
2018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 金
★葛飾区産婦人科医会

人生100年時代の女性の健康と幸せを支えるために

03-3691-0858 遠武

ウィミンズ・ウェルネス対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座

院⾧ 対馬ルリ子
20:00-21:00 葛飾区医師会館

12月 16日 日

★日本胎児心臓病学会

第3回レベルⅡ胎児心エコー講習会

胎児診断と管理（血管論、胎児QT延⾧症候群、重症大動脈弁狭窄等）

03-5946-8571 荻野

①大阪母子医療センター 石井陽一郎

②近畿大学医学部小児科 稲村昇

③徳島大学病院産婦人科 加地剛 他

10:00-16:30 一橋講堂（東京都千代田区）

12月 15日 土

★第36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388回 東京産科婦人科学会例会

子宮内膜症治療のトレンド：LEP 連続投与による⾧期的子宮内膜症マネジメント

 性感染症の最近の動向 ～梅毒とHIV/AIDS～ を中心として

03-3288-0366 成瀬

廣田 泰、早川 智 他 13:10-18:25 東医健保会館

12月 15日 土   ★第49回日本婦人科病理学会学術集会https://jsgyp.org/index.php?page=meeting_index 昭和大学江東豊洲病院

12月 14～15日 金～土   ★第4回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会http://jsgog4.umin.jp/index.html スクエア荏原

12月 6日 木
★中野・杉並・新宿 3区合同学術講演会

子宮腺筋症・内膜症に対する治療法のトレンド～実践的薬物療法2018～

03-5350-3521 牧野

  慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 准教授阪埜 浩司 19:30-21:00 中野区医師会館3階 大会議室

12月 6日 木
★城東産婦人科学術研修会

AYA世代のがんについて

03-5819-9011 中外製薬 安西

  国立がん研究センター東病院 小児腫瘍科・乳腺腫瘍内科細野 亜古 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 水
★豊島区産婦人科医会学術講演会

女性活躍社会における月経マネージメント ～LEP 処方のポイント～

03-5958-5633 松本

  聖路加国際病院副院⾧女性総合診療部 部⾧百枝 幹雄 19:50-21:30 豊島区医師会館 4F

12月 4日 火
★平成30年度 南多摩産婦人科医会講演会

産婦人科4分野における子宮内膜症のリスクと治療戦略

042-625-0303 柴田

  順天堂大学医学部産婦人科学講座 教授北出 真理 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子 4階 「宴」

12月 1日 土
★平成30年度 順天堂大学産婦人科同窓会・教室合同研究会

特別講演・症例検討他

03-5802-1100 同窓会事務局 栗原

北出 真理 16:00-18:10 東京ドームホテル B1 「シンシアノース」

12月 1日 土

★平成30年家族計画・母体保護法指導者講習会

妊娠前からの女性の健康課題に寄り添う

-Periconceptional Care / Counselingにも目を向けよう-他

03-3942-8181 日医 健康医療第2課

  国立病院機構横浜医療センター院⾧平原 史樹 他 13:00-16:00 日本医師会館大講堂

11～12月 30～1日 金～土

★第16回日本胎児治療学会学術集会

①ゲノム編集の医学分野での可能性

②10万個の子宮とワクチン

③新生児科側から見たTTTS

03-6279-2440 エーシーエス 木村

①広島大学大学院理学研究科生命理学講座教授 山本 卓

②京都大学大学院医学研究科ゲノム医療センター 村中 璃子

③東邦大学医学部新生児科学講座 輿田 仁志

14:00-16:00 大田区民ホール アプリコ

11月 30日 金
★第19回江東豊洲産婦人科懇話会

子宮頸癌に対して産婦人科医ができること ～予防と治療の最新情報

03-5950-2436 科研製薬 石川

  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 19:15-21:00 昭和大学江東豊洲病院 9階 講堂

11月 29日 木
★第8回杉並産婦人科カンファレンス

子宮内膜症の治療指針について

03-5484-8532 あすか製薬 北風

  東京大学医学部附属病院女性外科高村 将司 19:00-20:30 中野サンプラザ研修室 12

11月 24～25日 土～日   ★日本性感染症学会第31回学術大会http://square.umin.ac.jp/sti31/index.html 東京慈恵会医科大学新橋校

11月 24～25日 土～日   ★第136回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会http://jsog-k.jp/136/ 一橋大学一橋講堂

11月 24～25日 土～日   ★第33回日本生殖免疫学会総会・学術集会https://www.33jsir2018.com/ 日本医科大学千駄木校舎

11月 22日 木
★第1回 新大橋婦人科フォーラム

子宮頸部病変に対する妊孕性温存手術

03-5433-3060 婦人科医局 釘宮

  東邦大学 産婦人科学講座准教授田中 京子 19:00-20:45 東邦大学医療センター大橋病院 1階臨床講堂

11月 22日 木

★第51回城北産婦人科研究会

①胎児超音波検査から疑われるゲノム異常

②婦人科がん領域におけるゲノム医療

03-3964-1211 綾部

①日本大学助教 小松篤史

②帝京大学講師 ⾧阪一憲
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 22日 木
★第21回城南地区産婦人科医会合同研修会

子宮内膜症と最新LEP療法～薬剤の使い分けと患者説明のコツ～

03-3784-8551 石川

  東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座准教授甲賀 かをり 18:30-20:00 昭和大学病院4号館2階202号室

11月 20日 火
★第7回 医東北部周産期医療連携会議

当院の特殊妊婦への取組み

03-3810-1111 ⾧田

  帝京大学医学部附属病院産婦人科瀬戸 理玄 等 19:00-21:00 ムーブ町屋3階 「ムーブホール」

11月 17日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

女性医学における漢方医療の役割

03-5984-5122 高見

  聖マリアンナ医科大学産婦人科学講師五十嵐 豪 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 16日 金

