
2014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 26日 金
★葛飾区産婦人科集談会

乳癌検診の利益不利益を考える

03-3691-6163 高岡

  聖路加国際病院放射線科角田 博子 20:00-22:00 葛飾区医師会館3階講堂

12月 20日 土
★第372回東京産科婦人科学会例会

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 東京産科婦人科学会 佐藤

  厚生中央病院産婦人科清久 里菜 他 13:25-17:30 JA共催ビル カンファレンスホール

12月 13日 土
★江戸川区産婦人科医会忘年研修会

医療事故（仮題）

03-3680-1188 金子

  賛育会病院 病院⾧鈴木 正明 14:00-17:25 タワーホール船堀 401会議室

12月 13日 土
★第29回日本生殖免疫学会 総会

流産、早産、不育症、不妊症、子宮内膜症、妊娠高血圧症候群、等

03-3815-5411 山下

清野 宏、片淵秀隆、廣田 泰、Gil Mor、Myung Chan Gye、他 8:30-16:40 東京大学伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール

12月 12日 金
★第29回日本生殖免疫学会 総会

流産、早産、不育症、不妊症、子宮内膜症、妊娠高血圧症候群、等

03-3815-5411 山下

清野 宏、片淵秀隆、廣田 泰、Gil Mor、Myung Chan Gye、他 8:30-16:40 東京大学伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール

12月 11日 木
★中野区 杉並区 新宿区三区合同学術講演会

過多月経 月経困難症の治療 Up Date ～ LNG - IUS を中心に～

03-5350-3521 牧野

  日本医科大学産婦人科学教室教授明楽 重夫 19:30-21:00 中野サンプラザ 15階 「フォレスト」

12月 11日 木
★葛飾産婦人科学術研修会

子宮内膜症治療の最近の話題 産婦人科医に必要な小児外科の知識

03-5229-3913 持田製薬（株）西脇

順天堂大学医学部付属順天堂医院小児外科 小児泌尿生殖器外科主任教授19:00-20:30 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 5階講堂

12月 8日 月

★産科救急研究会

「羊水塞栓症の病態からみた管理」他 救急救命との協働により救命し得た

古典的羊水塞栓症症例の一例

03-3784-8551 昭和大学 松岡

  浜松医科大学医学部産科婦人科学教授金山 尚裕 他 18:40-21:00 昭和大学病院 入院棟地下1階 臨床講堂

12月 6日 土
★平成26年度順天堂大学医学部産婦人科同窓会 講座合同研究会

特別講演 症例検討

03-5802-1100 順天堂大学 菅

16:00-18:00 東京ドームホテルB1階 シンシアノース

12月 6日 土
★東京医科歯科大学産科婦人科学教室同窓会研究会

古くて新しい子宮内膜症

03-3811-2834 東京医科歯科大 堀川

  東京医科歯科大学岩原 由樹 他 15:00-18:00 東京医科歯科大学

12月 6日 土
★第1回日本婦人科腫瘍学会研修会

http://jsgo.or.jp/training/index.html
都市センターホテル

12月 6日 土 ★平成26年度家族計画・母体保護法指導者講習会 日本医師会館大講堂

12月 5日 金
★第2回江東豊洲産婦人科懇話会

切迫早産予知のための管理と考え方 他

03-6204-6000 西

  昭和大学江東豊洲病院周産期センター准教授大槻 克文 他 19:15-21:00 昭和大学江東豊洲病院 9階講堂

12月     4日～5日     木～金   ★第59回日本生殖医学会学術講演会http://www.jsrm.or.jp/jsrm59/ 京王プラザホテル

12月 2日 火
★平成26年度南多摩産婦人科医会講演会及び忘年会

胎児スクリーニング検査～超音波からNIPT～

0426-25-0303 柴田

  慶応義塾大学医学部産婦人科学教室教授田中 守 19:00-21:30 京王プラザホテル 八王子4F「錦」

11月 29日 土

★Obstetrics and Gynecolgy セミナー

特別講演Ⅰ子宮内膜症への腹腔鏡下手術と術後薬物療法

特別講演Ⅱ 産婦人科領域における抑うつ、不定愁訴等の管理

03-5229-3905 持田製薬（株）飯田

  特別講演Ⅰ倉敷成人病センター産婦人科医⾧ 太田 啓明特別講演Ⅱ東京女子医科大学産婦人科教授 平井 康夫16:00-18:00 霞山会館 霞ヶ関コモンゲート西館37階

11月     23日～24日     日～月   ★第118回日本産科麻酔学会学術集会http://depoc.net/jsoap118/index.html 日経ホール＆セミナールーム

11月 22日 土

★第293回東京産婦人科医会臨床研究会

1.胎児超音波検査～重篤な胎児形態異常を見逃さないためのスクリーニング3次元超音波～ 他

2.これから始める人のための腹腔鏡下子宮体癌手術の工夫と対策

03-3269-4695 岩壷

1.埼玉医科大学総合医療センター教授 馬場 一憲

2.順天堂大学産婦人科学講座准教授 寺尾 泰久
14:00-16:30 東医健保会館

11月 21日 金

★葛飾区産婦人科症例検討会

①深部静脈血栓症合併妊娠の一例

②妊娠15週にIUFD となったTRAP sequenceの一例 他

03-3691-6163 高岡

①東京慈恵会医科大学葛飾医療センター産婦人科 薮崎 恵子

②葛飾赤十字産院 池田 真利子 他
20:00-22:00 葛飾区医師会館 3階 講堂

11月 21日 金
★第3回中央区病診連携カンファレンス

OC LEPと静脈血栓症 ～現況と対応～（仮題） 他

03-3264-2299 富士製薬工業（株）大関

  愛知医科大学産婦人科科学講座教授若槻 明彦 他 19:30-21:00 マンダリンオリエンタル東京

11月 20日 木
★東産医城南五医師会学術講演会

婦人科ロボット手術の現状

03-3783-5455 清田

  東京医科大学産婦人科学教室教授井坂 惠一 19:30-21:00 大森東急イン 5階 フォレストルーム

11月 20日 木
★渋谷区産婦人科医会/東京産科婦人科学会渋谷支部合同学術講演会

華麗なる加齢のために～更年期障害治療における誤解と真実～

03-3377-6633 篠原

  東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授髙松 潔 19:00-22:00 渋谷区エクセルホテル東急6階 ウッドルーム

