
2005年 研修会のご案内
月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

12月 21日 水
★台東産婦人科医会

骨粗鬆症について

連絡先：03-3831-0077 担当者：森谷

  太田 博明東京女子医科大学 産婦人科 教授 19:00-21:00 ホテルパークサイド

12月 16日 金
★第９回産婦人科臨床フォーラム

連絡先：03-3342-6111  担当者：柳下正人
18:00-21:00 東京ヒルトンホテル

12月 8日 木
★第20回 大田地区産婦人科研究会

卵巣腫瘍と鑑別が困難であったgastrointestinal stromal tumor

連絡先：03-3762-4151 担当者：八尾陽一郎

  間崎和夫  他東邦大学第１産婦人科 講師 18:00-20:00 東邦大学医療センター 大森病院 臨床講堂

12月 3日 土
★東京医科歯科大学産科婦人科教室同窓会研究会

妊娠分娩管理に困難を要した合併症妊娠症例

連絡先：03-5803-5322 担当者：小澤

未定 15:30-18:00 東京医科歯科大学医科新棟地下１階 臨床講堂１

11月 26日 土
★江戸川区・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

更年期女性に好発する精神科疾患 他

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子慶賛

加茂登志子 19:00-21:00 江戸川区総合文化センター

11月 25日 金
★城東POLISアカデミー

メタボリックシンドロームの診療、特に高脂血症の診療に関して

連絡先：03-3938-9600 担当者：小河原 伸

  寺本民生帝京大学医学部附属病院 内科学 教授 19:00-21:00 浅草ビューホテル

11月 24日 木
★第38回城北産婦人科医会

周産期感染症の最近の話題

連絡先：03-3972-8111 担当者：正岡直樹

  小島俊行三井記念病院産婦人科部⾧ 18:45-21:00 メトロポリタンプラザ12階 第１会議室

11月 24日 木
★第五回女性骨代謝研究会

１、骨粗鬆症治療の実際?整形外科の立場から? ２、骨粗鬆症薬物療法の実際

連絡先：03-5325-5121 担当者：酒井 宏

  １、杏林大学 整形外科 市村正一助教授 ２、国際医療福祉大学附属熱海病院 五來逸雄教授19:00-21:00 パレスホテル２F「チェリールーム」

11月 20日 日
★（社）日本家族計画協会

産婦人科医のためのOC処方実践セミナー

連絡先：03-3235-2694 担当者：北村邦夫

  北村邦夫 ほか （社）日本家族計画協会 常務理事 13:00-17:00 東京コンファレンスセンター品川

11月 19日 土
★練馬区産婦人科医会

産婦人科診療の周辺から

連絡先：03-3955-0531 担当者：坪井 透

  栃木明人日本産婦人科医会常務理事 とちぎクリニック 院⾧ 17:00-18:00 日本料理銀座「鴨川」

11月 19日 土
★第258回 東京産婦人科医会臨床研究会

１） 妊娠とウィルス感染症 ２） DVに対する産婦人科の対応

連絡先：03-3269-4695 担当者：吉原

  １）国立成育医療センター周産期診療部産科医⾧ 久保隆彦 先生 ２）東京ウィメンズプラザ相談係⾧ 堀端昌江 先生14:00-16:30 東医健保会館

11月 18日 金
★葛飾区産婦人科医会

妊娠高血圧症候群とは

連絡先：03-3609-0415 担当者：小宅正博

  正岡直樹日本大学医学部産婦人科学教室専任講師 20:00-22:00 葛飾区医師会会館

11月 17日 木
★東京産婦人科医会城南五医師会

地球の温暖化・オゾン層破壊と女性のくらし

連絡先：03-3771-3310 担当者：⾧崎 淳一

  鈴木勝久横浜国立大学 教育人間科学部 自然環境講座 教授 18:30-20:30 大森東急イン５F 飛鳥の間

11月 11日 金
★足立区産婦人科医会（二金会）

ピルの副作用について

連絡先：03-3887-5611 担当者：太田千足

  合阪幸三浜田病院副院⾧ 19:00-21:00 足立区医師会館３Fホール

11月 10日 木
★東京産婦人科医会多摩ブロック研修会

産婦人科領域の漢方治療

連絡先：042-540-2644 担当者：野村 泰弘

  村田高明仁和会総合病院顧問 日本東洋医学会評議員、指導医 南多摩病院前院⾧19:00-21:00 立川グランドホテル

11月 9日 水
★江戸川区・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

我が国の妊産婦は安全なのか？

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子慶賛

  久保隆彦国立成育医療センター 19:00-21:00 江戸川区医師会館

11月 6日 日
★第25回 日本性科学学会 学術集会

特別講演「Female Sexual Dysfunction : Definition, Causes & Potencial Treatments」ほか

連絡先：03-5803-5322 担当者：小澤

09:00-17:00 東京医科歯科大学５号館講堂（４階）

11月 6日 日
★女性医療ネットワーク第８回勉強会

女性のための痛みのサイエンス

連絡先：03-3538-0250 担当者：成田、塩原

  半場道子 ほか東京医科歯科大学分子神経生物学教室 09:30-16:30 ルークホール

11月 5日 土
★日本性科学連合「第７回性科学セミナー」

日本性科学連合各領域における『性』の最新情報

連絡先：03-5803-5322 担当者：小澤

13:00-17:10 東京医科歯科大学５号館講堂（４階）

11月 5日 土
★第16回婦人科骨粗鬆症研究会

ワークショップ「ラロキシフェン治療の実際」 ほか

連絡先：03-3815-5411 担当者：久具 宏司

白木正孝、加藤茂明 ほか 10:00-18:00 経団連会館

11月 3日 木
★第10回日本生殖内分泌学会

シンポジウム「性分化異常の基礎と臨床」ほか

連絡先：03-3815-5411 担当者：久具 宏司

Michael K.Skinner  ほか 8:55-17:35 全共連ビル本館

10月 30日 日
★第78回母子保健セミナー「児童虐待ー発見と対応」

児童虐待ー発見と対応のポイント

連絡先：03-3473-8335 担当者：西出 佳代子