★葛飾区産婦人科医会・症例検討会

①当院での緊急子宮動脈塞栓術（UAE）の検討

②帝王切開後7日目に症状が発現した脳出血の1例

③診断に苦慮した子宮奇形の1例

03-3691-0858 遠武

①慈恵医大葛飾医療センター准教授 親美 茂樹

②葛飾赤十字産院副院⾧ 鈴木 俊治

③東部地域病院婦人科部⾧ 宮井 健太郎

20:00-21:00 葛飾区医師会館

11月 15日 木
★第18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

新生児蘇生の歴史と課題～臍帯結紮のタイミングも含めて～

03-3353-8111（内線37412） 井上

  東京女子医科大学母子総合医療センター教授和田 雅樹 19:30-21:00 中野区医師会館3階

11月 15日 木
★東産医城南五医師会学術講演会

女性のトータルヘルスケアのためのホルモン療法～OC・LEPからHRTまで～

03-6266-7952 バイエル薬品 田川

  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 5階フォレストルーム

11月 15日 木
★渋谷区産婦人科医会/東京産科婦人科学会渋谷区支部合同講演会

最近の不妊治療事情「ARTを中心に」

03-3377-6633 篠原

  はらメディカルクリニック院⾧原 利夫 19:00-21:30 エクセルホテル東急6F 『フォレストルーム』

11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

当院における骨盤臓器脱（POP）に対する手術法と婦人科腹腔鏡手術について

03-5664-1460 杉浦

順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター婦人科

坂本 愛子
19:30-21:00 江戸川区医師会館

11月 14日 水
★新宿・中野・杉並3区合同産婦人科医会学術講演会

プラチナ感受性再発卵巣がんにおけるオラパリブの位置づけ

03-6911-3630 アストラゼネカ 児玉

  東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座准教授織田 克利 19:30-20:30 新宿区東新宿保健センター2階講堂

11月 13日 火
★第19回八王子産婦人科病診連携研究会

産後うつをはじめとした周産期メンタルヘルスの現状

042-625-0303 柴田

  広尾レディース院⾧宗田 聡 19:00-21:00 京王プラザホテル八王子4階宴

11月 10日 土
★第56回東京思春期保健研究会

学校で配慮と支援が必要なLGBTの子どもたち

03-5275-1191 東京思春期保健研究会事務局 島﨑

  宝塚大学看護学部教授日高 庸晴 16:00-17:00 持田製薬 ルークホール

11月 10日 土
★東京産婦人科医会と東京都産科救急研修事業による「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 他   10:00-13:0014:00-17:00 日本医科大学多摩永山病院 C棟2階集会室

11月 9日 金
★第136回愛宕産婦人科研究会学術講演会

過多月経に対するマイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）の実際

03-5695-4145 アルフレッサファーマ 佐脇

  にしかわウィメンズヘルスクリニック院⾧西川 鑑 20:00-21:00 東京慈恵会医科大学1号館5階講堂

11月 9日 金
★第429回足立区産婦人科医会合同学術講演会

開業医のためのOAB診療のABC

03-3890-3387 矢追

  獨協医科大学埼玉医療センター病院⾧／泌尿器科主任教授岡田 弘 19:45-21:00 足立区医師会館 3階ホール

11月 8日 木
★第13回昭和大学婦人科研究会

卵巣がんの画像診断～合併血栓も含めて～

03-3784-8551 石川

  がん研有明病院画像診断部婦人領域担当部⾧田中 優美子 18:30-20:30 昭和大学4号館 2階 202教室



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 土
★第14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14回医師のための母乳育児支援セミナー/
東医健保会館

11月 1日 木
★世田谷区・玉川産婦人科医会合同学術講演会

サプリメントと周産期疾患

03-6266-7952 バイエル薬品 坂田

  日本医科大学産婦人科学教室教授中井 章人 19:15-20:30 セルリアンタワー東急ホテル39F ソレール

10月 31日 水
★城北ブロック産婦人科医会学術講演会

新たなLEPは必要か？～新規レボノルゲストレル含有製剤の可能性について～

03-5958-5633 松本

  慶応義塾大学医学部産婦人科学教室准教授阪埜 浩司 20:00～ 豊島区医師会 4階講堂

10月 27日 土

★女性医療フォーラム

①思春期女性に対する子宮内膜症の予防と治療～性教育の役割も含めて～

②思春期のFemale Athlete Triad のおける産婦人科医の役割

03-6266-7122 バイエル薬品 池田

①あおもり女性ヘルスケア研究所所⾧ 蓮尾 豊

②聖路加国際病院副院⾧女性総合診療部部⾧ 百枝 幹雄
18:30-20:30 京王プラザホテル

10月 26日 金
★杉並区・中野区・新宿区3区合同研修会学術講演会

思春期や女性アスリートを含む女性の一生に渡るホルモン療法について

03-5484-8304 あすか製薬 北風

  愛知医科大産婦人科学講座教授若槻 明彦 19:30-21:00 杉並区医師会館3F

10月 25日 木
★第11回七市産婦人科懇話会学術講演会

更年期に出現する関節痛/炎と早期関節リウマチとの鑑別

042-490-7952 雪印ビーンスターク 中野

  慶宮病院理事⾧宮地 清光 19:30-20:30 三鷹産業プラザ7階

10月 25日 木
★第10回みなと内視鏡研究会

子宮内膜症・子宮腺筋症・子宮筋腫に対する内視鏡治療と今後の展開

03-5229-3905  持田製薬 西垣

  東京女子医科大学産婦人科教授熊切 順 19:00-21:00 持田製薬株式会社

10月 21日 日
★バイエル薬品コンシューマーヘルス主催講演会

不妊治療における栄養補給の必要性

03-6266-7952 バイエル薬品 早瀬

①HORACグランフロント大阪クリニック院⾧ 盛本 義晴

②Professor, UWA MedicalSchool,Professor.  Rogger Hart
13:00-15:15 シェラトン都ホテル東京 B2階「醍醐の間」

