
   共催セミナー 

 

  ランチョンセミナー1 

 

過多月経，貧血をどう診るか？～産婦人科医，血液凝固専門医の立場から～ 

座長： 梶山 広明 名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学 

 

女性の QOL を向上させる過多月経治療 

演者： 塚田 訓子 アトラスレディースクリニック 

 

その過多月経，血液凝固異常かも？ 

演者： 長尾 梓  荻窪病院 血液凝固科 

 

共催： 中外製薬株式会社 

 

  ランチョンセミナー2 

肉腫 

座長： 三上 幹男 東海大学産婦人科 

演者： 武隈 宗孝 静岡県立がんセンター 

共催： 大鵬薬品工業株式会社 

 

  ランチョンセミナー3 

3D で学ぶ！骨盤解剖と婦人科悪性腫瘍手術 ～フレキシブルスコープを用いて～ 

座長： 寺井 義人 神戸大学 

演者： 関山 健太郎 京都大学 

 馬場 長  岩手医科大学 

共催： オリンパス株式会社 

  

現地 4 月 22 日 12：10～13：10 第 3 会場 

現地 4 月 22 日 12：10～13：10 第 4 会場 

現地 4 月 22 日 12：10～13：10 第 7 会場 

WEB（ライブ配信） 



  ランチョンセミナー4 

 

Targeting MSI-high solid tumors with immune checkpoint inhibitors 

座長： 片渕 秀隆 熊本大学 

 

Targeting MSI-high solid tumors with immune checkpoint inhibitors 

演者： Tan David SP 

National University Cancer Institute, Singapore, National University Hospital Associate 

Professor Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore (NUS) 

 

共催： MSD 株式会社 

 

  ランチョンセミナー5 

もう一歩レベルアップさせる TLH～次世代エネルギーデバイスを使用した手術戦略～ 

座長： 安藤 正明 倉敷成人病センター 婦人科 

演者： 羽田 智則 倉敷成人病センター 婦人科 

 林 茂徳  慶應義塾大学医学部 産婦人科 

共催： ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

 

  ランチョンセミナー6 

プロテイン S 低下と不育症、産科異常 

座長： 藤井 知行 山王病院 

演者： 出口 雅士 神戸大学 

共催： 株式会社シノテスト 

 

  ランチョンセミナー7 

 

月経困難症の個別化診療をめざして 

座長： 杉野 法広 山口大学大学院医学系研究科 産科婦人科学講座 

演者： 大須賀 穣 東京大学大学院医学系研究科 産科婦人科学講座 

共催： 持田製薬株式会社 

  

現地 4 月 23 日 12：00～13：00 第 2 会場 

現地 4 月 23 日 12：00～13：00 第 3 会場 

現地 4 月 23 日 12：00～13：00 第 1 会場 

WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 23 日 12：00～13：00 第 4 会場 

WEB（ライブ配信） 



  ランチョンセミナー8 

 

生殖医療における NGS 活用法の最新動向 

座長： 三浦 清徳 長崎大学医学部産婦人科 

 Marcus Hedenskog Vitrolife VP Regional Director, Japan & Pacific. 

演者： 村木 美帆 イルミナ株式会社 Clinical Specialist, Reproductive Genetic Health 

Tristan Hardy  MBBS (Hons) MRMed PhD FRANZCOG FRCPA. Genetics Medical 

Director, Monash IVF Group 

共催： イルミナ株式会社 

 

  ランチョンセミナー9 

 

ダビンチ婦人科手術～安全な導入と定型化への取り組み～ 

座長： 藤井 多久磨 藤田医科大学 

演者： 西尾 浩  慶應大学 

共催： インテュイティブサージカル合同会社 

 

  ランチョンセミナー10 

子宮鏡下手術における快適な術野展開と維持 

～「やってみた！はじめての Real Bipolar TCR と自動灌流装置の使用経験報告！」～ 

座長： 村上 節  滋賀医科大学産科学婦人科学講座 

演者： 高田 淳子 公益財団法人 東京都保健医療公社 大久保病院婦人科 

共催： エム・シー・メディカル株式会社 

カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 

  

現地 4 月 23 日 12：00～13：00 第 7 会場 

現地 4 月 23 日 12：00～13：00 第 5 会場 

WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 23 日 12：00～13：00 第 6 会場 

WEB（ライブ配信） 



  ランチョンセミナー11 

 

第 11 回・第 12 回ロート女性健康科学研究賞 授賞式・受賞記念講演 

座長： 木村 正  大阪大学 

 