11月 20日 木
★第6回みなと産婦人科内視鏡研究会

当院における子宮筋腫に対する手術術式の検討（内視鏡手術VS開腹手術）と問題点 他

03-5229-3905 持田製薬（株）土屋

  北里大学北里研究所病院婦人科櫻井 友義 他 19:00-21:00 持田製薬株式会社 3階 大会議室

11月 19日 水
★第12回みなと女性医療カンファレンス

過多月経を診る～ミレーナ52mgをどう使うか～

03-3478-6443 宮崎

  聖路加国際病院副院⾧女性総合診療所部⾧百枝 幹雄 19:00-20:30 第一ホテル 東京 4階

11月 18日 火
★大橋婦人科フォーラム

日常診療における家族性子宮体癌（Lynch 症候群）の留意点

03-5229-3914 持田製薬（株）土屋

  東邦大学医療センター大橋病院婦人科准教授小宮山 慎一 19:10-20:30 セルリアンタワー東急ホテル

11月 18日 火
★第11回八王子産婦人科病診連携研究会

教育講演 精子提供の匿名性～AID（非配偶者間人工授精）の最近の話題～

0426-25-0303 柴田

  東京医科大学病院産科 婦人科教授久慈 直昭 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子 4F「宴」

11月 17日 月
★東京都周産期医療ネットワーク区西部ブロック連携会議（城西地区周産期研修会）

危機的出血への対応-ガイドラインと提言の解説-

03-3353-8112 内31105 東京女子医大 金江

  順天堂大学産婦人科教授板倉 敦夫 19:30-21:00 中野区医師会館 3階

11月 14日 金
★杉並区 中野区 新宿区三区合同学術講演会

耐糖能異常合併妊娠の管理

03-5377-0834 中島

  東京女子医科大学糖尿病センター柳澤 慶香 19:30-21:00 立正佼成会付属佼成病院 観音ホール

11月 14日 金
★第399回足立区産婦人科医会合同学術講演会

黄体ホルモン製剤による子宮内膜症治療-温故知新-

03-3605-1677 臼井

  東京女子医科大学東医療センター産婦人科教授髙木 耕一郎 19:30-20:45 足立区医師会館 3階ホール

11月 13日 木
★第7回八市産婦人科懇親会

FLUTS(女性下部尿路症状）の診断と治療

042-461-0052 ビーンスターク スノー（株）野村

医療法人 LEADING GIRLS 女性医療クリニック

 LUNAグループ理事⾧ 関口 由紀
19:15-20:30 パレスホテル立川 3階 「こぶし東の間」

11月 13日 木

★第47回城北産婦人科研究会

産婦人科をめぐる感染症の諸問題

症例検討1 新生児劇症型心筋炎 他

03-3964-1211 綾部

  帝京大学医学部産婦人科学講座瀬戸 理玄 他 18:45-21:00 メトロポリタンプラザビル12階

11月 13日 木
★第17回城南地区産婦人科医会合同研修会

脳外科領域における無月経-カバサールの前に考える事- 他

03-3784-8551 松岡

  昭和大学医学部脳神経外科学研究科講師谷岡 大輔 他 18:30-20:00 昭和大学 4号館 5階 500号教室

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

当科で経験した興味ある症例の検討

03-3680-1188 金子

  がん研有明病院婦人科部⾧竹島 信宏 19:30-21:00 江戸川区医師会館

11月 10日 月

★第7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45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『CTGの判断力を向上させよう』脳性麻痺事例から学ぶ

0426-25-0303 柴田

  特別講演 日本医科大学多摩永山病院女性診療科 産科中井 章人 19:00-21:30 日本医科大学附属多摩永山 C棟2階集会室

11月 8日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

過多月経 月経困難証の治療 Up Date ～ LNG-IUSを中心に ～

03-5984-5122 高見

  日本医科大学産婦人科学教室教授明楽 重夫 17:15-18:15 ホテルニューオータニ ガーデン



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

11月 8日 土
★第48回東京思春期保健研究会

思春期とメディアリテラシー

03-5275-1191 古西

  日本小児科医会理事/吉村小児科医院内海 裕美 16:00-18:00 持田製薬株式会社本社2階 「ルークホール」

11月 6日 木
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

EP配合剤と静脈血栓塞栓症～最新知見と対策～

042-548-2393 バイエル薬品株式会社 宮城

  愛知医科大学医学部産婦人科教室主任教授若槻 明彦 19:00-20:15 立川グランドホテル 4F カルロ

11月     1日～2日     土～日   ★第29回日本女性医学学会学術集会http://macc.jp/jmwh29/index.html 都市センターホテル

