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 *******************************  

１．第30回（2007年）総会報告（抜粋） 

1) 役員改選 

下記のように役員が決定されました。 

会 長 ： 竹内康人 

副会長 ： 上妻志郎 

   監 事 ： 石川睦男、鈴森 薫 

幹 事 長： 馬場一憲 

常任幹事（7名） 

川鰭市郎、上妻志郎、佐藤昌司、鮫島 宏 

馬場一憲、夫 律子、松田義雄 

幹事（29名） 

池田智明、池ノ上 克、茨 聡、宇津正二 

岡井 崇、岡村州博、金山尚裕、川鰭市郎 

久保隆彦、上妻志郎、左合治彦、佐藤 章 

佐藤昌司、鮫島 浩、篠塚憲男、関谷隆夫 

竹内康人、千葉喜英、名取道也、秦 利之 

馬場一憲、原 量宏、藤森敬也、夫 律子 

松田義雄、村越 毅、村田雄二、柳原敏宏 

吉田幸洋 

なお、幹事は、選挙管理委員会（篠塚憲男委員 

長）により、2007年6月に実施された幹事選挙によ 

る上位25名と会長推薦4名を加えた29名。幹事の 

任期は 2007年8月25日～2009年総会前日。 

 

 

 

 

 

 

2) 学会名称変更について 

本年の幹事会において、本学会の名称を「日本 

母体胎児医学会」と変更する方向で、諸準備を進める

ことが決定されました（詳細は、後述）。 

 *******************************  

２．第30回学術集会 

第30回学術集会が、2007年8月25日(土)と26

日(日)の2日間、ホテル仙台プラザにて開催されま

した。 

大 会 長 挨 拶 
 
日本産科婦人科ＭＥ学会会員の皆様 

2007年8月25日(土)と26日(日)の2日間、

ホテル仙台プラザ(仙台市)において、第17回日

本台湾産婦人科超音波・周産期シンポジウムと

併催の形で、また、第 34 回世界胎児・新生児

生理学会（FNPS）と一部共催の形で、本学会

の第 30 回学術集会を開催させていただきまし

た。この2日間で、海外からの参加者も含め、

250 名以上の方々が参加し、学術的にも世界の

研究者との交流という意味においても多大な成

果を残して、無事に終了させていただくことが

できました。これも偏に会員の皆様方のご協力

とご参加の賜物と感謝申し上げます。 

今回は、日台シンポジウムと国際学会の一部

をプログラムに組み込んだため、プログラムが

タイトになってしまい、また、学会運営に不慣

れな医局員を動員しました関係で、不行き届き

な点が多々あったかと思われますが、ご容赦い

ただけますようお願い申し上げます。 

今回は、５つのキーワード、すなわち、「30

回記念」、「国際性」、「モノ作り」、「超音波診

断」、「胎児心拍数図」をキーワードに、特別講

演やランチョンセミナー、ミニシンポジウムな

どを企画し、さらに近年の社会問題に対応して

特別セッション「産科医療崩壊阻止－ME,ICT

ができること」をプログラムに組み込みました。

これらの特別企画にご協力いただいた方々に

は、お忙しい中、誠にありがとうございました。 

大会2日目の午後は、FNPSと共催という形

をとらせていただきましたが、FNPS会長の東

北大学産婦人科岡村州博教授をはじめ、スタッ
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フの方々には、本学会学術集会運営に関しても

