開始・締切

終了・募集開始

分類

例年日程

締切 01月からHPで
2016/2/5(金)

2016/2/6(土)

場所

日本産科婦人科内視鏡学会・合併症
アンケート

ＨＰ
http://square.umin.ac.jp/jsgoe/

開催 日

日本周産期学シンポジウム

神戸 http://www.jspnm.com/

開催 01月第3日曜or成人の日

温知会総会

京都

2015/1/20(火)

締切 01月中旬

大阪産婦人科医会集談会

大阪 http://osakaobgy.jp/

2016/1/24(日)

開催 01月第4土日曜日

日本エンドメトリオージス学会

熊本

締切 01月末日

近畿産婦人科学会学術総会

大阪 nsanpu/

2016/1/31(日)

2016/1/23(土)

01月下旬-02月上旬金土曜

学会名

2015/1/30(金)

http://www.endometriosis.gr.jp/index.html

http://www.chijin.co.jp/ki

2015/3/10(火)

2015/2/10(火)

締切 02月上旬-03上旬

日本婦人科腫瘍学会

米子 http://jsgo.or.jp/

2015/2/19(木)

2015/1/14(水)

締切 0２月末

日本周産期・新生児医学会

横浜 http://www.jspnm.com/

2016/2/6(土)

開催

大阪産婦人科医会第2回研修会

大阪

2016/2/7(日)

開催 02月第1日曜日

近畿産婦人科内視鏡研究会

大阪

開催 02月中旬金土

日本胎児心臓病研究会学術集会

浜松

開催 03月上旬-中旬土曜日

大阪産婦人科医会集談会

大阪 http://osakaobgy.jp/

開催 04月中旬

日本産科婦人科学会

東京 http://www.jsog.or.jp/

開催 04月中旬

関西医大産婦人科現地同門会

東京

2014/2/14(金)

2014/2/15(土)

2016/3/5(土)
2016/4/21(木)

2016/4/24(日)

2016/4/23(土)

http://www.naganoch.gr.jp/JSFC/

2015/4/15(水)

2015/3/3(火)

締切 04月末-5月中旬

日本癌治療学会

京都 http://www.jsco.or.jp/

2015/4/30(木)

2015/3/5(木)

締切 05月上旬金曜

日本産科婦人科内視鏡学会

鹿児
http://www.jsgoe.jp/
島

2014/5/15(木)

2014/7/8(火)

締切 07月上旬

日本生殖医学会学術講演会・総会

2015/5/23(土)

開催 04月下旬－5月土曜

兵庫県産婦人科内視鏡手術懇話会

2011/5/31(火)

締切 05月末

温知会総会・産婦人科基本問題研究
会

2014/5/31(土)

締切 05月末

近畿エンドメトリオージス研究会

開催 06月土日

近畿産婦人科学会学術総会

京都 nsanpu/

開催 07月上旬

関西腹腔鏡下婦人科悪性腫瘍会議

大阪

2016/6/4(土)
2015/7/4(土)

2016/6/5(日)

http://www.jsrm.or.jp/

神戸

http://www.chijin.co.jp/ki

2016/7/16(土)

2016/7/18(月)

開催 07月上～中旬

日本周産期・新生児医学会

富山 http://www.jspnm.com/

開催 07月上土曜日

温知会サマーセミナー

大阪

開催 07月海の日

温知会総会・産婦人科基本問題研究
会

京都

締切 07月下旬

日本産婦人科手術学会

東京 http://www.jsgos.gr.jp/

2014/7/31(木)

締切 07月末日

近畿産婦人科学会学術総会

http://www.kinsanpu.jp
/

2015/7/24(金)

締切 07月末日

近畿産婦人科学会・各研究部会

http://www.kinsanpu.jp/

開催 07月中旬-8月上旬

日本婦人科腫瘍学会（2014より年1回） 米子 http://jsgo.or.jp/

開催 07月第2土曜日

関西医大産婦人科同門会総会

締切 07月中－下旬

日本産科婦人科内視鏡学会・参加費事前
支払

http://square.umin.ac.jp/jsgoe/

2013/8/12(月)

開始 08月上旬-9月末

日本癌治療学会教育セミナー申込

http://jsco.umin.ac.jp/index-j.html

2016/8/20(土)

開催 08月第4-5土曜

近畿エンドメトリオージス研究会
日本産科婦人科内視鏡学会・コンセンサスM事
前登録
日本産科婦人科内視鏡学会・学術研修会事前
登録

2014/7/21(月)
2015/7/30(木)

2016/7/8(金)

2015/6/17(水)

2016/7/10(日)

2016/7/9(土)
2012/8/10(金)

2012/8/10(金)

大阪

大阪

2015/8/27(木)

2015/8/27(木)

締切 06月頃からHPで

2015/8/27(木)

2015/8/27(木)

締切 06月頃からHPで

2016/9/1(木)

2016/9/3(土)

開催 07月中旬－9月上旬

日本産科婦人科内視鏡学会

長崎

2015/9/26(土)

開催 09月末-10月上旬

大阪産婦人科医会河北地区研修会＋関西医
科大学産科学婦人科学教室同門会症例検討
会

大阪

2015/9/30(水)

締切 09月末

日本産科婦人科学会

東京 http://www.jsog.or.jp/

2015/9/28(月)

締切 09月末-10月中旬

関西婦人科腫瘍・病理懇話会

京都

2015/9/14(月)

締切 09月中旬-10月上旬

日本エンドメトリオージス学会

熊本

2015/10/25(日)

開催 10月-11月

近畿産婦人科学会学術総会

甲子
http://www.kinsanpu.jp/
園

2015/10/25(日)

開催 10月-11月

近畿産婦人科学会・各研究部会

開催 10月最終木金土

日本癌治療学会

京都 http://www.jsco.or.jp/

開催 11月上旬

関西婦人科腫瘍・病理懇話会

京都

開催 09月下旬-11月下旬

日本産婦人科手術学会

東京 http://www.jsgos.gr.jp/

2015/10/29(木)

2015/10/31(土)

2015/11/7(土)
2015/11/28(土)

2015/11/29(日)

http://square.umin.ac.jp/jsgoe/
http://square.umin.ac.jp/jsgoe/
http://square.umin.ac.jp/jsgoe/

http://www.endometriosis.gr.jp/index.html

http://www.kinsanpu.jp/

2016/11/3(木)

2016/11/4(金)

2015/12/5(土)

開催 11月－12月上旬

日本生殖医学会学術講演会・総会

横浜 http://www.jsrm.or.jp/

開催 11月下旬-12月上旬（金）

婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構総
会

東京 http://jgog.gr.jp/

2011/12/9(金)

2011/12/11(日)

開催 12月上旬

AAGL+APAGE

2015/12/10(木)

2015/12/12(土)

開催 10月上旬-12月上旬

日本内視鏡外科学会

2013/12/16(月)

締切 12月上旬

日本胎児心臓病研究会学術集会

2014/12/20(土)

締切 12月下旬

近畿産婦人科内視鏡研究会

大阪 http://www.jses.or.jp/
http://www.jsfc.jp/

大阪

