
2010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 18日 土
★第356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

03-3288-0366　日本産科婦人科学会東京地方部会 西村

11:57-8:47 東医健保会館

12月 17日 金     ★葛飾区産婦人科集談会デジタルマンモグラフィについて03-3691-6163 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 14日 火
★平成22年度南多摩産婦人科医会講演会及び忘年会

卵巣癌の診断と治療－実症例より学ぶ－

0426-25-0303　柴田 穣一

東京慈恵会医科大学附属第三病院産婦人科診療部⾧　磯西 成治 19:10-21:30 京王プラザホテル八王子4階「扇」

12月 11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

産婦人科医療に関する最近の医療訴訟について

03-3680-1188　金子 慶賛

小海 正勝 14:30-18:30 江戸川区総合文化センター

12月 11日 土

★第1回遺伝カウンセリングアドバンテストセミナー

　日本遺伝カウンセリング学会　社団法人日本家族計画協会共催

習慣流産とは（Overview),着床前診断 他7演題

042-371-2111　三宅

  日本医科大学竹下 俊行他 10:00-15:30 日本医科大学 教育棟（東京都文京区）

12月 9日 木
★台東産婦人科医会

月経不順 更年期様症状の背景に隠れた器質的疾患 ー女性専門外来での経験からー

03-3831-0077　下谷医師会 鈴木

  東京女子医科大学東医療センター性差医療部准教授片井 みゆき 19:00-21:00 浅草ビューホテル 4階 言問の間

12月 8日 水

★第4回みなと女性医療カンファレンス

①婦人科におけるにきび治療

②当院におけるウロ ギネ外来の取り組み

03-3478-6443　宮崎

①麻布十番まなみウイメンズクリニック院⾧　今井 愛

②東京済生会中央病院産婦人科医⾧　岸 郁子
19:30-21:00 第一ホテル東京

12月 4日 土
★第1回マンモグラフィプレ講習会 （日本産婦人科乳癌学会主催）

マンモグラフィ読影資格取得に必要な内容

03-5210-6666　大村 峯夫

  日本大学医学部乳腺内分泌外科教授天野 定雄 16:00-19:00 帝京大学（10号館：医療技術学部棟2F 教室）

12月 4日 土
★産婦人科学教室同窓会研究会

周術期の感染予防と創管理-- based on evidence and experience -

03-5803-5322　同窓会秘書 能代

  東京医科歯科大学附属病院大会議室衆参 女性診療科高橋 慎治 他 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 2日 木

★第24回東京生殖医療懇談会

①「AMHとART」

②「男性不妊と体外受精：その明と暗」

080-1003-2978　メルクセローノ（株）石山

①浅田レディースクリニック院⾧　浅田義正

②千葉大学大学院医学研究員形態形成学教授　年森 清隆
19:00-21:00 ANAインターコンチネンタルホテル東京

12月 2日 木
★中央区 日本橋 港区 神田支部合同学術講演会

月経困難症に対する新しい低用量エストロプロゲスチン療法

03-3538-1016　対馬ルリ子

  聖路加国際病院女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:30-21:30 ホテル西洋銀座 3F サロンドロンド

11月 29日 月
★第2回東京都周産期母子医療センター区西部ブロック連携会議（城西地区周産期研修会）

当ブロックにおける連携のあり方

03-5996-6101　吉野一枝

  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 19:30-20:30 中野区医師会館（新医師会館） 3階大会議室

