
大 会 プ ロ グ ラ ム

平成２４年１０月６日（土）

開 会 式 １２：４５～１３：００
医療安全報告 １３：００～１４：００
１．「産科医療補償制度再発防止委員会から」 宮崎大学医学部附属病院長 池ノ上 克
２．「母体安全への提言－妊産婦死亡例から学ぶ－」 三重大学教授 池田 智明

教育講演 １４：１５～１５：４５
１．「子宮肉腫の診断と治療」 京都大学教授 小西 郁生
２．「骨盤臓器脱の取り扱いと排尿管理の実際」 大阪市立大学教授 石河 修

生涯研修 １６：００～１８：１５
１．「産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編 ２０１１の解説とその解釈」 奈良県立医科大学教授 小林 浩
２．「HTLV―１撲滅に向けての軌跡」 富山大学教授 齋藤 滋
３．「大阪府未受診妊婦調査から見た児童虐待との類似性」 大阪府立母子保健総合医療センター部長 光田 信明
４．「分娩周辺期の救急」 川崎医科大学教授 下屋浩一郎

平成２４年１０月７日（日）

会長講演 ９：００～９：４５
日本産婦人科医会長

シンポジウム（周産期医療再生） ９：４５～１１：４５
１．「日本産科婦人科学会の取り組み」 北里大学教授 海野 信也
２．「東京都の周産期医療システムの現状・課題と取り組み」 日本赤十字社医療センター副院長 杉本 充弘
３．「奈良で発生した事案説明」 奈良県立医科大学講師 佐道 俊幸
４．「事案検証と再発防止に対する取り組み－奈良県産婦人科医会」 元奈良県産婦人科医会長 平野 貞治
５．「周産期医療における奈良県の取り組み」 奈良県医療政策部部長 武末 文男

ランチョンセミナー １２：００～１３：００
「子宮頸癌予防 HPVワクチンアップデート」 自治医科大学附属さいたま医療センター教授 今野 良

市民公開講座（おぎゃー献金推進事業） １３：１５～１４：２５
「おぎゃー献金のご紹介とお願い」 日母おぎゃー献金基金理事 大橋 正伸
「天平びとの願い～幼き命が輝く国造り～」 東大寺執事長 狹川 普文

おぎゃー献金研究成果発表ポスター展示補助金贈呈式 １４：３０～
閉 会 式 １４：３５～ 大会旗引き継ぎ

＊有料託児室が会場ホテル内にあります。ご利用の方は、事前に各自にて下記へご予約をお願いします。
リトルメイト（リーガロイヤルホテルウエストウイング３Ｆ）
ＴＥＬ：０１２０―２２６―３３３ http : //www.littlemate.co.jp/babyroom.html

懇 親 会 平成２４年１０月６日（土） １８：４５～ リーガロイヤルホテル
参加費 １０，０００円（事前申し込みが必要です。）

親睦ゴルフ大会 平成２４年１０月５日（金） ９：００スタート 奈良国際ゴルフ倶楽部（詳細は７頁をご覧ください。）

☆大会のお問い合わせ：第３９回日本産婦人科医会学術集会事務局
〒６３４―８５０２ 奈良県橿原市内膳町５―５―８ 奈良県医師会内 奈良県産婦人科医会
TEL：０７４４―２２―８５０２ FAX：０７４４―２３―７７９６ E―mail : sanf@nara.med.or.jp

第３９回日本産婦人科医会学術集会・奈良県大会 －第２報－
担当：近畿ブロック・奈良県 開催地：大阪市 大会会長：赤崎 正佳

メインテーマ 国のまほろば大和より～地域周産期医療再生こそが未来へとつながる道～

この度、第３９回日本産婦人科医会学術集会（近畿ブロック担当）を奈良県がお世話させていただくことになりました。
開催地は大阪市になりますが、まほろばの地・古都奈良の魅力を存分に感じていただけるよう、現在、医会本部をはじ
め近畿ブロックの各府県より多大なるご支援を賜り鋭意準備中であります。多くの先生方がご参加くださいますようご
案内申し上げます。ホームページアドレス：http : //nara.med.or.jp/whats/３９taikai.pdf

大会会長 赤崎 正佳
実行委員長 高木 哲

会 期：平成２４年１０月６日（土）、７日（日）
会 場：リーガロイヤルホテル（大阪市北区中之島５―３―６８ ＴＥＬ：０６―６４４８―１１２１）
参加費：１０，０００円 当日参加費：１２，０００円（ご家族、初期研修医、学生、コ・メディカルは無料）

日 産 婦 医 会 報平成２４年６月１日（毎月１日発行） （第三種郵便物認可）
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ホテル 部屋タイプ 申込番号 料金（円） ホテルから会場 大阪駅からホテル

