
関連学会・研究会開催予定(2021 年 1 月～2021 年 9 月） 

学会・ 
研究会名 

常置事務局 学術集会 会合連絡先 

日本 
アンドロロジー

学会 

〒 650-0017 会合名 日本アンドロロジー学会 
第 39 回学術⼤会・第 30 回 
日本性機能学会中部総会 

〒 541-0047

所在地 兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-1 所在地 ⼤阪市中央区淡路町 3-6-13 

神戸⼤学⼤学院医学研究科 
外科系講座腎泌尿器科学分野 

会期 2021 年 1 月 15 日（金）～16 日（土） （株）コングレ内 

電話 078-382-6155 会場 金沢商工会議所会館 電話 
FAX 078-382-6169 HP http://www.congre.co.jp/jsa-jssmc2020/ FAX 

e-mail androl@med.kobe-u.ac.jp 会長 
溝上 敦（金沢⼤学⼤学院医薬保健学総
合研究科泌尿器集学的治療学 教授） 

e-mail jsa-jssmc2020@congre.co.jp 

日本遺伝 
カウンセリング

学会 

〒 100-0003 会合名 第 45 回日本遺伝カウンセリング 
学会学術集会 

〒 020-8505

所在地 
東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレス
サイドビル 

所在地 岩手県盛岡市内丸 19-1 

（株）毎日学術フォーラム内 会期 2021 年 7 月 2 日（金）～4 日（日） 岩手医科⼤学医学部臨床遺伝学科 
電話 03-6267-4550 会場 アイーナいわて県民情報交流センター 電話 019-651-5111
FAX 03-6267-4555 HP FAX 019-907-3771
e-mail jsgc@mynavi.jp 会長 福島 明宗 e-mail soc-jsgc2021@iwate-med.ac.jp 

日本医用 
マススペクトル

学会 

〒 491-0938 会合名 第 46 回日本医用マススペクトル 
学会年会 

〒 980-8574

所在地 愛知県一宮市日光町 6 番地 所在地 宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 

修文⼤学 会期 2021 年 9 月 17 日（金）～18 日（土） 
東北⼤学病院 薬剤部内 
第 46 回日本医用マススペクトル学会年会事
務局 

電話 会場 東北⼤学、仙台 電話 022-717-7528
FAX HP 未定 FAX 
e-mail jsbms.office@gmail.com 年会長 眞野 成康 e-mail jsbms46@grp.tohoku.ac.jp 
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日本エンドメト
リオーシス学会 

〒 〒606-8305  会合名 第 42 回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  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 

 近畿地方発明センタービル 8(有)知人社 会期 
2021 年 2 月 9 日（火）～15 日（月）予
定 

 
（株）MAコンベンションコンサルティング
内 

電話 075-771-1373  会場 Web 開催 電話 03-5275-1191 

FAX 075-771-1510 HP 
http://square.umin.ac.jp/endo42/index.ht
ml 

FAX 03-5275-1192 

e-mail endo@chijin.co.jp 会長 
⼤道 正英(⼤阪医科⼤学産婦人科学教
室) 

e-mail endo42@macc.jp 

日本癌学会 

〒 〒160-0016  会合名 JCA-AACR Precision Cancer 
Medicine International Conference 

〒  

所在地 東京都新宿区信濃町 35 信濃町煉瓦館  所在地  

 一般財団法人国際医学情報センター内 会期 
2021 年 6 月 26 日（土）～27 日（日）予
定 

  

電話 03-5361-7156 会場 Web 開催 電話  
FAX 03-3358-1633 HP  FAX  

e-mail jca.office@imic.or.jp 世話役 
間野 博行（国立がん研究センター研究
所） 

e-mail  

日本癌学会 

〒 〒160-0016  会合名 
第 80 回日本癌学会学術総会 

〒  
所在地 東京都新宿区信濃町 35 信濃町煉瓦館  所在地  

 一般財団法人国際医学情報センター内 会期 
2021 年 9 月 30 日（木）～10 月 2 日
（土） 

  

