
2021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 7日 火
★令和3年度 南多摩産婦人科医会講演会

卵巣境界悪性腫瘍の臨床－子宮内膜症を基盤に発生する腫瘍を含めて－

042-625-0303 柴田

    東京慈恵会医科大学附属第三病院産婦人科教授山田 恭輔 先生 19:00-20:30 京王プラザホテル八王子

12月     3日～9日     金～木

★第42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399回東京産科婦人科学会例会

不妊治療保険適用時代における着床前検査の位置付け

03-3288-0366 東京産科婦人科学会 成瀬

  日本医科大学名誉教授竹下 俊行     3日15:00～9日15:00 Web開催

11月 28日 日

★学校専門医に関する講習会

「すぐに役立つDr北村の性教育実践講座」

「青ヶ島中学校で行った私の性教育の実際」

03-5357-1201 医会事務局 松本

日本家族計画協会 会⾧ 北村 邦夫 先生

あおもり女性ヘルスケア研究所 所⾧ 蓮尾 豊 先生
15:00-17:00 東京都医師会館 2階 講堂

11月 26日 金
★第30回江東豊洲産婦人科懇話会

トラブルを未然に防ぐための帝王切開術の工夫

03-5950-1121 科研製薬 迫田

新潟大学医歯学総合病院 総合周産期母子医療センター

教授 西島 浩二
19:30-21:00 WEB開催

11月 19日 金
★葛飾区産婦人科医会集談会

エストロゲンの生体作用を念頭においたホルモン補充療法の実践

03-3694-1020 黒田典子先生

  東京大学医学系大学院 産婦人科講座 准教授平池 修 先生 20:00-21:00 葛飾区医師会館

11月 18日 木
★第14回七市産婦人科懇話会学術術講演会

「GSMの診断と治療、およびGSMの意義について」

090-6483-3499 中野

  三井記念病院産婦人科中田 真木 先生 19:30-20:30 Web会議（Zoom）

11月 13日 土
★練馬区産婦人科医会研修会

産婦人科診療における加味帰脾湯・人参養栄湯の可能性

03-5984-5122 高見

  大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教室 講師澤田 健二郎 16:45-18:00 WEB開催

11月 11日 木

★第23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）

JRCガイドラインに基づいた新生児蘇生法（NCPR）

2020：2015からの変更点を中心に

03-3353-8111 井上

    東京女子医科大学母子総合医療センター特任教授正岡 直樹 19:30-21:00 WEB開催

11月 11日 木
★令和3年度第1回子宮頸がん研修会

新規ガイドライン発刊により今後の子宮頸がん検診はどう変わるのか？

03-5229-3905 持田製薬 伊藤

  千葉徳洲会病院 婦人科 部⾧佐々木 寛 19:30-21:00 WEB開催 豊島区医師会館4階 講堂（先着10名まで）

11月 11日 木

★第23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

「東京都における周産期医療体制について」災害急の新型コロナウイルスパンデミック下の周産期

医療体制～日産婦学会の取り組み

妊娠27週に重症COVID-19肺炎を発症し、緊急帝王切開後も⾧期人工呼吸器管理を要した症例

当院で管理したコロナウイルス陽性妊婦の症例検討

03-3972-8111 青野

東京都福祉保健局医療政策部事業推進担当課⾧ 飯田 啓介

日本大学医学部附属板橋病院病院⾧補佐兼産婦人科部⾧ 川名 敬

日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター・産婦人科

澤田 奈実、松永 麻美

19:00-20:40 WEB開催

11月 9日 火       ★第24回八王子産婦人科病診連携研究会「月経困難症の治療戦略」042-625-0303柴田   東海大学医学部付属八王子病院 産婦人科 講師西島 義博 先生 19:00-20:50 京王プラザホテル八王子

11月 4日 木
★第13回みなと産婦人科内視鏡研究会

卵巣チョコレート嚢胞に対するShaving cystectomy

080-4156-4897 持田製薬 杉本

聖マリアンナ医科大学産婦人科学准教授

同東横病院 婦人科部⾧ 出浦 伊万里 先生
19:00-21:00 国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス 301号室

11月 4日 木
★新大橋婦人科フォーラム

「NIPT時代の産科超音波スクリーニング検査」

070-2154-8411 科研製薬 竹本 ※事前申込み要

  慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 教授田中 守 19:15-20:45 渋谷ソラスタコンファレンス

