
2008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 23日 火
★東京産婦人科医会多摩ブロック

第２回日本周産期・新生児医学会公認『新生児蘇生法講習会』「専門」コース講習会

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  杏林大学総合周産期母子医療センター杉浦 正俊 12:00-17:00 杏林大学医学部附属病院外来棟10階第1会議室

12月 21日 日
★第５回産婦人科乳房画像研究会

「線維腺腫の基礎から臨床まで」画像鑑別診断を中心に

連絡先：03-3964-1211 担当者：竹下 茂樹

  静岡県立静岡がんセンター乳腺外科 他高橋かる 10:00-16:00 東京医科大学病院 6階 臨床講堂

12月 20日 土
★第348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および一般症例

連絡先：03-3288-0366 担当者：東京地方部会 西村

13:00-17:00 東医健保会館

12月 19日 金
★葛飾区産婦人科集談会

乳がん検診の考え方とわが国の実情

連絡先：03-3691-6163 担当者：高岡 茂樹

  聖路加国際病院放射線科 医⾧角田 博子 20:00-22:00 葛飾区医師会館

12月 18日 木
★台東産婦人科医会

最近の子宮内膜症の薬物療法

連絡先：03-3831-0077 担当者：社）下谷医師会 鈴木

  東京女子医科大学東医療センター高木 耕一郎 19:00-21:00 浅草ビューホテル

12月 13日 土
★江戸川・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

乳癌検診とは

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

土橋 一慶 14:30-17:10 江戸川総合文化センター

12月 9日 火
★平成20年度南多摩産婦人科医会講演会および忘年会

「子宮頚部細胞診のこれから」-ベセスダ・システムへの対応-

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  国家公務員共済組合連合会立川病院産婦人科 医⾧玉田 裕 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子  3階カトレア

