
2017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 木
★豊島区医師会・豊島区産婦人科医会合同乳がん研修会

dense breast における乳がん検診の精度向上における留意点（仮題）

0120-202-021 GEヘルスケア 岡田

  聖路加国際病院ブレストセンター放射線医⾧角田 博子 20:00-21:00 豊島区医師会館4階講堂

12月 17日 日
★日本胎児心臓病学会「レベルⅡ胎児心エコー講習会」

レベルⅡ基本断面、胎児心機能、他

03-5229-6888 日本胎児心臓病学会講習会事務局 押田

  埼玉県立小児医療センター循環器科百木 恒太 他 9:45-16:30 一橋講堂

12月 16日 土

★第34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384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

特別講演 医療事故と第2の犠牲者 事故発生時の対応と支援 他

03-3288-0366 佐藤

  浜松医科大学医学部医療法学教授大磯 義一郎 他 13:15-18:20 東京都医師会館

12月 15日 金
★葛飾区産婦人科医会

医療事故について

03-3838-8151 布施

  東京都医師会顧問弁護士小西 貞行 20:00-22:00 葛飾区医師会館

12月 10日 日   ★日本産婦人科乳腺医学会第13回乳房超音波医師講習会https://peatix.com/event/314092 マイナビルーム

12月 9日 土   ★日本産婦人科乳腺医学会第13回乳房超音波医師講習会https://peatix.com/event/314092 マイナビルーム

12月 7日 木
★第4回東京ベイエリア漢方研究会

痛みと漢方 他

03-6204-6000 内山

  みつはたペインクリニック院⾧光畑 裕正 他 19:35-21:00 昭和大学江東豊洲病院 9階 講堂

12月 7日 木
★葛飾産婦人科学術研修会

臨床研究法の概説と市販後等における安全性について 他

03-5819-9011 中外製薬（株）平

  国立成育医療研究センター臨床研究開発センター⾧斎藤 和幸 他 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 5日 火
★平成29年度南多摩産婦人科医会講演会及び忘年会

子宮頸がんの予防から治療まで～その最前線

042-625-0303 柴田

  日本大学医学部産婦人科学系 主任教授川名 敬 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子 4階「錦」

12月 3日 日   ★第32回日本生殖免疫学会http://jsir32.kenkyuukai.jp/special/?id=25004 日本大学医学部

12月 2日 土   ★第32回日本生殖免疫学会http://jsir32.kenkyuukai.jp/special/?id=25004 日本大学医学部

12月 2日 土
★平成29年度順天堂大学医学部産婦人科同窓会・教室合同研究会

特別講演 CA125に関連する免疫システムの機序と臨床応用（仮題）他

03-5802-1100 栗原

  順天堂浦安病院輸血学講座教授大久保 光夫 他 16:00-18:00 東京ドームホテル B1F シンシアノース

12月 2日 土
★平成29年家族計画・母体保護法指導者講習会

母体保護法指定医師の指定医師基準モデルの改訂（仮題）他

03-9642-8181 日医 地域医療第3課

日本産婦人科医会副会⾧/日医母体保護法に関する検討委員会委員

白須 和裕 他
13:00-16:00 日本医師会館大講堂

    11月～12月     30日～2日     木～土   ★The 5th Biennial Meeting of ASGOhttp://asgo2017tokyo.umin.jp/index.html 大手町サンケイプラザ

11月 30日 木
★世田谷・玉川産婦人科医会合同学術講演会

産婦人科医が知っておくべき乳がんの知識と乳腺エコー

03-5319-7300 山田

  千川産婦人科院⾧土橋 一慶 19:30-20:30 世田谷区医師会館

11月 30日 木
★第45回新都心医療連携懇話会～産科医療連携と母体搬送～

東京都における周産期医療と母体搬送システムの現状と課題 他

03-5950-2434 科研製薬 市川

  東京医科大学産婦人科学分野講師中川 潤子 他 18:50-20:15 東京医科大学病院 本館6階 臨床講堂

11月 29日 水
★城北ブロック合同勉強会

エストロゲン概論

03-5958-5633 松本

  東京大学産婦人科准教授甲賀 かおり 19:30-20:50 豊島区医師会館4F 講堂

11月 26日 日
★第50回日本分娩監視研究会

「産科と医療訴訟 分娩監視を中心に-」他

03-3463-6497 トーイツ（株）富樫

新宿区医師会区民健康センター所⾧/山王病院/

国立国際医療研究センター産婦人科

箕浦 茂樹 他

10:30-17:00 東京ガーデンパレス

11月 25日 日   ★第13回3次元超音波研究会http://med-imaging.org/event/3-d-2017/ 砂防会館

11月 21日 火
★第9回大橋婦人科フォーラム

婦人科がんサイバーのQOL管理-卵巣欠落症候群中心に-

03-3292-0011 大塚商会 大西

  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 19:30-21:00 渋谷エクセルホテル東急

11月 18日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

生殖医療における漢方療法の魅力

03-5984-5122 高見

  JA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科診療部⾧中山 毅 17:00-18:00 ホテルニューオータニ ガーデンコート ボードルーム5階

