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発行予定

〒 〒606-8305 会合名
第39日本エンドメトリオーシス学会

学術講演会
〒 〒102-0083 

所在地
京都市左京区吉田河原町14
近畿地方発明センタービル8 会期 2018年1月27日（土）～28日（日） 所在地

東京都千代田区麹町4-7
麹町パークサイドビル402
 (株) MAコンベンションコンサルティング

TEL 075-771-1373 会場 メルパルク京都 名称
第39回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会
運営事務局

FAX 075-771-1510 HP http://endo39.umin.jp/ TEL 03-5275-1191

e-mail endo@chijin.co.jp 会長 北脇　城 FAX 03-5275-1192

e-mail endo39@macc.jp 

〒 160-0016 会合名 第77回日本癌学会学術総会 〒 541-0047 

所在 東京都新宿区信濃町35　信濃町煉瓦館 会期 2018年9月27日(木)～29日(土) 所在 大阪市中央区淡路町3-6-13

一般財団法人国際医学情報センター内 会場 大阪国際会議場 株式会社コングレ内

TEL 03-5361-7156 HP http://www.congre.co.jp/jca2018/ TEL 06-6229-2555

FAX 03-3358-1633 会長 森　正樹 FAX 06-6229-2556 

e-mail office@jca.gr.jp e-mail jca2018@congre.co.jp 

〒 606-8305 会合名 第56回日本癌治療学会学術集会 〒 565-0871

所在地 京都府京都市左京区吉田河原町14 会期 2018年10月18日～20日 所在地 大阪府吹田市山田丘2-2

近畿地方発明センタービル 会場 パシフィコ横浜 施設名 大阪大学医学部泌尿器科

TEL 075-751-7150 HP TEL

FAX 会長 野々村祝夫 FAX

e-mail e-mail

〒 112-0012 会合名 第43回日本外科系連合学会学術集会 〒 102-0083

所在地 東京都文京区大塚5-3-13-4F 会期 2018年6月21日～23日 所在地 東京都千代田区麹町4-7

会場 虎ノ門ヒルズフォーラム 麹町パークサイドビル402

HP http://www.jcs43.umin.jp 施設名

TEL 03-5981-6011 会長 竹田　　省 TEL 03-5275-1191

FAX 03-5981-6012 順天堂大学産婦人科 FAX 03-5275-1192

e-mail gekakeirengo@asas-mail.jp e-mail jcs43@macc.jp

〒 103-0024 会合名 第20回日本骨粗鬆症学会 〒 810-0002

所在地 東京都中央区日本橋小舟町5-7 会期 2018年10月26日～28日 所在地 福岡市中央区西中洲12-33

トウセン小舟町ビル3F 会場 長崎ブリックホール 福岡大同生命ビル7階

TEL 03-5645-8611 HP 作成中 施設名 日本コンベンションサービス(株)

FAX 03-5645-8612 会長 長崎大学ダイバーシティ推進室 TEL 092-712-6201

e-mail osteo@josteo.com 　　　　教授　伊東　昌子 FAX 092-712-6262

e-mail 20jos@convention.co.jp

関連学会・研究会開催予定(2018年1月～12月）

日本骨粗
鬆症学会

日本癌治
療学会

常置事務局 学術集会 会合連絡先

日本癌学
会

有

日本エンド
メトリオー
シス学会

日本外科
系連合学

会
無
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〒 100-0003 会合名 第24回日本産婦人科乳腺医学会 〒 812-8582

所在地 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 会期 2018年3月11日(日） 所在地 福岡県福岡市東区馬出3-1-1

パレスサイドビル　㈱毎日学術フォーラム内会場 九州大学医学部百年講堂 施設名 九州大学医学部産婦人科

TEL 03-6267-4550 HP www.jbsgo24th.info TEL 092-642-5395

FAX 03-6267-4555 会長 加藤　聖子 FAX 092-642-5414

e-mail maf-jbsgo@mynari.jp e-mail n_eri@med.kyushu-u.ac.jp

〒 113-0033 会合名 第37回日本思春期学会総会・学術集会 〒 160-0022

所在地 東京都文京区本郷4-1-5 石渡ビル6F 会期 平成30年8月17日（金）～19日（日） 所在地 東京都新宿区新宿1-24-7-920

株式会社プランニングウィル 内 会場 一橋講堂 施設名 一般社団法人アカデミアサポート

TEL 03-5684-4755 HP http://www.academiasupport.org TEL 03-5312-7686

FAX 03-6801-8094 /jsa2018.html FAX 03-5312-7687

e-mail info@adolescence.gr.jp 会長 古谷健一 e-mail jsa2018@academiasupport.org

防衛医科大学校産科婦人科学講座教授

〒 162-0845 会合名 第36回周産期学シンポジウム 〒 135-0063

所在地 東京都新宿区市谷本村町2-30 会期 2018 年 1 月 19 日（金）、20 日（土） 所在地 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階