12月 6日 土
★東京医科歯科大学医学部産科婦人科学教室同窓会

産科婦人科学教室同窓会研究会

連絡先：03-5803-5322 担当者：東京医科歯科大学 同窓会 能城裕子

「当科におけるPIH管理の現状」 15:30-18:00 東京医科歯科大学医学部附属病院大会議室(医科新棟16階）

12月 5日 金
★賛育会病院産婦人科集談会

妊娠糖尿病の管理について

連絡先：03-3622-9191 担当者：山田 美恵

  東京都済生会中央病院 内科穴澤 園子 19:30-21:00 賛育会病院地下職員食堂

11月 28日 金
★葛飾区産婦人科症例検討会

1.門脈血栓症の1例 2.絨毛膜外性胎盤の1例

連絡先：03-3691-6163 担当者：高岡 茂樹

1.森本恵爾 慈恵会医科大学青戸病院

2.三宅秀彦 葛飾赤十字病院
20:00-22:00 葛飾区医師会館

１１月 ２７日 木
★第15回 城東POLISアカデミー

「骨粗鬆症にともなう骨折は予防できるか」

担当者：萬有製薬株式会社  早田

  大阪市立大学 リウマチ外科学 准教授小池 達也 19:00-21:00 浅草ビューホテル 3F 「祥雲の間」

１１月 ２７日 木
★渋谷区産婦人科医会・日産婦学会東京地方部会渋谷区支部合同懇親会

周産期医療ネットワークについて

連絡先：03-3377-6633 担当者：篠原 洋介

  日赤医療センター 産婦人科木戸 道子 19:00-21:30 セルリアンタワー東急ホテル

１１月 ２０日 月

★第8回女性骨代謝研究会

1)骨とホルモン

2)生活習慣病と脂質代謝

担当者：帝人ファーマ株式会社 五島

1)東京大学医学部附属病院 腎臓 内分泌内科講師  福本 誠二

2)日本医科大学 内科学内分泌代謝部門教授  及川 新一
19:00-21:00 パレスホテル  2階 「チェリールーム」

１１月 １５日 土
★第270回東京産婦人科医会臨床研究会

（１）妊娠高血圧症候群の病態と新知見 （２）生殖補助医療（ART)と次世代の健康

連絡先：03-3269-4695 担当者：岩壷 美代子

（１）関沢 明彦 昭和大学医学部産婦人科 准教授

（２）片桐 由起子 東邦大学医学部産婦人科 講師
14:00-16:30 東医健保会館

１１月 １４日 金
★第345回合同学術講演会 二金会

性感染症の診断と治療

連絡先：03-3605-3131 担当者：渡邉 秀樹

  日本医科大学 皮膚科准教授三石 剛 19:30-21:00 足立区医師会館 3階ホール

１１月 １３日 木
★第10回 狛江 調布 府中産婦人科臨床研究会

子宮頚部細胞診報告様式の改訂について

連絡先：03-3480-1151 担当者：慈恵医大第三病院 産婦人科 小林

こころとからだの元気プラザ 産婦人科 部⾧ 日本産婦人科医会 がん対策委員会 委員⾧19:00-21:30 調布市文化会館 たづくり 9階 研修室

１１月 １３日 木
★第41回城北産婦人科研究会

妊娠中における悪性腫瘍の取り扱いについて

連絡先：03-3964-1211 担当者：綾部 琢哉

  1.帝京大学 司馬正浩2.日本大学 椙田賢司 19:00-21:00 メトロポリタンプラザ 12階 第一会議室

１１月 １２日 水
★平成20年度日本医科大学付属病院女性診療科 産科 病診連携研究会

出血性ショック

連絡先：03-5814-6212 担当者：石川 源

  ハワイ大学産婦人科 教授矢沢 珪二郎 19:00-21:00 日本医科大学 医学部  2階 講堂

１１月 １２日 水
★江戸川 江東 千葉西ブロック産婦人科医会 合同卒後研修会

性器脱の診断と治療

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

防衛医大 名誉教授

永田 一郎
19:00-21:00 江戸川区医師会館

１１月 １１日 火
★杉並・中野・新宿三区合同学術講演会

最近の不妊について

連絡先：03-3338-6826 担当者：林 茂興

  荻窪病院 産婦人科部⾧北村 誠司 20:00-22:00 杉並区医師会館3F 講堂

１１月 ８日 土
★第19回婦人科骨粗鬆症研究会学術集会

臨床試験によるEBMの確立とpittall,中高年女性の骨粗鬆症の疫学

連絡先：03-3815-5411 担当者：久具 宏司

坂本 純一、吉村 典子 10:00-17:00 東京ステーションコンファレンス サピアタワー

１１月 ８日 土
★分娩監視研究会

胎児心拍数図における分娩時リアルタイムマネージメント

連絡先：042-490-7951 担当者：ビーンスタークスノー（株）池貝

国立循環器病センター周産期科

池田 智明
13::00-15:00 雪印乳業（株）会議室

１１月 ８日 土
★世田谷区産婦人科医会

世田谷区における子宮頸がん検診

連絡先：03-3429-6036 担当者：辰巳 賢一

慶應義塾大学 産婦人科 教授

青木 大輔
17:00-19:00 渋谷エクセルホテル東急6Fウッドルーム

１１月 ６日 木
★第11回城南地区産婦人科医会合同研修会

「子宮頸部扁平上皮癌に対する術前化学療法」 ～奏効した2例を中心に～ 他

連絡先：03-3784-8551 担当者：関沢 明彦

１、東邦大学 釘宮 剛城

２、昭和大学 ⾧谷川 潤一、下平 和久
18:30-20:00 昭和大学病院 入院棟B1階 臨床講堂

１１月 １日 土

★第３６回東京思春期保健研究会

思春期メディアの現状と対応ー中学校の現場よりー

高校における思春期教育の一方策

子どもたちの睡眠があぶない

連絡先：03-5275-1191 担当者：MAコンベンション内東京思春期保健研究会

足立第一中学校 山本康子

都立山崎高等学校 松本登美代

東京北社会保険病院 院⾧ 神山 潤

16:00- 持田製薬（株）本社２階「ルークホール」

10月 30日 木
★第2回東京Women’sメンタルケアフォーラム

「強迫性障害についてのミニレクチャー」他

連絡先：03-5803-5316 担当者：水谷

1東京医科歯科大学大学院教授 松浦 雅人

2跡見学園女子大学准教授 宮岡 佳子
19:00-21:00 東京ガーデンパレス2階 高千穂の間

１０月 ２８日 火

★東京産婦人科医会多摩ブロック 学術講演会

『妊娠34週以降の早産児（Late preterm infant) の問題点

      ～特にRSウィルス感染症とその予防について～』

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

東京女子医科大学 母子総合医療センター新生児科教授

楠田 聡
18:45-21:30 立川グランドホテル 4F 「スカーラ」

１０月 ２７日 月
★弟47回玉川 世田谷 渋谷 目黒支部合同臨床懇話会

「当院における骨盤臓器脱手術の治療成績」

連絡先：090-6824-1957 担当者：バイエル薬品（株）佐々木 恵

  厚生中央病院 泌尿器科池田 良一 19:30-21:30 厚生中央病院 3階講堂

１０月 ２１日 火
★八王子産婦人科医会勉強会

「HRTガイドライン～より安全にHRTを行なうために～」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