11月 1日 土
★第44回日本分娩監視研究会

教育講演Ⅰエビデンス基づく助産師ガイドライン-分娩編2012’の作成にあたって他2題

03-3463-6497 トーイツ（株） 富樫

  聖路加国際大学片岡 弥恵子 他 13:00-16:45 中小企業会館講堂

10月 31日 金
★葛飾区産婦人科集談会

コルポスコピーの見方 考え方

03-3691-6163 高岡

  東京慈恵会医科大学産婦人科小田 瑞恵 20:00-22:00 葛飾区医師会館3階 講堂

10月 30日 木
★稲城市医師会 多摩市医師会学術講演会

テリパラチドによる骨粗鬆症治療の最前線

042-377-0931 北井

  杏林大学医学部整形外科学教室主任教授市村 正一 19:15-21:00 稲城市立病院健診 外来棟 2F講義室

10月 22日 水
★中野区 新宿区 杉並区三区合同学術講演会

出生前診断の光と影

03-3352-6687 日原

  慶応義塾大学医学部産婦人科学教室教授田中 守 19:00-21:30 京王プラザホテル 47階 あおぞら

10月 16日 木
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

QOLを考慮した子宮内膜症の治療戦略-当院における腹腔鏡下手術と薬物療法の実際

042-377-0931 日本新薬（株） 杉原

  健保連大阪中央病院婦人科部⾧松本 貴 19:00-21:30 パレスホテル立川 4F ローズ

10月 13日 月
★第7回乳房超音波講習会（日本産婦人科乳腺医学会主催）

乳房超音波検査法 他

03-5210-6666 大村

  筑波メディカルセンター東野 英利子 9:00-16:10 帝京大学1号館教室

10月 12日 日
★第7回乳房超音波講習会（日本産婦人科乳腺医学会主催）

乳房超音波検査法 他

03-5210-6666 大村

  筑波メディカルセンター東野 英利子 9:00-18:30 帝京大学1号館教室

10月 12日 日   ★日本ソフロロジー法研究会学術集会特別講演会http://www.sophrology.jp/topics.html 都市センターホテル

10月 11日 土
★第7回乳房超音波プレ講習会（日本産婦人科乳腺医学会主催）

乳房超音波検査に必要な基礎知識

03-5210-6666 大村

  筑波メディカルセンター東野 英利子 15:00-19:00 帝京大学本部棟 1号館 2F

10月 10日 金
★第398回足立区産婦人科医会合同学術講演会

妊娠初期 中期の胎児超音波診断

03-3605-1677 臼井

  昭和大学横浜市北部病院産婦人科准教授市塚 清健他 19:30-21:00 足立区医師会館 3階ホール

10月 9日 木
★第3回乳腺 婦人科合同勉強会

卵巣癌に対する分子標的療法 化学療法の副作用に対する漢方薬の役割

03-3448-6111 角田

  公益財団法人がん研究会有明病院婦人科部⾧竹島 信宏 他 19:00-20:30 NTT東日本関東病院 4F カンファレンスルーム

10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

産婦人科診療と社会保険の運用

03-3680-1188 金子

  江東病院婦人科部⾧宮﨑 亮一郎 19:30-21:00 江戸川区医師会館

10月 5日 日
★第13回更年期と加齢のヘルスケア学会学術集会・第2回日本サプリメント学会学術集会

特別講演：女性医療をめぐる近未来への展望 他

048-478-1151 牧田

国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授/山王メディカルセンター女性医療センター⾧9:00-17:00 帝京大学中野キャンパス

10月 4日 土   ★第10回3次元超音波研究会http://us-3d.umin.jp/ 日本青年館

10月 3日 金
★中野区 杉並区 新宿区3区合同学術講演会

雌雄の対立と月経の進化

03-5350-3521 牧野

  総合研究大学院大学先導科学研究科教授⾧谷川 眞理子 19:30-21:00 中野区医師会館 3階会議室

9月 30日 火
★第3回多摩周産期新生児フォーラム

産科救急疾患：最近の話題

03-4577-1111 アッヴィ合同会社 堀内

  東海大学医学部専門診療学系産婦人科学教授石本 仁史 19:00-20:30 立川グランドホテル2F 「キャンティ」

9月 27日 土
★城東女性医療フォーラム

OC/LEP製剤と血栓症～かかりつけ医として何が出来るか～ 他

03-6266-7281 バイエル株式会社 加茂川

  飯田橋レディースクリニック院⾧岡野 浩哉 他 18:30-20:30 東武ホテルレバント 東京3F芙蓉

9月 25日 木
★品川区 荏原合同産婦人科研究会

子宮体癌の手術療法

03-3783-5455 清田

  NTT東日本関東病院産婦人科部⾧角田 肇 19:30-21:00 香港園

9月 25日 木
★第5回多摩ウイメンズヘルス研究会

ホルモン療法Q＆A 他

0422-60-3710 中外製薬（株）小沼

  飯田橋レディスクリニック院⾧岡野 浩哉 他 19:15-21:00 立川グランドホテル

9月 25日 木

★第6回産婦人科内分泌研究会

①エストロゲンの抗老化作用

②ゴナドトロピンの分泌制御と作用メカニズム

03-5365-2480 久光製薬（株） 斉藤

①東京大学大学院医学系研究科女性診療科 産科講師 平池 修

②群馬大学大学院医学系研究科産婦人科学教授 峯岸 敬
19:00-20:40 東京ガーデンパレス

9月 24日 水
★江東区産婦人科医会学術研修会

婦人科腫瘍性疾患における最近の話題

03-3264-2299 富士製薬工業（株）布山

  がん研有明病院産婦人科部⾧竹島 信宏 19:30-21:00 ホテルイースト21東京

9月 24日 水
★平成26年度 第1回大塚モデル連絡会

最近経験した症例から

03-3941-3211 大塚病院 医事科 医療連携係 吉田

  都立大塚病院産婦人科 新生児科担当医 19:30-21:00 都立大塚病院 5階大講堂

9月 24日 水
★三区産婦人科医会合同セミナー

ジェノゲスト投与患者における子宮内膜厚の測定意義について 他

03-3352-6687 日原

  東京女子医科大学産婦人科学講座 講師石谷 健 他 19:00-21:30 京王プラザホテル 47階 あおぞら

9月 20日 土
★第371回東京産科婦人科学会例会

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 東京産科婦人科学会 佐藤

  都立駒込病院婦人科平田 麻実 他 13:25-17:30 JA共催ビル カンファレンスホール

9月 20日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

性感染症の最新事情 ～とくに患者のトータルダメージを最小限に抑える試み～

03-5984-5122 高見

  新宿さくらクリニック院⾧澤村 正之 17:30-18:30 ホテルニューオータニ ザ メイン16階 「LAPIS」

9月 19日 金
★第3回中央ウイメンズヘルスセミナー

月経困難症におけるLEPS製剤の展望

03-3561-5537 吉田

  聖路加国際病院女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:00-21:30 トラストシティカンファレンス 京橋STUDIO2