11月 28日 日
★第7回産婦人科乳房画像研究会

小葉癌の基礎から臨床まで

03-3964-1211　竹下

  坂元記念クリニック乳腺病理アカデミー坂元 吾偉 他 9:30-16:00 東京医科大学病院 6階臨床講堂

11月 27日 土
★第40回東京思春期保健研究会

性感染症をめぐる最新情報他

03-5275-1191　東京思春期保健研究会事務局 佐藤

  宮本町中央診療所院⾧尾上 泰彦 他 16:00-18:00 山王病院3F 山王ホール

11月 26日 金
★杉並 中野 新宿三区合同学術講演会

ウロギネコロジー～産婦人科と治尿器科の接点～

03-3338-6826　林 茂興

  荻窪病院泌尿器科部⾧大橋 正和 19:45-21:30 杉並区医師会館 3F講堂

11月 26日 金

★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

Ⅰ深部静脈血栓症の予防 治療

Ⅱ卵巣癌の最新治療

0426-25-0303　柴田

Ⅰ杏林大学医学部 心臓血管外科准教授　細井 温

Ⅱ東京慈恵会医科大学付属病院 ウイメンズクリニック准教授

　岡本 愛光

18:45-21:30 立川パレスホテル 4F ローズルーム

11月 25日 木
★町田市産婦人科医会学術講演会

子どもたちVPDから守るために必要なワクチンについて

042-729-5228　土屋

  日本赤十字医療センター小児科顧問薗部 友良 19:15-20:30 ホテル　ザ エルシティ町田 地下2F 翡翠東

11月 20日 土
★お茶の水カンファランス

性感染症ガイドラインより その診断 治療

03-5280-1166　合阪

  愛知医科大学産婦人科講師野口 靖之 17:00-20:00 お茶の水 庭のホテル

11月 20日 土
★第278回東京産婦人科医会臨床研究会

若年子宮頸癌の最近の治療戦略-妊孕性温存治療を中心として-他

03-3269-4695　岩壷 美代子

  杏雲堂病院病院検診センター⾧ 産婦人科科⾧坂本 優他 14:00-16:30 東医健保会館

11月 19日 金
★葛飾区産婦人科集談会

症例検討会 ①帝切後輸血後急性肺障害の一例他

03-3691-6163　高岡 茂樹

  ①慈恵医科大学附属青戸病院産婦人科松本 隆万 他 20:00-22:00 葛飾区医師会館

11月 18日 木
★渋谷区産婦人科医会 日本産婦人科学会東京地方部会 渋谷区支部合同懇親会

コルポ所見の見方：基礎と応用 －特に細胞診所見のASC-USコルポ像について－

03-3377-6633　篠原洋介

  こころとからだの元気プラザ婦人科室谷 哲弥 19:30-21:00 渋谷エクセルホテル東急

11月 18日 月
★第9回首都圏STI懇談会

①再発性性器ヘルペス患者のQOLに関する検討　 ②性器ヘルペスとその扱い方

03-3200-1281　竹下

  東京女子医科大学女性生涯健康センター教授檜垣 祐子 他 19:15-22:00 京王プラザホテル

11月 18日 木
★東京産婦人科医会城南五医師会講演会

月経困難症に対する新しいエストロプロゲスチン療法

03-3771-3310　⾧崎

  聖路加国際病院女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:00-21:00 大森東急イン

11月 18日 木
★第13回城南地区産婦人科医会合同研修会

子宮内膜症管理、治療のピットフォール他

03-3784-8551　関沢

  昭和大学横浜市北部病院産婦人科准教授小川 公一他 18:15-20:30 昭和大学病院 入院棟B1F 臨床講堂

11月 16日 火
★第3回八王子産婦人科病診連携研究会

妊娠糖尿病の新しい診断基準と臨床への影響

0426-25-0303　柴田 穣一

  東京医科大学八王子医療センター産科 婦人科講師野平 友良 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子 4階「宴」

