
(Ⅰ) 著 書

m. non-reassuring fetal status (胎児機能不全､ NRFS)
鮫島 浩
MFICUマニュアル (MFICU連絡協議会編) : 383-389, メディカ出版, 2013.

胎児well-beingの評価
西村美帆子, 池ノ上 克
産科合併症 改訂第２版 (村田雄二編) : 213-220, メディカ出版, 2013.

胎児水腫
鮫島 浩
産科合併症 改訂第２版 (村田雄二著) : 508-526, メディカ出版, 2013.

胎児well beingの評価
山内 綾, 古川誠志, 鮫島 浩
｢妊娠と糖尿病｣ 母児管理のエッセンス (難波光義,杉山 隆編) : 200-203, 金芳堂, 2013.

みえる生命誕生 受胎・妊娠・出産
(翻訳)
1) 金子政時 : 10-23, 226-231, 244-249 2) 古川誠志 : 24-45
3) 山口昌俊 : 46-55 4) 児玉由紀 : 98-105, 114-123, 131, 139-143
5) 古田 賢 : 149-153, 161-163, 169, 176-181, 184-185
6) 鮫島 浩 : 202-203 7) 山内憲之 : 216-225
8) 山下理絵, 金子政時 : 232-233 9) 大橋昌尚, 金子政時 : 234-239
(池ノ上 克, 前原澄子監訳) 南江堂, 2013.

(Ⅱ) 論 文

母子感染 風疹
楠元和美, 金子政時, 鮫島 浩
臨床婦人科産科, 67(1) : 84-92, 2013.

Fetal heart rate patterns related to neonatal brain damage and neonatal death in placental
abruption

Takano Y, Furukawa S, Ohashi M, Michikata K, Sameshima H, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, 39(1) : 61-66, 2013.

FHRパターンとの児のacidosisとの関係
鮫島 浩
CTGモニタリングテキスト, 55-60, 2013.

異常胎児心拍数波形の病態解明に寄与した実験周産期医学の歴史
池ノ上 克
CTGモニタリングテキスト, 61-65, 2013. ���
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低酸素虚血性脳症と胎児心拍数モニタリング
鮫島 浩
周産期医学, 43(2) : 166-169, 2013.

Immediate newborn outcome and mode of delivery : Use of standardized fetal heart rate pattern
management

Katsuragi S, Ikeda T, Noda S, Onishi J, Ikenoue T, Parer JT
J Matern Fetal Neonatal Med, 26(1) : 71-74, 2013.

Comprehensive gene expression analysis of cerebral cortices from mature rats after neonatal
hypoxic-ischemic brain injury

Kojima T, Ueda Y, Sato A, Sameshima H, Ikenoue T
J Mol Neurosci, 49 : 320-327, 2013.

Hypoxic-ischemic neonatal encephalopathy : animal experiments for neuroprotective therapies
Sameshima H, Ikenoue T
Stroke Research and Treatment, Vol. 2013, 1-11, 2013.

Risk-based screening for thyroid dysfunction during pregnancy
Oohashi M, Furukawa S, Michikata K, Kai, K, Sameshima H, Ikenoue T
Journal of Pregnancy, Vol. 2013, 2013.

子宮内胎児死亡
鮫島 浩
産科婦人科疾患最新の治療, 2013-2015 : 65-66,2013.

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
法医病理, 19(1) : 11-16, 2013.

サイトメガロウイルス
金子政時
ペリネイタルケア, 32(6) : 51-53, 2013.

胎児心拍数モニタリング
鮫島 浩
産婦人科の実際, 62(6) : 759-766, 2013.

腸管に発生し､ 通過障害をきたした子宮内膜症の３例
山口昌俊, 鮫島 浩, 中島真也, 千々岩一男
日本エンドメトリオーシス学会会誌, 34 : 189-191, 2013.

重症妊娠高血圧症候群における子癇の発症抑制と治療
鮫島 浩
日産婦医会報, 8-9, 2013.

一絨毛膜双胎娩出の管理にあたり､ MD-twinスコアを活用する
金子政時
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周産期医学, 43(8) : 1015-1018, 2013.