11月 18日 土
★第54回東京思春期保健研究会

子宮頸がん思春期から考えるワクチンのリスクとベネフィット

03-5275-1191 東京都思春期研修会 佐藤

  京都大学医学研究科非常勤講師村中 璃子 16:00-17:00 持田製薬 ルークホール

11月 17日 金
★葛飾区産婦人科医会

症例検討会

03-3838-8151 布施

①慈恵医科大学葛飾医療センター

②葛飾赤十字産院

③東部地域病院

佐藤 元章 他

20:00-22:00 葛飾区医師会館

11月 17日 金
★杉並区・中野区・新宿区3区合同学術講演会

最近の骨盤臓器脱（POP）治療について

03-5327-6710 塚田

  東京医科大学病院産科・婦人科主任教授西 洋孝 20:00-21:00 杉並区医師会3階 講堂

11月 16日 木
★東産医城南五医師会学術講演会

DRSP含有LEP 連続投与のベネフィット ～心血管リスクの観点から考える～

03-6266-7281 バイエル薬品 佐々木

  愛知医科大学産婦人科学教室主任教授若槻 明彦 19:30-20:30 大森東急REIホテル

11月 16日 木

★渋谷区産婦人科医会学術講演会

①当院の出生前相談外来の現状と対応に苦慮した症例

②子宮頸部液状化検体細胞診の進歩

03-3777-6633 篠原

①日本赤十字社医療センター第一産婦人科 有馬 香織

②東邦大学医療センター大橋病院婦人科教授 久布白 兼行
19:00-21:30 野村コンファレンスプラザ新宿コンファレンスルーム

11月 15日 水
★中野・杉並・新宿3区合同産婦人科医会学術講演会

卵巣癌の予防早期発見は可能なのか？ 規成概念を打破する卵巣癌早期診断・予後診断法の開発-

03-3352-6687 日原

  東海大学医学部専門診療学系産婦人科教授三上 幹男 19:00-21:00 新宿区民健康センター 2階 講堂

11月 11日 土
★産科危機的出血への初期対応研修会

産科危機的出血、初期対応の重要性

042-371-2111 山岸

  日本医科大学産婦人科教授中井 章人 10:00-13:00 日本医科大学多摩永山病院

11月 10日 金

★第17回江東豊洲産婦人科懇話会

重篤な異常を見逃さないための胎児形態異常スクリーニング-日産婦が推奨するチェック項目を中

心に-

03-5950-2436 科研製薬 石川

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体・

胎児部門

教授 馬場 一憲

19:15-21:00 昭和大学江東豊洲病院9階 講堂

11月 9日 木
★第16回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）

妊娠糖尿病：当院における診療実績と課題

03-3353-8111 内37412 井上

  慶應義塾大学医学部産婦人科専任講師宮越 敬 19:30-21:00 中野区医師会館 3階

11月 9日 木
★第50回城北産婦人科研究会

メインテーマ：地域医療連携を見直す～有効例・無効例から学ぶこと～

03-3972-8111 田

  日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野中山 琢生 他 18:30-20:30
メトロポリタンプラザビル

12階『ステーションコンファレンス池袋 Room1』

11月 9日 木

★第20回城南地区産婦人科医会合同研修会

当院における一絨毛膜二羊膜双胎の双胎間輸血症候群に対する胎児鏡下胎盤・吻合血管レーザー焼

灼術」他

03-3762-4151 福田

  東邦大学医療センター大森病院産婦人科⾧崎 澄人 他 18:45-20:15 東邦大学医学部キャンパス内 3号館 B1第3講義室

11月 8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（2） 流出路からのスクリーニング

03-5612-2871 尾崎

  東北大学周産母子センター産婦人科川滝 元良 19:30-21:00 江戸川区医師会館

11月 7日 火
★中野区・杉並区・新宿区3区合同学術講演会 中野区内科医会漢方治療グループ学術講演会

「頭痛に対する漢方治療」～頭痛専門医による治療戦略～

03-5350-3521 牧野

  らいむらクリニック院⾧來村 昌紀 19:30-21:00 中野区医師会館 3階 大会議場

11月 7日 火
★第17回八王子産婦人科病診連携連携研究会

子宮内膜症に対する腹腔鏡手術の outcom 再発、妊孕能、癌化について

042-625-0303 柴田

  倉敷成人病センター婦人科主任部⾧太田 啓明 19:00-21:00 京王プラザホテル八王子 4階 「宴」

11月 4~5日 土～日
★第13回医師のための母乳育児支援セミナー in東京

https://jalc-study.jimdo.com/第１３回医師のための母乳育児支援セミナー/
人事労務会館



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

11月 3日 金

★第8回妊産婦死亡症例病理カンファレンス

妊婦とオウム病

http://www.gakkai.co.jp/jsp63/program.pdf

近畿大学医学部奈良病院 田中博明 059-232-1111

  大阪母子医療センター研究所免疫部門柳原 格 18:00-19:50 日本教育会館

10月 28日 土

★女性医療フォーラム

①子宮内膜症に対する⾧期管理～手術か薬物か？LEPかプロゲスチンか？

②DRSP 含有 LEP 連続投与のベネフィット～心血管疾患リスクの観点から考える～

03-6266-7281 バイエル薬品 佐々木

①東京大学大学院医学系研究科産婦人科講座准教授 甲賀 かをり

②愛知医科大学産婦人科学教室主任教授 若槻 明彦
18:15-20:30 京王プラザホテル 本館5階 コンコード

10月 26日 木
★第9回みなと内視鏡研究会

子宮筋腫・腺筋症に対する子宮摘出術の工夫と進化などから -TLHからHLHを中心として-

03-5229-3905 持田製薬 山本

  淀川キリスト教病院産婦人科内視鏡手術特別顧問伊熊 健一郎 19:00-21:00 持田製薬株式会社

10月 20日 金
★葛飾区産婦人科医会

子宮内膜症の診断と治療について

03-3838-8151 布施

  東京大学大学院医学系研究科産婦人科講座准教授甲賀 かおり 20:00-22:00 葛飾区医師会館

10月 19日 木
★北多摩産婦人科医会総会・第10回七市産婦人科懇話会

ターナー症候群のすべて～ホルモン補充と妊娠を中心に

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  東京都立墨東病院産婦人科部⾧久具 宏司 19:00-20:30 三鷹産業プラザ7階 704、705