11月 13日 土
★日本分娩監視研究会

胎児機能不全の取り扱い指針 他

03-3463-6497　トーイツ（株）企画推進グループ 富樫

  昭和大学医学部産婦人科講師松岡 隆 他 13:00-17:00 東京都看護協会会議室

11月 13日 土
★第21回婦人科骨粗鬆症研究会学術集会

若年期における骨粗鬆症発症予防対策、ワークショップ悪性腫瘍と骨代謝他

03-3815-5411　久具

太田博明他 10:30-18:00 経団連会館国際会議場

11月 12日 金
★第364回合同学術講演会　二金会

月経困難症におけるエストロゲン プロゲスチン配合剤の意義

03-3605-3131　渡邉

  聖路加国際病院 女性診療部部⾧百枝 幹雄 19:30-21:00 足立区医師会館　3階ホール

11月 12日 金
子宮がん検診従事者講習会

子宮頸がん予防ワクチンの正しい知識

042-327-0201　藤澤

  こころとからだの元気プラザ婦人科小田瑞恵 14:30-16:30 国立オリンピック記念青少年センターセンター棟3回

11月 11日 木 ★第4回県南産婦人科カンファレンス 19:00～ 川口駅前市民ホール　キュポ・ラ内4階「フレンディア」

11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

子宮内膜症の予防と治療

03-3680-1188　金子 慶賛

  聖路加国際病院女性総合診療所部⾧百枝 幹雄 19:30-21:30 江戸川区医師会館

11月 6日 土
★世田谷区 玉川 産婦人科医会

過活動膀胱の治療の実際

03-3429-6036　辰巳 賢一

  帝京大学医学部付属溝口病院泌尿器科教授石坂 和博 18:00-19:00 新宿京王プラザホテル 47階「あけぼの」の間

11月 6日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

子宮鏡検査 子宮鏡下の手術の実際

03-5984-5122　高見毅司

  練馬総合病院産婦人科科⾧代行永谷 ミドリ 18:00-19:00 ホテルニューオータニ ザメイン16F ラピス1

11月 4日 木
★第43回城北産婦人科研究会

合併症妊娠への対応について

03-3964-1211　綾部

  帝京大学医学部産婦人科手島 映子 他 18:45-21:00 メトロポリタンプラザ 12階 第1会議室

10月 26日 火
★子宮頸がん（HPV）予防ワクチン講演会

子宮頸がん予防ワクチン接種の心構え

080-1011-5468　グラクソ スミスクライン株式会社 増泉

  日本赤十字社医療センター小児科顧問薗部 友良 19:45-21:00 豊島区医師会館　4階講堂

10月 26日 火
★中野 杉並 新宿3区合同産婦人科研究会

月経困難症治療の最前線

03-5996-6101　吉野一枝

  東京大学大学医学系研究科産婦人科学講師大須賀 穣 19:30-20:30 中野区医師会館（新医師会館）3階大会議室



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

10月 24日 日
★東京産婦人科医会多摩ブロック第9回日本周産期 新生児医学会公認「新生児蘇生法講習会」

新生児蘇生法　講義　基本手技実習、ケースシナリオ実習

0426-25-0303　柴田 穣一

  武蔵野赤十字病院新生児科蒲原 孝他インストラクター5名 12:00-17:00 武蔵野赤十字病院　山崎記念講堂

10月 22日 金
★第11回 西新宿産婦人科研究会

子宮頸部初期病変の取り扱い

03-5229-3912　持田製薬（株）小林高志

  東京医科大学産婦人科学教室佐川 泰一、永光 雄造他 19:00-21:00 東京医科大学病院　教育棟5階

10月 21日 木
★第6回東京 Women’s メンタルケアフォーラム

慢性頭痛とメンタル

03-5803-5316　深井、⾧尾

  東邦大学医療センター大森病院心療内科准教授端詰 勝敬 他 18:45-21:00 東京ガーデンパレス 2F 「高千穂」

10月 20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

月経困難症に対する新しいホルモン療法

03-3680-1188　金子

  愛育病院産婦人科部⾧安達 知子 19:30-21:30 東武ホテル　レバント東京

10月 20日 水
★町田市産婦人科医会学術講演会

月経困難症に対する新しい低容量エストロプロゲスチン療法

042-729-5228　土屋

  聖路加国際病院女性総合診療部 部⾧百枝 幹雄先生 19:00-20:15 ホテル ザ エルシイ町田

10月 19日 火
★稲城市 多摩市医師会合同学術講演会

子宮頸がんは予防の時代へ

042-377-0931　北井

  自治医科大学産婦人科主任教授鈴木 光明 19:20-21:00 稲城私立病院

10月 15日 金
葛飾区産婦人科集談会

HPVワクチン

03-3691-6163　高岡 茂樹

  東京大学産婦人科川名 敬 20:00～22:00 葛飾区医師会館

10月     15日～16日     金～土
★第31回日本妊娠高血圧学会、第27回日本分娩管理研究会

03-3972-8111　内線2522

佐々木

  13:00-16:209:00-17:55 日本大学会館

10月 14日 木
★都立大塚病院医療連携研修会

女性の腹痛（産婦人科から）

03-3941-7468　都立大塚病院 医事課　医療連携係

  都立大塚病院産婦人科部⾧阿部 史朗 19:30-21:00 都立大塚病院5階大講堂

10月 8日 金
★第363回合同学術講演会　二金会

漢方の果たす役割　～漢方は女性の心と健康を助ける～

03-3605-3131　渡邉

  渡辺産婦人科院⾧渡辺 浩二 19:30-21:00 足立区医師会館　3階ホール

10月 5日 火
★八王子産婦人科医会勉強会

月経困難症診療の最前線

0426-25-0303　柴田 穣一

  東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講師大須賀 穣 19:00-21:30 京王プラザホテル 八王子3F「コスモス」