３. 子宮内感染と胎児心拍数モニタリング
金子政時
産科と婦人科, 80(9) : 1147-1153, 2013.

異常胎児心拍数モニタリングの持続時間について評価する
鮫島 浩
日本産科婦人科学会雑誌, 65(9) : N84-N88, 2013.

我が国における多施設共同研究の現状 －切迫早産と硫酸マグネシウム－
川越靖之, 鮫島 浩
周産期医学, 43(10) : 1273-1277, 2013.

自己免疫性肝炎による肝硬変合併妊娠の２症例
西窪かなえ, 金子政時, 古田祐美, 鈴木智幸, 鮫島 浩, 池ノ上 克
宮崎県医師会医学会誌, 37(2) : 164-173, 2013.

双胎妊娠に認められた重症妊娠性血小板減少症の１例
古田祐美, 児玉由紀, 鈴木智幸, 西窪かなえ, 土井宏太郎, 下村直也, 古田 賢, 古川誠志,
鮫島 浩, 池ノ上 克
宮崎県医師会医学会誌, 37(2) : 169-173, 2013.

甲状腺機能亢進症合併妊婦の１絨毛膜性２羊膜性双胎両児に生じた頸部腫瘤に胎内治療が奏功した１例
鈴木智幸, 古川誠志, 松澤聡史, 西窪かなえ, 藤� 碧, 大橋昌尚, 山下理絵, 古田 賢,
児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克
宮崎県医師会医学会誌, 37(2) : 180-186, 2013.

産科合併症と甲状腺機能異常
大橋昌尚, 古川誠志, 甲斐克秀, 道方香織, 鮫島 浩, 池ノ上 克
日本産科婦人科栄養・代謝研究会誌, Vol. 19 : 78, 2013.

下肢静脈瘤
金子政時
ペリネイタルケア, 32(12) : 20-22, 2013.

Maternal IgG avidity, IgM and ultrasound abnormalities : combined method to detect congenital
cytomegalovirus infection with sequelae

Kaneko M, Sameshima H, Minematsu T, Kusumoto K, Yamauchi A, Ikenoue T
Journal of Perinatology, (2013) 33 : 831-835, 2013.

Independent uterine contractions in simultaneous twin pregnancy in each horn or the uterus
didelphys

Maki Y, Furukawa S, Sameshima H, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, Epub ahead of print, 2013.
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Prospective study of the MD-twin score for antepartum evaluation of monochorionic
diamniotic twins and its correlation with perinatal outcomes

Oohashi M, Kaneko M, Sameshima H, Kodama Y, Ikenoue T
J Obstet Gynaecol Res, Epub ahead of print, 2013.

妊娠糖尿病患者における妊娠合併症
児玉由紀, 鮫島 浩
月刊糖尿病, 5(6) : 32-36, 2013.

Activation of acetylcholine receptors and microglia in hypoxic-ischemic brain damage in newborn
rats

Furukawa S, Sameshima H, Yang L, Ikenoue T
Brain & Development, 35 : 607-613, 2013.

Impact of new gestational diabetes mellitus criteria on stillbirth : A regional population-based
study in Japan

Kodama Y, Sameshima H, Ohashi M, Ikenoue T
J. Obstet. Gynaecol. Res., 39(7) : 1242-1245, 2013.

前置癒着胎盤の診断法と正診率
土井宏太郎, 大西淳仁, 鮫島 浩
周産期医学, 43(6) : 711-714, 2013.

心拍間隔データのクラスタリング法を用いた脳障害判別に関する研究
田村宏樹, 長友昴平, 山本寛人, 蒋 曉旻, 淡野公一, 楊 黎, 鮫島 浩, 池ノ上 克
生体医工学, 51(2) : 162-167, 2013.

妊娠中のAngiotensinⅡ receptor blocker内服による胎児腎不全が中止後に改善した１例
牧 洋平, 大橋昌尚, 甲斐克秀, 道方香織, 鮫島 浩
日本周産期・新生児医学会雑誌, 49(3) : 1034-1038, 2013.

脳性麻痺発症率低減への戦略 妊娠・分娩管理における基本戦略
土井宏太郎, 鮫島 浩, 池ノ上 克
臨床婦人科産科, 67(9) : 899-905, 2013.