10月 21日 日
★第2回日本子宮鏡研究会学術集会

http://hysteroscopy.kenkyuukai.jp/event/event_detail.asp?id=28886
東京大学鉄門記念講堂

10月 19日 金
★葛飾区産婦人科医会

流産予防の最新知見と問題点～ガイドラインの隙間を埋める～

03-3691-0858 遠武

昭和大学江東豊洲病院准教授

周産期センター⾧、婦人科診療責任者兼務 大槻 克文
20:00-21:00 葛飾区医師会館

10月 15日 月

★第15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53回多摩産婦人科病診連携談話会

Placenta-mediated pregnancy complications（胎盤関連産科合併症）って知っていますか？

042-625-0303 柴田

  日本医科大学多摩永山病院院⾧／女性診療科・産科教授中井 章人 19:00-21:00 日本医科大学多摩永山病院 C棟2階「集会室」

10月 13～14日 土～日
★第70回神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座

心臓病の胎児診断 A to Z を学ぶ

03-5229-6881 神奈川エコー研究会事務局 荻野

  昭和大学医学部産婦人科松岡 隆 他 9:45-17:00 一橋講堂（東京都千代田区） 榊原記念病院産婦人科

10月 13日 土
★平成30年度第3回母体保護法指定医師研修会

母体保護法の趣旨と適正な運用に関するもの 他

03-3269-4695 塚原

  一社）東京産婦人科医会理事荘 隆一郎 他 14:30-17:30 東京都医師会2階ホール

10月 12日 金
★第428回足立区産婦人科医会合同学術講演会

明日から使える産婦人科漢方処方

03-3890-3387 矢追

  北里大学東洋医学総合研究所 漢方診療部森 裕紀子 19:50-21:00 足立区医師会 3階ホール

10月 11日 木
★第9回多摩ウイメンズヘルス研究会

骨粗鬆症診療における産婦人科医の役割

0422-60-3710 中外製薬 為近

  横浜労災病院産婦人科・分娩部部⾧茶木 修 19:15-21:00 立川グランドホテル

10月 11日 木
★中野区・杉並区・新宿区3区合同学術講演会

ホルモン補充療法ルネッサンス～WHI以降のHRT研究がもたらしたもの～

03-5350-3521 牧野

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科女性健康医学講座

教授 寺内 公一
19:30-21:00 中野区医師会館 3階 大会議室

10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

胎児治療の最前線

03-5664-1480 杉浦

  国立成育医療研究センター 胎児診療科 診療部⾧和田 誠司 19:30-21:00 江戸川区医師会館

10月 10日 水
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

周産期メンタルヘルスケアにおける医療・保険・福祉の連携について

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

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

診療部⾧ 立花 良之

19:30-20:30 八王子市学園都市センター

10月 4日 木
★第8回玉川・世田谷区産婦人科医会合同学術講演会

ダウン症～遺伝診療科の立場から～

03-3701-5681 冬城

  国立成育医療研究センター 生体防御系内科部遺伝診療科福原 康之 19:30-20:40 世田谷区役所第三庁舎3階 ブライトホール

9月 29日 土
★第387回東京都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 成瀬

  国立成育医療センター周産期・母性診療センター岩田 慶子 他 13:25-17:56 JA共催ビル カンファレンスホール

9月 29日 土
★城東女性医療フォーラム

ガイドラインと経験則からのHRT～閉経後女性の増加を見据えて～

0120-077-552 バイエル薬品 山田

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

9月 26日 水
★平成30年第1回大塚モデル協力医連絡会

最近経験した症例から

03-3941-3211 医事課 小林

  都立大塚病院産婦人科医・新生児科医未定 19:30-21:00 都立大塚病院 5階 大講堂

9月     21日～24日     金～月
★第24回国際胎盤学会/第26回日本胎盤学会学術集会/第36回日本絨毛性疾患研究会

http://ifpa2018.umin.jp/jp/
東京慈恵会医科大学

9月 21日 金
★葛飾区産婦人科医会集談会

周産期メンタルヘルス診療指針2018

03-3691-0858 遠武

  葛飾赤十字産院副院⾧/日本医科大学産婦人科助教授鈴木 俊治 20:00-21:00 葛飾区医師会館

9月 15～16日 土～日     ★第33回日本母乳哺育学会学術集会「母乳と健康」・「母乳育児の時の黄疸管理」他03-3400-1311   東京農業大学清水 誠 他 9:00-16:00 東京農業大学世田谷キャンパス

9月 14日 木
★第427回足立区産婦人科医会合同学術講演会

月経困難症・子宮内膜症に対する最近の治療法

03-3890-3387 矢追

  浜田病院院⾧合阪 幸三 他 19:45-20:45 矢追足立区医師会 3階ホール

9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

胎児超音波検査

03-5664-1460 杉浦

  国立成育医療研究センター 胎児診療科・診療部⾧和田 誠司 19:30-21:00 江戸川区医師会館

9月 11日 火
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

女性が健やかに輝きつづける社会を目指して

0120-077-552 バイエル薬品 星野

  慶應義塾大学名誉教授吉村 泰典 他 19:15-21:00 立川グランドホテル 4階 カルロ

9月 8～9日 土～日

★第27回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会

シンポジウム1「婦人科職域検診のこれからについて考える

～がん検診受検率増加の切り札になりうるか？」他

03-3238-1689 荒井

  神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター婦人科加藤 久盛 他 9:55-17:30 帝京大学板橋キャンパス本部棟 大講堂及び会議室

