
会　期：平成24年６月16日（土），17日（日）

 会　場：リーガロイヤルNCB

	 近畿産科婦人科学会　会長	 赤 崎 正 佳
	 	 学術集会長	 小 林 　 浩

（注意：当日は抄録集を発行いたしませんので，必ず本誌をご持参ください）

第126回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会

プログラム・講演抄録
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第126回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会
ご 案 内

会　　期：平成24年６月16日（土）12：50～20：00

　　　　　　　　　　　17日（日）９：00～16：40

会　　場：リーガロイヤルNCB　※リーガロイヤルホテルではありません。会場地図を確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　※会場の駐車場は有料となります。
　　　　　〒530-0005　大阪市北区中之島6丁目2番地27号（中之島センタービル内）
　　　　　　　　　　 �TEL：06-6443-2251　　FAX：06-6445-2755

　　　　　第１会場：２階　松の間
　　　　　第２会場：２階　淀の間
　　　　　第３会場：３階　花の間
　　　　　第４会場：３階　楓の間
　　　　　懇親会会場：２階　松の間

＜評議員会＞

日　　時：平成24年６月17日（日）　12：00～13：00

会　　場：第２会場（２階　淀の間）

＜総　　会＞

日　　時：平成24年６月17日（日）　13：10～13：40

会　　場：第１会場（２階　松の間）

＜学会参加者へのご案内＞

・�学会参加費5,000円を会場受付で申し受けます．その際，名札（領収書）をお受け取りください．参加
費はクレジットカードでのお支払いはできません．なお，初期研修医・医学生の学会参加費は無料です．
・�日産婦学会専門医シールおよび日本産婦人科医会参加証を受付にて配布しますので，忘れずにお受け
取りいただき，大切に保管をお願いします．
・当日抄録集は発行しませんので，必ず本誌を持参してください．
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＜懇親会＞

日　　時：平成24年６月16日（土）　18：10～20：00

会　　場：リーガロイヤルNCB　第１会場（２階　松の間）
参 加 費：5,000円（初期研修医・医学生は無料）
　　　　　多数の方のご参加をお待ちしています．

＜一般講演者へのお願い＞

１．講演時間は６分，討論時間は３分です．（発表時間終了１分前に黄ランプ，終了時に赤ランプでお
知らせします）

２．講演者は各セッション開始30分前までにPC受付にて試写をお済ませください．
　　パソコンを持参される方もセッション開始30分前までにPC受付をお済ませください．
　　�データは専用のPCに保存させていただきますが，発表が終わりしだいデータは消去させていただ

きます．パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません．
【発表データをお持ち込みの方へ】
　・ソフトはWindows版Power�Point�2003/2007/2010をご使用ください．
　　※Macintoshをご使用の方は，PCをお持ち込みください．
　　※動画ファイルをご使用の方は，PCをお持ち込みください．
　・フォントはOS標準のもののみご使用ください．
　・会場スピーカーに音声は流せません．
　・画像の解像度は，XGA（1024×768）でお願いします．
　・CD-R（RW不可）への書き込みは，ISO9660方式をお使いください．
　　※パケット方式ですと会場PCで読み込めない恐れがあります．
　・発表データはUSBフラッシュメモリー/CD-Rに保存してお持ちください．
【ノートPC本体をお持ち込みの方へ】
　・バックアップとして，必ずメディアもご持参ください．
　・会場スピーカーに音声は流せません．
　・画像の解像度はXGA（1024×768）でお願いいたします．
　・PC受付の液晶モニターに接続し，映像の出力チェックを行ってください．
　　※PCの機種やOSによって出力設定方法が異なります．
　・プロジェクターとの接続ケーブルの端子はDsub-15ピンです．
　・PCによっては専用のコネクタが必要となりますので，必ずお持ちください．
　　※とくにVAIO，iBook等小型PCは別途付属コネクタが必要なことがありますので，ご注意ください．
　・スクリーンセーバー，省電力設定は事前に解除願います．
　・コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください．
　　※内臓バッテリー駆動ですと，発表中に映像が切れる恐れがあります．
３．発表15分前には，各会場内前方の「次演者席」に着席し，待機してください．
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＜ 学 会 場 案 内 図 ＞