血液型不適合妊娠に生じた母児間輸血症候群による新生児重症貧血の１例
谷口 肇, 古田祐美, 山田直史, 甲斐克秀, 有馬美樹, 高橋典子
宮崎県医師会医学会誌, 37(2) : 174-179, 2013.

宮崎県におけるpopulation-based studyの報告 －子宮内胎児死亡に関する検討－
児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克
糖尿病と妊娠, 13(1) : 59-62, 2013.

宮崎県における脳障害からの変遷 －Population-based研究から－
児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克
周産期学シンポジウム抄録集, No. 31 : 69-74, 2013.
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Repetitive administration of acetylcholine receptor agonist rescues brain inflammation and brain
damage after hypoxia-ischemia in newborn rat

Furukawa S, Yang L, Sameshima H, Ikenoue T
J Perinat Med, Ahead of print, 2013.

CTGケースプレゼンテーション Case1
古川誠志
ペリネイタルケア, 32(12) : 6-9, 2013.

胎児機能不全 ～胎児心拍数モニタリングによるwell beingの評価～
古川誠志
九州連合産科婦人科学会雑誌, 64巻 : 30-31, 2013.

宮崎県の周産期医療に関するpopulation-based研究
児玉由紀
九州連合産科婦人科学会雑誌, 64巻 : 56-59, 2013.

Revealing the Mechanism of In Vitro Wound Healing Properties of Citrus tamurana Extract
Madhyastha H, Yamaguchi M, Sameshima H, Ikenoue T, Maruyama M
Bio Med Research International, Vol. 2013, 2013.

Abilities of antioxidants to eliminate the peroxyl radical derived from 2, 2#-Azobis
(2-Amidinopropane) dihydrochloride (AAPH)
Nakajima A, Masuda E, Matsuda E, Tajima K, Sameshima H, Ikenoue T
Applied Magnetic Resonance, 44 (9) : 997-1005, 2013.

Evaluation of the antioxidant abilities of water soluble biosubstances using the ORAC-ESR
assay in combination with the hydroxyl and superoxide radical-eliminating abilities

Nakajima A, Matsuda E, Masuda Y, Tajima K, Sameshima H, Ikenoue T
Applied Magnetic Resonance, 44 (12) : 1419-1430, 2013.

(Ⅲ) 講演発表

[国際学会]

60th Annual Meeting of the Society for Gynecologic Investigation (Mar 21-24, San Diego, USA)�Galantamine, known as acetylcholinesterase inhibitor reduces brain damage induced by
hypoxia-ischemia in newborn rats
Furukawa S, Yang L, Sameshima H, Ikenoue T�Intrapartum fetal heart rate patterns in term infants with clinical chorioamnionitis
Kodama Y, Sameshima H, Ikenoue T, Kaneko M, Furukawa S

31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases
(May 28-Jun 1, Milan, Italy)
Procalcitonin levels in umbilical cord blood reflect severity of histological chorioamnioni-
tis and associate with early-onset noenatal sepsis
Kaneko M, Yamashita R, Matsuzawa S, Akeno K, Kodama Y, Sameshima H, Ikenoue T
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XI World Congress of Perinatal Medicine (Jun 19-22, Moscow, Russia)
[Symposium] A new therapeutic approach for perinatal hypoxic-ischemic brain damage
－Activation of the cholinergic anti-infalammatory pathway
Furukawa S

第13回日伊科学技術宮崎国際会議2013 (Oct 11, Miyazaki, Japan)
[Symposium] Effects of high molecular weight fraction of hyuganatsu orange extracts
on preosteoclast cell and 3T3-E1 cell
Yamaguchi M, Hyrishkumar M, Sameshima H

The 23rd Asian & Oceanic Congress of Obstetrics & Gynaecology
(Oct 20-23, Bangkok, Thailand)
Effects of water extracts of Hyuganatsu orange to rat osteoclast ; Effects of digestion
enzyme
Yamaguchi M, Hyrishkumar M, Sameshima H