9月 7日 金
★第29回狛江・調布・府中産婦人科臨床研究会

癌診療の新たなトレンドを読み解く～婦人科遺伝性腫瘍の視点から～

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  慶應義塾大学医学部産婦人科学教室准教授阪埜 浩司 18:50-20:20 調布文化会館たづくり

9月 2日 日

★第12回東京産婦人科臨床フォーラム

①胎児心臓超音波～基礎から応用まで～

②婦人科領域の超音波診断と治療

0120-202-021 高野

①順天堂大学医学部付属浦安病院産婦人科准教授 山本 祐華

②東京大学大学院医学系研究科産婦人科学准教授 平池 修
13:00-16:00 都市センターホテル 3F コスモスホール

9月 1日 土

★第301回東京産婦人科医会臨床研究会・社保講習会

①思春期の月経異常（摂食障害等）～症例から見たガイドラインの適応と管理

②社会保険講習会～社会保険改正について～

03-3269-4695 岩壷・林

①昭和大学医学部産婦人科学講座教授 下平 和久

②当会社会保険部委員⾧/藤間産婦人科医院院⾧ 藤間 芳郎
14:00-16:00 東京都医師会 2階ホール

8月 25日 土   ★第4回ALSO-Japan学術集会https://www.jadecom.or.jp/also2018/ 海運ビル

8月 24～25日 金～土
★第41回日本母体胎児医学会学術集会

https://k-con.co.jp/41jsmfm/

03-5363-3819 慶應大 宮越

8:45-17:30 お茶の水ソラシティカンファレンスセンター

8月 19日 日
★第2回日本産前産後ケア・子育て支援学会

http://kosodate.umin.jp/conference/conference2018_08/notification02.pdf
如水会館

8月     17日～19日     金～日   ★第37回日本思春期学会 総会・学術集会http://www.academiasupport.org/jsa2018.html 一橋大学一橋講堂

8月 7日 火
★平成30年度南多摩産婦人科医会夏季学術講演会

可逆性脳血管攣縮症候群とは？

03-625-0303 柴田

  東海大学医学部付属八王子病院講師前田 大伸 19:00-21:30 八王子市学園都市センター 12階 第一セミナー室



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

8月 5日 日   ★第10回関東産婦人科乳腺医学会http://www.jbsgo.jp/relation/seminar/ 東京コンベンションホール 東京スクエアガーデン

8月 4～5日 土～日   ★第36回日本ヒト細胞学会学術集会http://humcell36.kenkyuukai.jp/special/?id=26837 日本歯科大学生命歯学部

7月 29日 日
★第69回神奈川胎児エコー研究会 スペシャル講座

腎・泌尿器疾患の発生・尿路閉塞性疾患の治療 他

03-5229-6881 ビジョンブリッジ内 荻野

順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・

小児泌尿生殖器トピックス 山高 篤行 他
9:30-17:00

榊原記念病院

国立成育医療研究センター

東京都立多摩総合医療センター

7月 26～27日 木～金
★恩賜財団母子愛育会研修事業「周産期医療研究会1 医師Aコース：産科編」

周産期のメンタルヘルス～薬物治療を中心に～ 他

03-3473-8335 南篠

  順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院副院⾧鈴木 利人 他 9:15-16:30 恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター研修室