9月 19日 金
★葛飾区産婦人科医会集談会

子宮がん検診の現状について

03-3691-6163 高岡

  東京都予防医学協会センター⾧木口 一成 20:00-22:00 葛飾区医師会館3階講堂

9月     18日～20日     木～土
★第46回国際妊娠病態生理学会・第35回日本妊娠高血圧学会

http://og2014.ibmd.jp/index.html
京王プラザホテル

9月 13日 土

★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

①胎児心疾患の超音波診断

②女性の味方 エクオール-新しい大豆イソフラボン代謝物の可能性-

042-490-7952 ビーンスターク スノー（株）野村

①榊原記念病院産婦人科部⾧ 桂木 真司

②東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授 高松 潔
15:50-18:00 三鷹産業プラザ 7F会議室

9月 12日 金
★第397回足立区産婦人科医会合同学術講演会

子宮内膜症ベストプラクティス2014 ～今、産婦人科医の求められる知識と治療戦略～

03-3605-1677 臼井

  慶応大学医学部産婦人科学教室専任講師阪埜 浩司 19:30-21:00 足立区医師会館 3階ホール

9月 11日 木
★平成26年度周産期医療研修会3 医師Bコース：産科編

胎盤と臍帯の超音波診断、周産期の麻酔 他

03-3473-8335 西出

昭和大学医学部産婦人科学講座講師/産婦人科病棟医⾧ 9:30-16:30 母子愛育会 研修室

9月 10日 水
★江戸川 江東 千葉西ブロック産婦人科医会卒後研修会

本邦における早産予防対策の現状と今後の対策

03-3680-1188 金子

  昭和大学江東豊洲病院大槻 克文 19:30-21:00 江戸川区医師会館

9月 7日 日
★第8回東京産婦人科臨床フォーラム

『胎児計測の基礎』他2題

03-5319-7300 GEヘルスケアジャパン 高野

  東京大学医学系研究科産婦人科学小松 篤史 他 13:00-17:00 都市センターホテル コスモスホール

9月 6日 土
★荒川区産婦人科医会

黄体ホルモン製剤による子宮内膜症治療-温故知新-

03-5229-3913 持田製薬（株）浅井

  東京女子医科大学東医療センター産婦人科教授髙木 耕一郎 17:00-18:30 ホテルラングウッド



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

9月 4日 木

★第21回狛江 調布 府中産婦人科臨床研究会

①妊婦甲状腺機能異常スクリーニングについて

②コルポスコピーの見方 考え方

03-3480-1151 磯西

①東京都予防医学協会内分泌科部⾧ 百溪 尚子

②こころとからだの元気プラザ理事 診療部⾧ 小田 瑞恵
19:00-21:00 調布市文化会館たづくり 9F 研修室

8月 31日 日
★第6回関東産婦人科乳腺医学会学術集会

超音波の基礎と臨床

03-3342-6111 東京医科大学 中道

  筑波メディカルセンター ブレストセンター植野 映 9:00-15:10 東京医科大学病院

8月 29日 金
★第1回江東豊洲産婦人科カンファレンス

胎盤位置異常と癒着胎盤について・人工妊娠中絶後に絨毛遺残による出血性ショックを来した症例

03-6204-6000 西/太田

  昭和大学江東豊洲病院神保 正利 他 19:30- 昭和大学江東豊洲病院

8月 5日 火
★平成26年度南多摩産婦人科医会講演会及び納涼会

子宮頚部病変の見方-異型腺がんを中心に-

0426-25-0303 柴田

  多摩南部地域病院婦人科医⾧三田 俊二 19:00-21:30 八王子学園都市センター12階第一セミナー室

7月 31日 木 ★ART FORUM 14 ハイアット リージェンシー 東京

    7月～8月     31日～1日     木～金   ★第32回日本受精着床学会総会・学術講演会http://jsfi32.umin.jp/index.html ハイアット リージェンシー 東京

7月 28日 月
★目黒区臨床懇話会

東京医療センター産婦人科における診療状況

03-6266-7281 バイエル薬品株式会社 伊藤

  東京医療センター産婦人科辻 浩介 他 19:30-20:30 東京医療センター

7月 27日 日
★第13回生殖バイオロジー東京シンポジウム

生殖バイオロジーのパイオニア2014 少産少子化対策-加齢と生殖

042-490-7952 ビーンスターク スノー（株）尾形

  大分大学名誉教授宮川 勇生 9:00-17:00 都市センターホテル

7月 26日 土
★平成26年度玉川 世田谷区産婦人科医会合同学術講演会

リオデジャネイロ分類による新しいコルポスコピーとベセスダ システムの対比

03-3701-5681

  東邦大学医療センター大橋病院婦人科准教授小宮山 慎一 18:45-20:00 目黒雅叙園8階「サロンド ソレイユⅢ」

7月 26日 土
★社会保険講習会

保険改正による留意点について

03-3269-4695 塚原

  東京産婦人科医会社会保険担当常務理事宮﨑 亮一郎 16:30-17:30 東商スカイルーム

7月 24日 木
★町田市産婦人科医会学術講演会

リスク/ベネフィット バランスから考えるOC/LEP HRTの評価 ホルモン製剤への誤解と真実

042-729-5228 土屋

  東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授高松 潔 19:00-20:15 ホテル ザ エルシー町田「翡翠の間」

