 古川誠志, 古田 賢, 大橋昌尚, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩�地域周産期母子医療センターとしての母体搬送の状況と搬送後経過についての検討
川越靖之, 山田直史, 山内 綾, 瀬戸雄飛�周産期脳障害モデルにおける白質と海馬の障害過程とマイクログリアの反応性の違い
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�妊娠37週以降､ 子宮内感染症の胎児心拍数パターンと介入時期の検討
児玉由紀, 大橋昌尚, 古田 賢, 西窪かなえ, 河野祐美, 鈴木智幸, 古川誠志, 金子政時,

鮫島 浩, 池ノ上 克�臍帯嚢胞を伴った羊膜索症候群により子宮内胎児死亡となった１例
古田 賢, 下村直也, 鈴木智幸, 藤崎 碧, 松澤聡史, 大橋昌尚, 古川誠志, 鮫島 浩

第16回ESRフォーラム研究会 7/13 奈良�血流脳関門 (BBB) 通過性安定ニトロキシド還元反応解析 －発達期脳障害の病態解明をめざして－

中島 暉, 松田恵美子, 鮫島 浩, 池ノ上 克�AAPHの紫外線照射で生じるラジカル種の抗酸化物質による消去

中島 暉, 松田恵美子, 田嶋邦彦, 鮫島 浩, 池ノ上 克

宮崎大学 産学・地域連携センター 第19回技術・研究発表交流会 7/24 宮崎
日向夏エキスの線維芽細胞およびケラチノサイトに対する効果

山口昌俊, マドゥエスタ ハリシャクマール, 秦 博子, 鮫島 浩, 坪井 誠, 高山 悟

第36回日本産科婦人科学会栄養・代謝研究会 8/23～24 鹿児島
産科合併症と甲状腺機能異常

大橋昌尚, 古川誠志, 道方香織, 甲斐克秀, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第12回日本内分泌学会九州地方会 8/25 久留米
46, XY DSD(disorder of sex development)の一例

山口昌俊, 鮫島 浩, 加藤芙弥子, 緒方 勤
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第35回日本母体胎児医学会学術集会 8/30～31 浦安�甲状腺機能亢進症合併妊婦の１絨毛膜性２羊膜性 (MD) 双胎両児に生じた頸部腫瘤に対して､ 胎
内治療が奏功した一例
鈴木智幸�臨床的子宮内感染症 (妊娠37週以降) に出現するfetal heart rate patternと介入時期の検討
児玉由紀

第32回日本小児病理研究会 9/8 大阪
術前診断が困難であった真性癒着胎盤 (placenta accrete vera) の５例
佐藤勇一郎, 畠山金太, 丸塚浩助, 古田 賢, 古川誠志, 鮫島 浩, 浅田祐士郎

日本小児科学会宮崎地方会第72回例会 9/9 宮崎
バルプロ酸による低アルブミン血症 －重症心身障害者における特異な病態の可能性－
糸数直哉, 丸山るり子, 春山康久

平成24年度宮崎県産婦人科医会・宮崎県産科婦人科学会秋期定時総会 9/15 宮崎�若年女性に発症した子宮頸部腺癌の１例
松澤聡史, 山内憲之, 明野慶子, 福島和子, 大西淳仁, 佐藤勇一郎, 鮫島 浩, 池ノ上 克�46, XY DSD(disorder of sex development)の１例
山口昌俊, 鮫島 浩, 加藤芙弥子, 緒方 勤�妊娠中に発症しインスリン分泌能の改善をみた劇症Ⅰ型糖尿病の１例
大橋昌尚, 紀 愛美, 浦木 諒, 松澤聡史, 藤� 碧, 岩永 巌, 古田 賢, 古川誠志, 鮫島 浩,
池ノ上 克