7月 26日 木

★第20回東京都西北部周産期ネットワークグループ連携会議（産婦人科部会）及び

研究会（第27回日本大学医学部附属板橋病院周産期研究会）

当院で対応した東京都母体救命搬送システム（スーパー母体救命）症例の検討

03-3972-8111（内線2522） 小松

  日本大学医学部附属板橋病院産婦人科小松 篤史 他 19:00-20:30 日本大学医学部第2臨床講堂

7月 22日 日
★平成30年第2回母体保護法指定医師研修会

母体保護法の趣旨と適正な運用に関するもの～指定医審査基準などについて～ 他

03-3269-4695 塚原

  東京医科大学産婦人科学分野教授久慈 直昭 他 14:30-17:30 東京都医師会館ホール

7月 21～22日 土～日   ★第20回日本女性骨盤底医学会http://www.coac.jp/20jfpfm/ ベルサール汐留 HALL

7月 20日 金
★葛飾区産婦人科医会

診療ガイドライン産科編2017 ～これからの産科診療～

03-3691-0858 遠武

  順天堂大学医学部産婦人科学講座産科教授板倉 敦夫 20:00-21:00 葛飾区医師会館

7月 19日 木
★城西南ブロック産婦人科講演会

妊娠希望のある女性が婦人科腫瘍・類腫瘍に羅患したら ～ニーズに沿った治療の実践～

03-5229-3095 持田製薬 下舘

  日本大学医学部付属板橋病院産婦人科主任教授川名 敬 19:20-20:30 渋谷エクセルホテル東急「プラネッツルーム」

7月 14日 土
★第152回関東生殖医学会

基調講演 他

03-3815-5411 廣田

  慶応義塾大学医学部産婦人科浜谷 敏生 他 13:00-18:00 ルークホール

7月 13日 金

★第426回足立区医師会合同学術講演会

女性ホルモンと脳機能 -もの忘れ、認知機能、能血流、アルツハイマー病、

 更年期のうつ病とエストロゲン-

03-3890-3387 矢追

千葉友愛記念病院産婦人科顧問

独協医科大学名誉教授・特任教授 大蔵 律義
19:30-21:30 足立区医師会館 3階ホール

7月 13日 金 ★第19回子宮筋層・内膜症病変生検研究会 東京医科大学病院

7月 12日 木

★The 2nd Tokyo Conference of Endometriosis and Uterine Disorders

AMHを用いた卵巣予備能評価は婦人科診療に何をもたらしたか。

  ～子宮内膜症手術を中心に～

03-5212-2331 バイエル薬品 池田

  群馬大学大学院医学系研究科産婦人科学講座教授岩瀬 明 18:45-21:00 お茶の水ソラシティカンファレンスセンター

7月 12日 木
★第12回昭和大学婦人科研究会

婦人科ロボット手術のアップデートと我々の取り組み

03-3784-8551 石川

  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科産婦科人科学教室教授小林 裕明 18:45-20:10 昭和大学4号棟 2階202号室

7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

当院でのピルの処方の実際

03-5612-2871 尾崎

  四谷レディースクリニック院⾧小林 秀文 19:30-21:00 江戸川区医師会館

7月     8日～10日     日～火   ★第54回日本周産期・新生児医学会学術集会http://jspnm54.umin.jp/access.html 東京国際フォーラム

7月 8日 日
★第37回東京都臨床細胞学会総会・学術集会

特別講演 肺癌の組織分類 他

03-3238-1689 荒井

  がん研究会有明病院臨床病理センター石川 雄一 他 12:00-17:35 東京医科大学病院 6階 臨床講堂

7月 7日 土

★練馬区産婦人科医会研修会

産婦人科でよく診られる性感染症のお話

～特に患者のトータルダメージを最小限に抑える取り組み～

03-5984-5122 高見

  新宿さくらクリニック院⾧澤村 正之 17:15-18:15 ホテルメトロポリタン 25階「ポラリス」

7月 6日 金
★第18回江東豊洲産婦人科懇話会

NIPTをはるかに超える！ 胎児超音波による Evidence-based medicine

0120-202-021 GEヘルスケア・ジャパン 手島

  クリフム夫律子マタニティクリニック院⾧夫 律子 19:15-21:00 昭和大学江東豊洲病院大会議室

7月 5日 木
★第5回東京ベイエリア漢方研究会

不定愁訴と漢方（仮） 他

03-6204-6000 内山

  聖路加国際病院リウマチ膠原病センター副医⾧津田 篤太郎 他 19:30-21:00 昭和大学豊洲病院9階 講堂

7月 1日 日
★平成30年度女性医療セミナー

OC・LEPレボリューション～周期投与からフレキシブル投与へ～

03-3235-2694 杉村

  東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授高松 潔 13:00-17:00 JPタワーホール＆カンファレンス

6月 22日 金
★第7回女性骨盤底勉強会

私の考えるLSCの理想像

0422-39-7971 アステラス製薬 堀

  日本医科大学付属病院女性診療科・産科講師市川 雅男 19:00-21:00 パレスホテル立川

6月 21日 木
★渋谷区産婦人科医会・東京産科婦人科学会渋谷区支部合同学術講演会

POS治療にまつわる最近の話題

03-3377-6633 篠原

  山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター⾧藤原 敏博 19:30-20:30 セルリアンタワー東急ホテル 39階ソレール

6月 16～17日 土～日   ★第135回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会http://jsog-k.jp/135/ 都市センターホテル

6月 15日 金
★葛飾区産婦人科医会

卵管鏡下卵管形成術と卵管機能

03-3691-0858 遠武

  帝京大学医学部産婦人科講座主任教授綾部 琢哉 20:00-21:00 葛飾区医師会館

6月 14日 木
★第17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）

特定妊婦の切れ目ない支援を目指して

03-3353-8111 内37412 井上

  東京女子医科大学母子総合医療センター講師水主川 純 19:30-21:00 中野区医師会館 3階

6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

産婦人科と保険診療 -今回の改定 より-

03-5612-2871 尾崎

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

6月 12日 火
★八王子産婦人科医会学術講演会

子宮内膜症、稀少部子宮内膜症の⾧期管理におけるLEP製剤の位置づけ

042-625-0303 柴田

  東京大学医学部附属病院女性外科講師平田 哲也 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子4階 宴