たいへんなご援助、ご尽力を頂きました。 

 また、今大会前日に開催された幹事会におい

て、かねてから検討されてきた学会名称変更の

議論がなされ、「日本産科婦人科 ME 学会」か

ら、「日本母体胎児医学会」と名称変更する方向

で事務的な手続きを開始することが決定されま

した。実際の名称変更は、2008年以降になると

思われますが、本学会の益々の発展と社会への

貢献を祈ります。 

馬場一憲（埼玉医科大学総合医療センター）  

--------------------------------------------------------- 

1) 特別セッション「産科医療崩壊阻止  

－ＭＥ, ＩＣＴができること」座長総括 

座長 久保隆彦（国立成育医療センター） 

松田義雄（東京女子医科大学） 

産科医激減による分娩施設の閉鎖ならびに残さ

れた産科医の業務過多をME技術が支援できるかが

本シンポジウムの大きな目的であった。この点に関

して各演者から実地臨床における経験が述べられた。

いずれも現在起こっている急激な産科医不足を解消

するものではないが、産科医療の過疎地への支援、

正確な胎児病態解析支援には有用と考えられた。電

子カルテの共通汎用化は情報の共有に今後期待され

る。しかし、今後MEをどう周産期医療に活かせる

かについては問題は山積していると言わざるをえな

い。以下に各演者の簡単なまとめを付けた。 

＜前田一雄＞ 

 分娩監視モニタリングを自動診断・評価する警報

システムを可能にした。さらに、担当医はベッドサ

イドだけではなく、いつでもどこでも CTG ならび

にその解析結果を参照できるシステムを開発した。

これにより、産科医のワークの軽減が図れるように

なった。 

＜中林正雄＞ 

 厚生労働省、経済産業省、東京都のプロジェクト

により、電子カルテの臨床応用を試み、日本のどこ

でも患者情報を共有できる妊娠管理システムの先駆

的実験を開始した。このシステムが確立すれば、広

域の妊婦紹介、オープンシステムを含めた複数の施

設で妊婦管理が容易に行なえるようになるため意義

のあるプロジェクトを供覧した。 

＜原 量宏＞ 

 Web 版周産期電子カルテおよびモバイル在宅管

理システムの導入により、個々の医療機関における

妊婦管理が効率よく行われることはもちろんである

が、医療機関相互の情報共有、交換が容易になり、

病・診連携がより緊密に行えるようになるため、今

後の日本の周産期医療の向上に大いに役立つ可能性

を示した。 

＜長沢 孝＞ 

 モバイルCTG 遠隔診療システムの開発により、

ハイリスク妊産婦の在宅CTG モニタが可能となっ

た。また、分娩を取りやめた施設でも助産師による

遠隔妊婦検診に有用となった。ミトラ社の Web 版

電子カルテと組み合わせることにより、病院－診療

所（助産院）の連携体制が確立でき、今後の周産期

医療に有用な可能性が示された。 

＜小笠原敏浩＞ 

 妊婦の遠距離通院を軽減するためパケット技術お

よびウェブ映像コミュニケーション技術を利用した

妊婦遠隔健診を試行しその有用性を検討した。産科

医の減尐により、分娩過疎地の妊婦にとって長時間

通院のリスクが解消されたため、このシステムが有

用である可能性が示された。 

＜鈴木 真（ミトラ社が代理発表）＞ 

 本院とサテライトクリニックで同じサーバからひ

とつの電子カルテシステムを使うことで、患者診療

情報は医師間、施設間で差異がなくなりスムーズな

連携が行える。情報を共有することができ、搬送先

決定を早く行うことができるようになった。地域全

体がひとつの病院として患者情報を共有する地域医

療の新しい形といえる。 

＜竹内康人＞ 

 ME が産科減尐による周産期医療崩壊を救済でき

るかについてはまだ分からない。しかし、周産期医

療では今後ギャランティー型ビジネスモデルからベ

ストエフォート型のビジネスモデルへの根本的発想

転換が求められる。また、この観点から今最も発想

転換を求められているのは妊婦自身であるといえる。 

--------------------------------------------------------- 

2) ミニ討論「全胎児を対象としたスクリーング法 

の提言」座長総括 

座長 馬場一憲（埼玉医大総合医療センター） 

胎児異常のスクリーニングに関しては、一部の専

門家による超音波診断技術がどんなに進歩しても、

一般の医師が使えない、あるいは使ってもらえない

のであれば意味がない。そのため、一般産婦人科医

師が忙しい臨床現場でも、それほど負担がなく容易

に実施でき、しかも周産期管理上重要な胎児異常は

できるだけ見逃されない方法の提言を目指して、3
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名の発表を踏まえ、20週前後のスクリーニングとし

