
 腫瘍　  周産期　  生殖・内分泌　  女性ヘルスケア（その他含む）

 ：機構専門医の認定講習　  ：同時通訳セッション

第73回日本産科婦人科学会　学術講演会日程表
第1日目　令和3年4月22日（木）

13：008：00 9：00 10：00 11：00 12：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

朱
鷺
メ
ッ
セ

第1会場
2F 

メインホール
第2会場

2F 
中会議室201

第3会場
3F 

中会議室301
第4会場

3F 
中会議室302

第5会場
3F 

小会議室303+304
第6会場

3F 
小会議室306+307

第7会場
4F 

国際会議室
第8会場

1F 
展示ホール

ハンズオン 
セミナー会場

1F 
展示ホール

①

②
ポスター会場
1F 展示ホール

ポスター会場
万代島多目的広場 大かま

14：30～17：00
臨時総会

9：00～10：15
専攻医教育プログラム1

麻谷 澤井 藤村

10：35～11：50
専攻医教育プログラム2

立花 福井 小林

12：10～13：10
ランチョンセミナー3
共催：オリンパス（株）

13：30～15：10
専攻医教育プログラム3

石井 近藤 長谷川 塚原

15：20～17：00
専攻医教育プログラム4

黒川 寺尾 矢内原 金尾

17：20～18：20
専攻医教育プログラム5

倉林 甲村

12：10～13：10
ランチョンセミナー1
共催：中外製薬（株）

12：10～13：10
ランチョンセミナー2
共催：大鵬薬品工業（株）

第73回日本産科婦人科学会　学術講演会日程表　第1日目　2021年4月22日（木）



 腫瘍　  周産期　  生殖・内分泌　  女性ヘルスケア（その他含む）

 ：機構専門医の認定講習　  ：同時通訳セッション

第73回日本産科婦人科学会　学術講演会日程表
第2日目　令和3年4月23日（金）

13：0013：008：00 9：00 10：00 11：00 12：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