The 26th Annual Autumn Meeting of The Korea Society of Perinatology (Nov. 9, Soul, Korea)
Current status of perinatal brain damage : A regional population-based study in southern
Japan
Sameshima 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 1/24 宮崎
[講話] 未熟児と感染
児玉由紀

第31回周産期学シンポジウム 1/25～26 大阪
[シンポジウム] 宮崎県における脳障害の変遷 －Population-based研究から－
児玉由紀

第22回熊本女性医学会講座 2/7 熊本
[特別講演] 胎児心拍数モニタリングの現状
古川誠志

第３回生長会産婦人科レビューコース 2/10～11 大阪
[講演] 早産・IUGR
池ノ上 克

宮崎県産婦人科病医院従事者研修会第17回ひむかセミナー 3/2～3 宮崎�[講演] 産科医療補償制度 －第2回再発防止報告書から－
池ノ上 克�[講演] お母さんを助けよう！ 宮崎の現状
鮫島 浩�[講演] 赤ちゃんにやさしいマグネシウム
金子政時�[講演] 妊娠と血糖 ～耐糖能異常を見逃さないで～
児玉由紀
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延岡医学会学術講演会 3/22 延岡
[講演] 脳性麻痺と産科医療補償制度
鮫島 浩

平成24年度文部科学省特別研究費 (研究推進) 事業 ｢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｣ 第17回セミナー 3/28 宮崎

[講演] 超音波断層法による胎児body compositionの評価
住吉香恵子

日本助産学会第27回学術集会 5/1 金沢
[自由集会２] 産科医療補償制度 再発防止委員会からの報告
池ノ上 克 (コメンテーター)

第65回日本産科婦人科学会学術講演会 5/10～12 札幌
[クリニカルカンファレンス] 異常胎児心拍数パターンの持続時間について評価する
鮫島 浩

第103回徳島周産期研究会 5/17 徳島
[特別講演] 周産期ネットワークについて
鮫島 浩

宮崎県医師会勤務医部会前期講演会 5/18 宮崎
[講演] 宮崎県における周産期医療体制の取組み
鮫島 浩

第13回宮崎統合医療研究会 5/26 宮崎
[講演] オーダーメード医療の実際
山口昌俊

第70回九州連合産科婦人科学会 6/8～9 熊本�[講演] 胎児機能不全
古川誠志�[ワークショップ] 宮崎県の周産期医療に関するpopulation-based研究
児玉由紀

第49回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/14～16 横浜
[シンポジウム] 絨毛膜羊膜炎が胎児心拍数モニタリング､ 臍帯血ガスおよびプロカルシトニン値
に及ぼす影響
金子政時

第31回武庫川産婦人科セミナー 7/20 兵庫
[講演] 胎児心拍数モニタリングの現状と課題
鮫島 浩

平成25年綾町果樹生産者大会 8/2 宮崎
[講演] ロコモティブシンドロームと日向夏みかん
山口昌俊
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第36回日本母体胎児医学会学術集会 8/24～25 宮崎
[スポンサードレクチャー] FHR monitoringの本質 －基礎と臨床の研究から－
池ノ上 克

第37回日本産科婦人科栄養・代謝研究会 8/29～30 埼玉
[シンポジウム] 日向夏みかんに含まれる水溶性高分子物質のラット破骨前駆細胞ならび3T3-E1
細胞に対する効果
山口昌俊, マドゥエスタ・ハリシャクマール, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第８回九州遺伝子診断研究会 9/14 宮崎
[教育講演] 遺伝子診断と遺伝カウンセリング
山口昌俊

子宮頸がん健診のあり方に関する説明会 9/26 宮崎
[講演] 子宮頸がん検診のあり方について
鮫島 浩

第54回日本母性衛生学会学術集会 10/4～5 埼玉
[シンポジウム] 再発防止と産科医療の質の向上にむけて ～産科医の立場から～
池ノ上 克

第18回日本神経感染症学会総会学術集会 10/12 宮崎
[教育講演] 新生児脳症と周産期医療
鮫島 浩

第40回日本産婦人科医会学術集会・宮城県大会 10/13 仙台
[ランチョンセミナー] 産科医療から見た脳性麻痺の問題点
鮫島 浩

第51回東北生殖医学会総会・学術講演会 11/2 青森
[特別講演] 周産期医療から不妊治療に望むもの
鮫島 浩

宮崎県小児科医会秋季総会学術講演会 11/10 宮崎
[特別講演] 生殖医療と出生前診断
山口昌俊

平成25年度文部科学省産学連携支援事業 ｢全国コーディネート活動ネットワーク｣ 九州沖縄地域会議
｢イノベーション創出の更なる発展と夢への架け橋 11/11 宮崎