  松田博雄（淑徳大学社会福祉学部教授） 9:15-17:00 母子愛育会研修室

10月 27日 木
★都立荏原病院産婦人科連携医研修会

不妊治療の基本知識と最新の話題

連絡先：03-5734-8000 担当者：平野 孝幸

  久保春海東邦大学産婦人科教授 19:00-21:00 都立荏原病院第３会議室

10月 26日 水
★第４４回新生児症例検討会

超音波検査による心疾患の出生前診断（第４回）

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田穣一

  川滝元良神奈川県立こども医療センター 新生児科医⾧ 19:00-21:00 東京都立八王子小児病院２階 CT棟会議室

10月 22日 土
★第16回多摩婦人科腫瘍研究会

婦人科悪性腫瘍の早期診断

連絡先：0422-47-5511  担当者：矢島正純

  小西郁生信州大学医学部産婦人科 15:00-17:15 吉祥寺東急イン ３階むさしのの間

10月 21日 金
★町田市産婦人科講演会

妊婦における性器感染症

連絡先：042-735-2257 担当者：森 満洲雄

  久志本 建町田市民病院 顧問 19:30-21:30 ホテル・ザ・エルシー町田

10月 21日 金
★葛飾区産婦人科医会

性感染症ー最近の話題と課題

連絡先：03-3609-0415 担当者：小宅正博

  川名 尚帝京大学医学部附属溝口病院 産婦人科 客員教授 20:00-22:00 葛飾区医師会会館

10月 20日 木
★下谷医師会学術講演会

卵巣がんの話

連絡先：03-3831-0077 担当者：森谷

  佐々木 實浅草医師会会員・慈恵医大教授 19:00-21:00 下谷医師会館

10月 19日 水
★江戸川区・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

女性のトータルケアとしての骨粗鬆症治療

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子慶賛

  佐々木 實東京慈恵医大 柏病院 19:00-22:00 江戸川区医師会館

10月 18日 火
★杉並・中野・新宿３区合同産婦人科学術講演会

がん検診とインフォームドコンセント

連絡先：03-3338-6826 担当者：林 茂興

  青木大輔慶応義塾大学医学部産婦人科学教室 教授 20:00-22:15 杉並区医師会館３F講堂

10月 14日 金
★足立区産婦人科医会（二金会）

開業医における子宮鏡検査と子宮鏡下手術

連絡先：03-3887-5611 担当者：太田千足

  大高 究東邦大学産婦人科学教室客員講師 19:00-21:00 足立区医師会館３Fホール

10月 13日 木
★杉並・中野・新宿３区合同産婦人科医会

男性不妊 up date

連絡先：03-3352-6687 担当者：日原 弘

  岡田 弘帝京大学医学部泌尿器科助教授 19:00-21:30 新宿区医師会区民健康センター４F

10月 12日 水
★江戸川区・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

妊婦・授乳婦への薬の処方

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子慶賛

  佐藤孝道聖路加病院産婦人科 19:00-21:00 江戸川区医師会館

10月 3日 月
★第38回玉川・世田谷・渋谷・目黒支部合同臨床懇話会

「婦人科疾患と鑑別を要する腹部の外科的疾患」

連絡先：03-3712-0645 担当者：九島璋二

  後小路世士夫先生(東京共済病院 消化器外科部⾧) 19:30-21:30 東京共済病院 3階講堂



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

9月 28日 水
★城北産婦人科医会学術講演会

最近の性感染症の動向 ～最新の治療を中心に～

連絡先：03-3959-0525 担当者：進士 雄二

  小野寺 昭一（東京慈恵会医科大学泌尿器科） 19:30-21:00 ホテルメトロポリタン4F桜の間

9月 20日 火
★江戸川区・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

腹診講座

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子慶賛

  前田 修司（敬愛病院 内科医⾧） 19:00-21:30 江戸川区医師会館

9月 17日 土
★第335回日本産科婦人科学会東京地方部会例会

産科婦人科・不妊感染症に関する症例報告・一般症例

連絡先：03-3288-0366 担当者：森 律子

東海大学八王子病院 産婦人科 13:30-17:48 東医健保会館

9月 14日 水
★江戸川区・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

臍帯血と最新医療

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子慶賛

  大野典也（東京慈恵会医科大学名誉教授） 19:00-21:30 江戸川区医師会館

9月 14日 水
★八王子産婦人科医会勉強会

「妊婦の薬物療法について」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田穣一

  前田大伸先生(東海大学八王子病院 産婦人科) 19:00-21:00 学園都市センター第３セミナー室

9月 12日 月
★新宿・杉並・中野３区合同産婦人科研究会

女性と頭痛 ～片頭痛の見分け方と治療の実際～

連絡先：03-3372-5700 担当者：藤間芳郎

  五十嵐久佳（神奈川歯科大学附属横浜研修センタークリニック内科学講座助教授）19:30-21:00 中野区医師会館 4階講堂

9月 10日 土
★第14回 産科中小施設研究会

医事紛争・医療事故を起こさないための診療録・看護記録などの書き方は？

連絡先：03-3226-3053 担当者：木本 実

堀口 貞夫 18:00-20:00 雪印乳業株式会社本社ビル９階

9月 10日 土

★世田谷区産婦人科医会

月経困難症・子宮内膜症の最近の話題

～低用量ピル・抗アレルギー剤の考え方と用い方を中心として～

※参加費：\3,000- 連絡先：03-3429-6036（梅ヶ丘産婦人科）担当者：辰巳 賢一

  小杉 好紀（東京産婦人科医会学術担当理事 晃秀会 小杉医院） 17:00-18:00     京王プラザホテル2F「グラスコート」TEL:03-3344-0111

