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千葉県産科婦人科医学会 令和 3 年度冬季学術講演会 

演題募集のご案内 
   

 

当番世話人 

東邦大学医療センター佐倉病院 高島 明子 

 

 

拝 啓 

 初秋の候、会員の先生方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

例年開催しております千葉県産科婦人科医学会冬季学術講演会を、今年度は東邦大学医療センタ

ー佐倉病院産婦人科が担当させていただくことになりました。 

昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、「オンデマンド配信による WEB 開催」

とさせていただきましたが、今年度は「会場開催」と「WEB 開催」を併せた「ハイブリット開催」

とさせていただきます。（「会場参加」については、関係者と発表者を除いて先着 30 名までとしま

す。） 

なお、別紙の要領で一般演題を募集いたしますので、ふるってご応募いただきますよう宜しくお

願い申し上げます。（演者の先生は、会場でのご講演をお願いいたします。（スライド提出期限：令

和 4 年 1 月 21 日（金）） 

 一般演題の他に、特別講演をご用意させていただく予定です。（特別講演については現在依頼中

の為、千葉県産科婦人科医学会ＨＰまたは千葉県産科婦人科医学会雑誌にて改めてご案内をさせて

いただきます。） 

今回の学術集会の特別講演に、日本専門医機構単位・日本産婦人科医会研修シールを取得できる

ように申請予定ですので、可能な限り「WEB」にてご視聴下さいますようお願い申し上げます。 

（※取得できる単位についても、上記の雑誌またはＨＰにてご確認ください。） 

敬 具 

 

記 

 

日 時：令和 3 年 1 月 29 日(土) 午後１時半～（予定）（演題数により変更の可能性があります） 

場 所：WEB 開催（会場：千葉県医師会 3 階 会議室  

※会場参加は、関係者と発表者を除いて先着 30 名までです。 

千葉市中央区千葉港 4－1  TEL 043-239-5473 

千葉都市モノレール 市役所前駅徒歩 1 分 

※千葉県医師会駐車場は台数に限りがございますので、空いていない場合は、 

公共交通機関をご利用されるか、近隣の有料駐車場(千葉市役所駐車場等)をご利用下さい。  

一般講演：テーマの指定はありません。 

特別講演：「依頼中」 

     特別講演は東邦大学医療センター大森病院 教授 片桐 由起子 先生 

  

☜千葉県産科婦人科医学会 HP 

WEB 参加の申し込みについては、 

12 月 1 日(水)より HP にて案内を開始いたします。 



 
 
 

千葉県産科婦人科医学会 令和 3 年度冬季学術講演会 
演題募集要項 

 
 

○ 別紙の例文に従い、タイトル、所属、演者、抄録本文（600 字以内）を Word にて作成してく

ださい。 

フォントは MS 明朝体、12 サイズでお願いします。 

「。」「、」ではなく，「．」「，」を使用してください。 

 

○ メールにて添付ファイルの形式で 

「ishida-04@sakura.med.toho-u.ac.jp」までお送り下さい。 

メールタイトルは【令和 3 年度冬季学術講演会抄録】とし、本文中に発表内容のカテゴ

リーを明記してください。 

＜カテゴリー＞ 
1）周産期 

2）不妊・内分泌 

3）腫瘍 

4）女性医学 

5）婦人科一般・その他 

 

○ メールを確認次第、こちらからメールにてご連絡いたします。 

1 週間過ぎても返事がない場合は、043-462-8811（代表）までご連絡ください。 

 

 

締め切り：令和 3 年 11 月 19 日（金）必着でお願い致します。 
 

 

不明な点などにつきましては、メールまたは TEL にてお問い合わせください。 

 

 

千葉県産科婦人科医学会 令和 3 年度冬季学術講演会 事務局 

担当 石田 洋昭 

 

東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科 

〒 285-8741 

                     千葉県佐倉市下志津 564-1 

                      TEL 043-462-8811（代表） 

                          ishida-04@sakura.med.toho-u.ac.jp 

 

 

  



 

＜抄録の例文＞ 
 

カテゴリー 3 

エトポシド、シスプラチン併用化学療法が著効した臨床的絨毛癌の一例 

 

○○病院 産婦人科 1）検査科 2） 

△△△△△△1），■■■■■■1），◎◎◎◎◎◎◎1），◆◆◆◆◆◆◆2） 

 

