
第 31 回広島産婦人科超音波研究会のご案内 

謹啓 

時下 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて この度 第 31 回広島産婦人科超音波研究会を下記のとおり開催いたします。コロナ禍で

ありハイブリッド形式での開催を予定しております（オンデマンド配信はございません）。 

なお、開催時のコロナ感染状況によっては、完全 WEB 開催となる可能性があります。 

謹白 

日 時 ： 2023年 2月 2日（木） 19:00～21:00 

場 所 ： ハイブリッド開催（本会場 ＆ WEB） 

本会場 ： 広島県医師会館 3階 301会議室 

     〒732-0057 広島市東区二葉の里 3丁目 2番 3号 

 

【プログラム】 

 19:00〜19:10 ＜情報提供＞ 科研製薬株式会社 

 19:10～20:10 ＜特別講演 ： 産婦人科領域講習＞  

座 長 ： 広島赤十字･原爆病院産婦人科 部長 伊達健二郎先生 

         演題名 ： 前置胎盤、癒着胎盤の診断 

         講 師 ： 聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 教授 長谷川潤一先生 

 20:10〜21:00 ＜症例検討 ： クイズ形式＞  

         超音波診断に関する症例を提示（クイズ形式で症例検討） 

 

【参加費】 医師 2,000円、その他医療従事者 1,000円 

 

※超音波診断にご興味のある助産師、看護師、超音波検査士、臨床検査技師、放射線技師 

などコメディカルの方々の参加も歓迎いたします。 

 

＜参加登録について＞ 

① 会場参加、Web参加ともに本研究会ホームページ http://hiuog.kenkyuukai.jp/ から 

参加登録をお願いいたします。登録方法の詳細は別紙を参照して下さい。 

参加費の決済は Web上でクレジットカード支払あるいは銀行振込が選択可能です。 

② ホームページから参加登録が困難な場合のみ、FAX あるいはメールでの参加登録も 

お受けいたします。 

添付の FAX 送信用紙あるいは必要項目を記入したメール返信でお申し込み下さい。 

参加費は指定の銀行口座にお振込をお願いいたします。 

③ 会場参加、Web参加ともに事前登録された方のみ参加可能です。必ず事前に 

参加登録をお願い致します。（事前登録締切：2023年 1月 31日） 

 

共催 広島産婦人科超音波研究会、広島県産婦人科医会、科研製薬株式会社、江崎グリコ株式会社 

連絡先  〒730-0806 広島市中区西十日市町 9-9 三井住友海上広島ビル 7F 科研製薬株式会社 

担当：角田知大（ﾂﾉﾀﾞ）TEL 082-232-0088 FAX 082-232-0212 E-mail : tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp 

  

http://hiuog.kenkyuukai.jp/
mailto:tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp


【研究会ホームページからの参加登録方法】 

 