～第 11 回受賞者～ 

演者： 齊藤 和毅 東京医科歯科大学 

 山田 満稔 慶應義塾大学 

 原田 美由紀 東京大学 

 

～第 12 回受賞者～ 

演者： 谷村 憲司 神戸大学 

 木須 伊織 慶應義塾大学 

 田中 博明 三重大学 

 

共催： ロート製薬株式会社 

 

  ランチョンセミナー12 

 

日本産科婦人科学会と日本歯科医師会の連携意義 ～妊産婦の口腔健康管理の普及に向けて～ 

座長： 堀 憲郎  日本歯科医師会 

 木村 正  日本産科婦人科学会 

演者： 小山 茂幸 日本歯科医師会 

 阪埜 浩司 日本産科婦人科学会 

共催： ライオン株式会社 

 

  ランチョンセミナー13 

 

子宮平滑筋肉腫を中心とした最新の肉腫治療戦略 

座長： 万代 昌紀 京都大学 

演者： 竹原 和宏 四国がんセンター 

 Wei-Wu Chen National Taiwan University Hospital 

共催： エーザイ株式会社 

  

現地 4 月 23 日 12：00～13：00 第 8 会場 

WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 24 日 12：00～13：00 第 1 会場 

WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 24 日 12：00～13：00 第 2 会場 

WEB（ライブ配信） 



  ランチョンセミナー14 

 

子宮内膜症の治療における漢方の役割 

座長： 森重 健一郎 岐阜大学大学院医学系研究科 産科婦人科学分野 

 

古くて新しい子宮内膜症の漢方治療 

演者： 甲賀 かをり 東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻産婦人科学講座 

 

子宮内膜症における漢方療法の効果 

演者： 谷口 文紀 鳥取大学医学部 産科婦人科学分野 

 

共催： 株式会社ツムラ 

 

  ランチョンセミナー15 

“Latest Clinical Evidence on HSG value” 

座長： 大須賀 穣 東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 

 

子宮卵管造影が生殖医療に与える影響 

演者： 吉野 修  北里大学産婦人科 

 

不妊治療における子宮卵管造影の重要性 

演者： 田中 温  セントマザー産婦人科医院 

 

共催： ゲルべ・ジャパン株式会社 

 

  ランチョンセミナー16 

 

婦人科がんサバイバーへの HRT ～ current concept and future directions ～ 

座長： 加藤 聖子 九州大学大学院 医学研究院 生殖病態生理学分野 

演者： 髙松 潔  東京歯科大学市川総合病院 産婦人科 

共催： 富士製薬工業株式会社 

  

現地 4 月 24 日 12：00～13：00 第 4 会場 

現地 4 月 24 日 12：00～13：00 第 3 会場 

WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 24 日 12：00～13：00 第 5 会場 

WEB（ライブ配信） 



  ランチョンセミナー17 

婦人科外来の下部尿路診療─ムダのない介入について考える─ 

座長： 古山 将康 大阪市立大学大学院医学研究科 女性生涯医学 

演者： 中田 真木 三井記念病院 産婦人科 

共催： アステラス製薬株式会社 

 

  ランチョンセミナー18 

『産科における止血戦略』   ～局所止血か？血流遮断か？～ 

座長： 関 博之  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 

演者： 牧野 真太郎 順天堂大学医学部附属浦安病院 産婦人科科長・産婦人科 

共催： アトムメディカル株式会社 

 

  ランチョンセミナー19 

HPV ワクチンに関する日本の状況 2021 

座長： 宮城 悦子 横浜市立大学大学院医学研究科 産婦人科学 

 

HPV ワクチン接種率向上に向けた富山県の取り組み 

演者： 種部 恭子 医療法人社団藤聖会女性クリニック We！TOYAMA、富山県議会議員 

 

接種後の症状に対する北海道大学病院 HPV 副反応支援センターでの取り組み 

演者： 柳生 一自 北海道大学病院 児童思春期精神医学研究部門 

 

共催： MSD 株式会社 

 

  ランチョンセミナー20 

 

初回卵巣癌治療における薬物療法 

座長： 永瀬 智  山形大学医学部産科婦人科学講座 

演者： 平嶋 泰之 静岡県立静岡がんセンター婦人科 

共催： 中外製薬株式会社 

  

現地 4 月 24 日 12：00～13：00 第 6 会場 

現地 4 月 24 日 12：00～13：00 第 7 会場 

現地 4 月 24 日 12：00～13：00 第 8 会場 

現地 4 月 25 日 12：00～13：00 第 1 会場 

WEB（ライブ配信） 



  ランチョンセミナー21 

理論でわかる産婦人科合併症対策 

座長： 小林 裕明 鹿児島大学医学部 産科婦人科学教室 

 