て、下記の案を元に会場全体でミニ討論を行った。 

 

BPDは妊娠週数相当か

頭部横断面で内部は左右対称で
頭蓋内に異常像を認めないか

頭蓋外に突出する異常像を認めないか

  

left

心臓の位置と軸は左に寄っているか
左右心房心室の大きさのバランスはよいか
胸腔内に異常な像を認めないか

 

RV

LV

大動脈と肺動脈がラセン状に走行しているか

大動脈と肺動脈の太さは略同じか
 

腹壁（臍部）から臓器の脱出を認めないか

 

bladder

stomach

胃胞が左側にあるか

胃胞、膀胱、胆嚢以外に嚢胞を認めないか

  

 

椎体と棘突起が欠損なく並んでいるか

背中、臀部に異常な隆起を認めないか

 
  

十分な長さの四肢が確認できるか

羊水過多も過少も認めないか

 

 

討論では、一般向けには、心臓が左か右かをチェ

ックしなくても、心臓と胃が同側にあることを確認

すればよいのではないか、大動脈と肺動脈の走行は

四腔断面と平行な断面で確認したほうがよいのでは

ないかなど、活発な意見が出された。 

--------------------------------------------------------- 

 3) アフガニスタンへの分娩監視装置の支援 

その後の経過報告 

石原由紀（国立国際医療センター・元JICA 

アフガニスタン・リプロダクティブヘルス 

プロジェクト専門家） 

アフガニスタンのマラライ産婦人科病院では、分

娩監視装置が存在するにもかかわらず使用されてい

ませんでした。装置の使い方や診断を知らなかった
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ためです。そこでその研修をしたところ、たちまち

スタッフは熱心に使い始め、症例検討も行われるよ

うになりました。母体救命のためにしか行われなか

った帝王切開に胎児適応が加わりました。 

ところが 2006 年、節約して使っていた用紙がつ

いに無くなったとき、某国の製造販売元には連絡が

取れませんでした。アフガニスタンには分娩監視装

置の代理店はありません。事情を知った日本産科婦

人科ME学会のホームページでの呼びかけで会員の

みなさまの寄付申し出をいただきました。最終的に

亀田メディカルセンターの鈴木真医師、フィリップ

スエレクトロニクスジャパンの迫田考司氏からの機

材及び消耗品の寄贈により、マラライ産婦人科病院

で装置の使用を再開することができました。 

 その後、マラライ産婦人科病院はほかの病院にも

公開して講習会を開始、さらにカブール市内の総合

病院にマラライ産婦人科病院のスタッフが分娩監視

装置講習会の講師として招聘されました。2007年６

月現在、カブール市内の尐なくとも３つの大病院で

は日常的に分娩監視装置が使用されています。 

アフガニスタンは 20 年以上にわたる長い戦争・

内戦で医療施設だけでなく医療をささえるシステム

そのものも、人材も失いました。その影響は特に女

性と子供に大きく、いまだ問題は尽きません。しか

し、尐なくともアフガニスタンに「胎児診断」とい

う新しい概念が根付いた一助は、マラライ産婦人科

病院で始まった分娩監視装置使用にあると思います。

そして、この頃では、「こどもの健康は産婦人科医と

助産師の責任」という言葉が聞かれるようになって

きました。 

 ご協力をいただいた皆様の暖かいお気持ちと行動

に対し、深謝いたします。 

******************************* 

３．学会名称変更の経緯 

本学会は、日本産科婦人科学会ME問題委員会の

委員から徹底的に議論でき自由で制限のない討論会

を持ちたいという意見が出されたのを受けて、当時

委員長であった前田一雄名誉会員が1978年10月に

米子市で第1回産婦人科ME懇話会を開催したこと

を機に発足しました。当時は、分娩監視装置や超音

波診断装置を中心とした医用電子工学（medical 

electronics）が、産婦人科領域に大変革をもたらす

ものとして脚光を浴びていた時代で、「ME研」と称

する研究室を有する大学も尐なくありませんでした。

その後、電子工学だけでなく様々な工学技術を医学

に取り入れようと、医用工学(medical engineering)