電話 03-5361-7156 会場 パシフィコ横浜 電話  
FAX 03-3358-1633 HP  FAX  

e-mail jca.office@imic.or.jp 会長 
佐谷 秀行（慶應義塾⼤学医学部先端医
科学研究所） 

e-mail  

日本癌治療学会 

〒 101-0061 会合名 
第 59 回日本癌治療学会学術集会 

〒  
所在地 東京都千代田区神田三崎町 3-3-1  所在地  
 TKi ビル 2 階 会期 2021 年 10 月 21 日（木）～23 日（土）   
電話 03-5542-0546 会場 パシフィコ横浜 電話  
FAX 03-5542-0547 HP  FAX  

e-mail office@jsco.or.jp 会長 
林 隆一（国立がん研究センター東病院 
副院長） 

e-mail  
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日本外科系連合
学会 

〒 112-0012 会合名 第 46 回日本外科系連合学会 
学術集会 

〒 701-0205 

所在地 東京都文京区⼤塚 5-3-13-4F  所在地 岡山市南区妹尾 2346-1 

 一般社団法人学会支援機構内 会期 2021 年 6 月 17 日（木）～19 日（土）  （株）キョードープラス 
電話 03-5981-6011 会場 一橋講堂、学士会館 電話 086-250-7681 
FAX 03-5981-6012 HP https://www.kwcs.jp/jcs46/index.html FAX 086-250-7682 
e-mail gekakeirengo@asas-mail.jp 会長 福島 亮治（帝京⼤学病院外科 教授）） e-mail jcs46@wjcs.jp 

日本骨粗鬆症 
学会 

〒 103-0024 会合名 
第 23 回日本骨粗鬆症学会 

〒  
所在地 東京都中央区日本橋小舟町 5-7  所在地  
 トウセン小舟町ﾋﾞﾙ 3F 会期 2021 年 10 月 8 日（金）～10 日（日）   
電話 03-5645-8611 会場 神戸市 電話  
FAX 03-5645-8612 HP  FAX  
e-mail info@josteo.com 会長  e-mail  

日本産科婦人科
遺伝診療学会 

〒 102-0083 会合名  〒  
所在地 東京都千代田区麹町 4-7  所在地  
 麹町パークサイドビル 402 会期    
電話 03-5275-1191 会場  電話  
FAX 03-5275-1192 HP  FAX  
e-mail jsgog@macc.jp 会長  e-mail  

日本産科婦人科
内視鏡学会 

〒 102-0075 会合名 第 61 回日本産科婦人科内視鏡学会
学術講演会 

〒 103-8276 

所在地 
東京都千代田区三番町 2 三番町 KS ビ
ル 

 所在地 
東京都中央区日本橋 3-10-5 オンワードパ
ークビルディング （株）コングレ 

 （株）コンベンションリンケージ内 会期 2021 年 9 月 11 日（土）～ 13 日（水）   
電話 03-3263-8697 会場 パシフィコ横浜会議センター 電話 03-3510-3701 

FAX 03-3263-8687 HP 
http://www.congre.co.jp/jsgoe-
apage2021/ 

FAX 03-3510-3702 

e-mail jsgoe@secretariat.ne.jp 会長 
明樂 重夫（日本医科⼤学産婦人科 教
授） 

e-mail jsgoe-apage2021@congre.co.jp 

日本産婦人科･ 
新生児血液学会 

〒 807-8555 会合名 第 31 回日本産婦人科・新生児血液
学会学術集会 

〒 390-0814 

所在地 北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1  所在地 長野県松本市本庄 1-2-1 

 産業医科⼤学小児科学教室 会期 2021 年 6 月 4 日（金）～5 日（土）  ホテルブエナビスタ 

電話 093-691-7254 会場 
ホテルブエナビスタ（長野県松本市本庄
1-2-1） 

電話 0263-37-0111 

FAX 093-691-9338 HP  FAX 0263-37-0666 

e-mail akira-s@med.uoeh-u.ac.jp 会長 
金井 誠（信州⼤学医学部保健学科長、
小児・母性看護学領域 教授） 

e-mail 
hasegawa.kazuo@alpico.co.jp 
担当 長谷川一夫（営業部） 
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日本産婦人科乳
腺医学会 