 絨毛癌は以前より、化学療法による治療が重要視されていた。しかし従来より使用

されている３剤以上の多剤併用療法は、副作用も強く患者に対する負担が大きかっ

た。 

今回我々は、胞状奇胎を先行妊娠とし、hCG の推移が非順調型であったため、侵

入奇胎と診断され MTX による化学療法が試行されたが hCG の上昇並びに多発性の

肺転移巣の存在から臨床的絨毛癌と診断した患者に対し、エトポシドとシスプラチ

ンの２剤併用療法（EP 療法）を試行したところ、完全寛解が得られた症例を経験し

たので報告する。 

 EP 療法を 6 コース投与したところ hCG の値はすみやかに改善し、肺の転移巣は

X 線 CT 上縮小ならびに消失を認めた。また hCG が感度以下になったにも関わらず

消失しない腫瘤に対しては、胸腔鏡により腫瘤部の生検を試行し、病理組織的に残存

腫瘍組織が消失したことを確認しえた。また治療中はグレード３以上の重篤な副作

用は認めなかった。 

 以上の経過より、○○○○○○○○○○○○○ 

                          （600 字以内） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

発表者の今後の予定 （WEB 配信準備の為、事前のご提出をお願いいたします） 

 

令和４年１月 21日(金)厳守 発表データのファイルアップロード締切 

 

※演者は原則来場しての講演をお願いします。 

（会場 PCを利用してのご講演をお願いいたします。） 

濃厚接触者や病院からの出張禁止、遠方で来場が難しいという場合は、 

WEBでの講演を受け付けます。 

 

 ※アップロード先については、抄録を送付された際にお知らせしますが、

12月1日(水)からは、千葉県産科婦人科医学会HPでもご案内いたします。  



 

【別 紙】 （一社）千葉県産科婦人科医学会 行 （ＦＡＸ 043－239－5461） 

 

会場参加希望者用  ※関係者と発表者を除いて先着 30 名まで 
                    (現在の会場参加者数については本会 HP にて順次更新いたします) 

 

千葉県産科婦人科医学会令和 3 年度冬季学術講演会 
 

       令和 3 年 1 月 29 日(土) 午後１時半～（予定） 

（演題数により変更の可能性があります） 

       場所： 千葉県医師会 3 階 会議室  

 

会場で出席します 

 
 

    ご芳名：                                                    

 

 

    医療機関名：                                                 

 

    通信欄： 

 

         ※1 月 21 日（金）までにご返信くださいますようお願いいたします。 

         ※30 名を超過した場合のみ、ご連絡いたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

WEB 参加希望の方は、12 月 1 日より本会 HP にてお申し込みください 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～単位認定についての注意点～ 

 

【取得単位】「日本専門医機構」参加単位：1 単位/産婦人科領域講習単位：1 単位 

      「日本産婦人科医会」研修認定シール（希望者のみ） 

上記単位の取得条件は、配信時間の内、60 分以上視聴していることです。 

 

・視聴登録をした自分用の画面で視聴してください。 

 （1 つの画面を複数で閲覧しても、単位の付与は登録された先生のみです。） 

・「e 医学会マイページ」への単位の付与は、1 か月程かかります。 

・「日本産婦人科医会」研修認定シールは後日郵送いたします。 

 （1 か月程かかりますので、ご了承ください。） 

☜千葉県産科婦人科医学会 HP 

※ 詳しくは、12 月 1 日より本会 HP をご確認ください 
 



 

令和 3 年度千葉県産科婦人科医学会学術奨励賞の募集について 
 
 

千葉県産科婦人科医学会学術奨励賞を本年度も選定いたします。 

下記要綱のとおり募集いたしますので、多数ご応募くださいますようご案内申し上げます。 

 

 

 

応募要項 

 

１．氏名・所属 

 

２．略歴(大学卒業以降､職歴を含む) 

 

３．主要な学会発表演題および論文名(5 件程度) 

  受賞対象の論文要旨 400 字以内 

  なお、審査対象となる最も主要な論文については、別冊またはコピーを

添付すること。(本賞の選考対象となる学術研究は、主として千葉県内に

て行われた研究であることが望ましい。ただし、主たる学術研究が県外

で行われた場合でも、その後の追加研究が県内でなされ発表されていれ

ば選考の対象と認める) 

 

４．推薦状 

 

５．申込先：260-0026 

      千葉市中央区千葉港 4-1 千葉県医師会 1F 

      千葉県産科婦人科医学会 学術奨励賞 係 

 

６．応募期間：令和 4 年 2 月 10 日（木）必着 

 

７．応募資格：千葉県産科婦人科医学会会員 
 

 

  