の時代へと移り、本学会も一層の発展をみることに

なりました。 

しかしながら、発足から30年近くが経ち、ME

技術の進歩と一般臨床への普及とともに、MEとい

う言葉の持つ新規性が失われ、学術集会での発表も

胎児・母体の生理や病理などMEと直接関係のない

内容も増加してきています。また、会員数は、1996

年頃より略横ばい状態にありますが、会員の年齢分

布を見ると高齢化が進んできている一方で、MEの

意味が分かりにくく取っ付きにくいということで若

手から敬遠される傾向にあるという指摘がなされる

ようになりました。当学会よりも歴史が古く会員数

も多い日本エム・イー学会（1962年設立。会員数約

4,000名）は、エム・イーという言葉が、半導体な

どの超小型化技術であるmicroelectronicsと混同さ

れたり、若手研究者にとって内容がよく分からない

ということで学会そのものが敬遠されたりしている

などの理由で、2005年に日本生体医工学会と名称変

更を行っています。 

このような状況から、2005年の幹事会において、

学会の名称を近未来も見越して実態に合わせたもの、

また若手にとっても分かりやすく魅力あるものに変

更して若手会員を増やし、学会のより一層の活性化

を図ってはどうかという提案がなされました。2006

年5月に全学会員に郵便による学会名変更に関する

アンケート調査を実施したところ、名称変更に賛成

が55名、反対が15名、どちらでもよいが53名と

いう結果を得ました。このアンケート結果を受けて

開かれた2006年の幹事会において、学会の名称を

変更する方向で検討することが決まり、常任幹事会

を中心に名称変更へ向けての具体的検討がなされて

きました。メールによる常任幹事会、ならびに幹事

会の議論を経て、７つの名称が候補として挙げられ、

2007年8月24日の幹事会において、さらに2つを

加えて9つの候補から、「日本母体胎児医学会」が

採択され、翌日の8月25日の総会で報告されまし

た。 

今後、常任幹事会が中心となって、会則の変更案

を作成し、幹事会、総会で会則の変更が承認されれ

ば、2008年の総会以降に本学会の名称が変更される

予定です。 

 

******************************* 
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４．坂元正一名誉会員逝去 

 

本学会名誉会員であり、東京大学名誉教授、母子

愛育会総合母子保健センター所長の坂元正一先生は、

2006年12月28日逝去されました。 

 

追悼： 故 坂元正一教授 

名誉会員 前田一雄 

 

