
第40回日本産婦人科医会学術集会・宮城県大会 －第2報－
担当：東北・北海道ブロック 開催地：宮城県仙台市 大会会長：中川 公夫

み ち のく
メインテーマ：今、伊達な魅知国で。～産婦人科から復興に向けての提言～

会 期：平成25年10月12日㈯・13日㈰
会 場：江陽グランドホテル（仙台市青葉区本町二丁目3―1 TEL：022―265―2252）
学術集会参加費：事前登録10，000円（ご家族・初期研修医・学生無料） 当日参加費12，000円
※総懇親会参加費：10，000円（事前申し込みが必要です。）いずれの参加申込も締切日 平成25年8月31日㈯

大 会 プ ロ グ ラ ム

平成25年10月12日㈯

受 付 11：30～12：30
開 会 式 12：30～13：00
会長講演 13：00～13：45 （演題未定） 日本産婦人科医会会長 木下 勝之
教育講演 13：50～16：40
第1会場－1．「広域地域における若手産婦人科医教育の体制確立に向けて」 北海道大学教授 櫻木 範明

－2．「妊娠と糖代謝異常」 東北大学教授 杉山 隆
－3．「妊娠中の尿蛋白について」 北海道大学教授 水上 尚典
－4．「胎児心電図の基礎と今後の展望」 東北大学教授 木村 芳孝

第2会場－5．「婦人科がんの現状と今後～特に卵巣がん～」 岩手医科大学教授 杉山 徹
－6．「腟式手術の現状と未来」 札幌医科大学教授 齋藤 豪
－7．「男性不妊とその要因」 旭川医科大学教授 千石 一雄
－8．「不妊症治療に関する最近の話題」 秋田大学教授 寺田 幸弘

指定講演 16：50～18：10
第1会場－1．「オフィスギネコロジーの収益評価から見た現状とこれから」

日本産婦人科医会医療経営委員会委員長 小関 聡
－2．「産婦人科女性医師・現状と問題点」 日本産婦人科医会常務理事 中井 章人

第2会場－3．「性犯罪被害の現状と被害者支援に対する産婦人科医会の活動」
日本産婦人科医会常務理事 安達 知子

－4．「産科医、小児科医、助産師、保健師でサポートする HTLV―1母子感染対策」
富山大学教授 齋藤 滋

総 懇 親 会 19：00～21：00 江陽グランドホテル（仙台市青葉区本町二丁目3―1 TEL：022―265―2252）
（必ず、事前の申し込みをお願いいたします。）

平成25年10月13日㈰

三題噺ワークショップ『地震・産婦人科・ICT』9：00～12：00
1．「大地震が周産期医療に与えたインパクト」 東北大学教授 菅原 準一
2．「大震災は女性の保健医療システムにどう影響したか」 東北大学教授 伊藤 潔
3．「災害時の乳幼児栄養と母乳育児支援」 仙台市立病院産婦人科部長 渡辺 孝紀
4．「福島県の妊産婦の現状と放射線影響」 福島県立医科大学教授 藤森 敬也
5．「宮城における地域医療介護情報連携」 東北大学教授 中谷 純
6．「岩手県で私たちが取り組んでいる周産期地域連携 －負けない理想郷いーはとーぶを目指して－」

岩手県立大船渡病院副院長 小笠原敏浩
7．「センダード（みやぎ産婦人科医療情報ネットワーク協議会）」 宮城県産婦人科医会常任理事 松永 弦

ランチョンセミナー 12：00～13：00
第1会場 「産科医療からみた脳性麻痺の問題点」 宮崎大学教授 鮫島 浩
第2会場 「妊娠中後期の胎児スクリーニングから新しい超音波診断技術まで」 岩手医科大学教授 菊池 昭彦

本部報告 13：15～14：00 未 定
閉 会 式 14：00～14：10
市民公開講座（おぎゃー献金推進事業）
理事長挨拶・おぎゃー献金贈呈式 12：30～13：00 日母おぎゃー献金基金理事長 木下 勝之
特別講演 13：00～14：00

「スマート・エイジング～脳を鍛えてイキイキと生きる～」 東北大学教授 川島 隆太
チャリティーゴルフ大会 平成25年10月11日㈮ 8：30スタート 泉パークタウンゴルフ倶楽部