7月 19日 土

★第292回東京産婦人科医会臨床研究会

1.子宮筋腫 子宮腺筋症の取扱い-産婦人科外来ガイドライン2014より-

2.母子感染の最近の動向と診断に当たっての留意点-血清抗体価の評価を中心として-

03-3269-4695 岩壷

1.河北総合病院産婦人科部⾧ 五味淵秀人

2.三井祈念病院産婦人科部⾧ 小島俊行
14:00-16:30 東医健保会館

7月 18日 金
★葛飾区産婦人科集談会

出生後適応過程と新生児疾患

03-3691-6163 高岡

  葛飾区赤十字産院小児科部⾧熊坂 栄 20:00-22:00 葛飾区医師会館3階 講堂

7月 17日 木

★第6回文京子宮内膜症カンファレンス

①女性のライフプランとヘルスケア～女性ホルモンで女性の生き方を応援しよう～

②子宮内膜症の発症機序を考える

03-5803-5316 東京医科歯科大 ⾧尾 大久保

①女性クリニック We！TOYAMA院⾧ 種部 恭子

②千葉大学大学院医学研究院生殖医学講座教授 生水 真紀夫
19:00-21:30 ホテル椿山荘東京 ボールルーム

7月 11日 金
★第396回足立区産婦人科医会合同学術講演会

過多月経を診る ～ライフステージからみた子宮筋腫 子宮内膜症 子宮腺筋症の治療～

03-3605-1677 臼井

  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

7月 10日 木

★第12回東京都区西北部周産期医療ネットワークグループ連携会議（産科部門） 及び研究会（第

19回日本大学医学部附属板橋病院周産期医療研究会）

胎児救命：常位胎盤早期剥離症例についての検討

03-3972-8111（内2522） 佐々木

  日本大学医学部産科高橋 英幹 19:00-20:30 日本大学医学部第2臨床講堂

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

子宮内膜症治療-最新の話題-

03-3680-1188 金子

国立国際医療研究センター病院第一産婦人科医⾧

産婦人科診療科⾧ 矢野 哲
19:30-21:00 江戸川区医師会館

6月 28日 土
★平成26年度港区産婦人科医会及び慈恵医大産婦人科合同研修会

帝王切開後に腹腔内膿瘍を生じ肺血症性ショックに至った1例 他

03-3433-1111（内3521）産婦人科医局 岡本、清水

  東京慈恵会医科大学付属病院青木 宏明 16:00-19:00 慈恵医大 南講堂

6月 28日 土

★第43回日本分娩監視研究会

①脳性麻痺と産科医療補償制度（仮）

②GTG判読に関する基礎知識

03-3463-6497 トーイツ（株） 富樫

  愛育病院院⾧岡井 崇 他 13:00-17:00 東京医療保健大学五反田キャンパス 304、305講義室

6月 27日 金
★第30回婦人科 Oncology 研究会

子宮頸部円錐切除標本から病理的に minimal deviation adenocarecinoma が疑われた一例

03-5348-8944 アステラス製薬 高塚

  国立国際医療研究センター病院産婦人科中西 美沙緒 他 19:00-20:30 アステラス製薬 本社 4階ホール

6月 26日 木
★平成26年度北多摩産婦人科医会総会 講演会

子宮内膜症の管理法－患者のライフステージを考えて

042-490-7951 ビーンスターク スノー（株）小澤

  東京大学医学部付属病院女性診療産科講師甲賀 かおり 19:00-21:00 立川グランドホテル2F「キャンティ」

6月     21日～22日     土～日   ★第127回 関東連合産科婦人科学会 総会・学術集会http://jsog-k.jp/127/index.html 日本都市センターホテル

6月 20日 金
★葛飾区産婦人科集談会

早産リスクと子宮頚管の超音波所見

03-3691-6163 高岡

  日本医大武蔵小杉病院産婦人科朝倉 啓文 20:00-22:00 葛飾区医師会館 3階講堂

6月 19日 木
★第9回産婦人科ME研究会

経腟超音波の有用性 他

03-3493-7520 シーメンス ジャパン株式会社 鶴田

  杏林大学産科婦人科学教室谷垣 伸治 他 18:30-20:30 京王プラザホテル4階 扇

6月 14日 土
★第30回東京女子医科大学産婦人科学講座 同門会総会 学術講演会

産婦人科領域におけるロボット手術の展開 他1題

03-3353-8111 女子医科大学 三谷

  東京医科大学産婦人科講師伊東 宏絵 他 15:00-18:30 京王プラザホテル本館 4階 花C

6月 14日 土
★第34回大田地区産婦人科研究会

神経外胚葉分化を伴った子宮癌肉腫の一例 他

03-3762-4151 土屋

  東邦大学医療センター大森病院間崎 和夫 他 16:00-18:00 東邦大学医学部キャンパス内 3号館B1 第4講義室

6月 13日 金
★第395回足立区産婦人科医会合同学術講演会 包括的な女性の健康支援とは

03-3605-1677 臼井
  対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座院⾧対馬 ルリ子 19:30- 足立区医師会館3階ホール

6月 12日 木

★第10回東京 Women's メンタルケアフォーラム

女性のてんかん治療で留意すること

～産婦人科の立場から（仮）～ 他

03-5803-5316 ⾧尾 大久保

  東京医科歯科大学小児 周産期地域医療学江川 真希子 他 18:45-21:00 ホテルメトロポリタンエドモンド 3F 春琴

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

産科医療補償制度原因分析報告書から見た脳性麻痺

03-3680-1188 金子

  日本医科大学教授中井 章人 19:30-21:00 江戸川区医師会館

6月 10日 火
★八王子産婦人科医会学術講演会

子宮内膜症の最近の動向

0426-25-0303 柴田

  日本大学医学部産婦人科学系産婦人科分野准教授千島 史尚 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子