産婦人科ＭＥ学会馬場一憲会長の御指示により

故坂元正一教授を追悼申し上げたい。 

教授は 1924 年（大正 13年）1月 20日に出生さ

れ、筆者の 1 歳年長である。海軍兵学校後 1945 年

海軍大尉（正七位）に任ぜられた。特攻隊出撃や航

空機操縦が思い出話に登場することもあった。平和

が到来、東京大学医学部を 1950 年に卒業し、産婦

人科学教室に入局され、小林隆教授のもと、東大産

婦人科ＭＥ（medical electronics のち medical 

engineering）研究を主催し、1963年には講師、1969

年4月には第21回日産婦学会総会のFetal Distress

特別講演で独自の胎児心拍数図波形分類を発表され

た。当時ＭＥ研究が盛んで、筆者も同総会宿題報告

「胎児の生理並びに病理に関する研究」で計量胎児

心拍数図や、ドプラなど胎児信号解析を報告した。 

1970 年に東大医学部産科婦人科学教室主任教授

に就任され、産婦人科ＭＥ研究を強く推進された。

筆者は日産婦理事会に周産期関連委員会設立を提案

し教授を委員長に推薦して周産期管理登録委員会が

発足し、1974年以降の周産期登録を筆者担当で集計

して 1977 年から日産婦誌に報告した。その後武田

教授担当を経て現在の周産期委員会登録に発展した。

本委員会は世界産婦人科連合（International 

Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO）

の周産期死亡委員会、アジアオセアニア周産期学会

等とも対応して活動した。教授は日本周産期学会設

立に尽力されて新学会が発足し、わが国周産期医学

を隆盛に導かれた。 

同じく 1970 年代に日本母性保護医協会（以下日

母、現日本産婦人科医会）は分娩監視装置普及を志

し、同装置委員会で坂元委員長のもと、竹村晃、穂

垣正暢、諸橋侃、筆者など多数研究者を糾合して簡

易な分娩監視装置の規格を検討した。装置は外測法

だったが、超音波安全がまだ確立せず、胎児心拍検

出には胎児心音マイクロホンを用いた。外測法なの

で妊娠中から使えて、広汎な胎児モニタリング可能

であった。かくして、のちに分娩監視装置JIS原案

の基礎となった簡易臨床型分娩監視装置規格が完成

し、メーカー各社は日母型分娩監視装置を製作し、

日母は会員にその利用を薦め、委員会で使い方をま

とめた研修ノートを配布したので分娩監視装置は急

速に普及した。 

超音波ドプラ胎児聴診は 1960 年代から広く利用

されていたが、1971年ごろ本法に胎児奇形発生の可

能性ありと報道され、安全性検討の必要を生じた。

我々超音波関係の産科医が集まり、工学者に故井出

正男教授を迎えて厚生省研究班を結成し、最初に坂

元教授、次に筆者を班長として厳密に超音波の作用

を検討した結果、1976年、超音波医学会シンポジウ

ムで超音波生体作用には閾値があり、一定の強度以

下では作用がないことを報告し、超音波診断装置

JIS では超音波出力を連続超音波閾値の 1/100 以下

に制限したので超音波安全性は JIS 発効の 1980 年

には確立し、超音波診断は急速に普及した。分娩監

視装置でも胎児心拍検出にドプラ法が利用され、竹

内・穂垣の自己相関計開発と相俟って超音波胎児モ

ニタが一般化し、分娩監視が容易になった。胎児モ

ニタリング関係について、教授主催で 1983 年 8 月

27-28 日、日本プレスセンターホールで第 6 回産科

婦人科ＭＥ懇話会（現 日本産科婦人科ＭＥ学会） 

－主題：ＮＳＴ－ が開催され盛会であった。 

教授は 1973 年、FIGO 日本代表常任理事に任ぜ

られ、1979 年には東京で第 9 回FIGO 大会を開催

して後々に語り継がれる大成功を収めた。1983-85

年には FIGO 副会長、1978 年日産婦学会会長、

1979-81 年アジアオセアニア産婦人科連合

（Asia-Oceania Federation of Obstetrics and 

Gynecology, AOFOG）会長に任ぜられた。 
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1980年には周産期学研究世界旅行団を企画し、筆