☆大会のお問い合わせ：第40回日本産婦人科医会学術集会事務局
〒980―8633 仙台市青葉区大手町1―5 宮城県医師会館内 宮城県産婦人科医会
TEL：022―227―1591 FAX：022―227―1645 E-mail：office@maog.jp
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第40回日本産婦人科医会学術集会 お申込手続きのご案内
【参加登録・懇親会・宿泊プラン・観光コース】

期 日 2013年10月12日（土）・13日（日）
会 場 江陽グランドホテル 〒980―0014 宮城県仙台市青葉区本町2―3―1
会場までの交通 ■新幹線ご利用にて JR仙台駅より

・仙台駅西口より徒歩13分、地下鉄南北線「広瀬通駅」西1番出口前
■仙台空港より
・空港アクセス線にて仙台駅まで約30分

1．参加登録
参加登録料 会員 10，000円（当日12，000円）

（ご家族・コ・メディカル・初期研修医・学生は無料）
※ご入金後の取消や大会当日欠席の場合、参加登録料の返金はございません。
※大会事務局に代わって㈱JTB東北が代行収受いたします。
※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。

2．総懇親会
期 日：2013年10月12日（土）
場 所：江陽グランドホテル
料 金：10，000円
※大会事務局に代わって㈱JTB東北が代行収受いたします。

3．宿泊プラン（募集型企画旅行契約） 申込書裏面を参照してください。
4．観光コース（募集型企画旅行契約） 申込書裏面を参照してください。
5．ゴルフ大会

日 時：10月11日（金） 午前8時30分 スタート
場 所：泉パークタウンゴルフ倶楽部

〒981―3206 仙台市泉区明通一丁目1―1 TEL：022―378―3311 FAX：022―378―6903
（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）全組に乗用カートとキャディーがつきます。
（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、江陽グランドホテル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、10／10（木）前泊をご希望の方には、江陽グランドホテル（予定）をご案内致します。
（7）ゴルフ大会にご参加の皆様には、9月上旬に再度ご案内をお送り致します。
（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致します。

組数に限りがございますので、できるだけ早めにお申し込みください。
6．申込方法とお支払い

①別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、JTB東北 ECデスクへ FAXまたは郵送にて直接お申し込みください。
電話でのお申し込みは承れません。FAX送信の場合、誠にお手数ですが、着信確認のご連絡をフリーダイヤル0120―
989―960まで、お願い致します。

申込締切 ： 2013年8月30日（金）までに必着でお願いします

※宿泊プランをお申し込みの際には第二希望もご記入ください。
②2013年9月11日（水）頃に、お申込代表者のご連絡先宛、予約関係確認書類及び請求書を発送致します。それ以前
に予約状況を確認したい方は、お電話にて次頁のお問い合わせ先へご連絡ください。
③お支払は、2013年9月25日（水）までに、請求書に記載の銀行口座へお振込をお願い致します。
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・懇親会・ゴルフ大会

解除の日 懇親会 ゴルフ大会

3日前まで 無料 100％

前々日 懇親会費の50％ 100％

前 日 100％ 100％

当 日 100％ 100％

・宿泊プラン・観光コース（募集型企画旅行契約）

契約解除の日 取消料（お1人様）

旅行開始日の前
日から起算して
さかのぼって

1．6日目にあたる日以前の解除 無料
2．5日目にあたる日以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の20％
3．3日目にあたる日以降の解除（4～6を除く） 旅行代金の30％
4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％
6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

（振込手数料はご負担願います。）
※お申込後に、変更・取消される場合、各申込項目ごとに取消料を申し受けます。

以下「7．変更・取消について」の項をご確認ください。
7．変更・取消について

①申込み後の取消及び変更は、必ず FAXにて JTB東北 ECデスクにご連絡ください。
・取消基準日は、弊社営業日・営業時間内の FAX着信時とさせていただきます。必ず書面にてご連絡ください。（ト
ラブルを防ぐため、お電話での変更・取消は一切お預かりいたしません。ご了承ください。）
・旅行開始後の取消連絡はお電話にて承ります。（大会当日の連絡先は、別途お送りする確認書に記載致します。）

②お申込後の取消につきましては各取消料を申し受けます。ご入金後のご返金は、変更・取消にて生じた変更・取消
料を差し引いた金額を、大会終了後、銀行振込にてご返金させていただきます。
※参加登録料ついては、ご入金後の取消は出来ません。ご了承ください。

【変更・取消料】（受付日は当社受付時間内とさせていただきます）

【お申し込み先・お問い合わせ先】（受託販売）

㈱JTBビジネスネットワーク JTB東北 ECデスク「日本産婦人科医会学術集会」係 宛
フリーダイヤル TEL：0120―989―960 FAX：0120―937―224
営業時間：土日祝（年末年始）除く平日 9：30～17：30