11月 3日 水

★第55回日本分娩監視研究会

「CTGを読む人工知能」

「安全お産を守るにるために分娩胎児監視チームはどうあるべきかを考えよう」

「CTGと医療安全―チームで命を守る」

090-3097-6465 富樫

慶應大学医学部薬理学教室 小笠原 淳

恵寿総合病院家族みんなの医療センター センター⾧ 新井 隆成

国立保健医療科学院 上席主任研究官 種田 憲一郎

12:55-18:00 Web開催（事務局：杏林大学医学部産科婦人科学教室）

10月 17日 日
★令和3年度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 など

03-5357-1201 事務局 松本

  日本産婦人科医会 副会⾧石渡 勇 他 13:00-16:30 一橋講堂（ハイブリッド開催）

10月 15日 金
★第29回江東豊洲産婦人科懇話会

鉄欠乏症貧血と産婦人科

ゼリア新薬工業株式会社 不破

  山王病院 院⾧藤井 知行 19:00-20:10 配信場所：アットビジネスセンター東京駅八重洲通り

10月 15日 金
★葛飾区産婦人科医会集談会

月経困難症の薬物治療Update

03-3694-1020 黒田典子先生

  日本医科大学 産婦人科 教授明樂 重夫 20:00-21:00 葛飾区医師会館

10月 6日 水
★豊島区産婦人科医会学術講演会

月経困難症の薬物治療update-ホルモン製剤と手術をどう選択していくか？-

持田製薬株式会社 伊藤元了

  日本医科大学付属病院 女性診療科・産科 教授明樂 重夫 20:00-21:00 豊島区医師会館4階 講堂

9月 30日 木
★中野・杉並・新宿3区合同産婦人科医会

子宮良性疾患に対する低侵襲手術 ～腹腔鏡手術からロボット支援下手術～

070-3769-3175 江原

  東京女子医科大学 産婦人科学講座 教授熊切 順先生 19:15-20:30 Web開催（Zoomウェビナー開催）

9月     24日～30日     金～木
★第398回東京産科婦人科学会例会

スポンサード講演1.2

03-3288-0366 東京産科婦人科学会 成瀬

1.聖路加国際病院 風院⾧ 女性総合診療部⾧ 百枝 幹雄

2.慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 准教授 阪埜 浩司
    24日15:00～30日15:00 Web開催

9月 22日 水
★令和3年度第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 今井

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

9月 17日 金
★葛飾区産婦人科医会集談会

周産期と女性のこころ

泉レディースクリニック 泉 正勝先生

  東京かつしか赤十字医療センター 第一産科部⾧林 瑞成 20:00-21:00 葛飾区医師会館

9月 17日 金

★第27回江東豊洲産婦人科懇話会

「DOHaD学説を踏まえて考える小児科医/産婦人科医の役割」

「女性の健康と月経困難症」

03-6204-6000 西 健先生

昭和大学江東豊洲病院小児内科 准教授 中野 有也

東京大学大学院産婦人科学講座 教授 大須賀 穣
19:00-20:50 Web開催

9月 16日 木
★城西南ブロック産婦人科講演会

ライフステージを見据えた月経困難症治療

持田製薬 下舘

  聖路加国際病院 副院⾧/女性総合診療部 部⾧百枝 幹雄 19:20-20:40 Web開催

9月 16日 木
★城南産婦人科フォーラム

月経困難症の新時代

080-4296-8587 持田製薬株式会社 渡部

  東京大学大学院産婦人科学講座 教授大須賀 穣 19:20-20:30 TKPガーデンシティPREMIUM品川（WEB）

9月 14日 火
★東京産婦人科医会多摩ブロック学術講演会

OC・LEPガイドライン2020年度版 ―連続投与のアドヴァンテージとは？―

0120-106-398 バイエル薬品 宮城

  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 教授寺内 公一 19:00-20:00 Hybrid開催 ホテルエミシア東京立川キャンティグランデ