者を含む国内周産期研究者多数を糾合し自ら団長と

して欧米の周産期研究の大学・研究所を歴訪して交

流と団員の講演を重ね、大きな成果を挙げた。 

1984年には東大名誉教授となり、東京女子医大教

授、同母子総合医療センター所長、埼玉医大教授、

同総合医療センター所長に就任した。1986-1988年

アジアオセアニア周産期学会連合（Federation of 

Asia-Oceania Perinatal Societies, FAOPS）会長、

1986 年日母会長となり、1989-2001 年宮内庁御用

掛を拝命し、1989年恩賜財団母子愛育会総合母子保

健センター所長に任ぜられた。Caldeyro-Barcia 教

授などの推挙を受けて 1991 年に世界周産期学会

（ World Association of Perinatal Medicine, 

WAPM）初代会長となり、天皇皇后両陛下御臨席を

仰いで第 1 回世界周産期会議（The first World 

Congress of Perinatal Medicine, WCPM）を主催さ

れ、本学会ならびに世界の周産期医学の発展に尽力

された。 

1991 年には FIGO メダル表彰を受け、1992 年

FAOPSのFellow, 1994年国際母性新生児保健連合

（ International Association of Maternal and 

Neonatal Health, IAMANEH）会長、2005年国際

周産期アカデミー (International Academy of 

Perinatal Medicine, IAPM) Regular Fellowに就任

し、2001年には勲二等瑞宝章を受賞された。 

国内学会に出席されると常に最前列に着席して

メモをとられる姿が目に浮かぶ。また諸学会では何

時も産婦人科代表として挨拶され、古今の名言を引

用されるのが常であった。ローザンヌの第3回ヨー

ロッパ周産期学会などを始めとして外国学会でも

度々ご一緒になり、ときには一緒に美術館の絵画を

鑑賞し、当地鳥取の学会にもお出で頂いたことなど

多くの思い出がある。かねて健康には十分配慮され

「肉体のあらゆる箇所を徹底的に検査した」として

深く留意しておられたが、2006 年 7 月の新生児・

周産期学会では腫瘍のため「これが最後の挨拶だ」

と別れを告げられた。しかしその後入院加療後に退

院されて愁眉を開いたが、同年末には病状が悪化急

変し、2006 年 12 月 28 日に永眠された。ここに教

授生前の赫々たる業績の数々を称えながら、残され

た者として命ある限り学問の発展と進歩にいささか

なりと貢献することを誓って追悼の辞としたい。 

 

******************************* 

５．マウス脳に対する超音波の影響 

米科学アカデミー紀要の電子版に掲載された超

音波の胎児への影響に関する研究成果（PNAS  

August 22,2006  Vol.103(34)  12903-12910）に対

し、以下の対応を行いました。 

・本学会ホームページに会長名でコメントを掲載 

 ・本学会、日本超音波医学会、日本脳神経超音波 

学会とで共同コメントを公表 

 

本学会ホームページ掲載のコメント 

 

超音波診断装置の長時間使用でマウス胎仔の脳

神経細胞発達に変化をきたしたという研究報告が、

米科学アカデミー紀要の電子版に掲載されるとい

う報道がなされました。 

胎児に対する超音波の副作用については、本学会

の前身である産婦人科 ME 懇話会の時代から動物

実験、疫学調査など様々な方面から検討がなされ、

産婦人科臨床で使われている超音波診断装置の超

音波は、胎児に対して悪影響を及ぼさないとされて

きました。 

今回報道された実験は、胎仔の脳細胞がその発達

過程で脳内のどこに移動するかという、従来検討が

なされてこなかったことに着目している点で評価

されるものの、以下の点で、そのまますぐに人の胎

児にあてはめることには無理があると思われます。 

実験では、同じ部分に超音波が当たり続けている

が、人間を対象とした超音波検査では、観察断面を

移動しながら胎児の各部を観察するため、同じ部分

に長時間超音波が当たり続けるということがない。

また、マウスと人間では、脳が発達する時間に大き

な違いがあり、実験で影響が出始めたという使用時

間 30 分は、人間に当てはめた場合、もっと長時間

になると推定される。 

超音波検査が人の胎児に何らかの影響を及ぼし

ているかどうかは今後の研究を待たなければ明言

できませんが、現在広く行われている超音波検査に

よる胎児の出生前診断が、被検者に多大な益をもた

らしていることから、今後も必要な超音波検査を控

える必要はないと思われます。 

しかしながら、不必要に長時間に及ぶ超音波検査

（特に胎児の脳に対して）、診断目的以外（いわゆ

る"entertainment"）の使用は、できるだけ避ける

ことが望ましいと考えます。                                   

 

   2006年8月11日 

日本産科婦人科ME学会   

会 長 馬 場 一 憲                
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６. 第31回日本産科婦人科ME学会予告 

会期：2008年8月30日(土)～31日(日) 