シングル Ａ―１ １５，２２５

学会会場 タクシー１０分リーガロイヤルホテル大阪
ツインの１人利用

（西館）
Ａ―２ １７，８５０

ツイン（西館） Ａ―３ １３，６５０

ホテルＮＣＢ

シングル Ｂ―１ ７，０００

徒歩５分 タクシー１０分ツインの１人利用 Ｂ―２ ８，７００

ツイン Ｂ―３ ６，５００

リーガ中之島イン

シングル Ｃ―１ ６，５００

タクシー５分 タクシー１０分ツインの１人利用 Ｃ―２ ８，５００

ツイン Ｃ―３ ５，５００

三井ガーデンホテル淀屋橋 シングル Ｄ―１ ７，８７５ タクシー７分 タクシー５分

ホテルサンルート梅田 シングル Ｅ―１ ８，３００ タクシー１０分 タクシー５分

ホテルグランヴィア大阪

シングル Ｆ―１ １４，７００

タクシー１０分 大阪駅直結ツインの１人利用 Ｆ―２ １９，９５０

ツイン Ｆ―３ １４，７００

ホテル 部屋タイプ 申込番号 料金（円） JR奈良駅からホテル 近鉄奈良駅からホテル

奈良ホテル
ツインの１人利用 Ｇ―１ ３４，８６０

タクシー８分 タクシー８分
ツイン Ｇ―２ １９，２１５

ホテル日航奈良
ツインの１人利用 Ｈ―１ １６，５００

JR奈良駅直結 タクシー８分
ツイン Ｈ―２ ９，５００

第３９回日本産婦人科医会学術集会

宿泊・交通・観光のご案内

１．会場のご案内

リーガロイヤルホテル 〒５３０―０００５ 大阪市北区中之島５―３―６８ TEL：０６―６４４８―１１２１

２．会場までの交通のご案内

■新幹線ご利用にて JR新大阪駅より
・大阪・神戸方面の JR在来線にて１駅目の大阪駅下車まで約５分
大阪駅よりホテルシャトルバスまたはタクシーで約１０分

・新大阪駅よりタクシーで約２５分
■各空港より
・大阪（伊丹）空港より空港バスで大阪駅まで約３０分、関西空港より空港バスで大阪駅まで約６０分
大阪駅よりホテルシャトルバスまたはタクシーで約１０分

・大阪（伊丹）空港よりタクシーで約３０分

３．宿泊プランのご案内

宿泊日：２０１２年１０月５日（金）～７日（日）

＊宿泊料金は１泊朝食付き（消費税・サービス料込み）の料金です。
＊ツインの料金は１部屋２名利用の場合の、お１人様あたりの料金です。
＊ホテルの客室には限りがございますので、申し込みの先着順とさせていただきます。満室の場合は、他のホテルに変更
をお願いすることがございますので、予めご了承ください。

日 産 婦 医 会 報平成２４年６月１日（毎月１日発行） （第三種郵便物認可）
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取消日 ２１日前まで ２０日～８日前 ７日前～２日前 前日 当日（連絡あり）当日（連絡なし）

宿泊 無料 無料 ３日前から２０％ ４０％ ５０％ １００％

観光 無料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％

ゴルフ ５，０００円 ５，０００円 ５，０００円 ５，０００円 ５，０００円 ５，０００円

４．懇親会

日 時：１０月６日（土） １８時４５分～ 場 所：リーガロイヤルホテル
参加費：１０，０００円
当日の参加申込はできませんので、事前に宿泊等と併せてお申し込みくださいますようお願いいたします。

５．観光コースのご案内

申込書裏面をご参照ください。

６．ゴルフ大会のご案内

日 時：１０月５日（金） ９時スタート
場 所：奈良国際ゴルフ倶楽部 〒６３１―０８４５ 奈良市宝来５―１０―１ TEL：０７４２―４５―４１０１ FAX：０７４２―４５―３１１１

（１）参加費（懇親会費・記念品代等含）は５，０００円となります。（キャンセル時は、キャンセルフィーに充当）
（２）プレー代（プレーフィー一式・昼食・諸費等含）は約２０，０００円です。お申し込みの方は、当日各自にてご清算くだ

さい。
（３）乗用カートはございません。
（４）ご来場の際にはブレザーの着用、スパイクレスシューズの準備をお願いします。
（５）当日は、リーガロイヤルホテル（大阪）よりゴルフ場までバスによる送迎を予定しております。
（６）前日から宿泊を希望される方は、別紙申込書の宿泊希望欄に○を付けてください。なお、１０／４（木）前泊をご希望の

方には、リーガロイヤルホテル（大阪）をご案内いたします。奈良県内でのご宿泊をご希望の場合は、別紙申込書
備考欄にご希望内容を記載ください。

（７）ゴルフ大会ご参加の皆様には、９月上旬に再度ご案内をお送りいたします。
（８）ゴルフ大会に多数のご参加をお待ちしております。また、ご婦人の参加を歓迎いたします。組数に限りがございま