宮崎県母性衛生学会平成24年度総会・学術集会 10/13 宮崎
宮崎県における周産期死亡・脳障害の現状
児玉由紀, 大橋昌尚, 古田 賢, 大西淳仁, 古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克,
嶋本富博, 西口俊裕, 河野慶一郎, 寺尾公成, 田中博明, 川越靖之, 徳永修一, 高崎 泰,
園田 徹, 卜部浩俊, 濱田政雄, 肥後貴史, 高橋典子, 甲斐克秀, 谷口 肇, 布井博幸

第２回医工連携セミナー 10/22 宮崎
新生児集中治療室 (NICU) で使用する医療機器
児玉由紀

第51回電子スピンサイエンス学会年会 11/1～3 札幌
発達期脳障害モデルラット脳内における安定ニトロキシド挙動 －Ringer溶液中の安定ニトロキ
シドの反応－
中島 暉, 松田恵美子, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第30回周産期医療研究会 11/3 静岡�甲状腺機能亢進症合併妊婦の１絨毛膜性２羊膜性 (MD) 双胎両児に生じた頸部腫瘤に胎内治療が
奏功した一例
鈴木智幸, 古田 賢, 松澤聡史, 西窪かなえ, 藤� 碧, 大橋昌尚, 山下理絵, 児玉由紀,
古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�IUGRに対するアンチトロンビン療法とangiogenic factorの推移に関する前方視的研究
古田 賢, 児玉由紀, 土井宏太郎, 鈴木智幸, 松澤聡史, 明野慶子, 鮫島 浩, 池ノ上 克
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第28回日本妊娠・糖尿病学会 11/16～17 東京�妊娠中に発症しインスリン分泌能の改善をみた劇症1型糖尿病の１例
紀 愛美, 古川誠志, 松澤聡史, 藤� 碧, 岩永 巌, 大橋昌尚, 古田 賢, 鮫島 浩,
池ノ上 克�糖尿病妊婦における帝王切開の検討
藤� 碧, 明野慶子, 岩永 巌, 大橋昌尚, 古田 賢, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第57回日本未熟児新生児学会学術集会 11/25～27 熊本�無莢膜型インフルエンザ菌による早発型敗血症で急激な経過で死亡した極低出生体重児の１例
山下理絵, 金子政時, 鈴木智幸, 大橋昌尚, 児玉由紀, 池ノ上 克�在胎22週から28週までの未熟児網膜症の発症と背景
大橋昌尚, 児玉由紀, 鈴木智幸, 山下理絵, 金子政時, 池ノ上 克

(Ⅳ) その他

宮崎県の周産期医療を全国トップクラスに押し上げた病診連携システムの確立 (KUR Meeting記事掲載)
池ノ上 克, 鮫島 浩
Kissei KUR, 5(1) : 2-6, 2012.

『産科DIC治療新たなパラダイムを考える』 (産科DIC座談会)
池ノ上 克, 鮫島 浩 (パネリスト)
Thrombosis Medicine, 2(1) : 77-83, 2012.

目で見る胎児・新生児の病態 胎児低酸素症 －生理学的アプローチ－
池ノ上 克 (代表監修), 鮫島 浩 (監修)
Fetal & Neonatal Medicine, 4(1) : 5-6, 2012.

サイトメガロウイルス感染と周産期医療 (Round-Table Discussion)
池ノ上 克 (司会), 金子政時, 山田秀人, 小川 洋
Fetal & Neonatal Medicine, 4(2) : 8-13, 2012.

Rh式血液型不適合妊娠と抗D人免疫グロブリン製剤
池ノ上 克 (監修), 1-8, 2012.

Message from Frontier ５つ子誕生・哺育成功のインパクト 胎児-出産-新生児まで一貫した周産期
医療の発展と整備に大きく貢献 (インタビュー記事掲載)
池ノ上 克
Fetal & Neontal Medicine, 4(3) : 18-24, 2012.

声門がない！
児玉由紀
新生児緊急搬送ハンドブック, 70, メディカ出版, 2012.
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