9月 10日 土

★子宮内膜症セミナー

①産婦人科領地におけるGnRHｱﾅﾛｸﾞ療法の基礎と臨床

②子宮内膜症に対する免疫学的ｱﾌﾟﾛｰﾁとEBMに即した診療の構築

連絡先：03-5229-3905 担当者：中嶋 修

  野崎 雅浩深谷 孝夫 16:00-18:00 海運クラブ

9月 10日 土

★ 第5回子宮筋腫塞栓療法研究会

子宮筋腫ならびに子宮腺筋症の選択的動脈塞栓術に関する臨床における治療法の地位確立、

更なる発展を目指して情報交換し、知識の向上を図る

※参加費：\1,000- 連絡先：03-3433-1111（内線3520）

担当者：岡本二葉（東京慈恵医科大学産婦人科田中教授室）

    田中忠夫似鳥俊明舞床和洋 他 13:30-18:00 東京コンファレンスセンター品川

9月 9日 金
★ 足立区産婦人科医会（二金会）

産婦人科における超音波検査の活用法

連絡先：03-3887-5611 担当者：太田 千足

  市塚清健（昭和大学医学部産婦人科学） 19:00-21:00 足立区医師会館３Fホール

9月 9日 金
★ 葛飾区産婦人科医会

エストロゲンの低下による骨と関節の異常

連絡先：03-3609-0415 担当者：小宅正博

  太田博明（東京女子医科大学産婦人科学教室教授） 20:00-22:00 葛飾区医師会会館

9月 8日 木
★ 第5回狛江・調布・府中産婦人

骨盤内に発生した移行上皮ガン

連絡先：03-3480-1151 担当者：安田 允

  鈴木永純（東京慈恵会医科大学付属第３病院産婦人科） 19:00-21:00 調布市文化会館たづくり９階研修室

9月 5日 月
★平成17年度周産期医療研修会・医師コース

(1)「ハイリスク妊娠をめぐって」 (2)「新生児医療総論」 ほか

連絡先:03-3473-8335 担当者：西出 佳代子

      (1)中林正雄（愛育病院院⾧）(2)多田 裕（実践女子大学教授・東邦大学名誉教授）20:00-22:00 母子愛育会研修室

8月 20日 土
★不妊治療セミナー

産婦人科臨床懇話会

連絡先:03-5550-2605 担当者：佐藤

荒木重雄 他8名 13:30-15:00 発明会館ホール

8月 3日 水
★第5回日本医科大学女性診療科・産科

日常外来で診断に苦慮した症例検討

連絡先：03-5814-6212 担当者：品川 寿弥

19:00-21:00 日本医科大学 橘桜ホール

7月 25日 月

★ 第27回多摩産婦人科病診連携懇話会

1.症例の検討

2.特別講演『妊娠中毒症から妊娠高血圧症候群へ』

※懇話会終了後懇親会有

会費：\3,000- 連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田穣一

  正岡 直樹（日本大学医学部産婦人科学教室講師） 19:00-21:30

日本医科大学付属多摩永山病院C棟2階『集会室』

※懇親会

UN・BESITO（ウン・ベシート）

多摩市永山1-1-7（TEL:042-355-8055）

7月 19日 火
★江戸川 漢方の夕

私の好きな漢方処方

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

鎌上 雅夫 19:00-21:30 江戸川区医師会館 3階会議室

7月 19日 火
★町田市産婦人科医会学術講演会

『胎児心エコー口座 ～簡単な胎児心スクリーニング法～』 他

連絡先：042-735-2257 担当者：森 満洲雄

  川滝 元良（神奈川県立こども医療センター周産期医療部新生児未熟児科医⾧）19:00-20:30 ホテル ザ・エルシィ町田

7月 16日 土
★ 第24回日本臨床細胞学会東京都支部総会・学術集会

個人情報保護法と細胞診のかかわり、スライドカンファレンス

連絡先：03-3972-8111 担当者：小松京子

      麻生利勝前田昭太郎佐藤之俊濱川真治 13:00-18:00 日本大学医学部図書館記念講堂

7月 16日 土

★第257回東京産婦人科医会

1)コルポスコープの上手な見方と診断のコツ

2)妊娠栄養に関する最近の話題-成人病予防は胎児期から

連絡先：03-3269-4695 担当者：吉原

  室谷 哲弥福岡 秀興 14:00-16:30 東医健保会館

7月 15日 金
★免疫異常疾患としての子宮内膜症とその治療～完治を求めて～

連絡先：03-3609-041 担当者：小宅正博
  福岡 秀典（東京大学 大学院医学系 研究科発達医学助教援） 20:00-22:00   葛飾区医師会館3F講堂葛飾区立石5-15-12

7月 14日 木
★渋谷区母体保護法指定医会

女性のトータルケアとしての骨組鬆症治療

連絡先：03-3377-6633 担当者：篠原

  佐々木 寛（東京慈恵会医科大学付属柏病院 産婦人科診療部⾧） 19:15-21:30 京王プラザホテル44階「ハーモニー」

7月 13日 水
★江戸川区、江東、千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

超音波胎児 スクリーニング

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子

  伊藤 茂（順天堂大学 産婦人科講師） 19:00-21:00 江戸川区師会館3階会議室

7月 9日 土

★ 第5回臨床骨代謝フォーラム

我が国におけるステロイド性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン 他

※フォーラム終了後情報交換会有（予定）

連絡先：0422-54-9311 担当者：佐々木

  田中 郁子（藤田保健衛生大学医学部臨床検査部講師）  他 17:00-19:50 吉祥寺第一ホテル

7月 9日 土
★ 練馬区産婦人科医会研修会・納涼会

付属器腫瘍の診断（特にマーカー エコー MRIの基礎と実際）

※研修会終了後懇親会

  千島 史尚（日本大学医学部婦人科講師）  他 18:00-19:00   ホテルメトロポリタン2階「夕鶴」03-3980-1111

7月 8日 金
★第312回合同学術講演会

乳癌 の診断～アンモグラフィー超音波検査を中心として～

連絡先：03-3887-5611 担当者：太田 千足

  高橋かおる（研究会有明病院乳腺科） 19:00-21:00 足立区医師会館3Fホール

7月 7日 木

★ 第10回多摩婦人科癌懇話会

1.婦人科がん最近の話題「卵巣がん治療ガイドライン」から

2.婦人科疾患における集束超音波療法（FUS)の展望

3.子宮頸がん検診の現況と問題点

※会場参加費：\1,000- 連絡先：03-3831-2181 担当者：東京日立病院（⾧坂 恒樹）

      1.梅澤 聡（武蔵野赤十字病院産婦人科副部⾧）2.森田 豊（板橋中央総合病院産婦人科部⾧）18:30-21:00   立川グランドホテル4F・芙蓉の間立川市曙町2-14-16

