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日にち 時間 講演名 共催企業 演題名（仮題）
座長
演者

氏名（敬称略） 所属

ご挨拶 Asim Kurjak
Medical School, Dubrovnik International University,
Dubrovnik, Croatia
国際イアンドナルド超音波講座

ご挨拶 関谷　隆夫 藤田保健衛生大学医学部周産期医学

座長 関谷　隆夫 藤田保健衛生大学医学部周産期医学

超音波検査の基礎と表示法 演者 馬場　一憲
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医
療センター

座長 古橋　円
名古屋第一赤十字病院総合周産期母子医療セン
ター

産科超音波スクリーニングのあ
り方

演者 松岡　隆 昭和大学医学部産婦人科学

座長 種村　光代 産科婦人科種村ウィメンズクリニック

胎児脳脊髄疾患 演者 夫　律子
クリフム夫律子マタニティクリニック臨床胎児医学研
究所

座長 早川　博生 春日井市民病院産婦人科

胎児胸腹部疾患 演者 村越　毅 聖隷浜松病院周産期科

座長 西澤　春紀 藤田保健衛生大学医学部産婦人科学

胎児泌尿生殖器疾患 演者 依岡　寛和 西川医院

座長 川鰭　市郎 国立病院機構長良医療センター周産期診療部

New KANET test successfully
detected first cases of fetal
cerebral palsy. How should we
respond?

演者 Asim Kurjak Croatia Zagreb 国際イアンドナルド超音波講座

座長 吉松　淳 国立循環器病研究センター周産期・婦人科

胎児心臓スクリーニングとその
実際（実演）

演者 前野　泰樹 久留米大学医学部小児科・新生児センター

座長 石井　桂介
大阪府立母子保健総合医療センター周産期部門・産
科

胎児心機能の評価と心臓疾患 演者 中田　雅彦
徳山中央病院産婦人科部長・周産期母子医療セン
ター

座長 前野　泰樹 久留米大学医学部小児科学・新生児センター

胎児不整脈の診断と治療 演者 吉松　淳 国立循環器病研究センター周産期・婦人科

座長 高橋　雄一郎 国立病院機構長良医療センター産科

多胎妊娠の診断 演者 石井　桂介
大阪府立母子保健総合医療センター周産期部門・産
科

座長 中田　雅彦 徳山中央病院産婦人科・周産期母子医療センター

TTTSに対する超音波治療の実
際

演者 高橋　雄一郎 国立病院機構長良医療センター産科

座長 久保　隆彦 国立成育医療研究センター周産期センター産科

臍帯・羊水とその異常 演者 長谷川　潤一 昭和大学医学部産婦人科学

座長 馬場　一憲
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医
療センター

HIFUによる超音波胎児治療 演者 市塚　清健 昭和大学医学部産婦人科学

第14回日本イアンドナルド超音波講座
　『女性と胎児の生理と超音波　－その時何がおきているのか－』

15:00～15:30

9:00～9:15 開会セレモニー

スペシャルレクチャー

9:45～10:15

レクチャー1

レクチャー2

ランチョンセミナー1 GE HCJ

レクチャー3

レクチャー4

レクチャー5

レクチャー8

レクチャー6

レクチャー11

レクチャー9

レクチャー10

レクチャー7

16:45～17:25

17:25～18:05

11月10日（土）

15:30～16:00

16:00～16:30

14:30～15:00

9:15～9:45

11:00～11:30

10:15～11:00

13:15～14:15

11:30～12:00

12:00～13:00
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座長 江本　精 国際医療福祉大学福岡山王病院・予防医学センター

婦人科超音波とプローブの使
い方＋造影法

演者 関谷　隆夫 藤田保健衛生大学医学部周産期医学

座長 越知　正憲 おち夢クリニック名古屋

不妊症の超音波検査 演者 田村　博史 山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学

座長 薮下　廣光 愛知医科大学医学部産婦人科

婦人科腫瘍の超音波診断 演者 江本　精 国際医療福祉大学福岡山王病院・予防医学センター

座長 加藤　紀子
名古屋第二赤十字病院総合周産期母子医療セン
ター

妊娠初期胎児発育と超音波検
査

演者 仲村　将光 昭和大学医学部産婦人科学教室

座長 鈴森　伸宏 名古屋市立大学医学部産婦人科学

妊娠初期胎児のソフトマーカー
評価法

演者 井下　秀司 香川井下病院産婦人科

座長 吉田　幸洋 順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科

超音波専門医に必要な臨床遺
伝学の知識

演者 増崎　英明 長崎大学医学部産婦人科学

座長 村越　毅 聖隷浜松病院周産期科

胎児生理学からみた胎児循環
不全と評価

演者 市塚　清健 昭和大学医学部産婦人科学

座長 松岡　隆 昭和大学医学部産婦人科学

新生児生理学からみた胎児循
環不全と予後

演者 早川　昌弘
名古屋大学医学部医学系研究科周産母子医学・附
属病院総合周産期母子医療センター

座長 増崎　英明 長崎大学医学部産婦人科学

胎児の3D/4D表示と臨床応用 演者 秦　利之 香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学

座長 長谷川　潤一 昭和大学医学部産婦人科学

胎盤位置異常（前置胎盤、癒着
胎盤）

演者 炭竃　誠二 名古屋大学医学部医学系研究科産婦人科学

座長 関谷　隆夫 藤田保健衛生大学医学部産婦人科教室周産期医学

流早産の頸管所見 演者 吉田　幸洋 順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科

座長 多田　伸 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院産婦人科

経会陰超音波検査による分娩
進行の評価

演者 坂巻　健 社会保険中央総合病院産婦人科

16:55～17:00 閉会セレモニー ご挨拶 前田　一雄 鳥取大学名誉教授　日本イアンドナルド超音波講座

レクチャー12

レクチャー13

レクチャー14

14:00～14:40

14:40～15:10

ランチョンセミナー2 Medison Japan

レクチャー17

9:00～9:30

レクチャー18

レクチャー19

レクチャー15

16:25～16:55

レクチャー20

レクチャー21

15:25～15:55

15:55～16:25

レクチャー22

13:20～14:00

レクチャー16

12:05～13:05

10:50～11:20

11:20～11:50

9:30～10:10

10:10～10:50

11月11日（日）