〒 160-0022 会合名  〒  
所在地 東京都新宿区新宿 1-24-7-920  所在地  
 一般社団法人アカデミアサポート内 会期    
電話 03-5312-7686 会場  電話  
FAX 03-5312-7687 HP  FAX  
e-mail jbsgo@academiasupport.org 会長  e-mail  

日本思春期学会 

〒 113-0033 会合名 第 40 回日本思春期学会総会・ 
学術集会 

〒 113-0033 

所在地 東京都文京区本郷 4-1-5 石渡ビル 6F  所在地 東京都文京区本郷 4-1-5 石渡ビル 6F 

 （株）プランニングウィル内 会期 2021 年 9 月 3 日(金)～5 日(日)  （株）プランニングウィル内 
電話 03-5684-4755 会場 パシフィコ横浜 電話 03-6801-8084 
FAX 03-6801-8094 HP http://www.pw-co.jp/40jsa2021/ FAX 03-6801-8094 

e-mail info@adolescence.gr.jp 会長 
榊原 秀也（横浜市立⼤学附属市民総合
医療センター 病院長） 

e-mail 40jsa2021@pw-co.jp 

日本周産期・新
生児医学会 

〒 162-0845 会合名 第 57 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  所在地 東京都千代田区麹町 4-7 麹町パーク 

 （株）メジカルビュー社内 会期 2021 年 7 月 11 日（日）～13 日（火）  
サイドビル 402 （株）ＭＡコンベンション
コンサルティング内 

電話 03-5228-2074 会場 シーガイアコンベンションセンター 電話 03-5275-1191 
FAX 03-5228-2104 HP http://jspnm57.umin.jp/ FAX 03-5275-1192 

e-mail info@jspnm.org 会長 
鮫島 浩（宮崎⼤学医学部産婦人科学分
野） 

e-mail jspnm57@macc.jp 

日本周産期・新
生児医学会 

〒 162-0845 会合名 
第 39 回周産期学シンポジウム 

〒 060-0005 

所在地 東京都新宿区市谷本村町 2-30  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)メジカルビュー社内 会期 2021 年 1 月 22 日（金）～23 日（土）  （株）コングレ 北海道支社 
電話 03-5228-2074 会場 札幌コンベンションセンター 電話 011-233-0005 

FAX 03-5228-2104 HP 
http://www.congre.co.jp/39sympo/index.
html 

FAX 011-233-0035 

e-mail info@jspnm.org 会長 
長 和俊（北海道⼤学病院周産期母子セ
ンター センター長） 

e-mail 39sympo@congre.co.jp 

日本受精着床 
学会 

〒 105-0001 会合名  〒  
所在地 東京都港区虎ノ門 5-12-1  所在地  

 
虎ノ門ワイコービル 5 階（株）コンべ
ックス内 

会期    

電話 03-5425-1606 会場  電話  
FAX 03-5425-1605 HP  FAX  
e-mail jsfi@convex.co.jp 会長  e-mail  
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日本女性医学 
学会 

〒 103-0027 会合名 第 36 回日本女性医学学会 
学術集会 

〒 541-0047 

所在地 東京都中央区日本橋 3-10-5  所在地 ⼤阪市中央区淡路町 3-6-13 

 
オンワードパークビルディング 
（株）コングレ内 

会期 2021 年 11 月 6 日（土）～7 日（日）  （株）コングレ内 

電話 03-3510-3743 会場 
コングレコンベンションセンター（⼤阪
市北区） 

電話 06-6229-2555 

FAX 03-3510-3748 HP http://www.congre.co.jp/jmwh36/ FAX 06-6229-2556 

e-mail info-jmwh@congre.co.jp 会長 
木村 正（⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 
産科学婦人科学教室 教授） 