■会　　場：リーガロイヤルNCB
　　　　　　〒530-0005　大阪市北区中之島6-2-27（中之島センタービル内）
　　　　　　　　　　　 �TEL：06-6443-2251　　FAX：06-6445-2755
　　　　　　※リーガロイヤルホテルではありません，ご注意ください．

■交通のご案内
　●お車で／大阪駅から約8分　　　新大阪駅から約16分　　関西国際空港から約60分
　　　　　　大阪空港から約20分　�大阪港から約15分　　　阪神高速神戸線中之島西出口横
　●市バス／大阪駅前から53番（船津橋行）終点船津橋下車横
　　　　　　淀屋橋駅から88番（天保山行）・107番（境川行）　土佐堀3丁目下車　徒歩約3分
　●リーガロイヤルバス／JR大阪駅よりリーガロイヤルホテル下車西　徒歩約3分
　●京　阪／中之島駅2番出口　徒歩約3分
　●地下鉄／千日前線・中央線　阿波座駅下車9番出口　徒歩約7分
　　Ｊ　Ｒ／東西線　新福島駅下車3番出口　徒歩約8分
　　　　　　環状線野田駅下車　徒歩約10分
　※会場の駐車場は有料となります。
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＜ 各 会 場 案 内 図 ＞

※受付、講演会場は、2階および3階にございます。
　1階ホールのエスカレーターをご利用くださいませ。
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学会進行表