朱
鷺
メ
ッ
セ

第1会場
2F 

メインホール
第2会場

2F 
中会議室201

第3会場
3F 

中会議室301
第4会場

3F 
中会議室302

第5会場
3F 

小会議室303+304
第6会場

3F 
小会議室306+307

第7会場
4F 

国際会議室
第8会場

1F 
展示ホール

ハンズオン 
セミナー会場

1F 
展示ホール

①

②
ポスター会場
1F 展示ホール

ポスター会場
万代島多目的広場 大かま

8：00
～

8：10
開
会
式

10：00～10：30
教育講演1

吉野

10：50～11：50　
招請講演1

福島

12：00～13：00  
ランチョンセミナー4

共催：MSD（株）

13：10～16：10　
シンポジウム1

子宮頸癌征圧に向けて～予防と初期病変管理の最前線～
宮本 小貫 関根 上田

16：30～18：00　
会長特別企画1
留学のすすめ

Matsuo 丸山 松村 矢幡

12：00～13：00
ランチョンセミナー6
共催：（株）シノテスト

8：00～9：20
International Session 

Workshop 1
IS-WS-1-1～IS-WS-1-8

9：30～10：50
International Session 

Workshop 6
IS-WS-6-1～IS-WS-6-8

12：00～13：00
ランチョンセミナー5
共催： ジョンソン・エンド・

ジョンソン（株）

17：50～18：50  
イブニングセミナー1
共催： アストラゼネカ（株）/ 

MSD（株）
8：00～9：10

International Session 
Workshop 2

IS-WS-2-1～IS-WS-2-7

9：20～10：30
International Session 

Workshop 5
IS-WS-5-1～IS-WS-5-7

10：40～11：50
International Session 

Workshop 9
IS-WS-9-1～IS-WS-9-7

12：00～13：00
ランチョンセミナー7
共催：持田製薬（株）

16：30～18：00　
婦人科腫瘍委員会・ 

社会保険委員会合同企画
西井 寺井 井坂 山上

8：10～9：40
教育奨励賞受賞講演

小松 竹田 磯部

9：50～10：20
健康・医療活
動賞受賞講演

鮫島

10：30～11：30
学術奨励賞受賞講演

入山 森

13：20～14：20
スポンサードセミナー2
共催：科研製薬（株）

12：00～13：00
ランチョンセミナー8
共催：イルミナ（株）

9：30～10：40
International Session 

Workshop 7
IS-WS-7-1～IS-WS-7-7

12：00～13：00
ランチョンセミナー10
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）

16：10～17：40
スポンサードセミナー6
共催：武田薬品工業（株）

17：50～18：50
イブニングセミナー3
共催：バイエル薬品（株）

8：10～9：10　
医療倫理講習会

近藤

8：10～9：55
JSOG Congress  

Award Candidate 2
IS-AC-2-1～IS-AC-2-7

12：00～13：00
ランチョンセミナー9
共催： インテュイティブ

サージカル（株）

8：10～9：40
JSOG Congress  

Award Candidate 1
IS-AC-1-1～IS-AC-1-6

8：00～9：20
International Session 

Workshop 3
IS-WS-3-1～IS-WS-3-8

14：40～15：40
スポンサードセミナー4
共催：アッヴィ（同）

10：05～11：50
JSOG Congress  

Award Candidate 3
IS-AC-3-1～IS-AC-3-7

16：30～18：30　
リプロダクティブ・ヘルス普及推進委員会

企画
蓮尾 種部 対馬

13：20～14：20
スポンサードセミナー1
共催： あすか製薬（株）/ 

ノーベルファーマ（株）

16：40～17：40
スポンサードセミナー5
共催： キヤノンメディカル

システムズ（株）

17：50～18：50
イブニングセミナー2
共催： コニカミノルタ

ジャパン（株）

12：00～13：00
ランチョンセミナー11
共催：ロート製薬（株）

8：00～19：00
ポスター閲覧

14：40～15：40
スポンサードセミナー3
共催：久光製薬（株）

9：30～10：50
International Session 

Workshop 8
IS-WS-8-1～IS-WS-8-8

8：10～9：20
International Session 

Workshop 4
IS-WS-4-1～IS-WS-4-7

19：00～19：30
ポスター討論

8：00～19：00
ポスター閲覧

19：00～19：30
ポスター討論

第73回日本産科婦人科学会　学術講演会日程表　第2日目　2021年4月23日（金）



 腫瘍　  周産期　  生殖・内分泌　  女性ヘルスケア（その他含む）

 ：機構専門医の認定講習　  ：同時通訳セッション

第73回日本産科婦人科学会　学術講演会日程表
第3日目　令和3年4月24日（土）

13：008：00 9：00 10：00 11：00 12：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

朱
鷺
メ
ッ
セ

第1会場
2F 

メインホール
第2会場

2F 
中会議室201

第3会場
3F 

中会議室301
第4会場

3F 
中会議室302

第5会場
3F 

小会議室303+304
第6会場

3F 
小会議室306+307

第7会場
4F 

国際会議室
第8会場

1F 
展示ホール

ハンズオン 
セミナー会場

1F 
展示ホール

①

②
ポスター会場
1F 展示ホール

ポスター会場
万代島多目的広場 大かま

8：00～8：30
教育講演2

京

8：30～9：00
教育講演3

村越

9：10～9：40
特別講演1

齋藤

9：40～10：10
特別講演2

生水

10：20～10：50
会長講演

榎本

10：50～11：50　
招請講演2

門田

12：00～13：00
ランチョンセミナー12
共催：ライオン（株）

13：10～16：10　
シンポジウム2

妊娠維持のための胎芽・胎児環境解析の進歩
根岸 今井 最上 西島

16：20～17：20　
招請講演3

大津

17：30～18：50　
日本産科婦人科学会　日本女性医学学会　日本生殖内分泌学会
　日本周産期・新生児医学会　日本婦人科腫瘍学会　合同企画
寺内 杉野 池田 永瀬