10月 2日 土
★世田谷区産婦人科医会 玉川産婦人科医会

月経困難症診療の最前線

03-3429-6036　梅ケ丘産婦人科 辰巳

  東京大学大学院医学研究科 産婦人科学講師大須賀 穣 18:00-19:00 セルリアンタワー　東急ホテル「山吹」

10月 2日 土
★子宮内膜症セミナー

子宮内膜症/不妊症と卵巣癌について

03-5229-3905　持田製薬（株）古谷（フルタニ）

  京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教授小西 郁生 16:00-18:00 霞山会館

9月 30日 木
★品川区 荏原合同産婦人科医会学術講演会

品川区子宮頸がん検診のベセスダシステム導入について

03-3783-5455　清田 宗男

  旗の台レディースクリニック院⾧盛本 太郎他 19:30-21:00 ホテルラフォーレ東京　ル シャルダン

9月 28日 火
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

子宮内膜症診療の過去、現在、未来

0426-25-0303　柴田

  東京大学医学部付属病院女性心療科 産科講師大須賀 穣 19:00-21:30 立川グランドホテル 4階カルロ

9月 27日 月
★弟37回多摩産婦人科病診連携懇話会

当院における母体死亡例からみた産科危機的出血の現状

0426-25-0303　柴田 穣一

  日本医科大学多摩永山病院女性診療科 産科教授中井 章人 19:00-21:30 日本医科大学多摩永山病院　C棟2階集会室

9月     19日～20日     日～月
★第2回乳房超音波講習会

乳房超音波検診に関する講演及び実習

03-5210-6666　大村 峯夫

  筑波大学臨床医学系東野 英里子他   9:30-19:109:00-16:00 帝京大学 10号館：医療技術学部棟 2F教室

9月 18日 土
★第355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及び一般症例

03-3288-0366　西村

13:30-18:52 東医健保会館

9月 17日 金
★葛飾区産婦人科集談会

妊婦検診の超音波検査

03-3691-6163　高岡 茂樹

  東京女子医大八千代医療センター准教授坂井 昌人 20:00-22:00 葛飾区医師会館

9月 17日 金
★平成22年度周産期医療研修会・医師Bコース［産科編］

ウエイ留守感染・母子感染他

03-3473-8335　西出佳世子

  三井記念病院産婦人科部⾧小島俊之他 9:00-16:30 母子愛育会研修室

9月 16日 木
★第8回多摩産婦人科臨床腫瘍研究会

子宮肉腫の取り扱いについて

03-3480-1151　慈恵第3病院産婦人科　磯西

  東北大学産婦人科講師高野 忠雄 19:15-20:30 立川グランドホテル 4F「カルロ」

9月 16日 木
★産婦人科内分泌研究会

GnRHとゴナドトロピン

03-5634-8870　久光製薬（株）伊藤

  島根大学医学部附属病院産婦人科講師金崎 春彦 19:00-20:00 山の上ホテル

9月 16日 木
★第29回大田地区産婦人科研究会

帝王切開術後に骨盤内膿瘍をきたした2症例他

03-3762-4151　中熊正仁

  東邦大学医療センター大森病院産婦人科矢口 智子他 18:30-20:30 東邦大学医療センター大森病院 臨床講堂

9月 16日 木
★平成22年度周産期医療研修会・医師Bコース［産科編］

これからの周産期医療のあり方をめぐって他

03-3473-8335　西出佳世子

  総合母子医療センター愛育病院院⾧中林 正雄他 10:45-16:15 母子愛育会研修室

9月 12日 日
★第4回東京産婦人科臨床フォーラム

分娩管理における超音波診断 他

03-5319-7421　GEヘルスケアジャパン（株）高野 坂本

  社会保険中央総合病院産婦人科医⾧坂巻 健 他 9:45-17:00 都市センター3階コスモスホール

9月 11日 土
★第1回乳房超音波プレ講習会（基礎講習会）

超音波読影のコツ

03-5210-6666　大村 峯夫

  国立国際医療センター外科安田 秀光 16:00-18:00 帝京大学　10号館1041教室

9月 8日 水
★江戸川 江東 千葉西ブロック産婦人科合同卒後研修会

胎児心スクリーニングのポイント part 2

03-3680-1188　金子

  神奈川県立こども医療センター川滝 元良 19:30-21:30 江戸川区医師会館

9月 4日 土
★第22回産科中小施設研究会

周産期医療ステージ（8）-産科危機的出血への対応ガイドライン-

042-490-7952　ビーンスタークスノー（株）阿部

  日本医科大学多摩永山病院教授中井 章人 18:00-20:30 雪印乳業株式会社本社 9階大会議室

9月 2日 木
★東京産婦人科医会中央区支部研修会 顔合わせ会

出産後 流産後の避妊について（IUSを中心に）

03-3538-1016　対馬 五十嵐

佐竹紳一郎 19:00-21:00 ホテル西洋銀座

8月 29日 日
★産婦人科臨床懇話会

不妊治療2010 Overview 他全9題

03-3429-6036　辰巳 賢一

  東京大学百枝 幹雄他 9:10-12:30 新横浜プリンスホテル

8月 28日 土
★産婦人科臨床懇話会

不妊治療2010 Overview 他全9題

03-3429-6036　辰巳 賢一

  IMTカレッジ荒木 重雄他 13:00 新横浜プリンスホテル

8月 22日 木
★生殖バイオロジー東京シンポジウム

わが国のARTの将来