10月 14日 土   ★第11回日本早産学会学術集会http://jopp2017.kenkyuukai.jp/special/?id=24826 昭和大学江東豊洲病院 9階講堂

10月 13日 金
★第421回足立区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積極的勧奨一時中止と今後の課題

03-3605-1677 臼井

大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学特任研究員

八木 麻未
19:50-21:00 足立区医師会館 3階ホール

10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

胎児心スクリーニング（1）四腔断面からのスクリーニング

03-5612-2871 尾崎

  東北大学周産母子センター産婦人科川滝 元良 先生 19:30-21:00 江戸川区医師会館

10月 5日 木
★豊島区医師会 子宮頸がん研修会

女性にとっての感染症とは～その病態と対策に迫る

03-3984-2278 坂田

  日大医学部産婦人科主任教授川名 敬 20:00-21:00 豊島区医師会館講堂

10月 5日 木
★中野区・杉並区・新宿区3区合同学術講演会

LEP連続投与の実際-女性のQOLに向けて-

03-5350-3521 牧野

  聖路加国際病院副院⾧/女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:30-21:00 中野区医師会館 3階 大会議室

10月 4日 水
★東洋医学研究会特別例会（産婦人科編）

特別講演「女性の愁訴には漢方を！」～そのエビデンスと治療のコツ～（仮）他

03-3784-8551 昭和大学 石川

  東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授高松 潔 他 19:00-20:30 昭和大学病院入院棟 地下1階「臨床講堂」

9月 30日 土

★城東女性医療フォーラム

①子宮内膜症の治療選択～薬剤選択と患者説明のポイント～薬剤選択と患者説明のポイント

②OC・LEP虎の巻～OC・LEPの基礎と臨床から次世代製剤の展望まで～

03-6266-7281 バイエル薬品 高富

①東京大学大学院医学系研究科産婦人科講座准教授 甲賀 かおり

②東京歯科大学市川総合病院産婦人科 高松 潔
18:15-20:30 東武ホテルレバント東京

9月 28日 木

★多摩ウイメンズヘルス研究会

①認知症高齢者の身体的フレイル

②骨粗鬆症診療における骨代謝マーカーの役割

0422-60-3710 中外製薬 為近

①杏林大学医学部付属病院高齢医学教授 神崎 恒一

②杏林大学医学部付属病院整形外科助教 ⾧谷川 雅一
19:15-21:00 立川グランドホテル

9月 28日 木
★第10回昭和大学婦人科研究会

絨毛性疾患の診断・治療と最近の話題

03-3784-8551 昭和大学 石川

  和歌山県立医科大学産婦人科教授井箟一彦 18:30-21:00 昭和大学4号館2階

9月 27日 水
★平成29年第1回大塚モデル連絡会

最近経験した症例から

03-3941-3211 医療連携担当 小林

  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 23日 土
★第383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 佐藤

  日本医科大学産婦人科大西 純貴 他 13:30-17:54 東医健保会館

9月 16日 土

★第7回 Basic Science Seminar of Women’s Health Care

ミトコンドリア・セントラルドグマの破綻病理

 ～ミトコンドリア機能異常と子宮内膜症の理解にむけて～

03-3241-2152 日本新薬（株） 朝倉

  筑波大学生命環境系教授中田 和人 17:30-19:30 大手町サンケイプラザ3F 301+302

9月 15日 金
★葛飾区産婦人科医会

「HRTガイドライン」の改訂について

03-3838-8151 布施

  東京医科歯科大学生殖機能協関学准教授尾林 聡 20:00-22:00 葛飾区医師会館

9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

LEP連続投与の実際-女性のQOL向上に向けて-

03-5612-2871 尾崎

  聖路加国際病院副院⾧女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:30-21:00 江戸川区医師会館

9月 11日 月

★第13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51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（5施設）

②特別講演「CTG の判読 アドバンスコース」

042-625-0303 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「集会室」

9月 1日 金
★第27回狛江・調布・府中産婦人科臨床研究会

産婦人科の漢方療法

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  北里大学東洋医学総合研究所漢方専門医森 裕紀子 18:50-20:20 調布市文化会館 たづくり 9階 研修会

8月 27日 日
★第11回産婦人科臨床フォーラム

生殖医学領域での超音波の役割と3Dを用いた新たなアプローチ 他

0120-202-021 GEヘルスケアジャパン 高野

  木場公園クリニック院⾧吉田 淳 他 13:00-17:00 都市センターホテル

8月 6日 日
★第9回関東産婦人科乳腺医学会

http://kantosanfujinkanyusenigakukai.kenkyuukai.jp/special/?id=23730
がん研究会有明病院 吉田記念講堂

8月 1日 火
★平成29年度南多摩産婦人科医会講演会及び納涼会

妊娠と体重管理

042-625-0303 柴田

  日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科講師林 昌子 19:00-21:30 八王子市学園都市センター 12階 セミナー室