東京医科歯科大学市川総合病院産婦人科教授

高松 潔
19:30-21:00 京王プラザホテル八王子 あおい

１０月 １７日 金
★葛飾区産婦人科集談会

『東部地域病院における婦人科診療』

連絡先：03-3691-6163 担当者；高岡 茂樹

  東部地域病院 婦人科宮井 健太郎 20:00-22:00 葛飾区医師会会館

10月     12日～13日   日月

★第1回日本産婦人科乳癌学会関東支部会・日本乳腺甲状腺超音波診断会議共催・

 乳房超音波講習会

「乳腺疾患の臨床」 他

連絡先：03-5210-6666 担当者：大村 峯夫

東野 英利子 10:00-19:00 東京/品川 Philips本社ビル1F

１０月 １０日 金
★第344回合同学術講演会 二金会

乳癌治療と婦人科疾患

連絡先：03-3605-3131 担当者：渡邉 秀樹

  東京都立墨東病院 外科医⾧宮本 幸雄 19:30-21:00 足立区医師会館3階ホール

10月 9日 木
★第４回多摩産婦人科臨床腫瘍研究会

子宮がん検診を巡って-検診のあり方-

連絡先：0422-47-5511  担当者：安藤 索

  財団法人 東京都予防医学協会 検査研究センター⾧⾧谷川 壽彦 19:15-22:00 武蔵野スイングホール11階レインボーサロン

10月 4日 土
★子宮内膜症セミナー

子宮内膜症に対するプロゲスチン療法の意義 他

連絡先：03-5229-3905 担当者：持田製薬（株）東京支店 小原 健次

  東京大学大学院医学系研究科百枝 幹雄 16:00-18:00 アーバンネット大手町ビル21階

9月 29日 月
★第33回多摩産婦人科病診連携懇話会

1.症例検討 2.特別講演「産科診療ガイドラインを読み解く」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