042-490-7952　ビーンスタークスノー（株）尾形

  埼玉医科大学石原　理 9:00-18:00 シェーンバッハ サボー

8月 8日 日
★第3回日本産婦人科乳癌学会関東支部学術集会

エキスパートから学ぶ乳癌検診の基礎と細胞診

03-3964-1211　帝京大学 竹下茂樹

  聖路加国際国際病院 放射線科角田 博子先生 他 8:30-16:00 帝京大学医学部附属病院　臨床大講堂

8月 3日 火
★平成22年度南多摩産婦人科医会講演会及び納涼会

新生児搬送のポイント-搬送の基準及び方法-

0426-25-0303　柴田穣一

  東京都立小児総合医療センター新生児科部⾧近藤 昌敏 19:00-21:30
八王子市学園都市センター（八王子スクエアービル）

12階　第一セミナー室

7月 29日 木
★第50回日本産科婦人科内視鏡学会

http://jsgoe.umin.jp/
11:00-18:00 京王プラザホテル

7月 28日 水
★女性生活習慣病フォーラム

女性のトータルヘルスケアにおける脂質管理

03-5229-3914　持田製薬（株）古谷（フルタニ）

  慶応義塾大学医学部産婦人科平沢 晃 19:30-21:30 海運クラブ

7月 24日 土
★社会保険講習会

保険改正による留意点について ◎平成22年度診療報酬改正について

03-3269-4695　塚原 直子

  社会保険担当常務理事藤間芳郎 15:30-17:00 アルカディア市ヶ谷



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

7月 23日 金
★第361回合同学術講演会 二金会

女性のQOLに果たすOCの役割 ～OC普及のために～

03-3605-3131　渡邉

  弘前女性クリニック院⾧蓮尾 豊 19:30-21:00 足立区医師会館3階ホール

7月 22日 木
★第2回文京子宮内膜症カンファレンス

①子宮内膜症と不妊　②子宮内膜症発がんのメカニズム

03-3241-2152　日本新薬（株） 本田圭一郎

  ①滋賀医科大学産科学婦人科学 教授 村上 節②奈良県立医科大学産婦人科学 教授 小林 浩19:00-21:00 フォーシーズンズホテル　1階「ボールルーム」

7月 22日 木
★練馬区産婦人科医会研修会

乳腺診療の実際

03-5984-5122　高見 毅司

  日本産婦人科医会幹事関根 憲 19:30-20:30 練馬展望レストラン

7月     21日～23日     水～金   ★第28回日本骨代謝学会学術集会http://jsbmr28.umin.jp/ 京王プラザホテル

7月 17日 土

★第277回東京産婦人科医会臨床研究会

1）妊娠初期・中期における胎児 胎盤スクリーニング

2）日本産科婦人科学会生殖医学登録からみた生殖補助医療の現状－周産期医療への影響－

03-3269-4695　岩壷 美代子

1）東京大学医学部附属病院女性診療科・産科講師 亀井良政

2）国立成育医療研究センター病院母性医療診療部不妊診療科

　　齋藤英和

14:00-16:30 東医健保会館

7月 16日 金
★葛飾区産婦人科集談会

全国の周産期医療供給体制とセミオープンシステムの効果

03-3691-6163　高岡 茂樹

  日本医科大学多摩永山病院 教授中井 章人 20:00-22:00 葛飾区医師会館

7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

胎児心スクリーニングのポイント Part 1

03-3680-1188　金子レディースクリニック 金子

  神奈川県立子ども医療センター川滝 元良 19:30-21:30 江戸川区医師会館

7月 14日 水
★第3回八市産婦人科懇話会

骨粗鬆症の予防と治療におけるHRTの位置づけ

03-5365-2480　久光製薬（株）　山内英司

  東京大学医学部産婦人科学教室 准教授矢野 哲 19:00-22:00 パレスホテル立川

7月 13日 火
★杉並 中野 新宿三区合同学術講演会

産婦人科におけるロボット支援手術

03-3338-6826　林 茂興

  東京医科大学産婦人科学教室主任教授井坂 恵一 19:45-22:15 杉並区医師会館 3F講堂

7月     8日～10日     木～土   ★第48回日本婦人科腫瘍学会学術集会http://jsgo48.umin.jp/ 会⾧：吉川裕之 つくば国際会議場

7月 3日 土
★第29回日本臨床細胞学会東京支部 総会 学術集会

子宮頸がんとHPV、コミュニケーションで高める医療安全

03-3353-1211　冨永英一郎

  東邦大学医療センター産婦人科教授久布白 兼行他 13:00-17:30 新宿明治安田生命ホール

7月 2日 金
★第22回婦人科 Oncology 研究会

卵巣境界悪性腫瘍の診断3年後に肺転移を認めた1例他

0422-39-7981　アステラス（株）学術部 大堀進一

  国立国際医療研究センター病院 産婦人科大垣 洋子他 19:00-21:00 アステラス製薬（株）本社 2階ホール

7月 1日 木

★第4回東京都区西北部周産期ネットワークグループ連携会議（産科部会）及び

研究会（第11回日本大学医学部附属板橋病院周産期医療研究会）

周産期の心のケアー実際の症例をもとに精神科との連携を考えるー

03-3972-8111　佐々木

  日本大学医学部附属板橋病院精神科金野 倫子 19:00-20:40 日本大学医学部第1臨床講堂

6月     26日～27日     土～日   ★第20回日本サイトメトリー学会http://www.macc.jp/20JCS/ 会⾧：坂本 優 東京慈恵医科大学