㈱メジカルビュー社内 会場 ホテルメトロポリタン長野 施設名 株式会社プロコムインターナショナル

TEL 03-522-2074 HP
https://www.jspnm.com/syukai/doc/

s36annai2.pdf
TEL 03-5520-8821

FAX 03-5228-2104 会長 FAX 03-5520-8820

e-mail info@jspnm.org e-mail pnmsympo36@procomu.jp

〒 162-0845 会合名 第 54 回日本周産期・新生児医学会学術集会 〒 102-0083

所在地 東京都新宿区市谷本村町2-30 会期 2018 年 7 月 8 日（日）～10 日（火） 所在地 東京都千代田区麹町4-7　麹町パークサイドビル40

㈱メジカルビュー社内 会場 東京国際フォーラム 施設名 (株) MAコンベンションコンサルティング内

TEL 03-522-2074 HP http://jspnm54.umin.jp/ TEL 03-5275-1191

FAX 03-5228-2104 会長 中井 章人(日本医科大学） FAX 03-5275-1192

e-mail info@jspnm.org e-mail jspnm54@macc.jp

〒 102-8481 会合名 第47回日本女性心身医学会学術集会 〒 675-0055

所在 東京都千代田区麹町5-1　　弘済会館ビル 会期 2018年8月4日（土）～5日(日） 所在 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口601-1

株式会社コングレ内 会場 千里ライフサイエンスセンター(大阪）

TEL 03-3263-1362 HP jspog47.umin.jp TEL 079-433-8081

FAX 03-3263-4032 会長 後山　尚久 FAX 079-433-8718

e-mail jimukyoku@jspog.com 大阪医科大学健康科学クリニック e-mail jspog47@totalmap.co.jp

一般社団
法人日本
産婦人科
乳腺医学

会

社団法人
日本女性
心身医学

会

日本周産
期・新生児
医学会

有

日本周産
期・新生児
医学会

有

中村 友彦
（長野県立こども病院 総合周産期

母子医療センター）

有
日本思春
期学会
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〒 162-0801 会合名 〒

所在地
東京都新宿区山吹町358-5
アカデミーセンター

会期 所在地

TEL 03-5389-6256 会場 施設名

FAX 03-3368-2822 HP TEL

e-mail jssti-post@bunken.co.jp 会長 FAX

e-mail

〒 102-8481 会合名 第63回日本生殖医学会学術講演会 〒 060-0005

所在地
東京都千代田区麹町5-1
株式会社コングレ内

会期 2018年9月6日～7日 所在地
札幌市中央区北5条西5丁目2-12 住友生命札幌ビ
ル
株式会社コングレ北海道支社 内

TEL 03-3288-7266 会場
旭川市民文化会館、

OMO7旭川（旧　旭川グランドホテル）
施設名 第63回日本生殖医学会学術講演会運営事務局

FAX 03-5216-5552 HP 未定 TEL 011-233-0005

e-mail info@jsrm.or.jp 会長 石　一雄（旭川医科大学産婦人科学教室　教授 FAX 011-233-0035

e-mail jsrm63@congre.co.jp

〒 606-8305 会合名 第33回日本生殖免疫学会　総会・学術集会 〒

所在地 京都府京都市左京区吉田河原町14 会期 2018年11月24日（土）～25日（日） 所在地

(財）近畿地方発明センタービル 会場 日本医科大学　教育棟（予定） 施設名

有限会社　知人社 HP TEL

TEL 075-771-1373 会長 瀧澤　俊広 FAX

FAX 075-771-1510 日本医科大学分子解剖学分野 e-mail

e-mail jsir@chijin.co.jp 大学院教授

〒 612-8082 会合名 第58回日本先天異常学会 〒 160-0023

所在地 京都府京都市伏見区両替町2-348-302 学術集会 所在地 東京都新宿区西新宿6-7-1

アカデミック・スクエア株式会社内 会期 2018年7月27日（金）～29日(日） 施設名 東京医科大学病院遺伝子診療センター

日本先天異常学会 会場 ベルサール新宿 TEL 03-3342-6111(内線5821）

TEL 075-468-8772 グランドコンファレンスセンター5階 FAX

FAX 075-468-8773 HP http://jts58.umin.jp/ e-mail tmuhpcgc@gmail.com

e-mail jts@ac-square.co.jp 会長 沼部　博直

一般社団
法人

日本性感
染症学会

一般社団
法人

日本生殖
医学会

有

無

日本先天
異常学会

日本生殖
免疫学会
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〒 101-0063 会合名 日本超音波医学会　第91回学術集会 〒 541-0042