日本医科大学附属多摩永山病院 女性診療科・産科教授

中井 章人
19:00-21:30 日本医科大学附属多摩永山病院C棟2階「集会室」

9月 27日 土
★産科中小施設研究会

「周産期医療ステージV-妊婦健康診査-」

担当者：ビーンスタークスノー（株）津田

日本医科大学附属多摩永山病院 女性診療科・産科教授

中井 章人
18：00-20：00 持田製薬ルークホール

９月 25日 木
★第２回品川区・荏原産婦人科医会合同研修会

1.品川区子宮癌検診の現状 2.子宮癌検診の新日母分類について

連絡先：03-3783-5455 担当者：清田 宗男

1.旗の台レディースクリニック院⾧ 盛本 太郎

2ＮＴＴ東日本関東病院産ふじか部⾧ 角田 肇
19:30-20:30 ル・シャルダン ホテルラフォーレ東京B1F



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

9月 25日 木
★中野・杉並・新宿３区合同産婦人科研究会

「ホルモン補充療法をめぐる最新エビデンス」

連絡先：03-5996-6101 担当者：吉野 一枝

飯田橋レディースクリニック院⾧

東京女子医科大学非常勤講師

岡野 浩哉

19:30-21:00 中野区医師会館（新医師会館）3階大会議室

9月 20日 土
★第22回日本臨床細胞学会関東連合会学術集会

シンポジウム「子宮頚部細胞診：日母分類からベスタダシステムへ」他

連絡先：03-5210-6666 担当者：大村 峯夫

  自治医大産婦人科教授今野 良 9:30-17:30   ジェーンバッハ・サボー（砂防会館）

９月 20日 土
★第347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および一般症例

連絡先：03-3288-0366 担当者：東京地方部会 西村

13:00-18:00 東医健保会館

９月 19日 金
★葛飾区産婦人科集談会

医療事故を取り巻く産婦人科の対応

連絡先：03-3691-6163 担当者：高岡 茂樹

  東京慈恵会医科大学附属青戸病院 産婦人科教授落合 和彦 20:00-22:00 葛飾区医師会館

9月 13日 土
★第25回大田地区産婦人科研究会

婦人科がん領域の後腹膜リンパかく清 他

連絡先：03-3762-4151 担当者：片桐由起子

    東邦大学医療センター大森病院産婦人科釘宮 剛城 16:30-18:30 東邦大学医療センター大森病院 臨床講堂５号館B1

9月 1２日 金
★第243回合同学術講演会 二金会

エビデンスからみたHRTのリスク・ベネフィット－ガイドラインを中心に－

連絡先：03-3605-3131 担当者：渡邉 秀樹

  愛知医科大学医学部産婦人科教室若槻 明彦 19:30-21:00 足立区医師会館３階ホール

9月 10日 水
★墨田区・江東区産婦人科医会学術講演会

子宮内膜症に対する薬物療法の変遷

担当者：川島一成

  小平記念東京日立病院 産婦人科主任医⾧合阪 幸三 19:30-21:00 ホテルイースト21 3階「東陽の間」

9月 10日 水
★江戸川・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

胎児不全を考える

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

  日本医科大学 教授中井 章人 19:30-21:30 江戸川区医師会館

9月     8日～12 日     月～金
★平成20年度周産期医療研修会・医師コース

これからの周産期医療のあり方をめぐって   他

連絡先：03-3473-8335 担当者：西出 佳代子

総合母子保健センター愛育病院院⾧  他

中林 正雄  他
母子愛育会研修室

8月 10日 日
★第1回日本産婦人科乳癌学会関東支部学術集会

教育講演「乳癌診断に必要な乳腺病理知識」他

連絡先：03-5210-6666 担当者：大村 峯夫

癌研究会有明病院 病理部

堀井 理絵 他
09:00-16:00 東京慈恵会医科大学一号館講堂

8月 5日 火
★平成20年度南多摩産婦人科医会講演会および納涼会

「漢方診療-頻用処方の使い方-」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

日本医科大学附属多摩永山病院 女性診療科・産科医局⾧

関口 敦子
19:00-21:30 八王子市学園都市センター12階 第1セミナー室

8月 3日 日
★生殖バイオロジー 東京シンポジウム

生殖遺伝学の進歩

連絡先：042-490-7952 担当者：ビーンスタークスノー（株）尾形

名市大

鈴森 薫
09:00-18:00 都市センターホテル・コスモスホール

7月 31日 木
★第3回北多摩病診連携懇話会

「頚管⾧測定法」

連絡先：0422-47-5511 担当者：安藤 索

杏林大学医学部産婦人科 講師

谷垣 伸治
17:30-20:00 杏林大学医学部付属病院 外来棟10F 第1会議室

7月 28日 月
★東京産婦人科医会 町田支部研修会

「保険診療の留意点」

連絡先：042-735-2257 担当者：森 満洲雄

  藤間産婦人科医院 院⾧藤間 芳郎 19:30-21:30 ホテル ザ・エルレー

7月 26日 土
★練馬区産婦人科医会

練馬区の母子保健について-妊婦検診を中心に- 他

連絡先：03-3955-0531 担当者：坪井 透

練馬区健康福祉事業本部健康部⾧

中西 好子
17:00-19:00 ホテルメトロポリタン

7月 19日 土
★「乳がん検診超音波講習会」

乳がん検診の動向

連絡先：03-3269-4695 担当者：⾧崎 淳一

千川産婦人科医院 院⾧

土橋 一慶
17:00-19:00 東医健保会館（信濃町）

7月 19日 土
★第269回東京産婦人科医会臨床研究会

多嚢胞性卵巣症候群の診断と治療-最近のトピックス-  他

連絡先：03-3269-4695 担当者：東京産婦人科医会 吉野

東京医科歯科大学大学院生殖機能協関学 教授

久保田 敏郎 他
14:00-16:30 東医健保会館

7月 17日 木
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

「子宮内膜症に対する薬物療法の変遷-低用量ピルの新しい使用法-」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  東京日立病院産婦人科 主任医⾧合阪 幸三 19:00-21:30 パレスホテル立川  ３階  こぶしの間