6月 29日 水
★江東区産婦人科医会

更年期女性へのケア

連絡先：03-3644-1971 担当者：海老根 伊佐子

  丸本 百合子（百合レディスクリニック院⾧） 19:30-20:30 ホテルイースト21東京 牡丹の間

6月 27日 月

★ 第37回世田谷・玉川・渋谷・目黒支部合同臨床懇話会

一般演題

1.巨大卵巣腫瘍の一例（周術期管理を中心に）

2.子宮筋層内チョコレート嚢胞の一例

フリートーキング：難治性子宮内膜症の治療はどうあるべきか

連絡先：03-3712-0645 担当者：九島 璋二

19:30-21:30 東邦大学大橋病院教育棟臨床講堂

6月 26日 日

★ 東京母乳の会講演会・総会

特別講演：「世界の子どもたち」

シンポジウム：「なぜ、すすまない母子同室・母乳育児」

連絡先：042-728-1101 担当者：町田 利正

  澤 良世（前ユニセフ駐日事務所広報官） 11:00-17:00 ぺアーレ新宿ホール

6月 25日 土
★ 第2回産婦人科乳房画像研究会

乳房・乳腺石灰化病院

連絡先：03-3818-2177 担当者：加登

大貫 幸二、角田 博子、岩瀬 拓士 13:00-17:30 小原流会館
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6月 22日 水
★ 第43回新生児症例検討会

シリーズ：超音波検査による心疾患の出生前診断 第3回

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  川滝 元良（神奈川県立こども医療センター） 19:00-21:00 東京都立八王子小児病院2階 CT棟会議室