7月 27日 木
★城北ブロック合同勉強会

子宮内膜症・子宮腺筋症薬物療法の整理

03-5958-5633 松本

  帝京大学医学部産婦人科学講座主任教授綾部 琢哉 19:30-20:40 豊島区医師会館4F 講堂

7月 23日 日
★神奈川胎児エコー研究会

第67回神奈川胎児エコー研究会スペシャル講座

03-5229-6881 ビジョンブリッジ 前川

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター胎児診療科

和田 誠司 他
9:30-17:30 榊原記念病院

7月 22日 土
★第37回大田区産婦人科研究会

当院における年齢とIUIの至敵回数の検討～患者の高年化をふまえて～ 他

03-3762-4151 福田

  東邦大学医療センター大森病院産婦人科河西 貞智 他 17:30-19:00 東邦大学医療センター大森病院 5号館 地下1階 臨床講堂

7月 21日 金
★葛飾区産婦人科医会

婦人科腫瘍

03-3838-8151 布施

  東京慈恵会医科大学産婦人科准教授佐村 修 20:00-10:00 葛飾区医師会館

7月 21日 金
★第5回女性骨盤底勉強会

女性骨盤底の解剖と腹腔鏡手術

0422-39-7971 アステラス 堀

  がん研究会有明病院婦人科副部⾧金尾 祐之 19:00-21:00 吉祥寺第一ホテル

7月 20～21日 木～金
★平成29年度周産期医療研修会 1.「医師Aコース産科編」

ウイルス感染・母子感染、胎盤と臍帯の超音波診断 他

母子愛育会 西出 03-3473-8335

  ミューズレディースクリニック院⾧小島 俊行 他 9:15-16:30 母子愛育会 研修会

7月 20日 木

★第18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（産科部門）

及び研究会（第25回日本大学医学部附属板橋病院周産期医療研究会）

臍帯潰瘍により胎児期に臍帯動脈閉塞をきたし新生児期に動脈閉塞したが救命し得た一例

03-3972-8111（内 2522） 小松

  日本大学医学部産婦人科中山 琢生 他 19:00-20:30 日本大学医学部第2臨床講堂

7月 15日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

更年期女性へのホルモン療法～OCからへHRTへの移行～

03-5984-5122 高見

  野崎ウイメンズクリニック院⾧野崎 雅裕 18:00-19:00 ステーションコンファレンス 池袋12階 Room2

7月 14日 金
★第420回足立区産婦人科医会合同学術講演会

胎児超音波診断の新たな展開-機能評価としての有用性について-

03-3605-1677 臼井

  東邦大学医学部医学科産科婦人科学講座教授中田 雅彦 19:30-21:00 足立区医師会館 1階 産業保健センター室

7月 13日 木
★城西南ブロック産婦人科講演会

子宮内膜症・子宮腺筋症 up date ～手術とジェノゲストをどう使い分けるか～

03-5229-7039 持田製薬 下舘

  日本医科大学付属病院産婦人科教授明楽 重夫 19:20-20:30 渋谷エクセルホテル東急「フォレルトルーム」

7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

子宮頸癌の治療・予防～最新事情と我々の取り組み

03-5612-2871 尾崎

  日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野主任教授川名 敬 19:30-21:00 江戸川区医師会館

7月 9日 日

★第36回東京都臨床細胞学会総会・学術集会

・細胞診の底力

・スライドカンファレンス

03-3238-1689 東京都臨床細胞学会 齊藤、古賀

  大森赤十字病院坂本 穆彦 他 12:00-17:15 帝京大学板橋キャンパス



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

7月 6日 木
★平成29年度乳がん研修会（第1回）

乳がん超音波検診の必要性と精度管理

03-3984-2278 優レディースクリニック 坂田

  つくば国際ブレストクリニック東野 英利子 20:00-21:00 豊島区医師会4階 講堂

7月 4日 火
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

腹腔鏡下解剖学の勧め-視野の共有と術式の共有化に向けて-

03-6226-7281 バイエル薬品 田川

  新百合ケ丘総合病院副院⾧/産婦人科部⾧浅田 弘法 19:15-20:30 立川グランドホテル

6月 30日 金
★第15回江東豊洲産婦人科懇話会

月経困難症・子宮内膜症治療の進化～今、考える「月経の意義」～

03-6204-6000 内山

  聖路加国際病院副院⾧/女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:15-21:05 昭和大学江東豊洲病院9階 講堂