9月 11日 土

※新型コロナウィルス感染予防のため中止となりました

★練馬区産婦人科医会 研修会

婦人科腫瘍専門医からみた子宮内膜症へのアプローチ

03-5984-5122 髙見

  順天堂大学医学部附属練馬病院 産科婦人科 先任准教授荻島 大貴 18:00-19:00 ステーションコンファレンス池袋 12F

9月 7日 火
★八王子産婦人科医会学術講演会

再発卵巣維持療法

042-625-0303 柴田産婦人科医院 柴田穣一先生

  関西ろうさい病院副院⾧ 産婦人科部⾧伊藤 公彦 19:00-20:40 Web会議（Zoom）

9月 5日 日
★第15回東京産婦人科臨床フォーラム

参加日常診療におけるハイエンド超音波診断装置の応用 他2演題

070-1541-4241 GEヘルスケア・ジャパン 山田

  埼玉医科大学医学部 産科・婦人科 主任教授亀井 良政 13:00-17:00 WEB開催（オンデマンド系式）

9月 3日 金
★産婦人科疾患啓発セミナー

お母さんは意外と知らされていない血友病保因者

080-1170-0956 横田

  東京都立小児総合医療センター血液・腫瘍科 部⾧湯坐 有希 19:00-20:00 Web開催（Zoom）

8月 29日 日
★第12回関東産婦人科乳腺医学会

総合画像診断（症例検討）他

03-5312-7686 中野

聖路加国際病院 放射線科医⾧

昭和大学放射線科客員教授 角田 博子先生他
8:55-16:55

都市センターホテル（ハイブリッド開催）

http://jbsgo.jp/relation/seminar/index.html

8月 3日 火
★令和3年度南多摩産婦人科医会夏季学術講演会

婦人科がんサバイバーへのホルモン補充療法（HRT）の重要性～外来での治療の実際について

柴田産婦人科医院 柴田穣一先生

  杏林大学医学部産科婦人科学教室 学内講師西ケ谷 順子 19:00-20:30 Web Live配信

7月 30日 金
★第27回江東豊洲産婦人科懇話会

胎児心拍数モニターの理論と実際

03-6204-6910 土肥

  宮崎大学理事、宮崎大学医学部附属病院 病院⾧鮫島 浩 18:00-19:50 Webセミナー

7月 12日 月
★The 5th Tokyo Conference of Endometoriosis and Uterine Disorders(TEUD)

子宮内膜症とDNAメチル化異常

080-8337-9362 バイエル薬品 出間

  山口大学大学院医学系研究科産婦人科学講座 教授杉野 法広 18:50-21:00   ハイブリッド開催https://re.m3dc.live/bayer20210712/



月 日 曜日 行事・主なテーマ・連絡先等 講師 時間 会場

6月 25日 金
※中止となりました

★葛飾区産婦人科医会集談会「快適で安全な妊娠・出産のために」

泉レディースクリニック 泉 正勝

医療法人順和会 山王病院 病院⾧

国際医療福祉大学大学院 教授

藤井 知行

20:00-21:00 葛飾区医師会館

6月 24日 木
★第22回東京都周産期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）

withコロナ時代の周産期Covid-19対応～New nomalに向けて

03-3353-8111 東京女子医科大学産婦人科 井上

国立国際医療研究センター病院 産婦人科診療科⾧ 第一婦人科

医⾧ 大石 元
19:30-21:00 WEB開催

6月 24日 木

★渋谷区産婦人科医会

東京産科婦人科学会合同講演会

女性のQOL改善 ―思春期から更年期まで女性ホルモンが果たす役割とは―

03-3377-6633 篠原

  アトラスレディースクリニック 院⾧塚田 訓子 19:15-20:30 Web開催

6月 23日 水
★第384回四水会

産婦人科感染症（COVID-19を含む）

03-3433-1111 東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 飯田

17:30 オンライン開催（Zoom）

6月 18日 金
★第26回江東豊洲産婦人科懇話会

胎児心臓超音波 up to date―スクリーニングのtipsから最近の話題へ―

070-1541-4241 GEヘルスケア・ジャパン 山田

  順天堂大学医学部産婦人科学講座 准教授山本 祐華 19:15-21:00 Web開催（リアルタイムZoom）

6月 17日 木
★第6回新大橋婦人科フォーラム

鏡視下手術のスキルアップに向けて―何を学び、どう教えるべきか？―

080-9700-5744 押野谷 ※定員制です。 事前申込み要

  順天堂大学産科・婦人科教授北出 真理 19:00-20:30 渋谷ソラスタカンファレンス

6月 15日 火
★第3回城南婦人科腫瘍フォーラム

子宮体部腫瘍の最新動向 ―バイオマーカー及びゲノム医療に基づく治療を中心に―

03-5449-6760 中外製薬（株） 小西

  東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 准教授小宮山 慎一 19:00-20:30 コングレスクエア羽田およびオンライン視聴（Zoom）