増える TLH！ 低侵襲手術だからこそ、術後トラブルの軽減を追求した腟断端縫合とは？ 

演者： 松本 貴  医療法人伯鳳会 大阪中央病院 婦人科 

 

形成外科医が提唱するケロイド・肥厚性瘢痕を予防する技術と理論について 

演者： 小川 令  日本医科大学 形成外科学教室 

 

共催： ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

 

  ランチョンセミナー22 

子宮筋腫の治療選択と GnRH アンタゴニストの役割 

座長： 吉村 𣳾典 慶應義塾大学 

演者： 百枝 幹雄 聖路加国際病院 副院長 女性総合診療部 

共催： あすか製薬株式会社 

 

  ランチョンセミナー23 

 

不妊症から子宮内膜症、早産まで多様な疾患に影響を及ぼす生殖器内細菌叢の可能性 

座長： 工藤 美樹 広島大学 産婦人科 

演者： 銘苅 桂子 琉球大学病院 

 大槻 克文 昭和大学江東豊洲病院 産婦人科 

共催： Varinos 株式会社 

  

現地 4 月 25 日 12：00～13：00 第 2 会場 

現地 4 月 25 日 12：00～13：00 第 3 会場 

現地 4 月 25 日 12：00～13：00 第 4 会場 

WEB（ライブ配信） 



  ランチョンセミナー24 

患者 QOL 向上に繋がる低侵襲手術実現を目指して 

座長： 塩田 充  川崎医科大学 婦人科腫瘍学教室 

 

安全な腹腔鏡手術をするためのエコな工夫 

演者： 長谷川 明俊 川崎幸病院 婦人科 

 

学会活動を通じた健全な低侵襲手術の普及への取組 

演者： 平池 修  東京大学大学院 医学系研究科 産婦人科学講座 

 

共催： テルモ株式会社 

 

  ランチョンセミナー25 

アレルギー疾患の発症リスクとスキンケアの重要性 

座長： 西島 浩二 新潟大学医歯学総合病院 

演者： 福家 辰樹 国立成育医療研究センター アレルギーセンター 総合アレルギー科 

共催： 株式会社ナチュラルサイエンス 

 

  ランチョンセミナー26 

TLH/RATLH ～手術とデバイスの変遷～ 

座長： 西 洋孝  東京医科大学 産科婦人科学教室 

演者： 宮本 雄一郎 東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 

 松浦 基樹 札幌医科大学医学部 産婦人科学講座 

共催： コヴィディエンジャパン株式会社 

  

現地 4 月 25 日 12：00～13：00 第 5 会場 

現地 4 月 25 日 12：00～13：00 第 6 会場 

現地 4 月 25 日 12：00～13：00 第 7 会場 



  イブニングセミナー1 

 

Optimal treatment of patients with advanced primary ovarian cancer 

座長： 岡本 愛光 東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座 

 

Optimal treatment of patients with advanced primary ovarian cancer 

演者： Philipp Harter Head of the Gynecological Cancer Center, Essen-Mitte Clinics 

 

共催： アストラゼネカ株式会社／MSD 株式会社 

 

  イブニングセミナー2 

Made in JAPAN の挑戦 

座長： 田中 守  慶應義塾大学 

 石井 桂介 大阪母子医療センター 

 

Perfect fit “GX30” 産科診療全般に経腟エコーを生かす 

演者： 齋藤 昌利 東北大学 

 

共催： コニカミノルタジャパン株式会社 

 

  イブニングセミナー3 

生殖医療と周産期のさらなる連携を目指して ～From プレコンセプション To ポストパルタム～ 

座長： 杉山 隆  愛媛大学医学部 産科婦人科学 

 

妊娠前からの葉酸は生殖と周産期の架け橋となる 

演者： 太田 邦明 東邦大学医療センター大森病院 産婦人科 

 

妊娠中も葉酸が母子の健康を守る！ 

演者： 中井 章人 日本医科大学 産婦人科学 

 

共催： バイエル薬品株式会社 

  

現地 4 月 23 日 17：50～18：50 第 3 会場 

現地 4 月 23 日 17：50～18：50 第 7 会場 

WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 23 日 17：50～18：50 第 2 会場 



  スポンサードセミナー1 

周期投与と連続投与の使い分け ～OC・LEP ガイドライン 2020 年度版からのメッセージ～ 

座長： 大道 正英 大阪医科薬科大学 医学部 産婦人科学教室 

 