[講演] 産学官連携活動紹介 ～日向夏の機能でブランド品創生～ 研究者から
山口昌俊

宮崎市郡産婦人科医会11月例会 11/18 宮崎
[講演]子宮内膜症に対するsequential療法
山口昌俊

第３回胎児モニタリングワークショップ 11/23～24 鹿児島�[講演] 池ノ上塾長､ 熱く語る！ ～本ワークショップの意味合い～
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池ノ上 克�[講演] 産科補償制度に関するトピックス
池ノ上 克�[イブニングセッション] ケースプレゼンテーション1
鮫島 浩, 紀 愛美

南九州３県の県境地域周産期医療講演会 11/29 熊本
[講演] 周産期医療とエコ
鮫島 浩

平成25年度広島県産婦人科医ならびに産科看護要員のための研修会 12/1 広島
[講演] PIHに関する基調講演
鮫島 浩

平成25年度宮崎大学医学部産婦人科学教室同窓会 12/7 宮崎�[講演] 超音波断層法による胎児body compositionの評価
住吉香恵子�[講演] 宮崎県のpopulation-based研究に基づくpretermとlate pretermの脳障害
山下理絵

平成25年度エコチル市民公開講座 12/8 延岡
[トークショー] 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～
蛯原英里, 池ノ上 克

周産期死亡改善対策講習会 12/19 富山
[講演] 産科医療補償制度 －再発防止委員会からの提言－
池ノ上 克

[一般講演]

第34回日本エンドメトリオーシス学会 1/18～19 宇都宮
通過障害を起こした腸管子宮内膜症の３例
山口昌俊, 鮫島 浩, 中島真也, 千々岩一男

平成25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・学術講演会 4/20 宮崎�高βhCG血漿を伴った胎児16trisomy, mosaicの１例
松澤聡史, 古田 賢, 西窪かなえ, 住吉香恵子, 岩永 巌, 古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�腹膜偽粘膜腫を伴った成熟奇形腫合併卵巣粘液性嚢胞腺種の一例
藤� 碧, 河野典子, 楠元和美, 福島和子, 大西淳仁, 山内憲之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�遺伝性乳癌卵巣癌症候群の１例
山口昌俊, 鮫島 浩, 矢野朋実, 野間口千香穂, 水畑喜代子, 永瀬つや子, 長谷川珠代,
藤井加那子�慢性膵炎合併妊娠の一例
谷口 肇, 甲斐克秀, 山田直史, 古田祐美�長期破水後にESBL産生E. Coli感染症をきたした極出生体重児の一例
鈴木智幸, 土井宏太郎, 大塚晃生, 寺尾公成�胎児急性腹症により胎児心拍数モニタリング異常を認めた一例
山内 綾, 西村美帆子, 川越靖之, 田中茂樹, 山下理絵, 鳥飼源史, 児玉由紀, 金子政時,
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鮫島 浩