6月 20日 月
★ 新宿・杉並・中野3区合同産婦人科研究会

実地医家の為の性器ヘルペスマネージメントの実際

連絡先：03-3372-5700 担当者：藤間 芳郎

  本田まりこ（東京慈恵会医科大学付属青戸病院皮膚科助教授） 19:30-21:00   中野サンプラザ15階「フォレストルーム」

6月 17日 金
★ 第8回城東POLISアカデミー

「骨粗鬆症の病能・診断・治療に関する最新の知見」他

連絡先：03-3270-3201 担当者：小河原

  宗圓 聰（近畿大学医学部奈良病院整形外科・リウマチ科教授） 18:45-21:00   浅草ビューホテル台東区 西浅草3-17-1

6月 15日 水
★ 江戸川区、江東、千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

新生児外科疾患の手術とその予後

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子

  横森 欣司(自治医科大学 小児外科 教授) 19:00-21:30 江戸川区医師会館 3階 会議室

6月 11日 金
★ 第132回日本不妊学会関東地方部会

学術講演会

連絡先：047-322-0151 担当：兼子 智

13:00-17:50 東京歯科大学水道橋校舎血脇ホール

6月 10日 金
★ 第311回合同学術講演会（二金会）

当院における習慣性流産の診断と治療

連絡先：03-3887-5611

  加藤賢朗(虎ノ門病院 産婦人科部⾧) 19:00-21:00 足立区医師会館3Fホール

6月 4日 土
★ 卵巣に関する国際カンファレンス

連絡先：044-977-8111

担当者：石塚 文平

石塚 文平 他 9:20-18:05 海運 クラブ

6月 4日 土
★ 分監視研究会

第25会分娩監視研究会

「CTGの新しい読み方の基準について」 連絡先：03-3226-3050

菅原 準一 13:00-17:00 雪印乳業株式会社

5月 28日 土
★ 第23回日本産婦人科感染症研究会 学術講演会

※参加費\5,000-（懇親昼食会費込）

連絡先：03-3813-6301 担当者：キタ･メディア内事務局

9:00-16:00     主婦会館プラザエフ千代田区六番町15番地03-3265-8111

5月 28日 土
★ 第334回日本産婦人科学会東京地方部会例会

産科婦人科・不妊感染症に関する症例報告一般症例

連絡先：03-3288-0366 担当者：森

武谷 雄二 13:00-17:27 東医健保会館

5月 23日 月
★ 杉並・中野・新宿三区合同学術講演会

産婦人科の医療診断訴訟一鑑定医の立場から

連絡先：03-3338-6826 担当者：林茂興

川添 太郎 8:00-22:15   杉並区医師会館 3F講堂03-3392-4114

5月 22日 日
★ 第23回東京母性衛生学会学術集会

若年者のセクシャリティー

連絡先：0422-47-5511（内線2605） 担当者：高橋 康一

    北村 邦夫（日本家族計画協会クリニック所⾧）  他 08:55-17:05     杏林大学医学部・大学院講堂・臨床講堂

5月 20日 金
葛飾区産婦人科医会

子宮がん検診とＨＰＶ

連絡先：03-3609-0415 担当者；小宅 正博

落合 和彦 20:00-22:00   葛飾区医師会館3F講堂葛飾区立石5-15-12

5月 14日 土
★ 第19回大田地区産婦人科研究会

卵巣腫瘍術後悪性腺腫と診断された1例

連絡先：03-3762-4151 担当者：八尾陽一郎

渡辺衣里、間崎和夫 16:00-18:30 東邦大学医療センター臨床講堂

5月 13日 金
★ 足立区産婦人科医会（2金会）

ホルモン補充療法の新たなる展開～その考え方と実際

連絡先：03-3887-5611

  小池 浩司（金沢大学大学院医学系研究科産婦人科学助教授） 19:00-21:00 足立区医師会館3Fホール

4月 27日 水

★ 平成17年度多摩産婦人科医会定期総会および講演開会催のご案内

婦人科腫腫瘍を外来フォローする際の留意点

※講演会終了後懇親会有

会費\3,000- 連絡先：0426-46-5611 担当者：柴田

  矢島 正純（杏林大学医学部産婦人科学教室） 18:30-21:30
八王子市学園都市センター 12階 第一セミナー室

※懇親会

同ビル11階スカイラウンジクレア

4月 24日 日
★ （社）日本家族計画協会

第一線の産婦人科医とコメディカルのためのOC啓発セミナー

参加費\1,000-（消費税込）連絡先：03-3235-2694 担当者：北村・杉村

  松本 清一(社)日本家庭計画協会 13:00-17:00 東京都千代田区：主婦会館プラザエフ

4月 16日 土
★ TOHO－GOG Conference

化学療法の理論的背景とBGM

連絡先：03-3468-1251 担当者：森竹 哲也

  勝俣 範之（国立がんセンター中央病院 腫瘍内科 医⾧） 16:00-19:00 東邦大学医学部大森病院 5号館地下1階臨床講堂

4月 13日 水
★ 江戸川区、江東・千葉西ブロック産婦人科医会

胎児心エコーシリーズー（第9日）

連絡先：03-3652-3166 担当者：岩本 絹子

  川瀧 元良（神奈川県立こども医療センター新生児末熱児科医⾧） 19:00-21:00 江戸川区医師会館 3階 会議室

4月 9日 土
★ 練馬区産婦人科医会

婦人科領域における画像診断の基礎と実際

連絡先：03-3955-0531 担当者：坪井 透

  畑 雄一（メディカルスキャニング池袋院⾧ 前慈恵医大放射線科助教授）18:00-19:00 ホテルメトロポリタン

3月 31日 木
★ 平成16年度第2回東京産婦人科医会多摩支部連合会研究会

米国における産婦人科医療の現況

連絡先：042-579-0341 担当者：尾形産婦人科 尾形

矢沢 珪二郎 18:30-20:30 パレスホテル立川

3月 28日 月

★第36回玉川・世田谷・渋谷・目黒支部合同臨床懇話会

 A.一般演題

1)巨大卵巣腫瘍の一例（周術期管理を中心に）  2)子宮筋層内チョコレート嚢胞の一例

 B.フリートーキング

主題：難治性子宮内膜症の治療はどうあるべきか 連絡先：03-3712-0645 担当者：九島 璋二

19:30-21:30 東邦大学大橋病院 教育棟 臨床講堂

3月 19日 土
★産婦人科学教室同窓会研究会

 不妊症治療の最前線

連絡先：03-5803-5322

      大原 基弘（土浦協同病院産婦人科部⾧）星本 和倫（獨協医科大学越谷病院講師）15:00-17:00
東京医科歯科大学医科新棟（A棟）地価1階臨床講堂(1)