所在地 東京都千代田区神田淡路町2-23-1 会期 2018年6月8日(金）～10日(日） 所在地 大阪府大阪市中央区今橋4-4-7

お茶の水センタービル6F 会場 神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル 京阪神淀屋橋ビル2F

HP http://www2.convention.co.jp/jsum91/ 施設名 日本コンベンションサービス(株)内

TEL 03-6380-3711 会長 中谷　敏 TEL 06-6221-5933

FAX 03-5297-3744 大阪大学大学院医学系研究科 FAX 06-6221-5938

e-mail office@jsum.or.jo 　保健学専攻機能診断科学講座 e-mail jsum91@convention.co.jp

〒 105-0003 会合名 第34回日本糖尿病･妊娠学会年次学術集会 〒 252-0143

所在地 東京都港区西新橋2-8-11 会期 2018年11月23日～24日 所在地 相模原市緑区橋本6-4-12-4F

第7東洋海事ビル 会場 パシフィコ横浜アネックスホール 施設名 ㈱コンベンション･ラボ

株式会社創新社内 HP http://www.dm-net.co.jp/jsdp TEL 042-707-7275

TEL 03-5521-2881 会長 守屋　達美 FAX 042-707-7276

FAX 03-5521-2883 e-mail 未定

e-mail jsdp@mhlab.jp

〒 103-0027 会合名 第26回日本乳癌学会学術総会 〒 606-8507　

所在地 東京都中央区日本橋3-8-16　 会期 2018年5月16日(水）～5月18日(金） 所在地 京都市左京区聖護院川原町54

ぶよおビル3F 会場 国立京都国際会館 施設名 京都大学大学院医学研究科 外科学講座

TEL 03-5542-1555 HP http://www2.convention.co.jp/26jbcs/  乳腺外科学

FAX 03-5542-1554 会長 戸井　雅和 e-mail 26jbcs@convention.co.jp

e-mail office@jbcs.gr.jp （日本コンベンションサービス株式会社

 関西支社内）

〒 606-8305 会合名 第39回日本妊娠高血圧学会 〒 565-0871

所在地 京都府京都市左京区吉田河原町14 会期 2018年11月2日～3日 所在地 大阪府吹田市山田丘2-2

近畿地方発明センタービル 会場 千里ライフサイエンスセンター(大阪） 施設名 大阪大学医学部産婦人科

知人社内 HP TEL 06-6879-3351

TEL 075-771-1373 会長 木村　正 FAX 06-6879-3359

FAX 075-771-1510 e-mail jsshp39@gyne.med.osaka-u.ac.jp

e-mail jsshp@chijin.co.jp

〒 102-0083 会合名 第5回日本婦人科腫瘍学会研修会 〒 102-0083

東京都千代田区麹町4-7 会期 平成30年7月14日（土） 所在地
東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル
402

麹町パークサイドビル402 会場 ソラシティカンファレンスセンター 施設名 日本婦人科腫瘍学会事務局

TEL 03-3288-1033 HP https://jsgo.or.jp/index.html TEL 03-3288-1033

FAX 03-5275-1192 会長 八重樫　伸生 FAX 03-5275-1192

e-mail gyne-oncol@jsgo.or.jp e-mail gyne-oncol@jsgo.or.jp

〒 102-0083 会合名 第60回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 〒 102-0083

東京都千代田区麹町4-7 会期 平成30年9月14日(金)～9月16日(日) 所在地
東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル
402

麹町パークサイドビル402 会場 国立京都国際会館 施設名 株式会社MAコンベンションコンサルティング

TEL 03-3288-1033 HP https://jsgo.or.jp/60/index.html TEL 03-5275-1191

FAX 03-5275-1192 会長 岡本　愛光 FAX 03-5275-1192

e-mail gyne-oncol@jsgo.or.jp e-mail igcs2018-jsgo60@macc.jp

有

日本婦人
科腫瘍学

会
有

所在地

公益社団
法人日本
超音波医

学会

未

一般社団
法人日本
乳癌学会

有

一般社団
法人日本
糖尿病・妊
娠学会

有

日本妊娠
高血圧学

会

日本婦人
科腫瘍学

会
有

所在地
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〒 135-0031 会合名 第59回日本母性衛生学会総会・学術集会 〒 950-0951