6月 9日 土
★第55回東京思春期保健研究会

今、学校で始る「がん教育」

03-5275-1191 松崎

  東京女子医科大学教授林 和彦 17:00-18:00 持田製薬ルークホール

6月 9日 土

★第34回東京女子医科大学産婦人科学講座同門会学術講演会

①妊婦の糖代謝異常管理

②産科・婦人科領域におけるゲノム解析技術の臨床実装

03-3353-8112 内37412 井上

①東京女子医科大学東医療センター産婦人科臨床教授 村岡 光恵

②東京女子医科大学遺伝子医療センター教授 山本 俊至
15:00-18:20 京王プラザホテル

6月 7日 木
★新宿・中野・杉並3区合同産婦人科医会学術講演会

腹腔鏡手術の歴史と今後の展望 ～子宮内膜症に対するQOLの改善を目指して～

03-3352-6687 日原

  東京女子医科大学産婦人科教授熊切 順 19:00-21:00 新宿区東新宿保健センター2階講堂

6月 2日 土
★第38回大田地区産婦人科研究会

リングペッサリーによる直腸腟痩の一例 他

03-3762-4151 福田

  東邦大学医療センター大森病院産婦人科小瀧 曜 他 16:30-18:00 東邦大学医療センター大森病院5号館 B1臨床講堂

6月 2日 土

★第51回日本分娩監視研究会

①より良い母子のアウトカムのために

②結果から学べよー新生児から見た分娩管理への希望

03-3463-6497 富樫

①愛知医科大学看護学部教授 阿部 恵子

②聖マリアンナ医科大学教授 北東 功
13:00-17:00 東邦大学看護学部

6月 2日 土
★第5回母子栄養懇話会学術集会

「たんぱく質が赤ちゃんを救う」サプリメントと周産期疾患

080-2042-0590 子籠

  宗田マタニティクリニック院⾧宗田 哲男 他 9:00-17:00 跡見学園女子大文京キャンパス

5月 31日 木

★第38回東京生殖医療懇談会

①着床と妊娠維持における至適な子宮内膜症脱落膜化の重要性

②慢性子宮内膜機能

03-6756-0705 メルクセローノ 鶴田

①杉山産婦人科新宿 難治性不妊診療部⾧・内視鏡診療部⾧

順天堂大学産婦人科学講座非常勤講師 黒田 恵司

②滋賀医科大学医学部産婦人科学講座准教授 木村 文則

18:45-21:10 ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1階「オーロラ」

5月 26日 土

★第35回東京産婦人科医会・東京産婦人科医会合同研修会並びに

第386回東京産科婦人科学会例会

子宮内膜症女性の生涯にわたるヘルスケア

03-3269-4739 佐藤

  京都府立医科大学大学院女性生涯医科学北脇 城 13:25-18:30 JR共催ビル カンファレンスホール



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 木
★世田谷区・玉川産婦人科医会合同学術講演会

成育医療研究センターにおける胎児診療 -胎児治療とNIPT-

0120-202-021 GEヘルスケア・ジャパン 山田

国立成育医療研究センター周産期・母性医療センター胎児診療科医

⾧

和田 誠司

19:30-20:30 世田谷区医師会館

5月 24日 木
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

人口減少時代の産婦人科医のミッション～月経とキャリアのマネジメントを応援しよう～

0120-077-552 バイエル薬品 星野

  女性クリニック We! TOYAMA 院⾧種部 恭子 18:45-20:30 立川グランドホテル

5月 24日 木
★第45回品川地区産婦人科臨床研究会

子宮腺筋症の保存的治療～一筋縄ではいかなかった症例（仮）～

03-3784-8551 石川

  旗の台レディースクリニック院⾧盛本 太郎 18:10-20:00 昭和大学病院 入院棟地下1階 臨床講堂

5月 23日 水
★東京産婦人科医会目黒支部 学術講演会

平成29年度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 田中

  安田診療所院⾧安田 貢 19:30-21:00 目黒区医師会館

5月 22日 火
★第18回八王子産婦人科病診連携研究会

女性の笑顔を取り戻すために～ライフステージ別のうつの現状と対応法～

042-625-0303 柴田

  東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授高松 潔 19:00-21:00 京王プラザホテル八王子

5月 20日 日
★第36回東京母性衛生学会学術集会 ～周産期における良質なケアの提供をめざして～

教育講演「母性看護における倫理：二つの命、健康、尊厳を守るために」

03-5363-3819 宮越/矢嶋

  慶應義塾大学看護医療学部健康マネジメント研究科宮脇 美保子 9:25-17:45 東医健保会館

5月 18日 金
★葛飾区産婦人科医会集談会

三病院症例検討会

03-3691-0858 遠武

  慈恵医大葛飾医療センター産婦人科部⾧新美 茂樹 他 20:00-21:00 葛飾区医師会館

4月 21日 土

★平成30年度第1回母体保護法指定医師研修会

①生命倫理に関するもの

②母体保護法の趣旨と適正な運用に関するもの

③医療安全に関するもの

03-3269-4695 塚原

①東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 教授 片桐 由起子

②日本産婦人科医会 常務理事 高瀬 幸子

③日本産婦人科医会 監事 平岩 敬一

14:30-17:30 東京都医師会 2階ホール

4月 20日 金
★葛飾区産婦人科医会

更年期女性と漢方

03-3691-0854 遠武

  元東京医科歯科大学准教授小山 嵩夫 20:00-21:00 葛飾区医師会館

4月 14日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

PCOSによる卵巣機能不全について

03-5984-5122 高見

  東京医科大学産科婦人科教室教授久慈 直昭 18:00-19:00 ホテルニューオータニ メイン16F LAPIS

4月 12日 木
★第1回区西北部桜門産婦人科研究会

わが国の妊産婦死亡の現状とその削減に向けた取り組み 他

03-3972-8111（内2522） 林 忠佑

  昭和大学医学部産婦人科学講座教授関沢 明彦 他 18:50-20:30 ホテルメトロポリタン東京 3階「朝日A」

4月 10日 火
★平成30年度南多摩産婦人科医会定期総会及び講演会

子宮内膜症・子宮腺筋症の治療

042-625-0303 柴田

  東京医科大学病院産科・婦人科主任教授西 洋孝 19:00-21:30 京王プラザホテル八王子

4月 8日 日
★マタニティ＆ベビーフェスタ同日開催 産婦人科臨床セミナー

知っておきたい産科出血の基礎知識 他

03-3725-1103 中尾

  慶応義塾大学医学部産婦人科講師宮越 敬 他 10:00-16:00 パシフィコ横浜 BCDホール

4月 7日 土
★マタニティ＆ベビーフェスタ同日開催 産婦人科臨床セミナー

胎児超音波3D/4Dハンズオン講義、CTGの判読、妊娠期間中の運動の必要性他

03-3725-1103 中尾

  順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科教授吉田 光洋 他 10:00-16:00 パシフィコ横浜 BCDホール