① 会場参加、Web参加ともに本研究会ホームページ http://hiuog.kenkyuukai.jp/ に 

アクセスした後、左のバナーの「参加申込」をクリックし、表示された今後の開催予定より 

「第 31 回広島産婦人科超音波研究会（会場参加）」または「第 31 回広島産婦人科超音

波研究会（Web 参加）」のいずれかをクリックして登録を開始して下さい。 

② 表示されたページの内容を確認していただいた後に、下方の「応募」ボタンで登録を 

開始することができます。 

※当ホームページは m3.com学会研究会のシステムを利用して会員情報の管理を 

行っておりますので、参加登録をするには m3.com IDが必要となります。 

◆「m3.com ID」をお持ちでない方・・・ 

画面右上方の「アカウント発行」から m3.com IDを取得して下さい。 

◆「m3.com ID」を既にお持ちの方・・・ 

お持ちの m3.com IDでログインして下さい。 

パスワードをお忘れの方は、「パスワードを忘れた方はコチラ」からパスワード 

の再設定をして下さい。 

※広島産婦人科超音波研究会への入会（無料）は任意ですが、入会していただくと 

今後の研究会開催案内をメールでお届けします。また過去の研究会の講演内容の 

PDFファイルを参照可能となります。 

③ 登録項目として「ご芳名」「フリガナ」「ご所属」「日産婦学会会員番号（8桁）」 

「メールアドレス」をご登録下さい。 

④ 参加登録を進めて行くと決済画面に推移しますので、参加費（医師 2,000 円、医師以外

1,000円）をクレジットカード払いあるいは銀行振込でお支払い下さい。 

※ 原則として当日会場での参加費支払いの受け付けはいたしません。 

※ 参加費は理由の如何に関わらず返金できませんのでご了承ください。 

⑤ 参加登録が終了すると登録していただいたメールアドレスに登録完了のメールが届き 

ますので内容をご確認下さい。 

⑥ 会場参加は 50名で締め切ります。Web 参加には人数制限はありません。 

会場参加・Web 参加ともに事前登録された方のみ参加が可能です。 

2023年 1 月 31日までに事前登録をお願い致します。 

⑦ 研究会開催の数日前までにご登録のメールにWeb参加のための ZOOM ミーティング ID

とパスワードを送付いたします。 

完全 Web 開催となる可能性や会場参加予定であったがご都合で Web 参加に変更を希

望される方もいらっしゃると思いますので、ZOOMミーティング IDとパスワードは参加者全

員に送付いたします。 

会場参加から Web 参加に変更の場合連絡は不要ですが、Web 参加から会場参加に変

更を希望される場合は、会場参加人数に制限がありますので事務局までご連絡下さい。 

⑧ ご不明な点がございましたら下記連絡先にお問い合わせ下さい。 

 

共催 広島産婦人科超音波研究会、広島県産婦人科医会、科研製薬株式会社、江崎グリコ株式会社 

連絡先  〒730-0806 広島市中区西十日市町 9-9 三井住友海上広島ビル 7F 科研製薬株式会社 

担当：角田知大（ﾂﾉﾀﾞ）TEL 082-232-0088 FAX 082-232-0212 E-mail : tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp 

http://hiuog.kenkyuukai.jp/
mailto:tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp


【FAXあるいはメールでの参加登録方法】 

会場参加、Web参加ともに原則として本研究会ホームページ http://hiuog.kenkyuukai.jp/ 

から参加登録をお願いいたします。ホームページからの参加登録が困難な場合のみ、FAX あ

るいはメールでの参加登録もお受けいたします。FAX あるいはメールでの参加登録の場合 

2023年 1 月 31日までに事前参加登録ならびに参加費の振り込みをお願い致します。 

 

＜FAX での参加登録＞ 

添付の FAX 送信用紙に「会場参加・Web 参加」、「ご芳名」、「フリガナ」、「ご所属」 

「メールアドレス」、「日産婦学会会員番号（8桁）」をお間違えのないよう正確に記入し 

送信して下さい。 

FAX 送信先 082-232-0212 

科研製薬株式会社 担当：角田 知大 

＜メールでの参加登録＞ 

メールに「会場参加・Web参加」、「ご芳名」、「フリガナ」、「ご所属」、「メールアドレス」 

「日産婦学会会員番号（8桁）」をお間違えのないよう正確に記載し送信して下さい。 

   メール送信先：tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp 

科研製薬株式会社 担当：角田 知大 

＜参加費の振り込み＞ 

FAX あるいはメールでの参加登録の場合、参加費（医師 2,000円、医師以外 1,000円）を 

下記の銀行口座にお振り込み下さい。 

銀行名：広島信用金庫  支店名：土橋支店  口座番号：普通 0519572 

口座名義：広島産婦人科超音波研究会代表正岡博 

口座名（カナ）：ヒロシマサンフジンカチヨウオンパケンキユウカイダイヒヨウマサオカヒロシ 

※振込手数料は各自ご負担ください。 

※振込の際には日産婦学会番号（8 桁）、お名前を記載ください。お名前の前に施設 

名が入っている場合やお名前がなく施設名のみの場合は入金が確認できず、単位を 

付与できない場合がございます。 

※参加費は理由の如何に関わらず返金できませんのでご了承ください。 

 