7月 16日 水
★江戸川、江東、千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

ディナゲスト（仮題）

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

  東京大学矢野 19:30-21:30 東武ホテル レバント東京

7月 9日 水
★江戸川、江東、千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

産婦人科でよく見る精神症状の診方と対応のコツ

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

  東京女子医科大学 神経精神科 教授坂元 薫 19:15-20:40 東武ホテルレバント東京3F

7月 9日 水
★八市産婦人科懇話会

女性ホルモン療法の現況と今後

連絡先：03-5365-2480 担当者：久光製薬（株）早瀬千春

  草加市立病院 副院⾧、産婦人科部⾧安水 洸彦 19:00-22:00 パレスホテル 立川

7月 5日 土
★日本早産予防研究会第２回学術集会

早産児の予後

連絡先：03-3972-8111 担当者：日本大学医学部産婦人科 山本

  日本大学医学部付属板橋病院細野 茂春 13:30 日本大学医学部第一臨床講堂

7月 4日 金
★婦人科Oncology研究会

腹膜悪性中皮腫の1例

連絡先：080-1294-6342 担当者：アステラス製薬（株）大川英邦

東邦大学医療センター大橋病院 産婦人科

田岡 英樹
19:00-21:30 アステラス製薬（株）本社 2階ホール

7月 3日 木
★第7回日本大学医学部附属板橋病院周産期医療研究会

1.実績報告 2.講演「搬送症例の報告」

連絡先：03-3972-8111 担当者：日本大学医学部 産婦人科学教室 宮川

産科 小川 浩平、小児科 羽生 政子、小児外科 井上 幹也 19:00-20:30 日本大学医学部リサーチセンター4F

7月 1日 火
★中野・杉並・新宿3区合同産婦人科研究会

「HPV感染と子宮頸がん」

連絡先：03-5996-6101 担当者：吉野 一枝

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 講師

藤井 多久磨
19:30-21:00   中野区医師会館（新医師会館)３階大会議室

6月 30日 月
★杉並・中野・新宿3区合同産婦人科医会研究会

産婦人科保険診療について

連絡先：03-3338-6826 担当者：林 茂興

藤間産婦人科医院⾧

藤間 芳郎
19:30-22:30 杉並区医師会館

6月   28日29日 土日
★第18回日本サイトメトリー学会学術集会

抗癌剤感受性とミトコンドリア 他

連絡先：03-3480-1151 担当者：東京慈恵会医科大学 中島

  東京慈恵会医科大学 産婦人科 他礒西 成治 他 09:00-17:00 東京慈恵会医科大学1号館3階講堂・5階講堂

6月 26日 木
★第46回玉川・世田谷・渋谷・目黒合同臨床懇話会

子宮頸癌の診断に関する最近の話題-ベセスダシステムを中心に-

連絡先：03-6266-7281 担当者：バイエル薬品（株）佐々木 恵

  東邦大学医療センター大橋病院久布白 兼行 19:30-21:30 東邦大学大橋病院 教育棟 臨床講堂

6月 26日 木
★世田谷地区産婦人科セミナー

「女性のライフサイクルとうつ病」

連絡先：03-5716-3551 担当者：ファイザー（株）城南営業所 平山 径

昭和大学医学部精神医学教室 准教授

平島 奈津子
18:30-20:30 ウェスティンホテル B1階 「楠」

6月 24日 火
★3区合同産婦人科研修会

乳癌の診療と動向

連絡先：03-3352-6687 担当者：日原 弘

  大久保病院 外科部⾧江渕 正和 19:00-21:30 新宿区医師会区民健康センター

6月 20日 金
★第14回城東POLISアカデミー

生活習慣病に潜む骨脆弱化のメカニズム

連絡先：03-5469-7255 担当者：萬有製薬株式会社

  東京慈恵会医科大学斎藤 充 19:00-21:00 浅草ビューホテル

6月 19日 木
★北多摩産婦人科医会総会及び講演会

「新生児の蘇生について」

連絡先：042-540-2644 担当者：ビーンスタークスノー（株）坂東

  杏林大学 小児科学教室 准教授杉浦 正俊 18:30-20:30 立川グランドホテル2F 「キャンティ」

6月 19日 木
★ルナベル配合錠新発売記念講演会

子宮内膜症に対する薬物療法の変遷～低用量ピルの新しい使用法～

連絡先：03-3241-2152 担当者：日本新薬（株）小泉

  東京日立病院 産婦人科 主任医⾧合阪 幸三 19:00-20:30 ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1F 「オーロラ」

6月 18日 水
★江東区、墨田区産婦人科学術講演会

子宮内膜症に対する薬物療法の変遷 低用量ピルの新しい使用法

連絡先：03-3636-6000 担当者：川嶋 一成

  東京日立病院 産婦人科部⾧合阪 幸三 19:30-   東武ホテルレバント東京 31階『蓬莱』

6月 17日 火
★八王子産婦人科医会勉強会

OCの果たす役割を考えてみよう～きっとOCユーザーは増加する～

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  弘前女性クリニック 院⾧蓮尾 豊 19:00-21:00 京王プラザホテル八王子 アイリス

6月 13日 金
★葛飾区産婦人科集談会

中高年女性の健康トラブルを考える

連絡先：03-3691-6163 担当者：高岡 茂樹

  東京医科歯科大学 教授久保田 敏郎 20:00-22:00 葛飾区医師会館

6月 13日 金
★第341回合同学術講演会 二金会

周産期システムの現状と問題点

連絡先：03-3605-3131 担当者：渡邉 秀樹

  葛飾赤十字産院鈴木 俊治 19:30-21:00 足立区医師会館 3Fホール

6月 13日 金
★第７回 西新宿産婦人科研究会

月経困難症の取り扱い  他

連絡先：03-5229-3911 担当者：持田製薬（株）東京支店 西垣

  東京医大産婦人科   他岩城 妙子、佐川 泰一 19:00-20:30 東京医科大学病院 本館6階第3会議室

6月 12日 木
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

「プロゲスチンによる子宮内膜症薬物療法の新戦略」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学 講師百枝 幹雄 18:45-21:30 立川グランドホテル 4F 「カルロ」