すので、できるだけお早めにお申し込みください。

７．お申込方法

（１）別紙申込書に必要事項をご記入の上、JTB西日本コミュニケーション事業推進室まで郵送または FAXにてお申し
込みください。

（２）お申し込み後、９月上旬に大会参加証・懇親会参加証・宿泊券・観光参加券・請求書等をお送りいたしますので、
到着後に代金をお振り込みください。

（３）お申し込み締切日 平成２４年８月３１日（金）必着

（４）お申し込み１名様につき、５００円の事務通信費を申し受けさせていただきます。

８．ご変更、お取り消しについて

お申し込み後に、ご変更・お取り消しが生じた場合は、郵送または FAXにて JTB西日本コミュニケーション事業推
進室へご連絡をお願いいたします。なお、取消料は下記になり、返金に関する送料実費は差し引かせていただきます。

９．お問合せ先

《宿泊・観光・交通等のお申し込みに関するお問い合わせ先》
JTB西日本コミュニケーション事業推進室MICEセンター
「第３９回日本産婦人科医会学術集会」係 担当：吉川
〒５４１―００５８ 大阪市中央区南久宝寺町３―１―８ 本町クロスビル１１階
TEL：０６―６２５２―２８６１ FAX：０６―６２５２―２８６２ 営業時間：９：３０～１７：３０（土・日・祝日休業）

《大会に関するお問い合わせ先》
第３９回日本産婦人科医会学術集会事務局
〒６３４―８５０２ 奈良県橿原市内膳町５―５―８ 奈良県医師会内 奈良県産婦人科医会
TEL：０７４４―２２―８５０２ FAX：０７４４―２３―７７９６ E―mail：sanf@nara.med.or.jp

日 産 婦 医 会 報平成２４年６月１日（毎月１日発行） （第三種郵便物認可）
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目次 月日 行 程 旅行代金

１ １０／８
（月）

リーガロイヤルホテル＝＝＝室生寺＝＝＝昼食（橋本屋）＝＝＝
９：００ １０：３０ １１：３０ １１：４５ １２：４５

＝＝談山神社＝＝＝飛鳥観光＝＝近鉄大和八木駅
13 : 45 14 : 45 15 : 00 16 : 30 17 : 00

１０，０００円

目次 月日 行 程 旅行代金

１ １０／７
（日）

リーガロイヤルホテル＝＝＝法隆寺＝＝＝ホテル日航奈良
１５：００ １５：４５ １７：００ １７：４５

〈宿泊・夕食〉ホテル日航奈良 ２名１室利用
３８，５００円

１名１室利用
４０，５００円２ １０／８

（月）

ホテル日航奈良＝＝＝東大寺＝＝＝興福寺＝＝＝
８：３０ ８：４５１０：３０ １０：４５１１：３０

＝＝昼食（菊水楼）＝＝＝飛鳥観光＝＝近鉄大和八木駅
１１：４５ １３：１５ １４：３０ １６：３０ １７：００

〈朝食〉ホテル日航奈良

観光コ－スのご案内

①古都巡り［日帰りコース］
～古都・大和の魅力と飛鳥の遺跡を巡る～ （最少催行人員：２０名）

（＝＝＝バス／大型または小型：ガイド付）
・室生寺 古くから女性に解放され、女人高野とも呼ばれています。

国宝・五重塔は平安初期の建築で日本最小の五重塔として知られています。
・談山神社 藤原鎌足と中大兄皇子は西暦６４５年、多武峰の山中に登って「大化改新」の談合を行いました。

後にこの山を「談いや真」と呼び、談山神社の社号の起こりとなりました。
・飛鳥巡り 石舞台古墳・高松塚古墳・飛鳥寺を巡ります。
・橋本屋 室生寺の太鼓橋のたもとにある創業明治４年の老舗旅館です。

写真家・土門挙氏が写真を撮るために長逗留していた旅館として知られています。
＊旅行代金に含まれるもの：バス代・入場料・昼食代・ガイド費等

②国のまほろば巡り［一泊二日コース］
～奈良を代表する寺院と飛鳥の遺跡を巡る～ （最少催行人員：２０名）

（＝＝＝バス／大型または小型：ガイド付）
・法隆寺 〈世界遺産〉世界で最古の木造建築です。
・東大寺 〈世界遺産〉世界最大級の木造建造物です。東大寺ミュージアムにもご案内いたします。
・興福寺 〈世界遺産〉国宝 阿修羅像で有名です。藤原氏の氏寺で創建１，３００年を迎えました。
・飛鳥巡り 石舞台古墳・高松塚古墳・飛鳥寺を巡ります。
・菊水楼 創業明治２４年、木造３階建の建物は国の登録有形文化財に指定されています。

季節を感じる会席料理をお楽しみください。
＊旅行代金に含まれるもの：バス代・入場料・宿泊代・夕食代（１０／７）・朝食代（１０／８）・昼食代（１０／８）ガイド費等

※各コース募集人員４０名（２０名未満の場合、ツアーは中止になります）。
※時間・行程など変更になる可能性がございます。帰りの交通機関は余裕を持ってご計画ください。
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