e-mail jmwh36@congre.co.jp 

日本女性医学 
学会 

〒 103-0027 会合名 第 26 回日本女性医学学会 
ワークショップ 

〒 370-0845 

所在地 東京都中央区日本橋 3-10-5  所在地 群馬県高崎市新後閑町 4-2 

 
オンワードパークビルディング 
（株）コングレ内 

会期 2021 年 3 月 27 日（土）  （株）コーエィ・エージェンシー 

電話 03-3510-3743 会場 
昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化
会館） 

電話 027-323-7417 

FAX 03-3510-3748 HP  FAX 027-325-9564 

e-mail info-jmwh@congre.co.jp 会長 
林 邦彦（群馬⼤学⼤学院保健学研究科 
教授） 

e-mail agency@koei-corp.jp 

日本女性心身 
医学会 

〒 100-0003 会合名  〒  

所在地 
東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサ
イドビル 

 所在地  

 （株）毎日学術フォーラム内 会期    
電話 03-6267-4550 会場  電話  
FAX 03-6267-4555 HP  FAX  
e-mail jimukyoku@jspog.com 会長  e-mail  

日本性感染症 
学会 

〒 162-0801 会合名  〒  
所在地 東京都新宿区山吹町 358-5  所在地  
 アカデミーセンター 会期    
電話 03-6824-9379 会場  電話  
FAX 03-5227-8631 HP  FAX  
e-mail jssti-post@bunken.co.jp 会長  e-mail  
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日本生殖医学会 

〒 100-0014 会合名 第 66 回日本生殖医学会 
学術講演会・総会 

〒  

所在地 東京都千代田区永田町 2-17-17  所在地  

 アイオス永田町 517 会期 2021 年 11 月 11 日（木）～12 日（金）   

電話 03-6205-7445 会場 
米子コンベンションセンターBIG SHIP、
米子市文化ホール 

電話  

FAX 03-6205-7247 HP  FAX  

e-mail info@jsrm.or.jp 会長 
原田 省（鳥取⼤学医学部産婦人科 教
授） 

e-mail  

日本生殖内分泌
学会 

〒 606-8305 会合名 第 26 回日本生殖内分泌学会 
学術集会 

〒 920-8641 

所在地 京都市左京区吉田河原町 14  所在地 石川県金沢市宝町 13-1 

 
近畿地方発明センタービル 8 知人社
内 

会期 2022 年 1 月 8 日（土）～9 日（日）  金沢⼤学附属病院産婦人科 

電話 075-771-1373 会場 金沢市アートホール 電話 076-265-2425 
FAX 075-771-1510 HP 準備中 FAX 076-234-4266 

e-mail seishoku@chijin.co.jp 会長 
藤原 浩（金沢⼤学産科婦人科学 教
授） 

e-mail doumon@med.kanazawa-u.ac.jp 

日本生殖免疫 
学会 

〒 606-8305 会合名  〒  
所在地 京都市左京区吉田河原町 14  所在地  

 
近畿地方発明センタービル 8 知人社
内 

会期    

電話 075-771-1373 会場  電話  
FAX 075-771-1510 HP  FAX  
e-mail jsir@chijin.co.jp 会長  e-mail  

日本先天異常 
学会 

〒 612-8082 会合名 第 61 回日本先天異常学会 
学術集会 

〒 113-0033 

所在地 京都市伏見区両替町 2-348-302  所在地 
東京都文京区本郷 4－1－5 石渡ビル 6F 
（株）プランニングウィル内 

  会期 2021 年 8 月 6 日（金）～8 日（日）   
電話 075-468-8772 会場 慶應義塾⼤学薬学部芝共立キャンパス 電話 03-6801-8084 
FAX 075-468-8773 HP  FAX 03-6801-8094 

e-mail jts@ac-square.co.jp 会長 
小崎 健次郎（慶應義塾⼤学医学部臨床
遺伝学センター) 

e-mail 61jts2021@pw-co.jp 

日本 
ソフロロジー法

研究会 

〒 271-0072 会合名 第 17 回日本ソフロロジー法 
研究会学術集会 

〒  

所在地 千葉県松戸市竹ヶ花 45-19  所在地  

 オーククリニック フォーミズ内 会期 2022 年の開催を予定   
電話 047-308-3678 会場  電話  
FAX  HP  FAX  
e-mail  会長  e-mail  
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日本胎盤学会 