■平成24年６月16日（土）

����第１会場 
（２階　松）

第２会場 
（２階　淀）

第３会場 
（３階　花）

第４会場
（３階　楓）

12：50︲13：00�開会式
一般演題 一般演題 一般演題

13：00 13：00︲13：54 13：00︲13：54 13：00︲13：54

産科Ⅰ
（１︲６）

婦人科Ⅰ
（25︲30）

婦人科Ⅴ
（49︲54）

14：00 座長：亀谷　英輝 座長：梅本　雅彦 座長：古山　将康
13：54︲14：48 13：54︲14：48 13：54︲14：48

　
産科Ⅱ
（７︲12）

婦人科Ⅱ
（31︲36）

婦人科Ⅵ
（55︲60）

座長：喜多　伸幸 座長：小畑　孝四郎 座長：大井　豪一
14：48︲15：00 休憩

15：00︲15：54 15：00︲15：54 15：00︲16：03

産科Ⅲ
（13︲18）

婦人科Ⅲ
（37︲42）

産科Ⅴ
（61︲67）

16：00 座長：船越　徹 座長：岩橋　正明 座長：巽　啓司
15：54︲16：48 15：54︲16：48

産科Ⅳ
（19︲24）

婦人科Ⅳ
（43︲48）

座長：南　佐和子 座長：筒井　建紀
17：00 16：48－17：05 休憩

17：05︲18：00 17：05︲18：00

　 イブニングセミナー① イブニングセミナー②
「低用量エストロゲン・
プロゲスチン製剤と産
婦人科診療の新展開」

「抗凝固療法の新しい
展開」

座長：神崎秀陽 先生 座長：井箟一彦 先生
演者：大須賀穣 先生 演者：田畑　務 先生

18：00 共催：日本新薬�　　� 共催：科研製薬�　　
18：10

懇親会
20：00
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■平成24年６月17日（日）

第１会場 
（２階　松）

第２会場 
（２階　淀）

第３会場 
（３階　花）

第４会場
（３階　楓）

一般演題 一般演題 一般演題
９：00 ９：00︲９：45 ９：00︲９：45 ９：00︲９：45

産科Ⅵ
（68︲72）

腫瘍Ⅰ
（88︲92）

腫瘍Ⅴ
（108︲112）

座長：佐道　俊幸 座長：齊藤　淳子 座長：角　　俊幸
９：45︲10：30 ９：45︲10：30 ９：45︲10：30

10：00 産科Ⅶ
（73︲77）

腫瘍Ⅱ
（93︲97）

腫瘍Ⅵ
（113︲117）

座長：岩破　一博 座長：鍔本　浩志 座長：万代　昌紀
10：50

10：50︲11：50

　 特別講演
「今，帝王切開を考える
─若者たちに伝えたいこと─」
座長：小林　浩 先生
演者：小辻文和 先生

12：00

評議員会

12：00︲13：00� 12：00︲13：00�
ランチョンセミナーⅠ ランチョンセミナーⅡ

「専攻医・指導医のための病理診断
子宮付属器腫瘍のマクロとミクロ」

「性ステロイドホルモン薬の
使い分け─女性のトータル
ヘルスケアを目指して─」

座長：木村　正 先生
演者：片渕秀隆 先生
共催：ヤンセンファーマ

座長：北脇　城 先生
演者：安達知子 先生
共催：バイエル薬品13：00

13：10 総会
13：40

優秀論文賞受賞講演
14：00

14：00︲15：00

アフタヌーンセミナー
「遺伝性腫瘍に関する
知見について」
座長：大道正英 先生
演者：青木大輔 先生
共催：中外製薬�　　

　

15：00
15：00︲15：45

産科Ⅷ
（78︲82）

座長：澤井　英明

15：00︲15：45

腫瘍Ⅲ
（98︲102）

座長：榎本　隆之

15：00︲15：54

腫瘍Ⅶ
（118︲123）

座長：伊藤　公彦

　

16：00 15：45︲16：30

婦人科Ⅶ
（83︲87）

座長：吉田　茂樹

15：45︲16：30

腫瘍Ⅳ
（103︲107）

座長：寺井　義人16：30

閉会式
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特別講演

■６月17日（日）10：50～11：50　第１会場

「今、帝王切開を考える─若者たちに伝えたいこと─」

　　座長：奈良県立医科大学産科婦人科学教室教授 小　林　　　浩　先生
　　演者：愛仁会高槻病院総合周産期母子医療センター センター長 小　辻　文　和　先生

優秀論文賞受賞講演

■６月17日（日）13：40～14：00　第１会場

「羊水塞栓症診断における血清マーカーSialyl TnとZinc coproporphyrin1の 
有用性に関して」

　　座長：近畿産科婦人科学会　前会長 吉　田　　　裕　先生
　　演者：奈良県立医科大学産科婦人科学教室 岩　井　加　奈　先生

イブニングセミナー

■６月16日（土）17：05～18：00　第２会場

Ⅰ.「低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤と産婦人科診療の新展開」

　　座長：関西医科大学産科婦人科学講座教授 神　崎　秀　陽　先生
　　演者：東京大学医学部女性診療科准教授 大 須 賀　　穣　先生
　　共催：日本新薬株式会社

■６月16日（土）17：05～18：00　第３会場

Ⅱ.「抗凝固療法の新しい展開」

　　座長：和歌山県立医科大学産科婦人科学教室教授 井　箟　一　彦　先生
　　演者：三重大学医学部産科婦人科学教室准教授 田　畑　　　務　先生
　　共催：科研製薬株式会社
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ランチョンセミナー

■６月17日（日）12：00～13：00　第３会場

Ⅰ.「専攻医・指導医のための病理診断子宮付属器腫瘍のマクロとミクロ」

　　座長：大阪大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座教授 木　村　　　正　先生
　　演者：熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野教授 片　淵　秀　隆　先生
　　共催：ヤンセンファーマ株式会社

■６月17日（日）12：00～13：00　第４会場

Ⅱ.「性ステロイドホルモン薬の使い分けー女性のトータルヘルスケアを目指してー」

　　座長：京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学教授 北　脇　　　城　先生
　　演者：総合母子保健センター愛育病院産婦人科部長 安　達　知　子　先生
　　共催：バイエル薬品株式会社

アフタヌーンセミナー

■６月17日（日）14：00～15：00　第１会場

「遺伝性腫瘍に関する知見について」

　　座長：大阪医科大学産婦人科学教室教授 大　道　正　英　先生
　　演者：慶應義塾大学医学部産科婦人科学教授 青　木　大　輔　先生
　　共催：中外製薬株式会社