第65回日本産科婦人科学会学術講演会 5/10～12 札幌�性交未経験女性に発症したHPV陰性子宮頸部腺癌の１例
松澤聡史, 山内憲之, 明野慶子, 福島和子, 大西淳仁, 鮫島 浩, 池ノ上 克, 波多江正紀,
永井公洋�新生児特発性消化管穿孔と周産期因子 単胎児と多胎児間の比較検討
明野慶子, 金子政時, 児玉由紀, 山下理絵, 大橋昌尚, 鮫島 浩, 池ノ上 克�ラット破骨細胞に対する日向夏みかん水性抽出物の効果 －高分子分画に対する､ 各種酵素処理の
効果－
山口昌俊, 秦 博子, Harishkumar Madhyastha, 鮫島 浩, 池ノ上 克�日向夏みかん水性抽出物の間葉系幹細胞の効果
秦 博子, Harishkumar Madhyastha, 山口昌俊, 鮫島 浩, 池ノ上 克�無莢膜型インフルエンザ菌感染により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, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克�子宮頸管sludgeと周産期感染
大橋昌尚, 古川誠志, 古田 賢, 鮫島 浩, 池ノ上 克�絨毛膜羊膜炎の重症度が臍帯血プロカルシトニン値に与える影響についての検討
金子政時, 山下理絵, 山田直史, 牧 洋平, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克�地域周産期医療センターでの分娩時大量出血症例への対応の検討
川越靖之, 山田直史, 瀬戸雄飛, 山内 綾, 西村美帆子�IUGRに対するアンチトロンビンン (AT) 療法とangiogenic factorの推移に関する前方視的研究
古田 賢, 古川誠志, 児玉由紀, 土井宏太郎, 鮫島 浩, 池ノ上 克�子宮内胎児死亡に占める糖尿病母体児 ～Population-based研究の検討～
児玉由紀, 大橋昌尚, 古田 賢, 山下理絵, 藤崎 碧, 牧 洋平, 古川誠志, 金子政時, 鮫島 浩,
池ノ上 克

Cesarean section improves the outcome of neonates born at 23 weeks of gestation :
A comparison between 23 weeks and 24-26 weeks (ISP演題)

S Furukawa, Y Kodama, M Kaneko, H Sameshima, T Ikenoue

第62回九州新生児研究会 5/25 鹿児島
超音波断層法による胎児body compositionの評価と母体栄養
住吉香恵子

第178回宮崎内分泌同好会 6/6 宮崎
ターナー女性の１例
山口昌俊

第70回九州連合産科婦人科学会 6/8～9 熊本�腹膜偽粘液腫を伴った成熟奇形腫合併卵巣粘液性嚢胞腺種の一例
藤� 碧, 楠元和美 福島和子, 大西淳仁, 山内憲之, 鮫島 浩, 池ノ上 克�子宮頸管内 ‘sludge’ を伴う胎胞形成と子宮内感染に関する検討
古田 賢, 古川誠志, 大橋昌尚, 松澤聡史, 住吉香恵子, 西窪かなえ, 鮫島 浩, 池ノ上 克�高βhCG血症を伴った胎児16trisomy, mosaicの１例
松澤聡史, 古田 賢, 古川誠志, 西窪かなえ, 住吉香恵子, 岩永 巌, 鮫島 浩, 池ノ上 克
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第37回日本遺伝カウンセリング学会学術集会 6/20～30 神奈川
当科における羊水染色体検査と遺伝カウンセリング
山口昌俊

第49回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会 7/14～16�当科で経験したインフルエンザ菌による早発型敗血症3例の検討
山下理絵, 金子政時, 牧 洋平, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克�切迫早産症例に対する羊水穿刺の検討
牧 洋平, 山下理絵, 古川誠志, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩�超早産児 (在胎22～24週) の予後に関する検討
児玉由紀, 山下理絵, 牧 洋平, 明野慶子, 鳥飼源史, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�周産期脳障害モデルにおけるアセチルコリンエステラーゼ阻害剤の脳障害軽減効果
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�子宮頸管内 ‘sludge’ を伴う胎胞形成と子宮内感染に関する検討
古田 賢, 大橋昌尚, 松澤聡史, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第36回日本母体胎児医学会学術集会 8/24～25 宮崎�母児間輸血症候群にABO不適合を合併した重症新生児貧血の一例
谷口 肇, 古田祐美, 山田直史, 甲斐克秀�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, 金子政時, 児玉由紀, 鮫島 浩, 池ノ上 克