6月 19日 土
★第28回大田地 区産婦人科医会研究会

子宮頸癌治療におけるMRI拡散強調画像の検討他

03-3762-4151 内線 6675　森田・中熊

  東邦大学医療センター大橋病院 産婦人科山本泰弘他 16:00-18:00 東邦大学医学部キャンパス内 3号館地下1階 第4会議室

6月 18日 金
★葛飾区産婦人科集談会

妊娠 授乳中の薬物治療の考え方

03-3691-6163　高岡茂樹

  国立成育医療研究センター母性医療診療部⾧村島温子 20:00-22:00 葛飾区医師会会館

6月 17日 木
★城東ブロック産婦人科医会

臍帯血医療の最前線

03-3622-9191　鈴木正明

  順天堂大学産婦人科主任教授竹田 省 19:30-21:30 東武ホテル レバント 東京

6月 16日 水
★第5回婦人科ME研究会

「婦人科領域における超音波診断」他

03-5423-8700　持田シーメンス（株）東京営業所　橋本

  日本医科大学多摩永山病院産婦人科学教授中井章人 18:30-21:30 京王プラザホテル4階　「錦」

6月 16日 水
★みなと女性医療カンファレンス

子宮頚部病変における細胞診の実際他

03-3478-6443　宮崎

  財団法人東京顕微鏡院臨床検査部⾧石井 保吉 19:30-21:00 東京ミッドタウン・カンファレンス4階 1＋2ホール

6月 15日 火
★平成22年度北多摩産婦人科医会 講演会および北多摩病診連携懇話会合同公演会

日本産婦人科医会最近の動向（仮題）

042-490-7951　ビーンスタークスノー（株）坂東

  済生会中央病院婦人科部⾧ 日本産婦人科医医会常務理事亀井清 19:15-20:15 立川グランドホテル

6月 12日 土
★第35回日本分娩監視研究会

崩壊する周産期電子カルテネットワーク

03-3463-6497　トーイツ（株）営業部　富樫

  香川大学瀬戸内圏研究センター特任教授原 量宏 13:00-17:00 東京都看護協会 会議室

6月 11日 金
★第360回合同学術講演会 二金会

医療安全と指導監査

03-3605-3131　⾧門クリニック 渡邊

  東京都福祉保健局指導監査部小林信一 19:30-21:00 足立区医師会館 3階ホール

6月 10日 木
★都立大塚病院医療連携研究会

胎盤で推測される母の病気?症例検討ー

03-3941-3211 内線2138　医療連携室 斉藤・外西

  都立大塚病院産婦人科検査課医⾧有澤正義他 20:00-21:30 都立大塚病院 5階大講堂

6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

子宮頸がん予防の時代の到来

03-3680-1188　金子レディースクリニック　金子慶賛

  癌検有明病院平井康夫 19:30-21:30 江戸川区医師会会館

6月 6日 日
★平成22年女性QOL向上を支持する医師とコメディカルのための女性医療セミナー

ライフステージに応じたホルモン製剤の適正使用

03-3235-2694 （社）日本家族計画協会クリニック　杉村

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人科分野教授

苛原 稔
13:00-17:00 東京コンファレンスセンター 品川

5月 31日 月
★中野 杉並 新宿３区合同産婦人科研究会

城西地区における周産期医療のあり方

03-5996-6101　吉野一枝

  東京女子医科大学周産期センター教授松田 義男 19:30-20:30 中野区医師会館（新医師会館）　3階大会議室

5月 28日 金

★第34回日本遺伝カウンセリング学会学術集会

03-3353-8111（内 34236）

膠原病リウマチ痛風センター内2階

 東京女子医科大学附属遺伝子医療センター 浦野、松尾

東京女子医科大学弥生記念講堂

5月 22日 土
★東京思春期保健研究会講演会

HPVワクチン接種ー行政の立場から

03-5275-1191　陣内

  杉並保健所健康推進課⾧大沢章彦 16:00～ 山王病院3F 山王ホール

5月 21日 金
★葛飾区産婦人科集談会

「ベセスダシステムの導入」

03-3691-6163　高岡 茂樹

  東京都予防医学協会⾧谷川壽彦 20:00-22:00 葛飾区医師会会館

5月 21日 金
★平成22年度東京産婦人科医会目黒支部総会　学術講演会

平成21年度目黒区子宮がん検診の総括と症例検討会

080-6645-9083　あすか製薬株式会社 稲生（イノウ）

  安田診療所 院⾧安田 貢 20:00-21:00 目黒区医師会館 地下1階講義室

5月 21日 金

★お茶の水臨床カンファレンス

「女性と骨の健康」

「子宮筋腫治療最前線」

03-3292-3981　是澤光彦

浜田病院副院⾧ 合阪幸三

山王病院リプロダクションセンター⾧　藤原敏博
19:00～ 山の上ホテル「つばきの間」

5月 20日 木
★渋谷区産婦人科医会日産婦学会東京地方部会渋谷支部合同学術講演会

「いいお産」

03-3377-6633　篠原洋介

  日赤医療センター副院⾧　産婦人科杉本充弘 19:00-22:00 ヒルトンホテル東京3階　大和の間

5月 20日 木
★世田谷区産婦人科医会定時総会および講演会

世田谷区における子宮がん検診と精度管理

03-3429-6036　辰巳 賢一

  慶応義塾大学産婦人科学教室教授青木大輔 19:00-20:00 世田谷区医師会館

5月 20日 木
★第37回品川産婦人科臨床研究会

東京都における周産期搬送システムの課題他

03-3784-8551　⾧塚

  昭和大学医学部産婦人科学教室　講師松岡 隆　他 18:20-20:30 昭和大学病院　入院棟地下1階臨床講堂

5月 18日 火
★第2回八王子産婦人科病診連携連携研究会

HPVワクチンをめぐる最新の話題

0426-25-0303　柴田穣一

  東海大医学部附属八王子病院産婦人科科⾧前田 大伸 19:00-21:30 京王プラザ八王子 4階「宴」

5月 16日 日
★第28回東京母性衛生学会学術集会

周産期女性のメンタルヘルスを考える

03-5803-5322　久保田教授室　一瀬 深井

足達淑子他 9:00-17:30 東京医科歯科大学　5号館4階講堂

5月 15日 土
★第354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

03-3288-0366　日本産科婦人科学会東京地方部会　西村