6月 7日 土
★第47回東京思春期保健研究会

思春期の食育を考える－やせと肥満の背景－

03-5275-1191 東京思春期保健研究所 堤

  政策研究大学院大学保健管理センター教授鈴木 眞理 17:00-18:00 持田製薬株式会社2階「ルークホール」

6月 4日 水
★第11回みなと女性医療カンファレンス

血栓症の診断（仮）他

03-3478-6443 宮崎

  品川ハートメディカルクリニック院⾧末石 通暁 19:30-21:30 芝パークホテル別館2階

6月 1日 日
★平成26年度女性医療セミナー

月経関連疾患への対応～JSOGガイドライン婦人科外来編改訂のポイントを含め～ 他

03-3235-2694 杉村

  日本医科大学産婦人科学教室教授明楽 重夫 他 13:00-17:00 JAタワーホール＆カンファレンス

5月 29日 木
★城南子宮内膜症セミナー

子宮内膜症嚢胞-手術すべきか否か？

03-5229-3914 持田製薬（株）徳元

  京都府立医科大学大学院女性生涯科学教授北脇 城 19:30-21:00 目黒雅叙園2階「華しらべ」

5月 28日 水
★東京産婦人科医会目黒支部学術講演会

平成25年度目黒区子宮がん検診の総括と症例検討会

03-3792-4103 浦野

  安田診療所院⾧安田 貢 19:30-21:00 目黒区医師会館 地下一階講義室

5月 26日 月
★東京都周産期医療ネットワーク西部ブロック連携会議（城西地区周産期研修会）

母子感染の最近のトピックス（トキソプラズマ 風疹を中心として）

03-3353-8111（内31105） 業務管理課 熊井

  三井記念病院産婦人科部⾧小島 俊行 19:30-21:00 中野区医師会館3階

5月 25日 日
★第32回東京母性衛生学会学術講演会

超音波検査の原理、妊婦検診における乳癌検診、胎内記憶

03-3964-1211 綾部

  帝京大学医学部産婦人科梁 栄治 他 9:00-16:00 帝京大学本部棟



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

5月 24日 土
★第370回東京産科婦人科学会例会

産婦人科 不妊感染症に関する症例報告及び一般症例

03-3288-0366 東京産科婦人科学会 佐藤

  東京女子医大 他鈴木 崇 他 13:24-18:30 JA共催ビル カンファレンスホール

5月 23日 金
★第17回西新宿産婦人科研究会

不妊

03-5229-3914 持田製薬（株）平野

  東京医科大学産婦人科学 助教伊東 陽介 他 18:30-21:00 東京医科大学本館6F 第3会議室

5月 22日 木
★世田谷区 玉川産婦人科医会合同学術講演会

母体血を用いた新しい出生前検査（NIPT）

03-6266-7281 バイエル薬品株式会社 小堀

  国立成育医療研究センター周産期センター⾧左合 治彦 20:00-21:00 世田谷区医師会館

5月 22日 木
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

子宮内膜症治療におけるホルモン療法と血栓症リスク

042-525-3666 持田製薬（株）中戸川

  飯田橋レディースクリニック院⾧岡野 浩哉 19:30-20:40 立川グランドホテル

5月 22日 木
★渋谷区産婦人科医会 東京産婦人科学会渋谷区支部合同講演会

子宮頚部細胞診細胞診報告様式としてのベセスダシステム導入と取扱い 他

03-3377-6633 篠原

  東京都予防医学協会検査研究センター⾧木口 一成 他 19:00- セルリアンタワー東急ホテル B1 萌黄

5月 22日 木
★第41回品川地区産婦人科臨床研究会

女性ホルモン剤と血栓症の最近の話題 他

03-3784-8551 昭和大学 森岡

  浜松医療センター院⾧小林 隆夫 他 18:10-20:00 昭和大学病院 入院棟地下1階 臨床講堂

5月 20日 火
★八王子産婦人科病診連携研究会

教育講演 明日から使えるホルモン治療 ～プロゲステロン製剤に着目して～

0426-25-0303 柴田

  東海大学医学部付属病院産婦人科教授和泉 俊一郎 19:00-22:00 京王プラザホテル八王子 4階 宴

5月 17日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

不妊症との関連から見た子宮筋腫および子宮内膜症

03-5984-5122 高見

  東京大学医学部附属病院女性診療科 産科講師平池 修 17:00-18:10 ホテルニューオータニ ザ メイン 16階 LAPISU 1 2

5月 16日 金
★葛飾区産婦人科症例検討会

妊娠32週で急速に進行した双胎間輸血症候群の例 他

03-3691-6163 高岡

  葛飾区赤十字産院角田 陽平 他 20:00-22:00 葛飾区医師会館3階講堂

5月 14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

緊急避妊製剤

03-3680-1188 金子

  都立墨東病院久具 宏司 19:30-21:00 江戸川区医師会館

5月 12日 月
★中野区 杉並区 新宿区3区合同学術講演会

性感染症の最新事情 ～特に患者のトータルダメージを最小限に抑える試み～

03-5350-3521 牧野

  新宿さくらクリニック院⾧澤村 正之 19:30-21:00 中野区医師会館 3階大会議室

5月 10日 土
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術セミナー

生殖医療の未来に求めるもの

042-548-2393 バイエル薬品株式会社 宮城

  慶応義塾大学名誉教授吉村 泰典 他 15:00-17:15 パレスホテル立川4F 「ローズ」

5月 9日 金
★第394回足立区産婦人科医会合同学術講演会

乳房再建の現状

03-3605-1677 臼井

  ブレストサージャリークリニック院⾧岩平 佳子 19:45- 足立区医師会館3階ホール

4月 24日 木
★多摩地区婦人科悪性腫瘍手術手技セミナー

婦人科周術期管理と在院日数 他

042-490-7952 ビーンスターク スノー（株）野村

  武蔵野赤十字病院産婦人科部⾧梅澤 聡 他 19:00-21:00 パレスホテル立川3階

4月     18日～20日     土～日   ★第66回日本産科婦人科学会学術講演会http://jsog.umin.ac.jp/66/index66.htm 東京国際フォーラム