① 参加登録と参加費振込を確認後に、登録していただいたメールアドレスに登録完了の 

メールを送信致します。 

② 会場参加は 50名で締め切ります。Web 参加には人数制限はありません。 

会場参加・Web 参加ともに事前登録された方のみ参加が可能です。 

③ 研究会開催の数日前までにご登録のメールに Web参加のための ZOOM ミーティング ID 

とパスワードを送付いたします。完全Web 開催となる可能性や会場参加予定であったが 

ご都合でWeb 参加に変更を希望される方もいらっしゃると思いますので、ZOOM ミーティ 

ング ID とパスワードは参加者全員に送付いたします。 

会場参加から Web参加に変更の場合連絡は不要ですが、Web参加から会場参加に変更 

を希望される場合は、会場参加人数に制限がありますので事務局までご連絡下さい。 

 

共催 広島産婦人科超音波研究会、広島県産婦人科医会、科研製薬株式会社、江崎グリコ株式会社 

連絡先  〒730-0806 広島市中区西十日市町 9-9 三井住友海上広島ビル 7F 科研製薬株式会社 

担当：角田知大（ﾂﾉﾀﾞ）TEL 082-232-0088 FAX 082-232-0212 E-mail : tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp 

http://hiuog.kenkyuukai.jp/
mailto:tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp


 

【第 31回広島産婦人科超音波研究会参加登録 FAX送信票】 

日 時 ： 2023年 2月 2日（木） 19:00～21:00 

場 所 ： ハイブリッド開催（本会場 ＆ WEB） 

本会場 ： 広島県医師会館 3階 301 会議室 

           〒732-0057 広島市東区二葉の里 3 丁目 2番 3号 

 

研究会ホームページ http://hiuog.kenkyuukai.jp/からの参加登録が困難な場合のみ、 

本 FAX 送信票あるいはメールでの参加登録をお受けいたします。 

FAX あるいはメールでの参加登録の場合 2023 年 1月 31日までに事前参加登録ならびに 

参加費（医師 2,000 円、医師以外 1,000 円）の振り込みをお願い致します。 

 

FAX 送信先：０８２－232-0212 

メール送信先：tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp 

 

参加形式：  会場参加 ・ Web参加 （何れかを丸で囲んで下さい） 

ご芳名：                                 

フリガナ：                                

ご所属：                                 

日産婦学会番号（8桁）：                          

メールアドレス：                             

FAX 番号：                                

 
注意事項 
・登録いただいた個人情報は下記の目的のみ使用させていただきます。 

① ウェビナーの開催・運営 

② 製品の適正使用情報、セミナーや講演会等に関連する情報の提供 

・メールアドレスが間違っている場合は ZOOM ミーティング ID とパスワードを連絡できない可能性が 
ありますので、正確にご記入お願い致します。 

・日産婦会員番号（8桁）が間違っている場合、学会参加単位や領域講習受講単位の申請が出来ない 

可能性がありますので、お間違えないようにご記入下さい。 

・科研製薬株式会社における個人情報の取り扱いについては｢個人情報保護に関する取り組み｣を 
ご参照下さい。 
個人情報保護に関する取り組み ： https://www.kaken.co.jp/privacy/ 

 

http://hiuog.kenkyuukai.jp/


【広島県医師会館で参加される方へ】 

 

会場参加は 50名で締め切ります。事前登録された方のみ参加可能です。事前に研究会ホー

ムページ http://hiuog.kenkyuukai.jp/からの参加登録をお願い致します。 

参加登録終了後に決済画面が表示されますので、参加費（医師2,000円、その他医療従事者

1,000円）をクレジットカード払いあるいは銀行振込でお支払い下さい。原則として当日会場での

参加費支払いは受け付けません。 

 

研究会ホームページから参加登録が困難な場合のみ FAX 送信票あるいはメールでの参加

登録をお受けいたします。その場合は参加費（医師 2,000円、その他医療従事者 1,000円）を

指定の銀行口座にお振り込み下さい。 

参加登録ならびに参加費振り込みは 2023年 1月 31日までにお願い致します。 

 