  東京リバーサイド病院産婦人科荒木勤他 13:30-18:22 東医健保会館



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

5月 14日 金
★第359回合同学術講演会　二金会 産婦人科領域におけるセカンドオピニオンの現況

03-3605-3131

⾧門クリニック　渡邊

  足立共済病院副院⾧有廣 忠夫 19:30-21:00 足立区医師会館3階ホール

5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

合併症妊娠（最近経験した症例を中心に）

03-3680-1188　金子 慶賛

  東京女子医大東医療センター高木耕一郎 19:30-21:30 江戸川区医師会館

4月 26日 月
★中野 杉並 新宿3区合同産婦人科医会学術講演講演会

産婦人科領域における薬剤（周産期を中心とした）保険制度について

03-3352-6687　日原 弘

  藤間産婦人科　院⾧藤間 芳郎 19:00-21:30 新宿区医師会会館区民健康センター　4階

4月 17日 土
★練馬区産婦人科医会　研修会

日大光が丘病院セミオープンシステムの現況と診療エピソード

03-5984-5122　高見 毅司

  日本大学医学部臨床 教授三宅 良明 18:00-19:00 ホテルメトロポリタン池袋

4月 16日 金
★葛飾区産婦人科集談会

子宮内膜症の治療戦略 up to date

03-3691-6163　高岡 茂樹

  東邦大学医療センター大橋病院産婦人科　教授久布白 兼行 20:00-22:00 葛飾区医師会会館

4月 16日 金
★下谷医師会学術講演会

子宮頸がん予防のためのHPVワクチンとがん検診　～その必要性と留意点～

03-3831-0077　下谷医師会　鈴木

  東京大学医学部産婦人科学川名　敬 19:00～ 下谷医師会館　4F

4月 15日 木
★第5回東京 Women’s メンタルケアフォーラム

教育講演「SAD（社会不安障害）についてのミニレクチャー」他

03-5803-5316　一瀬 深井

  神保町メンタルクリニック　院⾧多田 幸司 18:45-21:00 ホテルメトロポリタン　エドモンド　3F「千鳥」

4月 13日 火
★平成22年度南多摩産婦人科医会定期総会および講演会

臍帯血の可能性

0426-25-0303　柴田 穣一

  順天堂大学医学部産婦人科学教室 主任教授竹田 省 19:00-21:30 八王子市学園都市センター 12階 第3、4セミナー室

4月 11日 日

★東京産婦人科医会多摩ブロック

多摩新生児懇談会 第7回新生児蘇生法「専門」コース（Aコース）講習会

新生児蘇生法

0426-25-0303　柴田 穣一

多摩 小児総合医療センター新生児科

近藤 昌敏 他インストラクター
12:00-17:00 多摩 小児総合医療センター 講堂フォレスト

3月 29日 月
★中野 杉並 新宿3区合同産婦人科医会学術講演会

子宮頸がん検診「ベセスタシステムとHPV検査を中心に」

03-3352-6687　日原 弘

  自治医科大学 産婦人科講座主任教授鈴木 光明 19:00-21:30 新宿区医師会区民健康センター4F

3月 23日 火
★町田市医師会 産婦人科医会 小児科医会学術講演会

子宮頸癌予防ワクチンについて

042-729-5228　土屋　慎一

  東京慈恵会医科大学青戸病院　教授落合 和彦 19:30-21:00 町田市健康福祉会館

3月 20日 土
★東京医科歯科大学医学部産婦人科学教室同窓会研究会

「予期せぬ死亡症例を振り返る」

03-5803-5322　同窓会秘書　能城

東京医科歯科大学周産女性診療科　関川佳奈

都立大塚病院 産婦人科　塚本 薫 他
15:30-18:00 東京医科歯科大学医科新棟（A棟）地下一階　臨床講堂（1）

3月 20日 土

★第276回東京産婦人科医会臨床研究会

1）産婦人科とうつーうつ病を見落とさないためにー

2）NICUの現状-児の予後と産科への要望ー

03-3265-4695　岩壷

1）東京女子医科大学精神科教授　坂元 薫

2）都立墨東病院小児科部⾧　渡辺 とよ子
14:00-16:30 東医健保会館

3月 19日 金
★葛飾区産婦人科集談会

周産期の異常とカウンセリング

03-3691-6163　高岡茂樹

  独協医科大学周産期センター　教授渡辺　博 20:00-22:00 葛飾区医師会会館

3月 19日 金
★第10回　西新宿産婦人科研究会

「救急処置としての子宮動脈塞栓術（UAE)」

03-5229-3912　持田製薬（株）西垣 淳

  東京医科大学産婦人科学教室佐々木徹他 19:00-21:00 東京医科大学病院　教育棟5階　講堂

3月 18日 木
★城北産婦人科医会講演会

ベセスダシステム2001準拠子宮頚部細胞診報告書の実際

03-3959-0525　進士雄二

  （財）東京都予防医学協会　検査研究センター⾧⾧谷川　壽彦 19:30-21:30 東京都豊島区医師会館4階講堂

3月 13日 土
★「産科中小施設研究会」

周産期医療ステージ（7）-判例からみた脳性麻痺の原因分析-

042-490-7951　ビーンスタークスノー　津田

  日本医科大学多摩永山病院 教授中井 章人 18:00-20:30 持田製薬（株）ルークホール

3月 12日 金
★第358回合同学術講演会　二金会

子宮内膜症のう胞と卵巣がん

03-3605-3131　渡邉 秀樹

  東京慈恵医科大学附属青戸病院　教授落合 和彦 19:30-21:00 足立区医師会館　3階ホール

3月 11日 木
★「品川区産婦人科医会 荏原産婦人科医会合同学術講演会」

子宮頸がん予防ワクチンの最新の知見

03-3783-5455　清田

堀内 清 19:30-21:00 ホテルラフォーレ東京「⾧者丸」

3月 11日 木
★第13回狛江 調布 府中産婦人科臨床研究会

「胎児超音波診断の実際と要点」他

03-3480-1151　慈恵第3病院

  国立成育医療センター左近 治彦 19:00-21:00 調布市文化会館「たづくり」

3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

「HRTについて」（仮題）

03-3680-1188　（医）慶明会金子レディースクリニック 金子

  東京女子医大太田博明 19:30-21:00 江戸川区医師会館

3月 10日 水
★町田地区周産期医療ネットワークグループ検討会

当院の医療連携の現状

0427-22-2230　⾧尾　充