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

6月 11日 水
★江戸川、江東、千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

子宮内膜症に対する新しい治療戦略

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

  小平記念東京日立病院 産婦人科合阪 幸三 19:20-20:30 東武ホテル レバント東京 3F

6月 8日 日
★第27回日本臨床細胞学会 東京都支部学術集会

特別講演「悪性と間違えやすい良性乳腺疾患の病理と細胞診」他

連絡先：03-5210-6666 担当者：こころとからだの元気プラザ

川崎医大病理学教授

森谷 卓也
13:00-17:30 日本医科大学講堂

6月 7日 土
★分娩監視研究会

臍帯異常とCTG

連絡先：03-3226-3056 担当者：ビーンスタークスノー（株）池貝

  昭和大学⾧谷川 潤一 13:00-17:30 国立国際医療センター会議室

6月 5日 木
★四谷子宮内膜症セミナー

プロゲスチンによる子宮内膜症薬物の新戦略

連絡先：03-3405-1388 担当者：赤枝 恒雄

  東京大学 産婦人科百枝 幹雄 19:15-20:30 持田製薬（株）本社2F「ルークホール」

5月 31日 土
★東京思春期保健研究会 総会・講演会

連絡先：03-5275-1191

担当者：東京思春期保健研究会事務局 矢澤

対馬 ルリ子 15:00- 山王病院3F 「山王ホール」

5月 29日 木
★第35回品川産婦人科臨床研究会

『子宮筋腫の治療法の選択』他

連絡先：03-3784-8000 担当者：⾧塚 正晃

  昭和大学石川 哲也 他 18:30-20:00 昭和大学病院入院棟地下1階  臨床講堂

5月 29日 木
★中央・日本橋合同支部会

1.子宮内膜症からの癌化について2.乳癌診療の医療連携について

連絡先：03-3536-7723 担当者：細野 幸多

1.百枝 幹雄 東京大学 医学部 産婦人科学教室

2.⾧内 孝之 四谷メディカルキューブ
19:30-21:30 銀座 東武ホテル2階

5月 24日 土
★世田谷区産婦人科医会

子宮頸部腫瘍の診断に関する最近の知見

連絡先：03-3429-6036 担当者：辰巳 賢一

  東邦大学医療センター大橋病院教授久布白 兼行 18:00-19:00   渋谷セルリアンタワー東急ホテル 地下1階

5月 23日 金
★葛飾区産婦人科集談会

症例検討会①妊娠初期よりの頭痛②卵巣繊毛癌

連絡先：03-3691-6163 担当者：高岡 茂樹

①葛飾赤十字産院 五十嵐 美和

②慈恵医大青戸病院 小倉 麻子
20:00-22:00 葛飾区医師会館

5月 20日 火
★八王子産婦人科医会勉強会

「産婦人科診療、最近のトピックス」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  日本大学産婦人科教室 講師永石 匡司 19:00-21:00   京王プラザホテル八王子 3F 「コスモス」

5月 17日 土
★第346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および一般症例

連絡先：03-3288-0366 担当者：東京地方部会 西村

12:57-18:30 東医健保会館

5月 16日 金
★葛飾区産婦人科集談会

すぐに役立つ産婦人科領域の皮膚疾患

連絡先：03-3691-6163 担当者：高岡 茂樹

  高野医科クリニック畑 三恵子 10:00-20:00 葛飾区医師会会館

5月 15日 木
★渋谷区産婦人科医会、日産婦学会東京地方部会渋谷区支部合同懇親会・総会

乳癌検診の実際：マンモグラフィーと超音波を中心に

連絡先：03-3377-6633 担当者：篠原 洋介

  平松レディースクリニック平松 秀子 19:00-21:30 南国酒家 原宿店

5月 14日 水
★江戸川、江東、千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

子宮頸がんの細胞診報告様式の改定に向けて（仮題）

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

  自治医大鈴木 光明 19:00-21:00 江戸川区医師会館

5月 14日 水
★東京産婦人科医会・持田シーメンスメディカルシステム（株）共催

婦人科ME研究会

連絡先：03-3511-8103 担当者：持田シーメンスメディカルシステム（株）小川

順天堂大学医学部 産婦人科学 教授  吉田 幸洋

筑波大学臨床医学系 放射線科 准教授 東野 英利子
18:30-20:30 京王プラザホテル

5月 9日 金
★第340回合同学術講演会 二金会

プロゲスチンによる子宮内膜症薬物治療の新戦略

連絡先：03-3605-3131 担当者：渡邉 秀樹

  東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学 講師百枝 幹雄 19:30-21:00 足立区医師会館 3階ホール