4月 11日 金
★葛飾区産婦人科集談会

母体血を用いた出生前遺伝学的検査

03-3691-6163 高岡

  国立成育医療研究センター副院⾧佐合 治彦 20:00-22:00 葛飾区医師会館3階 講堂

4月 11日 金
★第393回足立区産婦人科医会合同学術講演会 HIV/AIDSの基礎知識

03-3605-1677 臼井
  順天堂大学医学部総合診療科先任准教授内藤 敏夫 19:45- 足立区医師会館3階ホール

4月 8日 火
★平成26年度南多摩産婦人科医会定期総会及び講演会

当院における産科救急症例の検討

0426-25-0303 柴田

  東京都立多摩総合医療センター産婦人科部⾧光山 聡 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子4階「宴」

4月 6日 日

★産婦人科臨床セミナー（首都圏）2014

日常の産科診療におけるやさしい超音波診断の実際

講演1 赤ちゃんにやさしい病院/児童虐待、産後うつ状態の早期発見と対応 他

03-3725-1103 日本マタニティフィットネス協会 赤堀

講演1 順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科教授

吉田 幸洋 他
10:00-16:00 パシフィコ横浜 アネックスホール205、206

4月 5日 土
★女性医療フォーラム

演題1 過多月経を診る-低侵襲治療を中心に 他

03-6266-7281 バイエル株式会社

  聖路加国際病院女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 他 18:00-19:50 第一ホテル東京「ラ ローズ」

3月 30日 日
★第6回生殖医療研究会 学術講演会

男性不妊症に関わる基礎的 臨床的演題4題

03-3815-5411 藤原

  山口大学医学部泌尿器科講師白石 晃司 他 13:00-17:00 東京歯科大学水道橋校舎 10階大教室

3月 29日 土
★東京医科歯科大学産科婦人科学教室同窓会研究会

静脈血栓塞栓症の予測 予防と治療 -OC,HRTから周産期 周術期まで-

03-3811-2834 能城

  土浦協同病院高木 香織 他 15:00-18:00 東京医科歯科大学

3月 28日 金
★葛飾区産婦人科集談会

乳癌診療：最新のトピックス

03-3691-6163 高岡

  慈恵医大葛飾医療センター外科教授吉田 和彦 20:00-22:00 葛飾区医師会館3階講堂

3月 20日 木

★第43回慈恵医大産婦人科集談会/第20回狛江 調布 府中産婦人科臨床研究会/ 東京産婦人科医会

多摩ブロック合同学術講演会

特別講演 子宮摘出しない産科出血管理-圧迫か血流遮断か-他

03-3480-1151 磯西

順天堂大学医学部大学院医学研究科産婦人科学講座主任教授

竹田 省 他
19:00-21:00 東京慈恵会医科大学付属第三病院 臨床講堂

3月 15日 土
★平成25年度玉川 世田谷区産婦人科医会合同学術講演会

新生児管理のポイント

03-3701-5681 冬城

  国立成育医療研究センター総合診療部在宅診療部医⾧中村 知夫 18:00-19:30 玉川区民会館4階 第一会議室

3月 15日 土
★第4回ベーシックサイエンスセミナー

①胎児期子宮内膜症発生仮説と癌化機序の解明 他

03-3241-2152 日本新薬（株）坂本

  奈良県立医大産科婦人科学教授小林 浩 他 17:30-19:30 大手町サンケイプラザ

3月 15日 土

★第291回東京産婦人科臨床研究会

①女性とうつ - その診断と治療 -

②常位胎盤早期剥離 - いかにして母児の予後を改善するか -

03-3269-4695 岩壷

①東京女子医科大学精神科教授 坂元 薫

②東京産婦人科医会副会⾧ 中林 正雄
14:00-16:30 東医健保会館

3月 14日 金
★第392回足立区産婦人科医会合同学術講演会

ホルモン補充療法の現場から

03-3605-1677 臼井

  小山 嵩夫クリニック院⾧小山 嵩夫 19:45-21:00 足立区医師会館3階ホール

3月 12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

ホルモン補充療法（仮題）

03-3680-1188 金子

  東京歯科大学市川総合病院産婦人科部⾧高松 潔 19:30-21:00 江戸川区医師会館

3月 10日 月
★目黒区臨床懇話会

子宮内膜掻爬術後に子宮仮性動脈瘤を形成した一例

03-6266-7281 バイエル（株） 伊藤

  厚生中央病院産婦人科福田 直子 19:30-21:00 東邦大学医療センター大橋病院

3月 10日 月
★第6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

特別講演 救急疾患を未然に防ぐ-妊娠中期の超音波スクリーニング 他

0426-25-0303 柴田

  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 19:00-21:30 日本医科大学附属多摩永山病院 C棟2階集会所

3月 8日 土
★第2回東京低侵襲婦人科手術研究会

悪性腫瘍、リンパ浮腫、パワーソース、低侵襲手術関連、深部子宮内膜症関連演題

03-5684-3580 キッセイ薬品（株） 守田

  東京大学附属病院形成外科 美容外科三原 誠 他 16:00-19:30 椿山荘 プラザ棟 1F 「ペガサス」

3月 8日 土
★日本母乳哺育学会勉強会

低血糖 他

0296-45-0311 宇津野医院 宇津野

  昭和大学小児科滝 元宏 他 9:00-16:30 昭和大学入院棟 B1 臨床講堂

3月 7日 金
★第4回多摩周産期ネットワーク連携会（町田エリア）

妊娠の血栓症

0427-22-2230 ⾧尾

  町田市民病院産婦人科關 壽之 19:00-20:00 町田市民病院南棟 3階「講義室」

3月 6日 木
★第15回多摩産婦人科臨床腫瘍研究会

遺伝性産婦人科癌

042-490-7952 ビーンスタークスノー（株） 野村

  慶應義塾大学医学部産婦人科教授青木 大輔 19:15-20:30 武蔵野スイングホール

2月 28日 金
★第8回城東産婦人科臨床研究会

女性とうつ ～PMDDを中心に～

03-5229-3913 持田製薬（株）久保

  東京女子医科大学東医療センター精神科教授山田 和男 19:00-21:00 持田製薬株式会社 本社2階 ルークホール

2月 27日 木

★第2回多摩周産期研究会

当院における社会的ハイリスク妊娠の取り扱い

①当院における社会的ハイリスク妊娠の取り扱い

②不育症 up to date

①公立昭和病院産婦人科部⾧ 武知 公博

②東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座教授

 藤井 知行

19:00-21:00 立川グランドホテル 4F 「カルロ」
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2月 27日 木
★平成25年度区西南部産科医療ネットワークグループ連絡会

