第63回神奈川胎児エコー研究会スペシャル講座 会場一覧
会場名
（本会場）神奈川県立こども医療センター 2階講堂(神奈川県)
旭川厚生病院 ３階会議室(北海道)
慶愛病院 ふれあいるーむ(北海道)
札幌医科大学記念ホール １階A会議室(北海道)

2016/7/22
会場住所

定員

〒232-8555 神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4 ◎日産婦
70
学・医
〒078-8211 北海道旭川市1条通24丁目111番地 ◎日産婦学・ 15
医
〒080-0803北海道帯広市東3条南9丁目2 ◎日産婦学・医
14

会場ＵＲＬ
http://kanagawapho.jp/osirase/byouin/kodomo/access/transport.html
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/asahikawa/
http://www.keiai.or.jp/index.html

50

http://web.sapmed.ac.jp/

20

http://www.huhp.hokudai.ac.jp/

ヴィラ・セシリア（レディスクリニック・セントセシリア別棟）(青森県)

〒060-8543 北海道札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地
◎日産婦学・医
〒060-8648 北海道札幌市北区北14条西5丁目 ◎日産婦学・
医
〒030-0944 青森県青森市筒井八ツ橋95-12 ◎日産婦学・医

10

http://www.cecilia3.com

岩手医科大学附属循環器医療センター3階研修室(岩手県)

〒020-8505 岩手県盛岡市内丸１９番１号 ◎日産婦学・医

20

http://www.iwate-med.ac.jp/hospital/outline/gaiyo/g03/

宮城県立こども病院(宮城県)

5

http://www.miyagi-children.or.jp/access/

石巻赤十字病院(宮城県)

〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合４－３－１７ ◎日産婦
学・医
〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字西道下71 ◎日産婦学・医

12

http://www.ishinomaki.jrc.or.jp

東北大学 医学部1号館 2階 大会議室(宮城県)

〒980-8575 宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 ◎日産婦学・医

100

http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/seiryo/

日本海総合病院第一会議室(山形県)

〒998-8501山形県酒田市あきほ町30 ◎日産婦学・医

20

http://www.nihonkai-hos.jp/hospital/modules/accessmap/index.php

筑波大学附属病院 地域医療システム研究棟1階 遠隔討議室(茨城県)

〒305-0005 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 ◎日産婦学・医 30

http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/general/access.html

自治医科大学産婦人科医局(栃木県)

〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 ◎日産婦学・医

20

http://www.jichi.ac.jp/

横田マタニティーホスピタル(群馬県)

〒371-0031 群馬県前橋市下小出町1-5-22 ☓日産婦学・医

20

http://www.yokotamaternity.com

産科婦人科舘出張佐藤病院(群馬県)

〒370-0836 群馬県高崎市若松町96 ☓日産婦学・医

12

http://www.sato-hospital.gr.jp/

埼玉医科大学総合医療センター 5階小講堂(埼玉県)

〒350-8550埼玉県川越市鴨田1981 ☓日産婦学・医

50

http://www.saitama-med.ac.jp/kawagoe/07access/index.html

産婦人科 菅原病院 7階 母親教室(埼玉県)

〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-2

12

http://www.sugawara-hp.jp/sp/index.php

窪谷産婦人科 地下イベントホール（千葉県柏市）(千葉県)

〒277-0023 千葉県柏市中央２－２－１２ ◎日産婦学・医(学会
は5単位のみ)
〒273-0031千葉県船橋市西船５－２４－２ ◎日産婦学・医(学
会は5単位のみ)
〒286-8523 千葉県成田市飯田町90-1 ◎日産婦学・医(学会
は5単位のみ)
〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻１－８－１ ◎日産婦学・
医(学会は5単位のみ)

20

http://www.kubonoya.or.jp/about/access.html

6

https://www.ywh.or.jp/

7

http://www.narita.jrc.or.jp/

100

http://www.ho.chiba-u.ac.jp/guide/floor_03.html

北海道大学病院 医療情報企画部 会議室(北海道)