〒 160-0023 会合名  〒  
所在地 東京都新宿区西新宿 6-7-1  所在地  
 東京医科⼤学産科婦人科学教室内 会期    
電話  会場  電話  
FAX 03-3343-0679 HP  FAX  
e-mail placenta@tokyo-med.ac.jp 会長  e-mail  

日本超音波 
医学会 

〒 101-0063 会合名 
日本超音波医学会第 94 回学術集会 

〒 650-0046 

所在地 東京都千代田区神田淡路町 2-23-1  所在地 
兵庫県神戸市中央区港島中町 6-9-1 神戸国
際交流会館 6 階 

 お茶の水センタービル 6F 会期 2021 年 5 月 21 日（金）～23 日（日）  日本コンベンションサービス（株） 
電話 03-6380-3711 会場 神戸国際展示場、神戸ポートピアホテル 電話 078-303-1101 
FAX 03-5297-3744 HP https://site2.convention.co.jp/jsum94/ FAX 078-303-3760 

e-mail office@jsum.or.jp 会長 
飯島 尋子（兵庫医科⼤学消化器内科 
教授/超音波センター長） 

e-mail uw2021@convention.co.jp 

日本糖尿病・ 
妊娠学会 

〒 105-0003 会合名 第 37 回日本糖尿病・妊娠学会年次
学術集会 

〒  

所在地 東京都港区西新橋 2-8-11  所在地  

 （株）創新社内 会期 2021 年 11 月 27 日（土）～28 日（日）   

電話 03-5521-2881 会場 
ナレッジキャピタルコングレコンベンシ
ョンセンター（グランフロント⼤阪内） 

電話  

FAX 03-5521-2883 HP 
https://dm-net.co.jp/jsdp/annual-
meeting/37.php 

FAX  

e-mail jsdp@mhlab.jp 会長 
和栗 雅子（⼤阪母子医療センター母性
内科） 

e-mail  

日本乳癌学会 

〒 103-0027 会合名 第 29 回日本乳癌学会学術総会 〒 〒100-0013 

所在地 東京都中央区日本橋 3-8-16  所在地 
東京都千代田区霞が関 1-4-2 ⼤同生命霞が
関ビル 14 階 

 ぶよおビル 3F 会期 2021 年 7 月 1 日（木）～3 日（土）  日本コンベンションサービス（株） 
電話 03-5542-1555 会場 パシフィコ横浜ノース 電話 03-3508-1214 

FAX 03-5542-1554 HP 
https://site2.convention.co.jp/29jbcs/ind
ex.html 

FAX  

e-mail office＠jbcs.gr.jp 会長 
井本 滋（杏林⼤学医学部乳腺外科 教
授） 

e-mail 29jbcs@convention.co.jp 

日本乳がん検診
精度管理 
中央機構 

〒 460-0002 会合名  〒  
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内 2-12-26  所在地  
 丸の内セントラルビル 7 階 会期    
電話 052-219-8166 会場  電話  
FAX 052-219-8165 HP  FAX  
e-mail webmaster_g@qabcs.or.jp 会長  e-mail  
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日本妊娠高血圧
学会 

〒 606-8305 会合名  〒  
所在地 京都府京都市左京区吉田河原町 14  所在地  

 
近畿地方発明センタービル （有）知
人社内 

会期    

電話 075-771-1373 会場  電話  
FAX 075-771-1510 HP  FAX  
e-mail jsshp@chijin.co.jp 会長  e-mail  