  町田市民病院産婦人科西村　陽子 19:00-20:30 町田市民病院　南棟3階　講義室

3月 9日 火
★中野 杉並 新宿3区合同産婦人科研究会

「子宮頸がんワクチンについて」

03-5996-6101　吉野 一枝

  東京慈恵会医科大学 教授落合 和彦 19:30-20:30 中野区医師会館（新医師会館）　3階大会議室

3月 6日 土

★第39回東京思春期保健研究会

①「飽食の時代に増え続ける思春期の貧血」他

②「思春期のこころ-キレやすい子どもたち」

03-5275-1191　東京思春期研究会事務局　田辺

①日本医科大学小児科教授　前田 美穂

②佐藤メンタルクリニック院⾧（前 都立梅ヶ丘病院院⾧）

　佐藤 泰三

16:00-18:00 持田製薬 本社2F「ルークホール」

3月 3日 水
★平成22年日本医科大学附属病院　女性診療科 産科 病診連携研究会

子宮腺筋症の手術療法とGnRHアゴニスト療法

03-5814-6212　黒瀬圭輔

  日本医科大学産婦人科学教室准教授明楽 重夫 19:00-21:00 日本医科大学橘桜会館　橘桜ホール

2月 26日 金
★第4回城東産婦人科病病連携懇話会

「当院で発症した子癇11例の検討」、「穿通胎盤の一症」他5題

03-3693-5211　鈴木俊治

白銀恵、石井晶子他 19:15-21:00 持田製薬株式会社本社2階 ルークホール

2月 25日 木
★練馬区産婦人科医会研修会

OCの再認識と実地における多様性

03-6380-7523　高見 毅司

  赤松レディスクリニック院⾧赤松 達也 19:30-20:30 練馬展望レストラン（練馬区役所本庁舎20F）

2月 25日 木
★第７回多摩産婦人科臨床腫瘍研究会

新たに発売されたHPVワクチンについての諸問題

0422-47-5511　安藤　索

19:00-21:30 武蔵野スイングホール11階　レインボーサロン

2月 22日 月

★第1回南多摩エリア周産期医療ネットワークグループ検討会

　および第36回多摩産婦人科病診連携懇話会

1.各施設における病診連携の現状

2.特別講演「母と子のネットワーク：妊婦健康診査の手順」

0426-25-0303　柴田 穣一

2.日本医科大学多摩永山病院　女性診療科・産科　教授　中井 章人 19:00-21:30 日本医科大学多摩永山病院　当院C棟2階『集会室』

2月 20日 土

★第23回東京産婦人科医会・日産婦東京地方部会合同研修会・

第353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

03-3288-0366　日本産科婦人科学会東京地方部会　　西村

13:00-18:00 東医健保会館

2月 20日 土
★第13回　胎児遺伝子診断研究会

一般演題　約20題の予定

03-3762-4151　東邦大学医学部付属大森病院　産婦人科　竹下直樹

13:30-18:00 東邦大学医療センター大森病院5号館B1臨床講堂

2月 19日 金
★葛飾区産婦人科集談会

乳癌検診の最近の話題

03-3691-6163　高岡 茂樹

  慈恵医大青戸病院 外科教授吉田 和彦 20:00-22:00 葛飾区医師会館

2月 13日 土
★第141回　日本生殖医学会関東地方部会

当院における配偶者間人工授精の治療成績　他

03-5803-5322　久保田教授秘書　一瀬

13:30-17:30 東京医科歯科大学5号館4階講堂

2月 12日 金
★第357回合同学術講演会　二金会

先天性難聴のスクリーニングと診断治療（仮）

03-3605-3131　渡邉 秀樹

  東京医科大学耳鼻咽喉科河野　淳 19:30-21:00 足立区医師会館　3階ホール

2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

子宮頸がん予防ワクチンについて（仮題）

03-3680-1188　金子 慶賛

  癌研有明病院平井 康夫 19:00-21:00 江戸川区医師会館

2月 5日 金
★第21回婦人科Oncology研究会

「BEP療法が奏効した卵巣顆粒膜細胞腫の2症例」他5演題

0422-39-7981　アステラス製薬（株）学術室　大堀 慎一

  東京厚生年金病院　産婦人科塚崎 雄大　他 19:00-21:00 アステラス製薬（株）本社2階ホール



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

1月 31日 日

★『第28回産婦人科MEセミナー』

1.「妊娠初期領域における超音波診断」

2.「婦人科領域における超音波診断」

3.「妊娠中、後期の超音波検査のポイント」

03-5423-8700　持田シーメンスメディカルシステム（株）橋本

1.福島県立医科大学産科婦人科学教授　藤森 敬也

2.社会保険中央総合病院　産婦人科　副院⾧　小林 浩一

3.慶應義塾大学医学部　産婦人科学講師　田中　守

13:00-17:30 有楽町朝日ホール

1月 25日 月
★城東産婦人科連携フォーラム

ピルと静脈血栓症

03-3622-9191　鈴木 正明

  県西部浜松医療センター 院⾧小林 孝夫 18:45 東武ホテルレバント東京

1月     23日～24日     土～日
★乳房超音波講習会

乳腺疾患の病理　他

03-5210-6666　大村 峯夫

  日本医科大学付属病院 病理部教授 他土屋 慎一 他   9:30-9:0019:10-16:00 帝京大学医療技術学部棟

1月 21日 木
★平成21年度　城東周産期医療研究会

超低出産体重児から学ぶあたたかい心

03-3810-1111　東京女子医科大学東医療センター　宮澤

  東京女子医科大学　名誉教授仁志田 博司 18:40-20:30 東京女子医科大学東医療センター　医局棟１階大会議室

1月 16日 土

★第275回東京産婦人科医会臨床研究会

1.偶発事例報告5年間の集計より

2.民主党政権下でも果たさねばならない産婦人科医療の課題

03-3269-4695　東京産婦人科医会　岩壷 美代子

1.昭和大学産婦人科　准教授　関沢 明彦

2.日本産婦人科医会副会⾧・日本医師会常任理事　木下 勝之
14:00-16:30 東医健保会館

1月 8日 金
★第356回合同学術講演会 二金会

HRTのリスク・ベネフィット-ガイドラインを中心に-

03-3605-3131　渡邉 秀樹

  愛知医科大学医学部産婦人科学教室　主任教授若槻 明彦 19:30-21:00 足立区医師会館　3階ホール