13：10～14：10
スポンサードセミナー7
共催：PRSS.Japan（株）

8：00～9：30
International Session 

Workshop 10
IS-WS-10-1～IS-WS-10-9

12：00～13：00
ランチョンセミナー14

共催：（株）ツムラ

15：50～17：20
スポンサードセミナー10

共催：フェリング・ファーマ（株）

8：00～9：00
International Ses-
sion Workshop 11
IS-WS-11-1～IS-WS-11-6

9：10～10：20
International Session 

Workshop 13
IS-WS-13-1～IS-WS-13-7

12：00～13：00
ランチョンセミナー13
共催：エーザイ（株）

15：50～17：20
スポンサードセミナー11
共催：バイエル薬品（株）

17：30～18：30
スポンサードセミナー13
共催： インテュイティブ

サージカル（同）

12：00～13：00
ランチョンセミナー17
共催：アステラス製薬（株）

13：10～14：10
スポンサードセミナー8
共催：ゼリア新薬工業（株）

13：10～15：10　
会長特別企画3

Yabuki Backer Ryu Kanao Matsuo

8：00～9：00　
感染対策講習会

森内

10：50～11：20
教育講演5

増山

11：20～11：50
教育講演6

柴原

12：00～13：00
ランチョンセミナー19

共催：MSD（株）

9：40～10：10
教育講演4

加藤

8：00～9：10
International Ses-
sion Workshop 12

IS-WS-12-1～IS-WS-12-7

12：00～13：00
ランチョンセミナー16
共催：富士製薬工業（株）

16：20～17：20
スポンサードセミナー9
共催： 日本ベクトン・

ディッキンソン（株）

8：00～9：30
J-CIMELS ワークショップ

長谷川 橋井 新垣 橋井 山畑 新垣

15：20～16：20
スポンサードセミナー14
　共催： ホロジック 

ジャパン（株）

16：20～17：20
スポンサードセミナー12
共催：ジェンマブ（株）

17：30～18：30
スポンサードセミナー15
共催：武田薬品工業（株）

8：00～10：00　
周産期委員会企画

佐藤 田中 近藤 板倉 山田 下屋

12：00～13：00
ランチョンセミナー18
共催：アトムメディカル（株）

8：00～9：30　
産婦人科未来委員会企画

長谷川 前田 半田

13：10～15：10　
災害対策・復興委員会企画

津田 委員会 海野 早川

12：00～13：00
ランチョンセミナー15
共催：ゲルベ・ジャパン（株）

9：10～10：10 
会長特別企画2　Reiwa Cervi-
cal Cancer Initiative（RCCI）
Silverberg Hanley

16：00～18：00　ハンズオンセミナー 2
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

14：00～15：00
ハンズオンセミナー 1
共催：コヴィディエンジャパン（株）

8：00～19：00
ポスター閲覧

19：00～19：30
ポスター討論

8：00～19：00
ポスター閲覧

19：30～20：00
表彰式

19：00～19：30
ポスター討論

第73回日本産科婦人科学会　学術講演会日程表　第3日目　2021年4月24日（土）



 腫瘍　  周産期　  生殖・内分泌　  女性ヘルスケア（その他含む）

 ：機構専門医の認定講習　  ：同時通訳セッション

第73回日本産科婦人科学会　学術講演会日程表
第4日目　令和3年4月25日（日）

13：008：00 9：00 10：00 11：00 12：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

朱
鷺
メ
ッ
セ

第1会場
2F 

メインホール
第2会場

2F 
中会議室201

第3会場
3F 

中会議室301
第4会場

3F 
中会議室302

第5会場
3F 

小会議室303+304
第6会場

3F 
小会議室306+307

第7会場
4F 

国際会議室
第8会場

1F 
展示ホール

ハンズオン 
セミナー会場

1F 
展示ホール

①

②
ポスター会場
1F 展示ホール

ポスター会場
万代島多目的広場 大かま

12：00～13：00
ランチョンセミナー20
共催：中外製薬（株）

14：50～15：00
閉会式

9：10～10：10
高得点日本語演題3
柳原 中村 山室
澤田 齊藤

10：20～11：20
スポンサードセミナー17
共催： ヤマサ醤油（株）/ 

ベックマン・コールター（株）

12：00～13：00
ランチョンセミナー22
共催：あすか製薬（株）

13：10～14：10　
医療倫理講習会 
（ビデオ上映・ 

事前登録制）

14：20～15：20　
感染対策講習会 
（ビデオ上映・ 

事前登録制）

8：00～9：00
高得点日本語演題1
武永 森 澤田
笠原 鈴木

8：00～9：00
高得点日本語演題2

森 矢坂 上川
菊池 玉内

10：20～11：20
スポンサードセミナー18
共催： GEヘルスケア・

ジャパン（株）

12：00～13：00
ランチョンセミナー23
共催：Varinos（株）

13：10～14：10　
感染対策講習会 
（ビデオ上映・ 

事前登録制）

14：20～15：20　
医療倫理講習会 
（ビデオ上映・ 

事前登録制）

12：00～13：00
ランチョンセミナー24

共催：テルモ（株）

12：00～13：00
ランチョンセミナー25
共催： （株）ナチュラル

　サイエンス

8：00～9：30　
倫理委員会企画1

桑原 榊原 永松

14：20～14：50
教育講演7

中島

12：00～13：00
ランチョンセミナー26
共催： コヴィディエン

ジャパン（株）
8：00～10：00　

指導医講習会
サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会企画

松本 鈴木 中川

13：10～14：10
婦人科腫瘍委員会 

企画
馬場 徳永 山上

13：10～14：10
スポンサードセミナー19
共催： ハルテック（株）/

TMK メディカル（株）/ 
Fotona d.o.o.

9：50～11：50
日本産科婦人科学会　日本精神神経学会

合同ワークショップ
立花 小谷 尾崎 小畠

8：00～9：35
日本産科婦人科学会　 

日本 IVR 学会　合同セッション
近藤 大須賀 大須賀 西尾福 牧野 小野澤 澤田

9：50～10：50
スポンサードセミナー16
共催：日本化薬（株）

8：00～9：30　
編集委員会企画（Wiley協賛）

下川 竹田 加藤
12：00～13：00

ランチョンセミナー21
共催： ジョンソン・エンド・

ジョンソン（株）

13：10～14：10　
女性ヘルスケア 

委員会企画
寺内 江頭 百枝 樋口

9：50～11：20
倫理委員会企画2

三上・榊原 苛原・桑原

9：10～10：10
高得点日本語演題4
鈴木 吉田 阿部
内倉 三木

第73回日本産科婦人科学会　学術講演会日程表　第4日目　2021年4月25日（日）

※

※ART実施施設を対象としたWeb開催の説明会です。
　ART実施施設の責任者の方に視聴用URLを事務局よりメールにてお知らせしております。