6月 24日 土
★第49回日本分娩監視研究会

「CTGは胎児とのコミニケーションツール - 胎児の声に耳を傾けよう」他

03-3463-6497 トーイツ（株）富樫

  日本医科大学多摩永山病院副院⾧/産婦人科教授中井 章人 他 13:00-17:00 東京女子医大弥生講堂

6月 22日 木
★第3回東京ベイエリア漢方研究会

ストレス疾患に役立つ漢方処方 他

03-6204-6000 内山

  関東中央病院健康管理科/代謝内分泌科宮尾 益理子 他 19:30-21:00 昭和大学江東豊洲病院9階 講堂

6月 22日 木
★渋谷区婦人科医会・東京産婦人科学会渋谷区支部合同講演会

「月経困難症・子宮内膜症の薬物療法～フレックス処方のインパクト～」

03-3377-6633 篠原

  倉敷平成病院女性診療科部⾧太田 郁子 19:30-21:00 渋谷セルリアンタワー東急ホテル

6月 22日 木
★第15回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）

早産予防の問題点と最新知見～ガイドライン改定を踏まえて～

03-3353-8111（内37411） 東京女子医大 井上

昭和大学江東豊洲病院産婦人科准教授周産期センター⾧・婦人科診

療責任者

大槻 克文

19:30-21:00 中野区医師会館 3階

6月 22日 木

★第12回婦人科ME研究会

Ⅰ.婦人科超音波-経腟プローブを最大限に活用する

Ⅱ.超音波を用いた乳がん検診～超音波検査の基礎から応用

03-3493-7303 シーメンスヘルスケア 鶴田

Ⅰ.藤田保健衛生大学産婦人科学講座教授 関谷 隆夫

Ⅱ.ちば県民保健予防財団総合健診センター診療部⾧

 橋本 秀行

18:30-20:30 京王プラザホテル 南館

6月 20日 火

★城南産婦人科講演会

1.当院における腹腔鏡下子宮全摘術～困難症例を理想的な術式へ～

 2.子宮腺筋症の治療指針～ディナゲストを選ぶ理由と投与時の注意点～

03-2-5229-7039 持田製薬 山田

1.東邦大学産婦人科学講座講師 土屋 雄彦

2.東京大学大学院産婦人科学講座准教授 甲賀 かおり
19:20-21:00 大森東急REIホテル 5階「メープルルーム」

6月 18日 日   ★第133回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会http://jsog-k.jp/133/ 都市センターホテル

6月 17日 土   ★第133回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会http://jsog-k.jp/133/ 都市センターホテル

6月 16日 金
★葛飾区産婦人科医会

婦人科治療と手術関連

03-3838-8151 布施

  東武地域病院婦人科宮井 健太郎 20:00-22:00 葛飾区医師会館

6月 15日 木

★第37回東京生殖医療懇談会

1.胚接着・浸潤を調節する子宮内膜の分子機構

2.子宮内膜症女性のトータルヘルスケア

03-6756-0705 メルクセローノ 鶴田

1.東京大学医学部附属病院女性診療科・産科講師 廣田 泰

2.京都府立医科大学産婦人科教授 北脇 城
18:45-21:10 ANA インターコンチネンタルホテル東京

6月 14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

日常診療での子宮体癌の効率的診断について

03-5612-2871 尾崎

東京慈恵会医科大学産婦人科客員教授

医療法人）ルーチェ会佐々木医院 副院⾧ 佐々木 寛
19:30-21:00 江戸川区医師会館

6月 13日 火
★子宮内膜症/腺筋症セミナー

子宮腺筋症診療の新たな夜明け 他

03-5229-3905 持田製薬 高橋

  東京大学大学院産婦人科学講座教授大須賀 穣 他 19:20-21:00 海運クラブ 2階ホール

6月 13日 火
★八王子産婦人科医会学術講演会

月経困難症・子宮内膜症治療の進化～今、考える「月経の意義」～

042-625-0303 柴田

  聖路加国際病院副院⾧/女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子 3階 アイリス

6月 10～11日 土～日   ★日本産婦人科乳腺医学会第12回乳房超音波講習会http://jbsgo-us12.peatix.com/ マイナビルーム会議室

6月 10日 土   ★第4回母子栄養懇話会学術集会http://boshi-eiyou.kenkyuukai.jp/special/?id=24192 跡見学園女子大学文京キャンパス

6月 10日 土
★平成29年度夏期 玉川・世田谷区産婦人科医会合同学術講演会

黄体ホルモンの子宮内膜症への作用：不妊症と子宮腺筋症

03-3701-5681 冬城

  東京大学医学部付属病院女性診療科産科講師廣田 泰 18:40-19:40 セルリアンタワー東急ホテル

6月 10日 土
★第33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

「生殖医療の現状と課題」他1題

03-3353-8111（内37411） 東京女子医大 井上

  東京女子医科大学産婦人科准教授中林 章 他 16:00-18:20 京王プラザホテル本館4階 花C

6月 9日 金
★第419回足立区産婦人科医会合同学術講演会

子宮腺筋症の治療指針～ジエノゲストを選ぶ理由と投与時の注意点～

03-3605-1677 臼井

  東京大学大学院産婦人科学講座准教授甲賀 かおり 19:30-21:00 足立区医師会館3階ホール

6月 8日 木
★実臨床に役立つ骨粗鬆症セミナー

人をつなぎ骨を守るー骨粗鬆症リエゾンサービスと診療指導の実際 他

03-5296-3721 小野薬品工業（株） 木村

  藤田保健衛生大学医学部内分泌・代謝内科学教授鈴木 敦詞 他 19:30-21:10 新宿住友スカイルーム 47階「ルーム1」

6月 4日 日

★平成29年度女性医療セミナー～女性ホルモン製剤の新しい投与法を考える～

講演1 HFI(Hormone Free Interval)は必要か？

講演2 40代女性、ゆらぎ時期の出血管理を考える

03-3235-2694 杉村

講演1 女性クリニックWe! TOYAMA 院⾧ 種部 恭子

講演2 東京歯科大学市川総合病院産婦人科准教授 小川 真里子
13:00-17:00 JPタワーホール＆カンファレンス

6月 3日 土
★第53回東京思春期保健研究会

現代のいじめの現状と課題～大人のすべきこと～

03-5275-1191 佐藤

  山脇由貴子心理オフィス山脇 由貴子 16:00-17:00 持田製薬 ルークホール

6月 2～3日 金～土   ★第30回日本小切開・鏡視外科学会http://www.academiasupport.org/lemis30.html ベルサール神保町