3月 22日 木

★第7回区南部周産期ネットワークグループ研修会

特別講演 マルトリートメントに起因する愛着障害の脳科学～アタッチメント（愛着）とトラウマ

の視点から～ 他

03-3784-8551 石川

  福井大学子どものこころの発達研究センター教授友田 明美 他 19:00-20:30 昭和大学入院棟 地下1階 臨床講堂

3月 17日 土

★第300回記念臨床研究会

①骨盤臓器脱のマネジメント～効率的な連携を目指して～

②産科医療補償制度の歩みと今後の展望 他

03-3269-4695 岩壷

①三井記念病院産婦人科 中田 真木

②日本産婦人科医会常務理事/石渡産婦人科院⾧ 石渡 勇 他
15:00-18:00 アルカディア市ヶ谷

3月 16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部⾧角田 博子 20:00-22:00 葛飾区医師会館

3月 15日 木

★新宿区・中野区・杉並区3区合同産婦人科医会学術講演会

『東京女子医科大学母子センターの産科医療の特徴と展望』-超音波診断を用いた妊娠高血圧腎症

合併妊娠、切迫早産管理-

0120-202-021 GEヘルスケア 山田

  東京女子医科大学産婦人科教授小川 正樹 19:15-20:30 新宿区東新宿保健センター 2F

3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

アスリートの健康サポートを例に考える これからの女性ヘルスケア

03-5612-2871 尾崎

  四季レディースクリニック院⾧江夏 亜希子 19:30-21:00 江戸川区医師会館

3月 12日 月

★第14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52回多摩産婦人科病診連携懇話会

災害時の妊産褥婦を守る～南多摩医療圏に見る現状と対策へ 他

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科

山岸 絵美 他
19:00-21:00 日本医科大学多摩永山病院

3月 11日 日   ★第1回日本産前産後ケア・子育て支援学会http://kosodate.umin.jp/conference.html 主婦会館プラザエフ

3月 9日 金
★第424回足立区産婦人科医会合同学術講演会

女性の尿失禁と骨盤臓器脱

03-3605-1677 臼井

東京女子医科大学東医療センター骨盤底機能再建診療部教授

巴 ひかる
19:30-21:00 足立区医師会館 3階ホール

3月 8日 木
★玉川・世田谷区産婦人科医会合同学術講演会

子宮頸がん検診の課題とHPV検査の有効性評価

03-3701-5681 冬城

  慶応義塾大学医学部産婦人科教授青木 大輔 19:15-21:00 TKPガーデンシティ渋谷

3月 8日 木

★第8回多摩地域周産期ネットワーク連携会

①当院の周産期臨床統計

②町田市民病院周産期センター妊婦・授乳婦 薬の相談外来

042-722-2230 町田市民病院 荒井

①町田市民病院産婦人科医師 日向 悠

②町田市民病院がん薬物療法認定薬剤師 妊婦・授乳婦認定薬剤師

土橋 敏文

19:00-20:15 町田市民病院南棟3階『講義室』

3月 3日 土

★女性医療フォーラム

演題1 ホルモン補充療法ガイドラインと実践 ～Evidence Based Best Practiceのために～

演題2 子宮内膜症管理のパラダイムシフト ～治療から予防の時代へ～

03-6266-7281 バイエル薬品 加茂川

講演1 飯田橋レディースクリニック 院⾧ 岡野 浩哉

演題2 鳥取大学医学部産婦人科学教授 原田 省
18:45-21:00 京王プラザホテル 南館 5階 エミネンス

3月 2日 金

★第3回若手のための産婦人科内視鏡手術懇話会

①深部子宮内膜症手術～羅針盤と海図の使い方～

②当施設におけるロボット支援下仙骨腟固定術（RSC）

03-5950-1121 科研製薬（株）市成

①日本医科大学 市川 雅男

②東京医科大学 西 洋孝
18:20-21:00 科研製薬（株）東京支店 B1F会議室

3月 1日 木
★多摩産婦人科臨床腫瘍研究会

ベバシズマブをどのように使っていくか～卵巣癌・子宮頸癌の予後改善を目指して～

042-523-6661 中外製薬 佐川

  山形大学医学部産婦人科学講座教授永瀬 智 19:15-20:45 三鷹産業プラザ

3月 1日 木
★第12回城東産婦人科臨床研究会

女性のうつとトラウマ

03-5229-3913 持田製薬 久保

  若松町こころとひふのクリニック PCIT研修センター⾧加茂 登志子 18:45-20:55 持田製薬株式会社 本社2階 ルークホール

2月 28日 水
★平成29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 医療連携課 小林

  都立大塚病院産婦人科桃原 祥人 他 19:30-21:00 都立大塚病院5階 大講堂

2月 26日 月
★目黒区臨床懇話会

子宮内膜症の発生機序から考える治療戦略～新しいホルモン療法を中心に～ 他

03-6226-7281 バイエル薬品 田川

  鳥取大学医学部産婦人科学教授原田 省 他 19:45-20:45 ホテル雅叙園東京

2月 24日 土

★学校専門医に関する会員向け講習会

1.都立高校における専門医派遣事業について

2.模擬事業

03-3269-4695 塚原

  東クリニック院⾧東 哲徳 他 17:00-19:00 保健会館別館 5F 会議室

2月 24日 土
★第6回東京低侵襲婦人科手術研究会

発症頻度の低い異所性妊娠に対する腹腔鏡下手術

03-5684-3580 キッセイ薬品 伝田

  帝京大学ちば総合医療センター産婦人科教授梁 善光 16:00-20:00 東京慈恵会医科大学

2月 22日 木
★品川区・荏原合同産婦人科医会研修会

今さら聞けない一般不妊の基礎知識

03-3783-5455 清田

  城南レディースクリニック品川院⾧岩崎 信爾 19:30-21:00 TKP品川カンファレンスセンター6F

2月 17日 土
★第385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

03-3269-4739 佐藤

  東京医科大学大石 康文 他 13:25-18:06 東医健保会館

2月 15日 木
★杉並区・中野区・新宿区3区合同学術講演会

人口減少時代の産婦人科医のミッション ～女性の活躍を応援しよう～

03-5327-6710 塚田

  女性クリニック We! TOYAMA 院⾧種部 恭子 19:30-21:00 杉並区医師会館 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