住所：〒170―0013 東京都豊島区東池袋3―23―14ダイハツ・ニッセイ池袋ビル7Ｆ
観光庁長官登録旅行業 第64号 ㈱ジェイティービー 代理業東京都知事登録旅行業者代理業第 10718号
総合旅行業務取扱管理者：山岸 哲也

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

【旅行企画実施】株式会社 JTB東北 法人営業仙台支店

〒980―0804 仙台市青葉区大町1―4―1 明治安田生命仙台ビル4階
観光庁長官登録旅行業 第1573号 一般社団法人日本旅行業協会正会員／旅行業公正取引協議会会員

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）…宿泊プラン・観光コース

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認いただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
旅行条件書（全文）はこちらよりご確認ください。【http：／／www．jtb．co．jp／operate／jyoken／acedom．asp】
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ホテル名 部屋タイプ 宿泊代金（円）
申込
記号

ホテルから
会場まで

仙台駅から
ホテルまで

江陽グランドホテル
シングル 10，500円 1―S

学会会場 タクシー5分
ツイン 10，500円 1―T

三井ガーデンホテル仙台
シングル（禁煙） 10，500円 2―SKN

徒歩1分 タクシー5分
シングル（喫煙） 10，500円 2―SKT

スマイルホテル仙台国分町 シングル 8，500円 3―S 徒歩3分 タクシー5分

※ツインのご旅行代金は、ツインルームを2名様でご利用の場合、お一人あたりの料金です。
※特定のホテル及び部屋タイプに、ご希望が集中する場合がございます。その際は上記施設の中からご希望以外の施設をご案
内させていただく場合がございますので、ご了承ください。（第2希望をまで必ずご記入ください。）
※朝食が不要の場合でも特別設定料金のため、ご返金はできません。個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご清
算願います。

〈1泊2日コース〉お一人様ご旅行代金：27，000円／募集人員：40名様・最少催行人員：30名様
ご宿泊：和室定員（3～5名）利用（2名様1室の場合、1名様につき追加代金5，000円）
お食事：朝食1回、昼食1回、夕食1回 添乗員同行 ／貸切バス

10月13日
（日）

江陽グランドホテル＝松島湾遊覧船（塩釜～松島）・五大堂見学＝ホテル松島大観荘
14：30 15：30 （下車観光）16：30 17：00

ご宿泊：
ホテル松島
大観荘

10月14日
（月）

ホテル松島大観荘発 ＝ 中尊寺・毛越寺見学・昼食 ＝ 仙台空港 ＝ 仙台駅
8：00 9：45 （下車観光） 12：45 14：45頃 15：15頃

〈日帰りコース〉

※オプションとして、日帰り観光についてもご要望にあわせ手配致します。
ご希望の場合、申込書備考欄にご希望の方面をご記入の上、お申し込みください。
（ご依頼の場合、手配旅行契約にて承ります。）

※お申込は申込受付順とし、満員になり次第、締切とさせていただきます。
※2名様以上でお申し込みください。
※申込人員が最少催行人員に満たない時は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前（日帰り旅行に
関しては3日目にあたる日より前）に旅行中止のご通知を致します。
※旅行代金に含まれるもの：旅行日程に明示した貸切バス代それにともなう有料道路・駐車場代、もしくは運送機関料金、食事
代、入場料（行程に記載されているもの）、宿泊費（2日間コースのみ）が含まれております。
※2名様で1部屋をご希望の方は申込書備考欄にその旨ご記入ください。（上記追加料金が別途必要となります。）
※行程は交通状況により、時間が変更になる場合がございますので、接続の列車等の予約をされる場合は余裕を持ってお願い致
します。遅延による交通機関の取消料に関して、当方では負担できません。ご了承の程、お願い致します。

宿泊プランのご案内

JTB東北がお手伝いさせていただきます。申込書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
宿 泊 日：2013年10月11日（金）・12（土）・13日（日）3泊
宿泊条件：1泊朝食付、サービス料税金込、お一人様あたりの料金
添 乗 員：同行いたしません。宿泊施設フロントにて後日送付する宿泊確認書をお渡しください。
最少催行人員：1名様

下記の宿泊施設をご用意いたしております。

観光コ－スのご案内

JTB東北がお手伝いさせていただきます。申込書に必要事項を記載の上、お申し込みください。
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