
第３８回日本産婦人科医会学術集会・静岡県大会 －第２報－
担当：関東ブロック 開催地：浜松市（静岡県）大会会長：有澤 克夫

メインテーマ 富士山のように気高く逞しく～若手産婦人科医師に明日の夢の実現を～

この度、第３８回日本産婦人科医会学術集会（関東ブロック担当）を静岡県がお世話させていただくこととなりました。
静岡県への道すがら日本一の富士山をお楽しみいただけましたら幸いです。現在、医会本部のご指導、ご鞭撻を仰ぎな
がら関東ブロック各都県からの大きなご支援を受け、鋭意準備中であります。多くの会員の先生方、またこれからを担
われる若手医師の先生方のご参加をお待ち申し上げます。ホームページアドレス：http//jaog-siz.org/taikai/taikai.php

大会会長 有澤 克夫
実行委員長 稲本 裕

会 期：平成２３年１０月９日�
会 場：グランドホテル浜松（浜松市中区東伊場１―３―１ ＴＥＬ：０５３―４５２―２１１４）
参加費：１０，０００円（ご家族・研修医・学生は無料） 当日会費１２，０００円
託児室：有り 無料（要予約）ホームページより予約が可能です。

大 会 プ ロ グ ラ ム

平成２３年１０月９日�

開 会 式 ８：４５～９：００
本部報告 ９：００～９：４０
１．医療安全に関する事業 ２．産婦人科偶発事例報告事業 ３．妊産婦死亡症例登録事業

教育講演（９：４０～１５：００）
１．手術の基本
１）術式、手術器械のもつポテンシャルを引き出すために 静岡赤十字病院副部長 市川 義一
２）腟式子宮全摘出術 －良性疾患から悪性疾患まで－ 札幌医科大学教授 齊藤 豪
３）帝切増加に伴う諸問題とその対策 －創癒合不全と前置・癒着胎盤－ 福井大学教授 小辻 文和
４）腹腔鏡手術は諸刃の剣、安全・確実にやろう 日本医科大学教授 明楽 重夫

２．分娩管理の基本
１）産科血栓 －治療からの予防の問題点－ 順天堂大学先任准教授 杉村 基
２）妊娠関連脳血管障害の実際と管理 大野レディスクリニック院長 大野 泰正
３）危機的産科出血の取り扱い －羊水塞栓症を含めて－ 浜松医科大学助教 内田 季之

３．ホルモン療法の基本
１）ライフステージに応じたホルモン療法 総合母子保健センター愛育病院部長 安達 知子
２）ホルモン補充療法は危険なのか？ －リスクとベネフィットに関する最近の考え方－

東京歯科大学教授 高松 潔
３）ホルモン療法の際に不可欠な子宮がんの診断 藤田保健衛生大学教授 宇田川康博

４．不妊診療の基本
１）一般不妊治療事始め 京都大学教授 菅沼 信彦
２）産婦人科医師にとって ARTとは さわだウィメンズクリニック院長 澤田 富夫
３）PCOSと月経異常 東京大学講師 久具 宏司
４）高齢不妊症患者の卵巣機能を考える 東邦大学教授 森田 峰人

５．産婦人科診療ガイドライン 産科編２０１１について 北海道大学教授 水上 尚典
ランチョンセミナー（１２：００～１２：５０）

経会陰（陰唇）超音波 －経腹でも経腟でもない方法で何が見えるか－
社会保険中央総合病院副院長 小林 浩一

分娩による骨盤底筋群の損傷について（仮題） 三井記念病院医長 中田 真木
ティータイムセミナー（１６：１０～１７：００）

出血から早期新生児期の急変と蘇生に関する諸問題
聖隷浜松病院総合周産期母子センター部長 大木 茂

市民公開講座（おぎゃー献金推進事業）（１５：００～１６：００）
理事長講演 日母おぎゃー献金基金理事長 寺尾 俊彦
特別講演 明治大学教授 齊藤 孝

閉 会 式 １７：０５～１７：１５ 大会旗引き継ぎ

懇 親 会 平成２３年１０月８日� １８：３０～ グランドホテル浜松（浜松市中区東伊場１―３―１）
参加費 １０，０００円（事前の申し込みをお願い致します。）

東日本大震災チャリティーゴルフ大会 平成２３年１０月７日� ９：３６スタート「葛城ゴルフ倶楽部」

☆大会のお問い合わせ：第３８回日本産婦人科医会学術集会事務局
〒４２０―０８３９ 静岡市葵区鷹匠３丁目６―３ 静岡県医師会館６Ｆ 静岡県産婦人科医会事務所内
TEL：０５４―２４５―０１３４ FAX：０５４―２４５―０１４３ E-mail：nichibo-shizuoka@po2.across.or.jp

日 産 婦 医 会 報平成２３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 ホテルから会場 浜松駅からホテル