5月 28日 日
★第35回東京母性衛生学会

知っておきたい母子感染のこと～サイトメガロウイルスを中心に～ 他

03-5800-8657 入山

  東京大学産婦人科学教室永松 健 他 8:50-17:30 東京大学鉄門記念講堂

5月 27日 土

★第151回関東生殖医学会

生殖医療についての基礎的、臨床的に関する研究結果を発表、討論

基調講演：我が国における男性不妊に対する検査・治療に関する調査研究

03-5763-6642 東邦大学 泌尿器科 久原

横浜市立大学付属市民総合医療センター生殖医療センター

泌尿器科 湯村 寧
13:00-17:00 持田製薬「ルークホール」

5月 24日 水
★東京産婦人科医会目黒支部学術講演会

目黒区子宮がん検診の総括と症例検討会

03-5484-8304 あすか製薬 夏神

  安田診療所院⾧安田 貢 19:30-21:00 目黒区医師会館

5月 20日 土

★第33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382回東京産科婦人科婦人科学会例会

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

  帝京大学医学部産婦人科橋本 啓 他 13:30-17:30 東医健保会館

5月 19日 金
★葛飾区産婦人科医会

症例検討会

03-3838-8151 布施

  葛飾赤十字産院鈴木 俊治 他 20:00-22:00 葛飾区医師会館

5月 18日 木
★世田谷区・玉川産婦人科医会学術講演会

月経困難症・子宮内膜症治療の進化～今、考える「月経の意義」～

03-6266-7281 バイエル薬品 佐々木

  聖路加国際病院副院⾧女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:30-21:00 セルリアンタワー 東急ホテル

5月 16日 火

★第16回八王子産婦人科病診連携研究会

小児科、思春期・若年がん患者に対する化学療法による妊孕性喪失対策 -がん・生殖医療連携ネッ

トワークの重要性- 他

042-625-0303 柴田

  聖マリアンナ医科大学病院産科・婦人科教授鈴木 直 他 19:00-21:00 京王プラザホテル八王子

5月 12日 金
★第418回足立区産婦人科医会合同学術講演会

月経困難症・子宮内膜症治療の進化～今、考える「月経の意義」～

03-3605-1677 臼井

  聖路加国際病院副院⾧/女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:30-21:00 足立区医師会館3階ホール

5月 12日 金
★第14回江東豊洲産婦人科懇話会

胎児心拍数モニタリングから見える胎児心機能と胎児環境の変化

03-6204-6000 安藤・西

  鹿児島市立病院産婦人科部⾧上塘 正人 19:10-20:50 昭和大学江東豊洲病院9階講堂

5月 11日 木
★第44回品川地区産婦人科臨床研究会

特別講演「妊産婦のメンタルヘルスケア～日本産婦人科医会の取り組み～」他

03-3784-8551 昭和大学 石川

  さがらレディースクリニック院⾧相良 洋子 他 18:30-20:00 昭和大学病院入院棟 地下1階 臨床講堂

5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

子宮内膜症の病態に合わせた治療戦略～ジェノゲストを使いこなそう～

03-5621-2871 尾崎

  日本医科大学産婦人科教授明楽 重夫 19:30-21:00 江戸川区医師会館



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

4月 25日 火
★第8回大橋婦人科フォーラム

子宮頸部液状化検体細胞診の現状と進歩-多施設共同研究の成績を中心に-

03-5725-3350 武田薬品工業（株）重本

  東邦大学医療センター大橋病院婦人科教授久布白 兼行 19:30-21:30 二子玉川エクセルホテル東急

4月 23日 日

★平成29年度第1回母体保護法指定医師研修会

1.母体保護法の趣旨と適正な運用に関するもの

2.生命倫理に関するもの

3.医療安全に関するもの

03-3269-4695 塚原 ※事前申込が必要です。詳細は事務局までお問い合わせください。

1.日本産婦人科医会常務理事 高瀬 幸子

2.東京都立墨東病院産婦人科部⾧ 久具 宏司

3.新百合ケ丘総合病院産婦人科部⾧ 浅田 弘法

14:30-17:30 東京都医師会 2階ホール

4月 22日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

子宮頸がんの予防・治療の最前線～最新の手術から新薬開発まで

03-5984-5122 高見

  日本大学医学部産婦人科学系産婦人科分野主任教授川名 敬 18:00-19:00 ホテルニューオータニ メイン 16F LAPIS

4月 14日 金
★葛飾区産婦人科医会

産科救急

03-3838-8151 布施

  葛飾赤十字産院産婦人科林 瑞成 20:00-22:00 葛飾区医師会館

4月 14日 金
★第417回足立区産婦人科医会合同講演会

妊娠初期における甲状腺機能の管理

03-3605-1677 臼井

  伊藤病院内科部⾧吉村 弘 19:45-21:00 足立区医師会館 3階ホール

4月     13日～16日     木～日   ★第69回日本産科婦人科学会学術講演会http://jsog.umin.ac.jp/69/index69.html
広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）・

リーガロイヤルホテル広島・NTTクレドホール

4月 8～9日 土～日       ★産婦人科臨床セミナー胎児超音波3D/4D、CTGの判読03-3725-1103日本マタニティフィットネス協会 中尾   順天堂大学医学部付属浦安病院院⾧吉田 幸洋 他 9:45-17:00 パシフィコ横浜（マタニティ＆ベビーフェスタ会場内）