平成25年度宮崎県産婦人科医会秋期定時総会・市民公開講座・
宮崎県産科婦人科学会学術講演会 9/28 宮崎�先天性CMV感染症を合併した一絨毛膜一羊膜性双胎
山内 綾, 紀 愛美, 河野典子, 松澤聡史, 鈴木智幸, 藤� 碧, 牧 洋平, 山下理絵,
住吉香恵子, 中目和彦, 古川誠志, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�分娩後出血性ショックによる心肺停止で約１時間の心肺蘇生により救命できた１症例
古田祐美, 紀 愛美, 松澤聡史, 鈴木智幸, 牧 洋平, 山内 綾, 住吉香恵子, 川越靖之,
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�当科における子宮頸癌臨床統計
山内憲之, 村岡純輔, 河野典子, 古田祐美, 藤� 碧, 福島和子, 大西淳仁, 川越靖之, 永井公洋,
鮫島 浩, 池ノ上 克

第20回遺伝性疾患に関する出生前診断研究会 9/28 鹿児島
ペルオキシゾーム病の出生前診断
山口昌俊, 鮫島 浩, 水畑喜代子, 長谷川珠代, 藤井加那子, 矢野朋実, 永瀬つや子,
野間口千香穂, 板井考壱郎

第15回日本骨粗鬆症学会 10/11～13
日向夏みかんに含まれる水溶性高分子物質のラット破骨前駆細胞ならびに3T3-E1細胞に対する効果
山口昌俊, Harishkumar Madhyastha, 鮫島 浩, 池ノ上 克

平成25年度宮崎県母性衛生学会総会・学術集会 10/19 宮崎�長時間の心肺蘇生により救命できた分娩後出血性ショックの１例
古田祐美, 紀 愛美, 松澤聡史, 鈴木智幸, 牧 洋平, 山内 綾, 住吉香恵子, 川越靖之,
古川誠志, 鮫島 浩, 池ノ上 克�宮崎県のpopulation-based研究に基づく早産児の脳障害
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山下理絵, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第31回周産期医療研究会 11/8～9 東京�切迫早産に対して羊水穿刺を行った症例の臨床的背景の検討
牧 洋平, 古川誠志, 鮫島 浩�先天性CMV感染症を合併した一絨毛膜一羊膜性双胎
山内 綾, 紀 愛美, 河野典子, 松澤聡史, 鈴木智幸, 藤� 碧, 牧 洋平, 山下理絵,
住吉香恵子, 古川誠志, 児玉由紀, 金子政時, 鮫島 浩, 池ノ上 克�分娩後出血性ショックによる心肺停止で約１時間の心肺蘇生により救命できた１症例
古田祐美, 松澤聡史, 鈴木智幸, 牧 洋平, 山内 綾, 住吉香恵子, 川越靖之, 古川誠志,
鮫島 浩, 池ノ上 克

第39回日本東洋医学会九州支部学術総会 11/17 沖縄
過活動膀胱に対する､ 抗コリン剤と五苓散併用の試み
山口昌俊

第58回日本未熟児新生児学会・学術集会 11/30～12/1 金沢�胎内サイトメガロウイルス感染症の母体スクリーニングにおけるIgG avidityの有用性
金子政時, 山下理絵, 村岡純輔, 鈴木智幸, 児玉由紀�胎盤にchronic histiocytic intervillositisの所見を呈し出生したsevere FGRの同胞２例
村岡純輔, 紀 愛美, 松澤聡史, 鈴木智幸, 西窪かなえ, 藤� 碧, 牧 洋平, 山下理絵,
住吉香恵子, 古川誠志, 児玉由紀, 金子政時, 佐藤勇一郎, 鮫島 浩, 池ノ上 克

第181回内分泌同好会 12/5 宮崎
卵巣LEYDIG細胞腫の１例
山口昌俊

第18回日本生殖内分泌学会学術集会 12/7 東京
トリプレットリピート部分に停止コドンが発見された､ 安全型アンドロゲン不応症候群の１例
山口昌俊

(Ⅰ) 著 書

パリビズマブ投与の意義 1.産科の立場から
池ノ上 克, 明野慶子
RSウイルス感染症×パリビズマブ : 46, メジカルルビュー社, 2014.

(Ⅱ) 論 文

An amino-terminal fragment of hemokinin-1 has an inhibitory on pruritic processing in rats
Naono (Nakayama) R, Ikeda T, Matsushima O, Sameshima H, Takamiya K, Funahashi H,
Nishimori T
Neuroscience, 259 : 172-183, 2014.
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