※ 2023年1月以降これまでのe医学会カードは使用できません。2022年12月中旬に新会員証

（JSOGカード）が日産婦より郵送されます。また2023年1月以降はJSOGアプリにデジタル会

員証の機能が搭載される予定です。当日はJSOGカードまたはデジタル会員証の読み込み、

日本産婦人科医会出席確認用紙への記帳をいただいた後、日本産婦人科医会シールと領

収証をお渡しします。 

※ 広島県医師会館地下駐車場は有料ですが、医師会員の先生には駐車補助券を発行いた

します。 

※ 以下のごとく新型コロナウィルス感染予防にご協力下さい。 

・ 体調の悪い方のご参加はご遠慮ください 

・ マスクの着用をお願いします 

・ 受付での検温にご協力下さい 

・ 密を避けてのご着席をお願い致します 

・ ドリンクサービスを準備しますが、飲みながらの会話はご遠慮下さい 

 

新型コロナ感染拡大の状況によっては完全Web開催となる可能性もあるため、研究会開催の

数日前までに、会場参加希望の方も含めて参加希望者全員にWeb参加用のZOOMミーティン

グIDとパスコードを登録されたメール宛に送付いたします。 

従ってご都合により会場参加からWeb参加に変更を希望される場合もそのままWebでの参加

が可能です（特に事務局への連絡は不要です）。 

 

その他、ご不明な点がございましたら下記連絡先までご連絡下さい。 

 

連絡先  〒730-0806 広島市中区西十日市町 9-9 三井住友海上広島ビル 7F 科研製薬株式会社 

担当：角田知大（ﾂﾉﾀﾞ）TEL 082-232-0088 FAX 082-232-0212 E-mail : tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp 

  

http://hiuog.kenkyuukai.jp/
mailto:tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp


【Webで参加される方へ】 

 

Web参加には人数制限はありませんが、事前登録された方のみ参加可能です。事前に研究

会ホームページ http://hiuog.kenkyuukai.jp/からの参加登録をお願い致します。 

参加登録終了後に決済画面が表示されますので、参加費（医師2,000円、その他医療従事者

1,000円）をクレジットカード払いあるいは銀行振込でお支払い下さい。 

 

研究会ホームページから参加登録が困難な場合のみ FAX 送信票あるいはメールでの参加

登録をお受けいたします。その場合は参加費（医師 2,000円、その他医療従事者 1,000円）を

指定の銀行口座にお振り込み下さい。 

参加登録ならびに参加費振り込みは 2023年 1月 31日までにお願い致します。 

 

新型コロナ感染拡大の状況によっては完全Web開催となる可能性もあるため、研究会開催の

数日前までに、会場参加希望の方も含めて参加希望者全員にWeb参加用のZOOMミーティン

グIDとパスコードを登録されたメール宛に送付いたします。 

Web参加用のZOOMミーティングIDやパスコードが届かない場合は、下記連絡先までご連絡

下さい。 

 

Web参加の産婦人科の先生方には、視聴ログと一定の聴講時間を確認できれば、日本産科

婦人科学会参加単位、産婦人科領域講習単位、日本産婦人科医会参加単位の申請を行いま

す。後日、日本産婦人科医会シールと領収書を送付いたします。 

 

Web参加登録後、会場参加に変更を希望される場合は、会場参加には人数制限があるため、

下記連絡先までお問い合わせ下さい。 

 

その他、ご不明な点がございましたら下記連絡先までご連絡下さい。 

 

 

連絡先  〒730-0806 広島市中区西十日市町 9-9 三井住友海上広島ビル 7F 科研製薬株式会社 

担当：角田知大（ﾂﾉﾀﾞ）TEL 082-232-0088 FAX 082-232-0212 E-mail : tsunoda_tomohiro@kaken.co.jp 

 

http://hiuog.kenkyuukai.jp/
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