4月 4日 火
★平成29年度南多摩産婦人科医会定期総会及び講演会

月経困難症の治療戦略

042-625-0303 柴田

  埼玉医科大学病院産科婦人科教授石原 理 19:00-21:30 京王プラザホテル4階 「宴」

3月 31日 金
★東京産婦人科医会城北ブロック合同勉強会

女性と身近なうつ

03-5943-1123 佐藤

  日本大学医学部精神医学系精神医学分野助教授横瀬 宏美 19:15-20:30 ステーションコンファレンス 池袋12階

3月 28日 火
★渋谷区医師会学術講演会

月経随伴症状に対するホルモン療法の進化

03-3377-6633 篠原

  聖路加国際病院副院⾧/女性総合診療部部⾧百枝 幹雄 19:15-20:45 渋谷区医師会

3月 27日 月
★豊島区医師会子宮頸がん検診研修会

平成28年度豊島区子宮頸がん併用検診について

03-5765-8081 ロッシュ・ダイアグノスティックス（株）日和佐

  豊島区医師会保健事業部委員土橋 一慶 19:45-21:00 豊島区医師会館6階 第3会議室

3月 22日 水
★平成29年多摩リプロダクティブヘルス研究会

出生前診断 何をどこまで見るか

042-377-0931 北井

  慶応義塾大学医学部産婦人科教授田中 守 19:00-20:00 飯野病院 7階 マルシャリン ホール

3月 18日 土

★第299回東京産婦人科医会臨床研究会

①’妊娠相談ホットライン’について

②皮膚変からみた性行為感染症

03-3269-4695 岩壷

①東京都福祉保健局少子社会対策部事業推進担当課⾧ 鈴木 祐子

②東京慈恵会医科大学葛飾医療センター皮膚科客員教授

まりこの皮膚科院⾧ 本田 まりこ

14:00-16:30 東京都医師会2階ホール

3月 17日 金
★葛飾区産婦人科医会

乳癌

03-3838-8151 布施

  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月 17日 金
★中野区・新宿区・杉並区3区合同学術講演会

若年がん患者に対する妊孕性温存療法の最新情報-がん・生殖医療を実践するには

03-5350-3521 牧野

  聖マリアンナ医科大学産婦人科教授鈴木 直 19:30-21:00 中野区医師会館 3階 大会議室

3月 16日 木
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

子宮内膜症女性の生涯にわたるヘルスケア～新たなLEPレジメントの位置づけをふまえて～

03-5325-4501 バイエル 田川

  京都府立医科大学大学院女性生涯医科学教授北脇 城 19:15-20:30 立川グランドホテル4階 カルロ

3月 16日 木
★第2回城東婦人科カンファレンス

婦人科がん治療におけるベバスジマブの使用経験

03-5449-6760 中外製薬 本田

  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 19:00-21:00 東京ドームホテル 5階「真砂」

3月 11～12日 土～日   ★第11回日本骨盤臓器脱手術学会学術集会http://www.academiasupport.org/11jpops.html 東京大学伊藤国際学術研究センター

3月 6日 月

★第12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50回多摩産婦人科医会多摩産婦人科病診連携懇談会

特別講演 サプリメントと周産期疾患 他

042-625-0303 柴田

  日本医科大多摩永山女性診療科・産科教授中井 章人 19:00-21:00 日本医科大学附属多摩永山病院（C棟2階集会室）

3月 5日 日   ★第23回日本産婦人科乳腺医学会http://jbsgo23.umin.jp/ 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

3月 4日 土

★荒川区産婦人科医会

当院における卵巣のう腫の内視鏡治療

～妊娠合併症不妊症例を振り返って～

03-3264-2299 松本

  荒木記念東京リバーサイド病院 産婦人科医⾧小迫 優子 18:00-19:00 ホテルラングウッド 3F さくら

3月 3～4日 金～土   ★第23回日本胎児心臓病学会学術集会https://k-con.co.jp/jsfc23/index.html ソラシティカンファレンスセンター