山口病院 レクチャールーム (満席 受付終了)(千葉県)
成田赤十字病院 産婦人科医局(千葉県)
千葉大学医学部病院 外来A棟 ３階 セミナー室３(千葉県)

☓日産婦学・医

☓日産婦学・医：

1/3

日本産婦人科医会資格認定単位発行無し
日本産科婦人科学会資格認定単位発行無し
◎日産婦学・医： 日本産婦人科医会資格認定単位発行有り決定
日本産科婦人科学会資格認定単位発行有り決定
記載なし：調整中

会場名
FMC東京クリニック(東京都)

会場住所

定員

会場ＵＲＬ
http://www.fmctokyo.jp

榊原記念病院榊原ホール(東京都)

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館2F ◎日産婦 9
学・医
〒183-0003東京都府中市朝日町3-16-1 ◎日産婦学・医
30

東京リバーサイド病院(東京都)

〒116-0003 東京都荒川区南千住8-4-4 ◎日産婦学・医

12

http://www.trshp.jp/

東京大学医学部附属病院(東京都) (満席 受付終了)

〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 ◎日産婦学・医

20

http://www.h.u-tokyo.ac.jp/

東京都立墨東病院(東京都)

〒130-8575 東京都墨田区江東橋4-23-15 ◎日産婦学・医

30

http://bokutoh-hp.metro.tokyo.jp/

日野市立病院(東京都)

〒191-0062 東京都日野市多摩平4-3-1 ◎日産婦学・医

30

http://hospital.city.hino.tokyo.jp/access/index.html

伊勢原協同病院(神奈川県)

〒259-1132 神奈川県伊勢原市田中345 ☓日産婦学・医

15

http://www.iseharahp.com

魚沼基幹病院(新潟県)

〒949-7302 新潟県南魚沼市浦佐4132番地 ◎日産婦学・医

40

http://www.uonuma-kikan-hospital.jp/

福井愛育病院４階大研修室(福井県)

〒910-0833福井県福井市新保２丁目３０１ ◎日産婦学・医

11

http://www.fab.or.jp/

山梨県立中央病院(山梨県)

〒400-8506 山梨県甲府市富士見1-1-1 ◎日産婦学・医

20

http://www.ych.pref.yamanashi.jp/

庄司産婦人科(静岡県)

http://www.shojisan.jp

磐田市立総合病院 周産期センター講堂(静岡県)

〒424-0815 静岡県静岡市清水区江尻東１－４－１ ◎日産婦 10
学・医
〒438-8550 静岡県磐田市５１２－３ ◎日産婦学・医
30

名古屋市立大学病院臨床シミュレーションセンター 周産期新生児室(愛
知県)
桑名東医療センター(三重県)

〒467-8601 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ ◎日産婦 15
学・医
〒511-0061 三重県桑名市寿町3-11 ◎日産婦学・医
15

http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/simncu/index.html

滋賀医科大学 臨床講義室3(滋賀県)

〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 ◎日産婦学・医

300

http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/

近畿大学医学部小児科学教室カンファレンスルーム(大阪府)

〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東366-2 ◎日産婦学・医

10

http://www.med.kindai.ac.jp/

小阪産病院 ハーティーハウス(大阪府) (満席 受付終了)

〒577-0807 大阪府東大阪市菱屋西3-6-8 ◎日産婦学・医

5

http://www.kosaka.or.jp/access.html

大阪大学医学部 イノベーションセンター(大阪府)

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2 ◎日産婦学・医

50

http://www.comit.med.osaka-u.ac.jp/jp/access.html

医療法人伯鳳会 産科婦人科小国病院 (満席 受付終了)(兵庫県)

〒670-0952兵庫県姫路市南条2-23 ☓日産婦学・医

8

http://www.oguni-hp.com/access/index.html

平野マタニティクリニック(兵庫県)