※「夜間・休日出入口よりお入り下さい

3月 18日 金

★第18回太田地区産婦人科研究会

 1．過多月経に対するMEA療法について

 2．産婦人科における遺伝相談

連絡先：03-3762-4151 担当者：竹下 直樹

      浅川 恭行（東邦大学第一産婦人科）竹下 直樹（東邦大学医学部第一産婦人科講師）18:00-20:00 東邦大学大森病院第一臨床研究棟第1、2会議室

3月 18日 金
★葛飾区産婦人科医会

 子宮筋腫に対する低侵襲性温存手術

連絡先：03-3609-0415 担当者：小宅

  井坂 恵一（東京医科大学産科婦人科学教室教授） 20:00-22:00 葛飾区医師会館 3階講堂

3月 17日 木
★第4回狛江・調布・府中産婦人科臨床研究会

 卵巣癌治療のガイドラインの解説

連絡先：03-3480-1151 担当者：安田 允

  安田 允（東京慈恵医科大学産婦人科学教室教授） 19:00-21:00 調布市文化会館たづくり9階研修室

3月 16日 水
★第42回新生児症例検討会

 シリーズ：超音波検査による心疾患の出生前診断（第2回）

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  川滝 元良（神奈川県立こども医療センター） 19:00-21:00 東京都立八王子小児病院2階会議室