6月 12日 土

★第36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

1.婦人科ロボット支援下手術

2.新病院へ向けて―当科の現況―

03-3353-8111 東京女子医科大学産婦人科 井上

1.東京女子医科大学産婦人科 教授 熊切 順

2.東京女子医科大学東医療センター 教授 橋本 和法
16:00-18:20 WEB開催

6月 5日 土
★第40回大田地区産婦人科研究会

「2Dトラッキング法を用いた自動胎児新室内系短縮率（AutoFs）の計測」 その他

03-3762-4151 早田

  東邦大学医療センター大森病院産婦人科⾧﨑 澄人 他 17:45-20:00 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 水

★子宮内膜症研究会

「女性アスリートの無月経とホルモン治療を含めたその対策」

「月経困難症治療の新たな夜明け」

080-4296-8149 持田製薬株式会社 小幡

      東京大学大学院産婦人科学講座 教授大須賀穣准教授平池 修 19:20-20:50 WEB開催へ変更となりました

5月 15日 土

★第41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397回東京産科婦人科学会例会

「子宮筋腫とabnormal uterine bleedingの治療」「プレコンセプションケアと性感染症」

03-3288-0366 東京産科婦人科学会 成瀬

東京大学病院産婦人科 准教授 平池 修

日本医科大学付属病院女性診療科・産科 教授 鈴木 俊治
12:55-17:00

JA共済ビルカンファレンスホール

WEB開催あり（ハイブリッド開催）

※WEB開催 5月21日（金）～27日（木）

5月 13日 木
★第47回品川地区産婦人科臨床研究会

クリニカルセミナー「女性アスリート 勝利のカギはギネ」

03-3784-8551 石川 哲也

  昭和大学病院 産婦人科 講師白土 なほ子 18:40-20:00 昭和大学病院 中央棟 7階会議室（予定）

5月 11日 火
★第23回八王子産婦人科病診連携研究会

「周産期のメンタルヘルス～母体の精神的問題と出産後の育児支援について～」

042-625-0303 柴田産婦人科医院 柴田穣一

  駒木野病院 副院⾧笠原 麻里 18:45-20:15
京王プラザホテル八王子4階「宴」・WEB参加あり

（ハイブリッド開催）

5月     8日～22日     土～土
★第155回関東生殖医学会

医学的適応による妊孕性温存治療の現況と展望

090-8490-1166 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 上條

  東京大学大学院医学系研究科産婦人科学原田 美由紀     8日12:00～22日12:00 Web開催

4月 13日 火
★令和3年度南多摩産婦人科医会定期総会・講演会

周産期センターの担い―FGRについて考える―

042-625-0303 柴田穣一

  杏林大学医学部附属病院 産科婦人科 教授谷垣 伸治 19:00-20:50 京王プラザホテル八王子（Zoomリモート視聴も可能）

4月 10日 土

★第9回東京低侵襲婦人科手術研究会

①子宮内膜症に対する低侵襲手術の意義

②超音波凝固石灰装置を用いた腹腔鏡下en bloc骨盤リンパ節郭清術、他

080-2073-4812 / 03-4411-7211 衣斐（イビ）

①東京女子医科大学 産婦人科学講座 教授 熊切 順

②がん研究会有明病院 婦人科 医⾧ 野村 秀高
15:00-19:45 Zoom Web配信

3月     19日～25日     金～木
★第306回東京産婦人科医会臨床研究会（Web開催）

経会陰超音波法を用いた分娩進行の評価と介入の判断 他

03-5275-1191 MAコンベンション 松本

  東京大学医学部産婦人科学 准教授 他永松 健 15:00-17:00 Web開催

3月 19日 金

※新型コロナウィルス感染予防のため中止となりました

★葛飾区産婦人科医会集談会

マンモグラフィ及び乳房超音波の改訂について

03-3606-2532 泉

  聖路加国際病院 放射線科医⾧ 乳房画像診断室⾧角田 博子 20:00-21:00 葛飾区医師会館

3月 18日 木

★杉並・中野・新宿 三区合同学術講演会

婦人科特定疾患治療管理料導入における産婦人科医の責任とは？

－月経困難症の診断・管理・薬物療法－

03-5229-3954 持田製薬 森畑

  東京大学大学院 産婦人科学講座 准教授甲賀 かをり 20:00-21:00 杉並区医師会館