日本病態プロテ
アーゼ学会 

〒 467-8601 会合名 第 26 回日本病態プロテアーゼ学会
学術集会 

〒  

所在地 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1  所在地  

 
名古屋市立⼤学⼤学院医学研究科産科
婦人科学内 

会期 2021 年 8 月 27 日（金）～28 日（土）   

電話 052-853-8241 会場 ウィンクあいち（名古屋市） 電話  
FAX 0582-842-2269 HP  FAX  

e-mail jspp@med.nagoya-cu.ac.jp 会長 
柴田 清住（藤田医科⼤学 ばんたね病
院 産婦人科） 

e-mail  

日本婦人科がん
分子標的研究会 

〒 101-0062 会合名 第 20 回日本婦人科がん分子標的 
研究会学術集会 

〒 814-0180 

所在地 東京都千代田区神田駿河台 2-2  所在地 福岡市城南区七隈七丁目 45 番 1 号 

 佐々木研究所 婦人科事務室内 会期 未定（コロナの状況により決定予定）  福岡⼤学医学部産婦人科 

電話 
03-3292-2091 左記ダイヤル後、音声
ガイダンスに従って『5138』をダイヤ
ル 

会場 福岡⼤学構内（予定） 電話 092(801)1011 

FAX 03-3292-1470 HP  FAX  
e-mail ganbunshihyouteki@gmail.com 会長 宮本 新吾 e-mail  

日本婦人科腫瘍
学会 

〒 102-0083 会合名 第 62 回日本婦人科腫瘍学会 
学術講演会 

〒 102-0083 

所在地 東京都千代田区麹町 4-7  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 会期 2021 年 1 月 29 日（金）～30 日（土）  （株）MAコンベンションコンサルティング 
電話 03-3288-1033 会場 仙台国際センター、WEB 同時開催 電話 03-5275-1191 
FAX 03-5275-1192 HP https://jsgo.or.jp/62/ FAX 03-5275-1192 

e-mail gyne-oncol@jsgo.or.jp 会長 
渡部 洋（東北医科薬科⼤学産婦人科学 
教授） 

e-mail jsgo62@macc.jp 
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日本婦人科腫瘍
学会 

〒 102-0083 会合名 第 63 回日本婦人科腫瘍学会 
学術講演会 

〒 102-0083 

所在地 東京都千代田区麹町 4-7  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 会期 2021 年 7 月 16 日（金）～18 日（日）  （株）MAコンベンションコンサルティング 
電話 03-3288-1033 会場 ⼤阪国際会議場（グランキューブ⼤阪） 電話 03-5275-1191 
FAX 03-5275-1192 HP https://jsgo.or.jp/63/index.html FAX 03-5275-1192 

e-mail gyne-oncol@jsgo.or.jp 会長 
⼤道 正英（⼤阪医科⼤学産婦人科学教
室 教授） 

e-mail jsgo63@macc.jp 

日本分娩監視研
究会 

〒 162-8655 会合名 
第 57 回日本分娩監視研究会 

〒  
所在地 東京都新宿区戸山 1-21-1  所在地  

 
国立国際医療研究センター 産婦人科
内 

会期 2021 年 6 月 5 日（土）   

電話  会場 未定 電話  
FAX  HP http://bunkan.umin.jp/ FAX  

e-mail bunbenkanshi@gmail.com 会長 
本間 進（東京都保健医療公社荏原病院
産婦人科 部長） 

e-mail  

日本分娩監視研
究会 

〒 162-8655 会合名 
第 58 回日本分娩監視研究会 

〒  
所在地 東京都新宿区戸山 1-21-1  所在地  

 
国立国際医療研究センター 産婦人科
内 

会期 2021 年 11 月   

電話  会場 未定 電話  
FAX  HP http://bunkan.umin.jp/ FAX  
e-mail bunbenkanshi@gmail.com 会長  e-mail  