3月 13日 日

★（社）日本家族計画協会

 第一線の産婦人科医とコメディカルのためのOC啓発セミナー

 ※参加費\1,000-（当日受付にて） 連絡先：03-3235-2694

担当者：（社）日本家族計画協会クリニック 北村・杉村

13:00-17:00     日本都市センターホテル千代田区平河町2-4-103-3265-8211

3月 12日 土

★第256回 東京産婦人科医会 臨床研究会

 （１）女性と皮膚―いつまでも若さを保つために―

 （２）多胎妊娠をめぐる諸問題

連絡先：03-3269-4695（東京産婦人科医会）

      （１）⾧沼 雅子（資生堂R&D企画部学術室室⾧）（２）進 純郎（葛飾赤十字産院院⾧）14:00-16:30 東医健保会館

3月 11日 金
★新宿・杉並・中野3区合同産婦人科研究会

 ハイリスク妊娠・分娩を早期発見するために

連絡先：03-3372-5700 担当者：藤間 芳郎

  松田 義雄（東京女子医科大学 母子総合医療センター助教授） 19:30-21:00 中野区医師会館

3月 11日 金
★足立区産婦人科医会（2金会）

 子宮筋腫の取り扱い～患者ニーズに合わせた治療法の選択～

連絡先：03-3887-5611

  竹下 俊行（日本医科大学産婦人科教授） 19:00-21:00 足立区医師会館3Fホール

3月 9日 水
★江戸川区医師会 江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

 若年女性の子宮頸がんの診断と治療

連絡先：03-3638-2059

  瀧澤 憲（癌研究会有明病院婦人科部⾧） 19:00-21:00 江戸川区医師会館 3階

2月 26日 土

★第1回胎児遺伝子診断研究会

 生殖医療・周産期医療における遺伝子診断に関する研究発表

連絡先：03-3353-1211（内線62387）

担当者：来岡 浩

13:00-17:00 慶應義塾大学病院新棟11階大会議室

2月 26日 土

★第6回GnRH臨床セミナー

 Late reproductive ageにおける子宮内膜症の管理

 参加費\1,000（研究会終了後、立食意見交換会開催予定）

連絡先：03-5229-3905 担当者：飯塚 義澄

    菊池 盤（順天堂大学）小坂 元宏（東京医科歯科大学）百枝 幹夫（東京大学）13:00-17:00 スクワール麹町 3F 錦華



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

2月 25日 金
★賛育会病院産婦人科集談会

 妊娠初期・中期の超音波検査

連絡先：03-3622-9191

中村 靖（順天堂大学産婦人科） 18:00-21:00 賛育会病院地下食堂

2月 24日 木

★第4回日本医科大学女性診療科・産科病診連携研究会

 妊娠中の留意点・流産手術の麻酔について

 ※研究会終了後に懇親会有 会費\2,000-

連絡先：03-5814-6212 担当者：土居 大祐

  磯﨑 太一（日本医科大学 講師）石川 源（日本医科大学 助手）19:30-21:00 日本医科大学 橘桜ホール

2月 24日 木
★日産婦渋谷支部・母体保護法指定医会合同講演会

 産婦人科領域の漢方治療―特に更年期について

 連絡先：03-3377-6633 担当者：篠原

吉田 茂子（吉田産婦人科クリニック） 19:00-21:30 ホテルサンルート東京3階 白百合

2月 22日 火
★町田市医師会学術講演会

 これからのホルモン補充療法のあり方

連絡先：042-722-9486

太田 博明（東京女子医科大学 産婦人科学教室） 19:30-21:30 町田市医師会館 2階ホール

2月 19日 土

★第18回東京産婦人科医会・日産婦東京地方支部会合同研究会

 並びに第333回日産婦東京地方部会例会

 産婦人科・不妊感染症に関する症例報告・一般症例

担当者：森

13:00-19:20 東医健保会館

2月 19日 土

★第17回多摩産婦人科臨床研究会

 産科超音波スクリーニング―リスクを予知するためのチェックポイント―

連絡先：0422-47-5511（内線：2608）

担当者：高橋 康一