所在地 東京都江東区佐賀1-11-11 会期 2018年10月19日～20日 所在地 新潟県新潟市中央区鳥屋野310番地

東海永代ハイツ406 会場 朱鷺メッセ、新潟コンベンションセンター 施設名 株式会社アド・メディック

TEL 03-3820-2117 HP TEL 025-282-7035

FAX 03-3820-2118 会長 髙桑　好一 FAX 025-282-7048

e-mail other@bosei-eisei.org e-mail

〒 〒350-8550　埼玉県川越市鴨田1981 会合名 第41回日本母体胎児医学会学術集会 〒 160-0002

所在地 埼玉医科大学総合医療センター 会期 2018年8月24日～25日 所在地 東京都新宿区新宿1-27-2山本ビル2階

総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ母体胎児部門内 会場 ソラシティカンファレンスセンター 施設名 株式会社ケイ・コンベンション

TEL 049-228-3423 HP TEL 03-5367-2382

FAX 049-226-1495 会長 田中　守 FAX 03-5367-2187

e-mail mfm-gakkai@umin.org (慶應義塾大学医学部婦人科学教室教授) e-mail 41jsmfm@k-con.co.jp

〒 135-0063 会合名 第59回日本卵子学会学術集会 〒 135-0063

所在地 東京都江東区有明3-6-11 会期 2018年5月26日～27日 所在地 東京都江東区有明3-6-11

TFTビル東館9F 会場 ソニックシティ（埼玉県大宮市） TFTビル東館9F

プロコムインターナショナル内 HP http://procomu.jp/jsor2018/ 施設名 プロコムインターナショナル内

TEL 03-5520-8821 会長 石原　理 TEL 03-5520-8821

FAX 03-5520-8820 FAX 03-5520-8820

e-mail jsor-info＠procomu.jp e-mail jsor-info＠procomu.jp

〒 807-8555 会合名 第14回九州産婦人科内視鏡手術研究会 〒

所在地 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 会期 2018年4月14日 所在地 常置事務所と同じ

産業医科大学産科婦人科学教室 会場 福岡市博多区博多駅東2-17-5 ARKビル 施設名

TEL 093-691-7449 HP なし TEL

FAX 093-691-9337 会長 蜂須賀　徹 FAX

e-mail s-kagami@med.uoeh-u.ac.jp e-mail

〒 101-0062 会合名 第59回日本臨床細胞学会総会 〒 102-8481

所在地 東京都千代田区神田駿河台2-11-1 (春期大会） 所在地 東京都千代田区麹町5-1

駿河台サンライズビル3階 会期 2018年6月1日（金）～3日（日） 弘済会館ビル6階

日本臨床細胞学会 会場 ニトリ文化ホール 施設名 株式会社コングレ内

TEL 03-5577-4680 HP http://www.congre.co.jp/jscc2018/ TEL 03-5216-5318

FAX 03-5577-4683 会長 齋藤　　豪 FAX 03-5216-5552

e-mail jscc-tnp@jscc.or.jp e-mail jscc2018@congre.co.jp

公益社団
法人日本
母性衛生

学会

未

日本母体
胎児医学

会

有

九州産婦
人科

内視鏡手
術研究会

有

一般社団
法人日本
卵子学会

日本臨床
細胞学会
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〒 101-0062 会合名 第57回日本臨床細胞学会総会 〒 102-8481

所在地 東京都千代田区神田駿河台2-11-1 秋期大会 所在地 東京都千代田区麹町5-1

駿河台サンライズビル3階 会期 2018年11月17日（土）～18日（日） 弘済会館ビル6階

日本臨床細胞学会 会場 パシフィコ横浜 施設名 株式会社コングレ内

TEL 03-5577-4680 HP 準備中 TEL 03-5216-5318

FAX 03-5577-4683 会長 中村　直哉 FAX 03-5216-5552

e-mail jscc-tnp@jscc.or.jp e-mail jscc57atm@congre.co.jp

掲載ご希望のあったものを掲載しております。

詳細については、各事務局に直接お問合せください。

また、掲載を希望される学会・研究会がございましたら

学会事務局・編集宛にお申し越しください。

有

日本臨床
細胞学会
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