日本平滑筋学会 

〒 983-8536 会合名 
第 63 回日本平滑筋学会総会 

〒 761-0793 
所在地 宮城県仙台市宮城野区福室 1-15-1  所在地 香川県木田郡三木町池戸 1750-1 

 
東北医科薬科⼤学  外科学第一（消化
器外科）教室内 

会期 2021 年 8 月 6 日（金）～ 7 日（土）  香川⼤学医学部自律機能生理学 

電話 022-290-8762 会場 かがわ国際会議場 電話 087-891-2100 
FAX 022-290-8763 HP 未定 FAX 087-891-2101 

e-mail jsmr-adm@umin.ac.jp 会長 
平野 勝也（香川⼤学自律機能生理学 
教授） 

e-mail physiol2@med.kagawa-u.ac.jp 
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日本母性衛生 
学会 

〒 103-0004 会合名 
第 62 回日本母性衛生学会学術集会 

〒 〒701-0205 
所在地 東京都中央区東日本橋 1-3-3  所在地 岡山市南区妹尾 2346-1 

 TYD ビル 6F 会期 2021 年 10 月 15 日（金）～ 16 日（土） 
コンベ
ンショ
ン 

第 62 回日本母性衛生学会総会・学術集会運
営事務局 
（株）キョードープラス 

電話 03-5829-6757 会場 岡山コンベンションセンター他 電話 086-250-7681 
FAX 03-5829-6758 HP http://www.bosei-eisei.org/link.php FAX 086-250-7682 

e-mail other@bosei-eisei.org 会長 
中塚 幹也（岡山⼤学⼤学院保健学研究
科 教授） 

e-mail jsmh62@kwcs.jp 

日本母体胎児 
医学会 

〒 350-8550 会合名 第 43 回日本母体胎児医学会 
学術集会 

〒 451-0075 

所在地 埼玉県川越市鴨田 1981  所在地 名古屋市西区康生通 2-26 

 
埼玉医科⼤学総合医療センター 総合
周産期母子医療センター 母体・胎児
部門内 

会期 2021 年 8 月 27 日（金）～28 日（土）  （株）オフィス・テイクワン 

電話  会場 名古屋コンベンションホール 電話 052-508-8510 

FAX  HP 
http://www.cs-
oto.com/43jsmfm/index.html 

FAX 052-508-8540 

e-mail mfm-gakkai@umin.org 会長 
関谷 隆夫（藤田医科⼤学医学部産婦人
科学 臨床教授） 

e-mail 43jsmfm@cs-oto.com 

日本卵子学会 

〒 100-0003 会合名 
第 62 回日本卵子学会学術集会 

〒 060-0042 

所在地 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1   所在地 
札幌市中央区⼤通西 11-4 ⼤通藤井ビル 5
階 503 

 パレスサイドビル 9 階 会期 2021 年 5 月 29 日（土）～30 日（日）  
（株）プロコムインターナショナル 札幌支
店 

電話 03-6267-4550 会場 
とかちプラザ、ホテル日航ノースランド
帯広 

電話 011-272-5234 

FAX 03-6267-4555 HP http://procomu.jp/jsor2021/index.html FAX 011-272-523 

e-mail maf-jsor@mynavi.jp 会長 
鈴木 宏志（帯広畜産⼤学原虫病研究セ
ンター） 

e-mail jsor62@procom-i.jp 

日本臨床細胞 
学会 

〒 101-0062 会合名 第 62 回日本臨床細胞学会総会 
春期⼤会 

〒 261-8550 

所在地 東京都千代田区神田駿河台 2-11-1  所在地 千葉市美浜区中瀬 2-1 

 駿河台サンライズビル 3Ｆ 会期 2021 年 6 月 4 日（金）～6 日（日）  （株）幕張メッセ 事業企画課 

電話 
03-5577-4681 
（平日 11：00～16：00） 

会場 幕張メッセ 電話 043-296-0623 

FAX 03-5577-4683 HP https://jscc2021.jp/index.html FAX 043-296-0529 

e-mail jscc-tnp@jscc.or.jp 会長 
生水 真紀夫（千葉⼤学⼤学院医学研究
院生殖医学 教授） 

e-mail info@jscc2021.jp 
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