岡井 崇（昭和大教授） 15:00-17:00 吉祥寺 東急イン

2月 18日 金

★第3回多摩地区臨床婦人科腫瘍研究会

 1.卵巣腫瘍合併妊娠の臨床

 2.子宮頸癌におけるヒトパピローマウィルス感染の関与について

 参加費\1,000-（終了後、情報交換の場 有り） 連絡先：03-3480-1151

  1.石塚 康夫（慈恵医大付属第三病院）2.藤井多久磨（慶応義塾大学 産婦人科学教室）18:00-21:00 立川グランドホテル

2月 18日 金
★葛飾区産婦人科医会

 乳癌検診について

連絡先：03-3609-0415 担当者：小宅

  黒田 徹（東京慈恵医大附属青戸病院外科診療副部⾧） 19:30-22:00 葛飾区医師会館

2月 18日 金
★足立区産婦人科医会（2金会）

 STDの最新の知見

連絡先：03-3887-5611

  川名 尚（帝京大学溝口病院産婦人科客員教授） 19:00-21:00 足立区医師会館3Fホール

2月 13日 日
★第24回日本性科学学会

 性の健康を創る―生き方、育て方、学び方―セクシャルヘルスケアという視点

連絡先：03-3475-1780 担当者：吉川

  池上千寿子（ぷれいす東京代表） 8:45-16:30 東京慈恵会医科大学西新橋キャンパス大学1号館3回講堂

2月 9日 水
★江戸川区医師会江東・千葉西ブロック産婦人科学術講演会

 ホルモン補充療法の新たなる展開：その考え方と実際   小池浩司（金沢大学大学院医学系研究科 産婦人科学） 19:00-21:00 江戸川区医師会館3F会議室

2月 4日 金

★第26回多摩産婦人科病診連携懇話会

 1)症例検討

 2)退職記念講演『婦人科外来を少しばかりaggressiveにするために』

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田穣一

  佐々木茂（日本医科大学附属多摩永山病院 助教授） 19:00-21:30 京王プラザホテル多摩3階（白鳳）

1月 30日 土
★東京産婦人科医会

 第23回産婦人科MEセミナー

連絡先：03-3511-8103 担当者：藤 弘美

      小林 浩一上妻 志郎伊藤 茂竹村 秀雄 10:00-17:00   JAビル9Fホール（東京都千代田区大手町1-8-3）

1月 27日 木
★新宿・杉並・中野3区合同産婦人科研究会

 子宮がん検診の現状と問題点

連絡先：03-3372-5700 担当者：藤間 芳郎

  今野 良（自治医科大学附属大宮医療センター総合医学第2講座助教授 婦人科科⾧）19:30-21:00 中野区医師会館

1月 22日 土
★第8回多摩骨代謝研究会

 骨から見た日本人―古代から現代まで流行病を検診する  他

連絡先：0422-47-5511（内線2608） 担当者：高橋 康一

    鈴木 隆雄（東京都老人総合研究所副所⾧）他 18:30-21:30

講演会

八王子市学園都市センター12階第一セミナー室

忘年会

同ビル11階スカイラウンジ・クレア

1月 22日 土
★江戸川区医師会江東・千葉西ブロック産婦人科学術講演会

 小児外科 最近の話題
  横森欣司（自治医科大学外科学小児外科教授） 18:10-19:10

ホテルイースト21東京 「東陽の間」

東京都江東区東陽6-3-3

03-5683-5683

1月   21日22日   金土
★日本周産期・新生児医学会周産期シンポジウム

 生活・環境・薬剤などの母児に及ぼす影響

連絡先：03-3416-0181 担当者：久保隆彦

  黒田洋一郎       他   21日11:00-22日16:00 シェーンバッハ・サボー（砂防会館）

1月 18日 火
★江戸川区医師会江東・千葉西ブロック産婦人科学術講演会

 めまいに対する漢方治療   串田浩孝（株式会社ツムラ 東京支店医薬学術課） 18:10-19:10 江戸川区医師会館 3階会議室

1月 14日 金
★足立区産婦人科医会（2金会）

 免疫異常疾患としての子宮内膜症とその治療～完治を求めて～

連絡先：03-3887-5611

  福岡秀興（東京大学医学系研究課助教授） 19:00-21:10 足立区医師会館3Fホール