周期投与と連続投与の使い分け ～OC・LEP ガイドライン 2020 年度版からのメッセージ～ 

演者： 篠原 康一 愛知医科大学 産婦人科学講座 

 

共催： あすか製薬株式会社／ノーベルファーマ株式会社 

 

  スポンサードセミナー2 

 

早産の傾向と対応 ～術後合併症対策まで～ 

座長： 増山 寿  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

 

早産の傾向と対応 ～術後合併症対策まで～ 

演者： 牧野 真太郎 順天堂大学医学部附属浦安病院 産婦人科 

 

共催： 科研製薬株式会社 

 

  スポンサードセミナー3 

閉経関連泌尿生殖器症候群（GSM）の病態と治療 ～HRT は有効か～ 

座長： 横山 良仁 弘前大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座 

 

閉経関連泌尿生殖器症候群（GSM）の病態と治療 ～HRT は有効か～ 

演者： 望月 善子 医療法人もちづき女性クリニック / 獨協医科大学 産科婦人科 

 

共催： 久光製薬株式会社 

 

  スポンサードセミナー4 

 

B 型・C 型肝炎撲滅への挑戦～産婦人科医の担う役割 

座長： 板倉 敦夫 順天堂大学医学部・大学院医学研究科 産婦人科学 

演者： 名越 澄子 埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 

共催： アッヴィ合同会社 

 

現地 4 月 23 日 13：20～14：20 第 3 会場 

現地 4 月 23 日 14：40～15：40 第 3 会場 

現地 4 月 23 日 13：20～14：20 第 4 会場 

WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 23 日 14：40～15：40 第 4 会場 

WEB（ライブ配信） 



  スポンサードセミナー5 

Made in JAPAN の挑戦 

座長： 田中 守  慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 

 石井 桂介 大阪母子医療センター 産科 

 

All in ONE 'Aplio' 

手術室・病棟でハイエンドエコーを活かす 

演者： 長谷川 潤一 聖マリアンナ医科大学 産婦人科 

 

All in ONE “Aplio“ 

胎児形態評価にハイエンドエコーを活かす 

演者： 市塚 清健 昭和大学 産婦人科 

 

共催： キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

 

  スポンサードセミナー6 

 

卵巣癌維持療法の最新トピックス 

座長： 青木 大輔 慶應義塾大学 

演者： 杉山 徹  聖マリア病院 

 平沢 晃  岡山大学 

 島田 宗昭 東北大学 

共催： 武田薬品工業株式会社 

 

  スポンサードセミナー7 

（仮） 肥厚性瘢痕予防及び治療 新たな提唱 2021 

座長： 太田 博明 藤田医科大学病院 国際医療センター・FUJITA EXECUTIVE CLUB 

 

（仮） 肥厚性瘢痕予防及び治療 新たな提唱 2021 

演者： 山田 秀和 近畿大学アンチエイジングセンター／近畿大学奈良病院皮膚科 

 

共催： PRSS.Japan 株式会社 

  

現地 4 月 23 日 16：40～17：40 第 3 会場 

現地 4 月 24 日 13：10～14：10 第 3 会場 

現地 4 月 23 日 16：10～17：40 第 7 会場 

WEB（ライブ配信） 



  スポンサードセミナー8 

 

産婦人科領域における鉄欠乏性貧血治療 

座長： 渡利 英道 北海道大学大学院医学研究院 産婦人科学教室 

 

産婦人科領域における鉄欠乏性貧血治療 

演者： 矢幡 秀昭 九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学 

 

共催： ゼリア新薬工業株式会社 

 

  スポンサードセミナー9 

HPV に関する最新情報～検査とワクチン 

座長： 笹川 寿之 金沢医科大学 産科婦人科学 

演者： 藤原 寛行 自治医科大学 産科婦人科学講座 

共催： 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 

 

  スポンサードセミナー10 

発売から 1 年 子宮頸管熟化剤プロウペス腟用剤 10mg の実際 

座長： 池田 智明 三重大学 産科婦人科学 

 

頸管熟化不良例に対する分娩誘発―プロウペスで何が変わるのか 

演者： 永松 健  東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 

 

プロウペスの使用経験について ～従来の器械的子宮頸管拡張との比較検討～ 

演者： 銘苅 桂子 琉球大学病院 周産母子センター 

 

共催： フェリング・ファーマ株式会社 

  