グランドホテル浜松（本館） シングル Ａ－１ ８，０００円

－ タクシー 5分
シングル Ａ－２ ９，５００円

グランドホテル浜松（新館） ツインの 1人利用 Ａ－３ １１，０００円

ツイン Ａ－４ ８，５００円

オークラアクトシティホテル浜松
ツインの 1人利用 Ｂ－１ １６，５００円

タクシー５分 徒歩 3分
ツイン Ｂ－２ １１，０００円

ホテルコンコルド浜松
シングル Ｃ－１ １０，５００円

タクシー５分 タクシー 5分
ツイン Ｃ－２ ９，５００円

ホテルクラウンパレス浜松
シングル Ｄ－１ ９，５００円

タクシー５分 徒歩 3分
ツイン Ｄ－２ ８，５００円

コートホテル浜松
シングル Ｅ－１ ７，４００円

タクシー５分 徒歩 2分
ツイン Ｅ－２ ６，３００円

東横イン浜松北口 シングル Ｆ－１ ６，６００円 タクシー５分 徒歩 5分

くれたけインアクト浜松 シングル Ｇ－１ ６，５００円 タクシー５分 徒歩 5分

第３８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

グランドホテル浜松

〒４３２―８５０７ 静岡県浜松市中区東伊場１―３―１ TEL：０５３―４５２―２１１２

２．浜松までの交通のご案内

車で東名高速道路を利用
東京方面より東名高速浜松 ICから車で約３０分
名古屋方面より東名高速浜松西 ICから車で約３０分

新幹線を利用（浜松駅）
東京より 「ひかり」利用約９５分・「こだま」利用約１２０分
名古屋より「ひかり」利用約４０分・「こだま」利用約５０分

３．宿泊プランのご案内

宿泊期間／平成２３年１０月８日（土曜日）
※１０月８日以外ご宿泊希望のお客様は、申込書へご記入下さい。

・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。※朝食は、軽食のホテルがございます。
・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。
・ホテル客室には限りがありますので、先着順といたします。満室の時は他のホテルに変更をお願いすることがあります。

日 産 婦 医 会 報平成２３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 備考 旅行代金

１ １０／１０
（月）

浜松駅＝＝浜松まつり会館＝＝舘山寺～浜名湖遊覧～舘山寺＝＝
０９：１５ ０９：３０／１０：１５ １１：３０／１２：００
＝＝＝＝レストピア山崎（うなぎ昼食＆買物）＝＝

１２：１５／１３：１５
＝＝＝うなぎパイファクトリー（工場見学）＝＝＝浜松駅

１４：００／１５：００ １５：４５

＜お土産店＞
・レストピア山崎

・うなぎパイファク
トリー

￥７，５００

目次 月日 行 程 宿泊地 旅行代金

１ １０／９
（日）

グランドホテル浜松＝＝うなぎパイファクトリー（工場見学）＝
１５：００ １５：２０～１６：２０

＝＝＝＝静岡
１８：００ 夕食：浮月楼にて

静岡市
ホテル

アソシア静岡

￥３０，０００
（２名１室）

￥３３，０００
（１名１室）２ １０／１０

（月）

＊ロープウェイ
ホテル＝＝＝登呂遺跡・芹沢�介美術館＝＝＝日本平＋＋＋
０９：００ ０９：１５／１０：１５
国宝久能山東照宮＋＋＋日本平＝＝清水港内クルーズ（昼食）＝
１１：００／１２：００ １３：００／１３：４５
＝＝エスパルスドリームプラザ＝＝＝＝静岡駅

１３：５０／１４：３０ １５：１５

＜お土産店＞

・うなぎパイファク
トリー

・登呂遺跡
・日本平
・ドリームプラザ

区分 ２１日前まで ２０日～８日前 ７日～２日前 前日 当日

宿泊 無料 無料 ３日前から２０％ ５０％ １００％

観光 無料 ２０％ ３０％ ５０％ 1００％

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

４．観光コースのご案内

※各コース募集人員４０名。（最小催行２０名様以上／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下さい。

①浜松週遊コース （＝＝バス／大型又は小型）

②登呂遺跡、徳川慶喜旧家“浮月楼”と国宝“久能山東照宮” 歴史探訪 （＝＝バス／大型又は小型）

【宿泊先】ホテルアソシア静岡（１泊朝食付・シングルまたはツイン利用） TEL：０５４―２５４―４１４１

５．お申し込み方法

（１）別紙申込書に必要事項をご記入の上、knt！近畿日本ツーリスト㈱トラベルサービスセンター東日本まで郵送また
は FAXにてお早目にお申し込み下さい。
※正確を期するため、必ず所定の申込書をご利用ください。申込書にホテル申込記号ご記入下さい。
（ツインをご希望の場合は同室者名を備考欄にご記入下さい。）

（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・請求書等をお送り致しますので、到
着後に代金をお振り込み下さい。

（３）お申込締切日 平成２３年８月３１日（水）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。

６．ご変更、お取消について

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 KNT！近畿日本ツーリスト㈱トラベル
サービスセンター東日本へご連絡下さい。
旅行代金の取消料は下記のようになります。

※なお、返金に関する送料実費・事務通信費５００円は差し引かせていただきます。

お問い合わせ先

〈宿泊・観光などのお申し込みに関するお問い合わせ先〉
knt！近畿日本ツーリスト（株）トラベルサービスセンター東日本「第３８回日本産婦人科医会学術集会」係
〒１３０―００２２ 東京都墨田区江東橋３―４―２ 錦糸町マークビル３Ｆ
TEL：０５７０―０６４―２０５ FAX：０３―６７３０―３２３０ 営業時間：平日１０：００～１７：００（土・日・祝日 休業）
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