4月 23日 水
★城北産婦人科医会

「子宮内膜症治療」

連絡先：03-5229-5229 担当者：持田製薬（株）山岡 壮二

  東京大学大学院医学系研究科 産婦人科系 講師大須賀 譲 19:30-21:00 豊島区医師会館

4月 19日 土
★練馬区産婦人科医会総会・研修会ならびに懇親会

「日母分類（子宮頸部細胞診断報告様式）の改定にむけて」

連絡先：03-3955-0531 担当者：坪井 透

  日本大学医学部産婦人科講師永石 国司 18:00-19:30 ホテルメトロポリタン

4月 18日 金
★葛飾区産婦人科集談会

女性の健康支援とメタボリックシンドローム対策

連絡先：03-3691-6163 担当者：高岡 茂樹

  東京女子医大 教授太田 博明 20:00-22:00 葛飾区医師会館

4月 18日 金
★平成20年度南多摩産婦人科医会 定期総会および講演会

「婦人科癌における傍大動脈リンパ節郭清術」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

  東海大学医学部産婦人科教授三上 幹男 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子4階 「扇」

4月 11日 金
★第339回合同学術講演会 二金会

産後うつ病とEPDSの基本的使用方法

連絡先：03-3605-3131 担当者：渡邉 秀樹

  パークサイド広尾レディスクリニック 院⾧宗田 聡 19:30-21:00 足立区医師会館

3月 27日 木

★第24回大田地区産婦人科研究会

1.非産褥性子宮内反症の一例

2.安全な腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）を行うための術式の工夫と現状

連絡先：03-3762-4151 担当者：東邦大学医療センター 大森病院 片桐 由紀子

  東邦大学医療センター大森病院土屋 雄彦、中熊 正仁 18:00-20:00   東邦大学医療センター 大森病院臨床大講堂

3月 26日 水

★城西エンドメトリオーシス研究会

1.子宮内膜症治療薬ディナゲスト錠1mgについて

2.子宮内膜症治療の進歩と最近の話題

連絡先：03-5229-3905 担当者：持田製薬（株）東京支店 内藤勝巳

1.持田製薬学術部 .庭野 道雄

2.東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学 大須賀 穣
19:00-21:00 ルークホール