2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

集団検診における併用検診の試み

03-5612-2871 尾崎

公益財団法人ちば県民保健予防財団総合健診センター顧問

河西 十九三
19:30-21:00 江戸川区医師会館

2月 14日 水
★第6回多摩周産期研究会学術講演会

脳性麻痺について考える

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  東京医科大学医学部附属病院周産・女性診療科宮坂 尚幸 19:00-21:00 立川グランドホテル

2月 13日 火
★第1回平成多摩産婦人科有床診連絡会

誰でも出来る 12週～20週での胎児超音波

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  はぐくみ母子クリニック院⾧輿石 太郎 19:00-20:30 三多摩労働会館

2月 12日 月
★女性アスリート診療のための講習会（産婦人科向）

女性アスリートに見られる疾病と治療 他

03-3269-4695 岩壷

  東京大学医学部附属病院女性診療科・産科能瀬 さやか 他 13:00-16:00 東京都医師会ホール

2月 11日 日

★第36回産婦人科MEセミナー

①脳性麻痺事例の胎児心拍数図陣痛図

②産婦人科領域の乳房超音波検査

③超音波ドプラを使いこなすために

03-3493-7303 鶴田

①昭和大学医学部産婦人科学講座准教授 松岡 隆

②医療法人成和会山口病院産婦人科 栗栖 美穂

③自治医科大学附属さいたま医療センター

周産期・産婦人科周産期医療センター母体胎児部門教授

 桑田 知之

13:00-17:05 丸ビルホール 丸ビル7F

2月 11日 日

★第19回日本母乳哺育学会勉強会

①バースカンガルーケアと母乳育児

②母子分離と母乳育児支援について考える

03-3400-1311 笠井

①聖マリアンナ医科大学名誉教授 堀内 勁

②東京北医療センター小児科 奥 起久子
10:00-16:00 ルークホール

2月 9日 金
★第423回 足立区産婦人科医会合同学術講演会

お母さんが摂取する葉酸と胎児の二分脊椎～基礎をふまえた臨床のおはなし～

03-3605-1667 臼井

  日本赤十字社医療センター脳神経外科部⾧伊地 俊介 19:30-21:00 足立区医師会館 3階ホール

2月 8日 木
★第28回狛江・調布・府中産婦人科臨床研究会

性転換

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  埼玉医科大学産婦人科教授石原 理 18:50-21:00 慈恵会医科大学附属第三病院

2月 6日 火
★豊島区医師会乳がん研修会（第3回）

豊島区乳がん検診問題症例マンモグラフィの検討

03-3984-2278 優レディースクリニック 坂田

  癌研有明病院岩瀬 拓士 19:00-21:00 豊島区医師会館 4階講堂

2月 2日 金
★第6回女性骨盤底勉強会

腹圧性尿失禁治療の今と、これから ～自己脂肪幹細胞を利用した治療の可能性～

0422-39-7971 アステラス製薬 堀

  名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科学講師松川 宣久 19:15-21:00 パレスホテル立川

2月 2日 金

★ART Clinical Research Conference

①不妊治療における子宮再生医療研究の意義と今後の展望

②不妊治療の観点からみた子宮筋腫の取り扱い

03-3596-1106 フェリングファーマ 船越

①東京大学産婦人科学教室 平岡 毅大

②富山大学大学院医学薬学研究部産婦人科学講座准教授 吉野 修
19:00-21:00 お茶の水ソラシティカンファレンスセンター

2月 1日 木
★豊島区産婦人科医会学術講演会

特別講演「脳性麻痺について考える」

03-3957-1332 土橋

  東京医科歯科大学産婦人科教授宮坂 尚幸 20:00-21:00 豊島区医師会館 4階

1月 27日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

最近の乳癌診療～検診から治療まで～

03-5984-5122 高見

  日本大学医学部外科学系乳腺内分泌外科学分野准教授櫻井 健一 16:30-17:30 ホテルニューオータニ ザ・メイン 16階 ラピス1

1月 25日 木
★第19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

消化器癌合併症妊娠の2例 他

03-3972-8111 内2522 小松

  日本大学医学部附属板橋病院産科中山 琢生 他 19:00-20:30 日本大学医学部第2講堂

1月 25日 木
★第11回昭和大学婦人科研究会

婦人科がんと静脈血栓塞栓症 他

03-3784-8551 石川

  筑波大学医学医療系産科婦人科学教授佐藤 豊実 他 18:30-20:35 昭和大学入院棟地下1階 臨床講堂

1月 21日 日   ★第9回臨床現場の医師のための性感染症最新講座http://jssti.umin.jp/pdf/koza180121.pdf 日本赤十字社

1月 12日 金

★第422回足立区産婦人科医会合同学術講演会

こんな時どうする？～妊婦に薬を処方する時、薬を処方した患者が妊娠していた時、薬を飲んでい

る患者が妊娠した時～

03-3605-1667 臼井

国家公務員共催組合連合会虎の門病院健康管理センター

産婦人科医⾧ 横尾 郁子
19:50-21:00 足立区医師会館 3階ホール