現地 4 月 24 日 16：20～17：20 第 2 会場 

現地 4 月 24 日 15：50～17：20 第 3 会場 

現地 4 月 24 日 13：10～14：10 第 4 会場 

WEB（ライブ配信） 



  スポンサードセミナー11 

 

女性が輝く社会を実現するための若年者への健康教育と LEP による治療介入 

座長： 生水 真紀夫 千葉大学大学院医学研究院 生殖医学 

 

女性を取り巻く課題の現状と若年者への教育の重要性 

演者： 宋 美玄  丸の内の森レディースクリニック 

 

かがやきスクールの経験から見えた健康教育支援の現状と課題 

演者： 木戸口 結子  バイエルホールディング株式会社 

 

OC・LEP ガイドライン 2020 年度版にみる LEP 治療介入の有効性と注意点 

演者： 寺内 公一  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科  

茨城県地域産科婦人科学講座 

 

共催： バイエル薬品株式会社 

 

  スポンサードセミナー12 

 

婦人科領域における抗体薬物療法の現状と今後の展望 

座長： 勝俣 範之 日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科 

 

婦人科領域における抗体薬物療法の現状と今後の展望 

演者： 原野 謙一 国立がん研究センター東病院 先端医療科／腫瘍内科 

 

共催： ジェンマブ株式会社 

 

  スポンサードセミナー13 

 

ダビンチ子宮体癌手術～症例をコミットする、そして極める～ 

座長： 馬場 長  岩手医科大学 

演者： 髙橋 伸卓 静岡県立静岡がんセンター 

共催： インテュイティブサージカル合同会社 

 

現地 4 月 24 日 15：50～17：20 第 4 会場 WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 24 日 16：20～17：20 第 7 会場 

WEB（ライブ配信） 

現地 4 月 24 日 17：30～18：30 第 2 会場 

WEB（ライブ配信） 



  スポンサードセミナー14 

 

一気にわかる！HPV 検査 

座長： 吉川 裕之 茨城県立中央病院 

 

一気にわかる！HPV 検査 

演者： 松本 光司 昭和大学医学部 産婦人科学講座 

 

共催： ホロジックジャパン株式会社 

 

  スポンサードセミナー15 

婦人科がんにおけるゲノム医療と Precision Medicine 

座長： 松村 謙臣 近畿大学 

演者： 織田 克利 東京大学 

共催： 武田薬品工業株式会社 

 

  スポンサードセミナー16 

すぐに役立つ産婦人科領域の IVR の知識 ～子宮動脈塞栓術（UAE）を中心に 

座長： 宮本 新吾 福岡大学医学部 産婦人科学教室 

 

子宮筋腫における UAE の有害事象と対処例 

演者： 澤田 健二郎 大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学教室 

 

意外と便利、気軽に頼もう IVR 

演者： 小野澤 志郎 杏林大学医学部 放射線医学教室 

 

共催： 日本化薬株式会社 

 

  スポンサードセミナー17 

月経関連疾患に対する新たな血液マーカーの使用法 -ホルモン療法を行う際の指標として- 

座長： 太田 博明 藤田医科大学病院 国際医療センター／山王メディカルセンター・女性医療センター 

演者： 太田 郁子 倉敷平成病院 

共催： ヤマサ醬油株式会社／ベックマン・コールター株式会社 

 

現地 4 月 24 日 17：30～18：30 第 7 会場 

現地 4 月 25 日 9：50～10：50 第 2 会場 

現地 4 月 25 日 10：20～11：20 第 3 会場 

現地 4 月 24 日 15：20～16：20 第 8 会場 

WEB（ライブ配信） 



  スポンサードセミナー18 

妊娠初期スクリーニング～ from basic to beyond～ 

座長： 亀井 良政 埼玉医科大学 産婦人科 

演者： 山本 祐華 順天堂大学医学部 産婦人科学講座 

共催： GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 

 

  スポンサードセミナー19 

 

最新テクノロジーを用いた低侵襲婦人科治療～GSM・尿失禁・POP・切らない婦人科形成術～ 

座長： 明樂 重夫 日本医科大学付属病院 女性診療科・産科 

演者： 宮崎 綾子 W CLINIC 梅田院 婦人科 

 宮内 聡秀 大分泌尿器科病院 泌尿器科 

共催： ハルテック株式会社／TMK メディカル株式会社／Fotona d.o.o 

現地 4 月 25 日 10：20～11：20 第 4 会場 

現地 4 月 25 日 13：10～14：10 第 2 会場 

WEB（ライブ配信） 