3月 24日 月
★第45回玉川、世田谷、渋谷、目黒支部合同臨床懇話会

胎児超音波検査の実際

連絡先：090-6824-1957 担当者：バイエル薬品ウィメンズヘルスケア事業部 佐々木

  国立病院機構 東京医療センター 産婦人科松本 直 19:30-21:30 国立病院機構 東京医療センター病棟 1階会議室

3月 22日 土
★東京医科歯科大学医学部産科婦人科学教室同窓会研究会

「女性ホルモンと脳機能-HRTの新ガイドラインをふまえて-」

連絡先：03-5803-5322 担当者：同窓会秘書 能城裕子

  獨協医科大学越谷病院 教授大藏 健義 15:00-18:00 東京医科歯科大学医科新棟（A棟）地下1階臨床講堂

3月 21日 金
★葛飾区産婦人科集談会

周産期搬送について

連絡先：03-3691-6163 担当者：高岡 茂樹

  日本大学医学部産婦人科学 講師正岡 直樹 20:00-22:00 葛飾区医師会館

3月 19日 水
★平成19年度第３回医学講座プログラム 日本医師会生涯教育講座

更年期と老年期の女性医学

連絡先：03-5814-6212 担当者：日本医科大学 石川 源

  日本医科大学産婦人科明楽 重夫、可世木 久幸 19:00-21:00 日本医科大学 橘桜会館 橘桜ホール

3月 16日 日
★（社）日本家族計画協会

平成20年度女性のプライマリ・ケアを担う医療者のためのOC実践セミナー

連絡先：03-3235-2694 担当者：（社）日本家族計画協会クリニック 杉村

13:00-17:00 東京都千代田区：海運クラブ

3月 15日 土

★第268回東京産婦人科医会臨床研究会

1.女性の骨盤底・尿路障害のマネジメント

2.ここまできた胎児外科治療  3.保険コーナー

連絡先：03-3269-4695 担当者：吉野 春美

1.三井記念病院産婦人科 中田真希

2.国立成育医療センター 千葉敏雄 3.藤間芳郎
14:00-16:30 東医健保会館

3月 14日 金
★足立区産婦人科医会

アスピリン・NSAID潰瘍の現状と対策

連絡先：03-3881-3432 担当者：藤丸 純一

  日本医科大学 消化器内科 教授坂元 ⾧逸 19:30-21:00 足立区医師会館 3Fホール

3月 12日 水
★江戸川・江東・千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

皮膚科における外陰部疾患

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

    東京慈恵会医科大学附属青戸病院 皮膚科診療部⾧本田 まり子 19:00-21:00 江戸川区医師会館

3月 10日 月
★3区（中野区・杉並区・新宿）合同産婦人科研修会

産婦人科保険診療について

連絡先：03-3352-6687 担当者：日原 弘

  藤間産婦人科医院院⾧、東京産婦人科医会常務理事藤間 芳郎 19:00-21:30 新宿区医師会区民健康センター4階

2月 23日 土
★第９回日本女性心身医学会

ドメスティックバイオレンス（DV)の実態と被害女性及び母子に対する医療機関での適切な対応

連絡先：03-3263-1369 担当者：日本女性心身医学会 ⾧尾

  東京女子医科大学 他加茂登志子 他 13:30-18:00 東京女子医科大学 第一臨床講堂

2月 23日 土
★東京思春期保健研究会

1.「小児科診療からみたメディア漬の諸問題」2.「思春期メディアとしての『ケイタイ』」

連絡先：03-5275-1191 担当者：東京思春期保健研究会 事務局 矢澤 誠

1.吉村小児科医院 院⾧ 内海 裕美

2.群馬大学社会情報学部 教授 下田 博次
16:00-18:00 持田製薬（株）本社2F「ルークホール」

2月 22日 金
★第３回多摩産婦人科臨床研究会

「臨床にとっての子宮頸がん、体がんガイドライン」他

連絡先：090-1693-3029 担当者：中外製薬（株）藤野

  癌研有明病院 婦人科副部⾧竹島 信宏 19:00-21:00 三鷹産業プラザ  701会議室

2月 19日 火

★八王子産婦人科医会勉強会

1.VTR「女性OAB患者に対する抗コリン剤の使用経験」

2.「子宮内膜症治療の最近の話題」

連絡先：0426-25-0303 担当者：柴田 穣一

1.杏林大学 泌尿科 金城 真実

2.小野薬品工業（株）松本 亮二
19:30-21:30 京王プラザホテル八王子 3階「アイリス」

2月 16日 土

★第21回東京産婦人科医会・日産婦東京地方部会合同研修会

 並びに第345回日産婦東京地方部会例会

産科婦人科・不妊感染症に関する症例報告および一般症例

連絡先：03-3288-0366 担当者：日本産科婦人科学会東京地方部会 西村豊子

12:57-18:30 武蔵野公会堂

2月 15日 金
★葛飾区産婦人科医会

「乳がんの診療・最近のトピックス」

連絡先：03-3609-0415 担当者：小宅 正博

  東京慈恵医科大学附属青戸病院 外科診療部⾧吉田 和彦 20:00-22:00 葛飾区医師会会館



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

2月 13日 水
★江戸川、江東、千葉西ブロック産婦人科医会合同卒後研修会

（仮題）マンモグラフィーによる乳癌検診

連絡先：03-3680-1188 担当者：金子 慶賛

未定 19:00-21:00 江戸川区医師会館

2月 12日 火
★杉並・中野・新宿三区合同学術講演会

子宮頸がん検診-ヒトパピローマウィルス感染をめぐって-

連絡先：03-3338-6826 担当者：林 茂興

  （財）東京都予防医学協会検査研究センター⾧⾧谷川 寿彦 20:00-22:00 杉並区医師会館3F講堂

2月 8日 金
★足立区産婦人科医会

女性のトータルケアとしての骨粗鬆症治療

連絡先：03-3881-3432 担当者：藤丸 純一

  東京慈恵会医科大学附属柏病院産婦人科佐々木 寛 19:30-21:00 足立区医師会館3Fホール

2月 2日 土
★産科中小施設研究会

「周産期医療ステージⅣ」胎児機能不全について

連絡先：03-3226-3050 担当者：ビーンスタークスノー（株）津田

  日本医科大学多摩永山病院中井 章人 18:00-20:30 持田製薬株式会社 ルークホール

2月 2日 土
★第137回日本生殖医学会関東地方部会

不妊症

連絡先：03-3972-8111 担当者：山本 範子

13:00-17:00 日本大学会館（東京 市ヶ谷）

2月 1日 金
★第17回婦人科Oncology研究会

婦人科Oncology領域の診断から治療までの研修

連絡先：090-7418-9033 担当者：アステラス製薬（株）太田 俊也

  NTT東日本関東病院 産婦人科 他櫻井 学 他 19:00-20:30 アステラス製薬（株）本社 2階ホール

1月 24日 木
★第６回日本大学板橋病院周産期医療研究会

出生前超音波検査における諸問題

連絡先：03-3972-8111 担当者：正岡直樹

久野 京一郎、金丸 浩、池田 太郎 19:00-21:00 日本大学医学部リサーチセンター

1月 23日 水
★下谷医師会学術講演会

月経に伴う女性の諸症状とその対策

連絡先：03-3831-0077 担当者：下谷医師会 森谷

  慶應義塾大学医学部 産婦人科平澤 晃 19:00-21:00 下谷医師会館4F講堂

1月 20日 火
★東京産婦人科医会・持田シーメンスメディカルシステム（株）共催 会

第26回産婦人科MEセミナー

連絡先：03-3511-8103 担当者：持田シーメンスメディカルシステム（株）本田 公一

  東京逓信病院 第一外科北川 剛 他 10:30-16:00 JAビル9Fホール

1月 19日 日
★第267回東京産婦人科医会 臨床研究会

産婦人科診療ガイド（産科編）検討会

連絡先：03-3269-4695 担当者：東京産婦人科医会 吉野春美

  三楽病院産婦人科是澤光彦 14:30-16:30 東医健保会館

1月 18日 金
★足立区産婦人科医会

重症排卵障害における診断における診断と治療について

連絡先：03-3881-3432 担当者：藤丸 純一

  東京医科歯科大学久保田 俊郎 19:30-21:00 足立区医師会館3Fホール