3月 2日 木

★第6回玉川・世田谷区産婦人科医会合同学術講演会

メンタルヘルス不調の母親のサポートにおける多職種地域連携の現状と課題

-母と子のサポートネットせたがやの活動からみえてきたこと-

03-3701-5681 冬城

国立成育医療研究センターこころの診療部乳幼児メンタルヘルス診

療科

医⾧ 立花 良之

19:20-20:45 世田谷区役所第3庁舎三階「ブライトホール」

3月 2日 木
★多摩産婦人科臨床腫瘍研究会

卵巣がんにおける Bevacizumab 療法

042-523-6661 中外製薬 藤野

東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座生殖腫瘍学分野

准教授織田 克利
19:15-20:30 三鷹産業プラザ 7F

2月 25日 土

★女性医療フォーラム

1.日常診療における子宮内膜症管理 Tips 集

2.月経困難症・子宮内膜症 薬物療法新時代～患者中心医療への転換～

03-6288-7281 バイエル 佐々木

1.メディカルトピア草加病院低侵襲手術センター⾧・婦人科課⾧

小堀 宏之

2.東京大学大学院医学系研究科産婦人科科学講座教授

大須賀 穣

18:30-20:30 京王プラザホテル

2月 25日 土
★第381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例症例

03-3288-0366 佐藤

  慈恵医大産婦人科大久保 春菜 他 13:30-18:20 JA共催ビルカンファレンスホール

2月 24日 金
★第6回東京都区南部周産期ネットワークグループ研修会

特別講演 羊水塞栓症の救命法及び予知・予防法 他

03-3762-4151 北川

  浜松医科大学産婦人科学教室教授金山 尚裕 他 19:30-21:00 東邦大学医療センター大森病院 臨床講堂

2月 24日 金
★第11回城東産婦人科臨床研究会

子宮腺筋症へのアプローチ

03-5229-3913 持田製薬 久保

  東京大学医学部附属病院女性診療科・産科講師廣田 泰 18:45-20:50 東武ホテルレバント東京 3階「龍田の間」

2月 23日 木
★第5回多摩周産期研究会学術講演会

早産予防の問題点と今後の展開 ～最新の知見から～

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  昭和大学江東豊洲病院周産期センター大槻 克文 19:00-21:00 立川グランドホテル

2月 22日 水
★平成28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 医療連携担当 小林

  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 19日 日
★第24回日本女性心身医学会研修会

テーマ「女性とスポーツ -こころとからだを整えるために-」

03-3263-1369 中村

国立スポーツ科学センター メディカルセンター

副主任 土肥 美智子 他
13:00-16:30 日本体育大学世田谷キャンパス

2月 18日 土
★都立高校における専門医派遣事業について

模擬授業

03-3269-4695

  アトラスレディースクリニック院⾧塚田 訓子 17:00-18:30 保健会館別館5階 会議室

2月 18日 土

★第5回婦人科手術ロボット手術研究会

子宮癌ロボット手術の臨床解剖学に関する他骨盤外科との比較とダヴィンチXiにおける改善点につ

いて 他

03-3342-6111 伊東

  鹿児島大学産婦人科教授小林 裕明 他 8:50-18:00 ハイアットリージェンシー東京

2月 14日 火
★杉並区・中野区・新宿区3区合同学術集会

在宅での看取り、ホスピス医として心がけていること

03-5325-4501 バイエル薬品 竹浪

  クリニック川越院⾧川越 厚 19:45-21:00 杉並医師会3階会議室

2月 12日 日
★第35回産婦人科MEセミナー

乳房超音波/最新の産褥出血の管理法/産婦人科超音波検査

03-3493-7303 シーメンス・ヘルスケア（株）鶴田

  東京大学医学部附属病院乳腺内分泌外科准教授多田 敬一郎 他 13:00-17:05 有楽町朝日ホール 有楽町マリオン11F

2月 11日 土

★日本母乳哺育学会勉強会

①母乳と感染症と薬剤について学ぶ

②シンポジウム「産後うつと母乳哺育支援について考える」

03-3400-1311 日赤医療センター 産婦人科 笠井

①荏原病院小児科 滝 元宏

②筑波大学精神科准教授 根本 清貴 他
10:00-16:00 持田製薬 ルークホール



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

2月 10日 金
★第416回足立区産婦人科医会合同学術講演会

子宮内膜症の治療について

03-3605-1677 臼井

  公財）東京都保健公社東部地域病院婦人科部⾧宮井 健太郎 19:45-21:00 足立区医師会館3階ホール

2月 6日 月
★目黒区臨床懇和会

症例報告：傍卵巣腫瘍に対して腹腔鏡下手術後に境界悪性傍卵巣腫瘍と診断された1例

03-6266-7281 バイエル 佐々木

  東邦大学医療センター大橋病院髙橋 怜奈 他 19:30-20:40 東京医療センター

2月 4日 土
★第5回東京低侵襲婦人科手術研究会

婦人科腫瘍におけるより良い低侵襲手術を目指して ～小切開手術からロボット手術まで～

03-5684-3580 キッセイ薬品 傳田

  東京医科大学産科・婦人科学教室井坂 恵一 16:00-20:00 ホテル椿山荘 プラザ棟1F「ペガサス」

2月 3日 金
★第4回女性骨盤底勉強会

最新のウロギネコロジーのトピックス ～下部尿路症状と骨盤臓器脱の診察～

アステラス製薬 堀

  日本大学医学部泌尿器科系主任教授髙橋 悟 19:00-21:00 パレスホテル立川

2月 2日 木
★第26回狛江・調布・府中産婦人科臨床研究会

地域分娩環境確保の方策

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  北里大学病院病院⾧医学部産科教授海野 信也 18:50-21:00 東京慈恵会医科大学第三病院

1月 21～22日 土～日   ★第38回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会http://endo38.umin.jp/index.html 東京コンベンションホール

1月 19日 木

★第17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24回日本大学医学部附属板橋病院周産期医療研究会）

仙尾部奇形腫 胎児診断から手術まで

03-3792-8111（内2522） 市川

  日本大学医学部産科加藤 恵利奈 他 19:00-20:30 日本大学医学部第2臨床講堂

1月 14日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

骨粗鬆症の診断と治療の実際

03-5984-5122 高見

  医財）秀行会 阿部クリニック院⾧中村 哲郎 17:00-18:00 ホテルニューオータニ ザ・メイン16階 ラピス1

1月 13日 金
★第415回 足立区産婦人科医会合同学術講演会

不妊治療と不妊技術応用の現状

03-3605-1677 臼井

  東邦大学医学部産科婦人科婦人科学講座教授片桐 由紀子 19:45-21:00 足立区医師会会館 3階ホール