周産期部門の実績報告 他

03-3400-1311 木戸

  日本赤十字社医療センター第一産婦人科部⾧宮内 彰人 他 18:40-20:30 日本赤十字社医療センター 3階講堂

2月 26日 水
★平成25年度第2回大塚モデル連絡会

最近経験した症例から

03-3941-3211 大塚病院 医事課 医療連携係 吉田

  都立大塚病院産婦人科 新生児科担当医 19:30-21:00 都立大塚病院 5階大講堂

2月 26日 水
★中野区 杉並区 新宿区三区合同学術講演会

不妊治療の展望～体外受精技術の安全性と提供された精子 卵子を用いる治療を中心に～

03-3352-6687 日原

  東京医科大学病院産婦人科学 教授久慈 直昭 19:00-21:30 中野区医師会会館

2月 22日 土

★第27回東京産婦人科医会 東京産科婦人科学会合同研修会並びに

 第369回東京産科婦人科学会例会

産婦人科 不妊感染症に関する症例報告及び一般症例

03-3288-0366 東京産科婦人科学会 佐藤

  東京女子医科大学産婦人科岡田 淳奈 他 13:15-18:15 JA共催ビルカンファレンスホール

2月 20日 木
★第3回東京都区南部周産期ネットワークグループ研修会

演題1 胎児救急搬送システムの紹介 他2演題

03-3784-8000 市塚

  昭和大学産婦人科講師松岡 隆 他 18:30-20:30 昭和大学病院入院棟 地下1階 臨床講堂

2月 16日 日
★第32回産婦人科MEセミナー

［Ⅰ］妊娠中期 後期の救急疾患 他2題

03-3493-7520 シーメンス ジャパン（株） 鶴田

  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 他 13:00-16:45 有楽町朝日ホール 有楽町マリオン11F

2月 16日 日   ★平成25年度母子保健講習会開催要綱 10:00-16:00 日本医師会大講堂

2月 15日 土
★第27回産科中小施設研究会

脳性麻痺を防ぐ ～産科医療補償制度原因分析報告書からみた傾向と対策～

03-5625-8521（株）明治 松浦

  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 18:00-20:30 持田製薬（株）本社 ルークホール

2月 13日 木
★中野区 新宿区 杉並区3区合同学術講演会

妊娠初期 中期の胎児超音波診断～最近のトピックス～

03-5350-3521 牧野

  昭和大学医学部産婦人科学教室准教授市塚 清健 19:30-21:00 中野区医師会館3階大会議室

2月 12日 水
★産婦人科低侵襲手術セミナー

基調講演 我が国における婦人科腹腔鏡手術の現状と将来展望 他

03-5684-3580 キッセイ薬品（株）真喜志

  日本医科大学産婦人科学教室教授明楽 重夫 他 19:30-21:00 ホテルラングウッド

1月 31日 金
★第29回婦人科 Oncology 研究会

当院の上皮性卵巣癌Ⅰ期症例における系統的リンパ節郭清の治療的意義に関する検討 他

アステラス製薬 高塚

  がん研究会有明病院婦人科野村 秀高 他 19:00-20:30 アステラス製薬（株）新本社 4階ホール

1月 23日 木
★第5回みなと産婦人科内視鏡研究会

3D内視鏡と次世代エネルギーデバイス（THUNDERBEAT）の使用経験 他

03-5229-3905 持田製薬（株）久保

  四谷メディカルキューブ婦人科伊藤 善啓 他 19:00-21:00 持田製薬本社 3F会議室

1月 23日 木

★第11回東京都区西北部周産期医療ネットワークグループ連携会議（産科部門）及び

研究会（第18回日本大学医学部附属板橋病院周産期医療研究会）

テーマ：最近の症例とその話題・風疹合併症の検討

03-3972-8111 佐々木

  日本大学医学部産科高橋 英幹、永田 瑞穂 他 19:00-20:30 日本大学医学部第2臨床講堂

1月 18日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

女性ヘルスケアにおける生活習慣病管理の重要性 ～脂質異常 高血圧 糖尿病の現状と重要性～

03-5984-5122 高見

  順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学先任准教授宮内 克己 17:10-18:20 ホテルニューオータニ ザ メイン16階「LAPIS 1」

1月 18日 土

★第290回東京産婦人科医会臨床研究会

1.子宮内膜症の最新トレンド

2.パネルディスカッション：0歳児虐待をめぐって

03-3269-4695 岩壷

1.東京大学産婦人科学教室教授 大須賀 穣

2.日本子ども家庭総合研究所 山本 恒雄 他
16:00-18:30 トラストシティカンファレンス 丸の内

1月 12～13日 日～月
★日本産婦人科乳癌学会主催第6回乳房超音波講習会

乳房超音波検査法 他

03-5210-6666

  つくば総合検診センター東野 英利子 9:00-16:10 帝京大学本部棟 一号館

1月 11日 土
★日本産婦人科乳癌学会主催第6回乳房超音波プレ講習会

乳房超音波に必要な基礎知識

03-5210-6666 大村

  つくば総合検診センター東野 英利子 15:00-19:00 帝京大学本部棟 一号館

1月 10日 金
★第391回 足立区産婦人科医会合同学術講演会

動脈硬化を予防するための脂質異常対策 ～女性の脂質異常をどう考えるか～

03-3605-1677 臼井

  帝京大学医学部内科学講座教授木下 誠 19:30- 足立区医師会館 3階ホール