3月 11日 木

第21回多摩産婦人科臨床腫瘍学会

＊医会シールは発行しません

卵巣癌治療レボリューション

042-523-6661 中外製薬（株）古賀

  東京慈恵会医科大学産婦人科教室主任教授岡本 愛光 19:15-20:30 PC・スマートフォンによるネット受講【WEB開催】

2月 26日 金

★第6回若手のための産婦人科内視鏡手術懇話会【WEB開催】

LSC・RSCから学ぶ膀胱・直腸剝離鏡視化の特性を生かした婦人科悪性腫瘍手術-ダブルライセン

スをめざす若手医師へ-

03-5950-1121 科研製薬(株）今野

演者Ⅰ富山県立中央病院母子センター⾧ 田村 悟

演者Ⅱ東京女子医科大学産婦人科客員教授 舟本 寛
18:20-21:00 PC・スマートフォンによるネット受講【ZOOM】

2月 25日 木
★第8回WEB多摩周産期研究会

周産期メンタルヘルスに関する最新の知見

042-490-7952 雪印ビーンスターク 八戸

  立川病院精神科須田 哲史 19:00-21:00 ホテルエミシア東京立川「カサノバ」

2月 25日 木
★第2回城南産婦人科漢方研究会（WEB Live 配信）

女性疾患に使える漢方薬

03-3784-8551 石川 哲也

  慶應義塾大学医学部漢方医学センター医局⾧堀場 裕子 19:00-20:00 昭和大学上條記念館3F山百合

2月 24日 水
★令和2年度第2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 都立大塚病院 医事課 医療連携担当 今井

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

2月 22日 月
★目黒区臨床懇話会

婦人科特定疾患管理料から 女性のトータルライフサポート考える

03-6266-1031 バイエル（株） 星野

横浜市立大学大学院医学研究科生殖生育病態医学講座准教授

倉澤 健太郎
19:15-20:45 目黒区医師会館（WEB視聴）

2月 19日 金
★第25回江東豊洲産婦人科懇話会

日常診療に役立つ産科出血への対応

03-5950-1121 科研製薬 迫田

  京都大学医学部婦人科学産科学教室 准教授近藤 英治 19:30-21:00 WEB開催（Zoom)

2月     12日～18日     金～木
★第396回東京産科婦人科学会例会【WEB開催】

ラパロが上手くなるために～エネルギーデバイスと手術手技の基本と応用～

03-3288-0366 東京産科婦人科学会 成瀬

  国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科棚瀬 康仁 15:00-15:00 WEB開催

2月 11日 木
★第24回日本母乳哺育学会、教育委員会主催勉強会（WEB）

母乳育児と新型コロナウイルス感染症

03-3782-5767 昭和大学小児科 教室内 荒井

  東京北医療センター小児科奥 起久子 他 13:30-15:30 オンライン

2月 8日 月

★第19回南多摩エリア周産期ネットワークグループ検討会および

第57回多摩産婦人科病診連携懇話会

特別講演Ⅰ「COVID-19)と日常感染症」

特別講演Ⅱ「新型コロナウイルスと産婦人科診療」

042-625-0303 柴田産婦人科医 柴田

特別講演I 日本医科大学多摩永山病院感染制御部部⾧・外科准教授

丸山 弘

特別講演II 日本医科大学多摩永山病院院⾧ 中井 章人

18:00-21:30 WEBシステム開催

1月 29日 金
★鉄欠乏性貧血WEB講演会 第24回江東豊洲産婦人科懇話会

患者の医療安全の観点からみた鉄代謝と鉄欠乏性貧血

03-3663-7431 （当日連絡先：080-3315-7048） ゼリア新薬 不破

東北大学病院副病院⾧ 東北大学医学系研究科 血液免疫病学分野

教授 張替 秀郎
19:00-20:10 アットビジネスセンター東京駅 八重洲通り（WEB講演会）

1月 23日 土

※新型コロナウィルス感染予防のため中止となりました

★練馬区産婦人科医会 研修会

婦人科腫瘍専門医からみた子宮内膜症へのアプローチ

03-5229-3905 持田製薬 東京支店 中村

★順天堂大学医学部附属練馬病院 産科・婦人科 先任准教授

荻島 大貴
17:45-19:00 アットビジネスセンター池袋駅前 別館607号室

1月 23日 土

※新型コロナウィルス感染予防のため中止となりました

★東京産婦人科医会母子保健講習会

女性の一生とビタミンD～特に母乳栄養とビタミンD欠乏について～

03-3269-4695 林

  クリニックばんびーに院⾧時田 章史 17:30-18:30 AP市ヶ谷


