参加費

1 日目セミナー

35000 円 (2 日間フル参加)
20000 円 (いずれか 1 日のみ参加)

申し込み
詳細は日本イアンドナルド超音波講座ホー
ムページ http://www.ian‑donald.jp

2008 妊娠初期超音波セミナー

日本イアンドナルド超音波講座

(FMF-NT Certificate, Theoretical Course)

アドバンストセミナー2008

on the First Trimester Scan

The 1st Japan Ultrasound Seminar

主催

日時
参加費を銀行振り込み (口座はホームペ
ージに掲載)の上、申込用紙(ダウンロード)
を添付したメールにて受付いたします
メールあて先 japan.sg@ian‑donald.jp

2008 年 1 月 13 日 12 時より 21 時
2008 年 1 月 14 日 9 時より 16 時
(連休)

日本イアンドナルド超音波講座
Fetal Medicine Foundation (FMF)

2 日目セミナー
2008 胎児脳セミナー診断と治療の A to Z
The 1st Fetal Brain Seminar

* 定員になり次第締め切り

– A to Z of Diagnosis and Management –

場所
主催

お問い合わせ・申し込み ;
日本イアンドナルド超音波講座事務局
japan.sg@ian‑donald.jp

グランキューブ大阪
(大阪国際会議場)

日本イアンドナルド超音波講座
胎児期水頭症ガイドライン編集委員会

http://www.gco.co.jp/japanese.html

参加定員 ; 200 名
1

オーガナイザー;
クリフム臨床胎児医学研究所 PMC 院長
日本イアンドナルド超音波講座事務総長
夫 律子

1 日目セミナー
2008 妊娠初期超音波セミナー
(FMF-NT Certificate, Theoretical Course)
The 1st Japan Ultrasound Seminar
on the First Trimester Scan
開催

;

公用語は英語ですが、すべてプロフェッショナルの同時通訳が
つきます。一日目コース参加者全員に FMF から出版されてい
る書籍の完全日本語訳本(非売品・本コース時に初出版)を無料
配布いたします。

ゲストはすべてその道のエキスパートです。(脳神経関係
の学会でもこれだけのメンバーは集まりません。)エキス
パートならではの分かりやすい解説により胎児脳の A か
ら Z までが理解できます。初心者からスペシャリストま
でが勉強でき、楽しめる胎児脳の専門セミナーです。

2008 年 1 月 13 日(日)

NT (Nuchal Translucency)は現在、日本の産婦人科医と妊
婦を混乱させています。イギリス Kings College の K.
Nicolaides 教授(Fetal Medicine Foundation, FMF の創設者)
が一時世界でも混乱しかけた NT というものをしっかり
とまとめ、世界中がその基準にのっとっていますが、日本
ではいまだ FMF の基準を知らずに NT を計っている施設
が多いのが現状です。すでに NT ということばは患者様の
間でも語られるようになっています。妊娠初期に NT を避
けて通れなくなってきています。NT の説明のしかたによ
っては元気な赤ちゃんが生まれてこれなくなる現実も存
在しています。NT が何かを知らなければ、NT を正確に
評価できなければ、NT を見たあとどうするかを知らなけ
れば NT を語ることはできません。遅ればせながら日本で
初めての NT コースの開催です。
FMF では、以下の 3 点 (かなり厳しい) を終了合格し
た者に NT Certificate を発行しており、
世界中に Certificate
所持者がいます。日本ではまだひとり(夫律子)だけです。
1. FMF に直接 NT の超音波イメージのログブックを送
り、正しい計測が行われているかの評価を受ける
2. Theoretical course を受講する(最終確認テストあり)
3. Training course にて実際の NT 計測、初期検査をす
る(実地試験)
今回のコースは FMF の Theoretical Course(理論コース)に
なります。

スペシャルレクチャラー
 K Nicolaides (UK) 英国からオンライン
 TK Lau (HK)
来日
 Ritsuko K. Pooh (Japan)

スペシャルレクチャラー

主催

日本イアンドナルド超音波講座
Fetal Medicine Foundation (FMF)

2 日目セミナー
胎児脳セミナー診断と治療の A to Z
The 1st Fetal Brain Seminar
– A to Z of Diagnosis and Management –
開催

;

2008 年 1 月 14 日(月・祝日)

胎児の脳は、産婦人科医・脳外科医・神経内科医・小児科医の
頭を悩ませるものです。子宮内での脳の発育は非常に目覚しく、
その発育・発達を理解しないで胎児脳を語ることはできません。
「胎児脳」に焦点を絞り、日本で初めて胎児脳の発生・正常発
達・先天性異常・脳障害・画像診断・遺伝・病理・治療・神
経予後・遺伝カウンセリングなどについて系統的に解説され
るセミナーを開催することになりました。講師陣はその道のエ
キスパートばかりであり、脳神経外科・産婦人科・放射線科・
臨床検査技師・看護師・カウンセラーなど、特にこれからの医
療を担う医療関係者を対象にしたセミナーです。
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藤田晢也(ルイパストゥール医学研究センター)
前田一雄(鳥取大学名誉教授)
中野仁雄(九州大学名誉教授)
塩田浩平(京都大学)
山崎麻美(国立大阪医療センター)
坂本博昭(大阪市立総合医療センター)
白根礼造(宮城県立こども病院)
澤本和延(名古屋市立大学)
富和清隆(京都大学)
岡本伸彦(大阪府立母子医療センター)
師田信人(国立成育医療センター)
宇都宮英綱(福岡大学)
市塚清健(昭和大学)
夫 律子(クリフムPMC)
その他有名講師交渉中

公用語は日本語です
主催

日本イアンドナルド超音波講座
胎児期水頭症ガイドライン編集委員会