〒665-0881 兵庫県宝塚市山本東3-14-5 ☓日産婦学・医

10

http://www.hirano-mc.com

日赤和歌山医療センター１F会議室(和歌山県)

〒640-8558 和歌山県和歌山市小松原通４丁目２０番地 ◎日 10
産婦学・医
〒680-0901 鳥取県鳥取市江津 ☓日産婦学・医
30

鳥取県立中央病院(鳥取県)

http://www.hospital.heart.or.jp/gaiyo/access/

http://www.hospital.iwata.shizuoka.jp/about/access/

http://www.kuwanacmc.or.jp/east/access/

http://www2.kankyo.ne.jp/nisseki-w/
http://www.pref.tottori.lg.jp/chuoubyouin/
☓日産婦学・医：
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日本産婦人科医会資格認定単位発行無し
日本産科婦人科学会資格認定単位発行無し
◎日産婦学・医： 日本産婦人科医会資格認定単位発行有り決定
日本産科婦人科学会資格認定単位発行有り決定
記載なし：調整中

会場名

会場住所

定員

会場ＵＲＬ

岡山大学病院 入院棟4階 カンファレンスルーム(岡山県)

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 ◎日産婦学・医 30

http://www.okayama-u.ac.jp/user/hos/koutu.html

JA尾道総合病院 附属館5階(広島県)

〒722-8508 広島県尾道市平原1丁目10-23 ◎日産婦学・医

30

http://onomichi-gh.jp/

広島市立広島市民病院 ２Ｆ大会議室(広島県)

〒730-8518 広島県広島市中区基町7-33 ◎日産婦学・医

20

http://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/guide/info/access.php

福山医療センター病棟6階 講義室(広島県)

10

http://www.fukuyama-hosp.go.jp/

20

http://www.kagawa‐inoshita‐hospital.or.jp/index.html

愛媛県立中央病院3階中会議室(愛媛県)

〒720-8520 広島県広島県福山市沖野上町４丁目１４番１７号
◎日産婦学・医
〒769-1613 香川県観音寺市大野原町花稲818‐1 ◎日産婦
学・医
〒790-0024 愛媛県松山市春日町８３番 ◎日産婦学・医

20

http://www.eph.pref.ehime.jp/epch/index.htm

市原産婦人科医院(満席 受付終了)(熊本県)

〒861-2233熊本県上益城郡益城町惣領1487 ☓日産婦学・医 5

https://www.facebook.com/ichiharawc/

渡辺病院ひまわりルーム(宮崎県)

〒883-0022 宮崎県日向市大字平岩718 ◎日産婦学・医

10

http://www.watanabehospital.jp/

野田医院(宮崎県)

〒885-0051 宮崎県都城市蔵原町9-18 ◎日産婦学・医

15

http://noda-clinic.jp

鹿児島大学産科婦人科学講座医局カンファレンスルーム(鹿児島県)

〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 ◎日産婦学・医 15

http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/outpatient/access.html

沖縄県立中部病院 総合周産期母子医療センター(沖縄県)

〒904-2293 沖縄県うるま市宮里281 ◎日産婦学・医

20

http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chubu/access.html

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター(沖縄県)

20

http://www.hosp.pref.okinawa.jp/nanbu/

琉球大学医学部付属病院の管理棟の２F、小会議室(沖縄県)

〒901-1193 沖縄県島尻郡南風原町字新川118-1 ◎日産婦
学・医
〒903-0215 沖縄県西原町字上原207番地 ◎日産婦学・医

15

http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/location.html

胎児診所（台湾）

〒104-0000 台湾台灣台北市中山區中山北路二段162號7樓

1

http://w3.fetalmedicine.tw/

香川井下病院(香川県)

☓日産婦学・医：
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日本産婦人科医会資格認定単位発行無し
日本産科婦人科学会資格認定単位発行無し
◎日産婦学・医： 日本産婦人科医会資格認定単位発行有り決定
日本産科婦人科学会資格認定単位発行有り決定
記載なし：調整中