会場：鹿児島大学稲盛会館 

会長：竹内康人（鹿児島大学教授） 

******************************* 

７．関連学会・研究会のお知らせ 

 

・第60回日本産科婦人科学会 

   2008.4.12－15  パシフィコ横浜 

  http://jsog.umin.ac.jp/ 

・The 4th International Scientific Meeting of  

ISUOG 

2008.4.23－26  St.-Petersburg, Russia  

http://www.isuog2008.spb.ru/index.htm 

・International Conference on BioMedical 

Engineering and Informatics 

  2008.4.28－30  Sanya, Hainan, China 

    http://www.hainu.edu.cn/BMEI2008 

・第47回日本生体医工学学会 

   2008.5.8－10  神戸国際会議場 

  http://www.hp-info.med.osaka-u.ac.jp/47jsmbe 

・第15回アジア・オセアニア周産期学会 

2008.5.20－24  名古屋国際会議場 

・第81回日本超音波医学会 

2008.5.23－25  神戸国際展示場 

http://www.congre.co.jp/jsum2008/ 

・第7回ママと赤ちゃん、そしてパパのための超音波

セミナー 

  2008.5.25     神戸国際展示場 

・14th International Conference on Prenatal 

Diagnosis and Therapy 

2008.6.1－4  Vancouver, Canada 

http://www.ispdhome.org/conference/2008/ 

・第31回分娩監視研究会 

2008.6.7   国立国際医療センター 

http://members3.jcom.home.ne.jp/0131255401/2

9bunbenkanshi.html 

・The Fetus as a Patient 

   2008.6.12－14    Frankfurt, Germany 

  http://www.fetus-as-a-patient.de/ 

・35th Fetal and Neonatal Physiology Society 

2008.6.22－25   Maastricht, Netherlands 

http://www.fnps-society.org/Index.htm 

・第44回日本周産期・新生児医学会 

2008.7.13－15  パシフィコ横浜（神奈川） 

http://www.macc.jp/44jspnm/ 

・18th ISUOG（国際産婦人科超音波学会） 

2008.8.24－28  Chicago, USA 

    http://www.isuog.org/WorldCongress/2008/ 

・第31回日本産科婦人科ME学会 

  2008.8.30－31  鹿児島大学工学部構内 

 http://www.obme.umin.jp/ 

・日台産婦人科超音波・周産期シンポジウム 

  2008.9.20－21  台湾 

・第4回3次元超音波研究会 

2008.9.28    国立成育医療センター 

http://us-3d.umin.jp/ 

・第6回 胎児治療学会 

    2008.10.10－11  ウィリング横浜 

  http://fetus.umin.jp/ 

・第35回（社）日本産婦人科医会学術集会 

2008.10.11－12 フェニックスプラザ（福井） 

・4th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal 

Medicine 

  2008.10.17－19  Macau SAR, China 

http://www.fetalmedicine.hk/en/apcmfm/apcmf

m.asp?scr=1024 

・第53回日本未熟児新生児学会 

  2008.10.30－11. 1   札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀ  ー

  http://jspn53.umin.jp/ 

・第6回日韓産婦人科超音波シンポジウム 

  2008.11.1     埼玉医大川越ビル 

・第10回日本イアン・ドナルド超音波講座 

  2008.11.2－3  埼玉医大川越ビル 

・40th International Congress on Pathophysiology on 

Pregnancy 

   2008.11.20－24   St.Julians, Malta  

******************************* 

編集後記 

周産期医療施設の急減により周産期医療を行っ

ている施設に妊婦さんが集中し、多くの会員の方々

も日常診療に追われてたいへんなことと思います。

事務局もそんな理由で、ME学会ニュースの発刊が

たいへん遅れてしまい申し訳ございませんでした。

特に、早々に原稿を頂いておりました会員の先生方

には、たいへん失礼いたしましたことをお詫び申し

上げます。               （KB） 

２００８年 

http://www.hainu.edu.cn/BMEI2008

