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第20回 日本IVF学会（JSAR）プログラム

テーマ：Challenge to Excellent ART
― ARTの聖地からおもてなし ―

2017年9月30日（土）
第１会場

4階 千代

時間
11:45

第２会場
区分

テーマ

演者

座長

共催

時間

座長

塩谷雅英 （英ウィメンズクリニック）

13:00 - 13:10 学術集会長挨拶

Challenge to Excellent ART

吉田仁秋 （仙台ARTクリニック）

13:10 - 13:40 ART Basic Lecture

皮膚からの卵子作製 ～マウス知見をもとに～

林 克彦 （九州大学）

13:40 - 14:05

IVA(in vitro activation)の臨床応用

河村和弘 （聖マリアンナ医科大学)

卵巣機能不全患者への挑戦
14:05 - 14:30

Ovarian follicles: in vivo architecture, FSH
receptor imaging, and in vitro activation

有馬隆博 （東北大学）

Aaron Hsueh (Stanford Univ.)

石塚文平
（ローズレディースクリニック）

口頭発表15題
13:15-[ART予後] O-1 菊地寿美 O-2 辻 暖永 O-3 入江真奈美

ロシュ・
ダイアグノスティックス

（同時通訳）

13:48-[ET] O-4 﨑田 恵 O-5 松村裕崇 O-6 知念日菓利
13:15 - 16:00
14:21-[培養] O-7 水野仁二 O-8 森田博文 O-9 尾瀬武志

14:30 - 14:50 ポスター展示 / Coffee break
Strategy of mild stimulation IVF combined with
Ri-Cheng Chian （McGill Univ.）
IVM treatment （同時通訳）

14:50 - 15:40 ART Frontline

14:54-[IVM・その他] O-10 長瀬祐樹 O-11 山田健市 O-12 牧野いずみ
柴原浩章 （兵庫医科大学）

オリジオ・ジャパン

堤 治 （山王病院）

富士製薬工業

15:27-[その他] O-13 岸田理恵 O-14 中野達也 O-15 江副賢二

採卵で未成熟だった卵を如何に治療に用いるか 北坂浩也 （浅田レディースクリニック）
15:40 - 16:00 理事長講演

Excellent ARTを目指したDr.の役割

塩谷雅英 （英ウィメンズクリニック）

LabにおけるExcellent ARTとは
①機器管理 ②人員管理

①菊地裕幸 （仙台ARTクリニック）

NsのExcellent ARTとは

村上貴美子 （蔵本ウイメンズクリニック）

培養士の国家資格化を目指して
～心理職の国家資格化の過程から～

平山史朗 （東京HARTクリニック）

16:00 - 16:20 ポスター展示/ Coffee break

日本臨床エンブリオロジスト学会
16:20 - 17:40 Workshop
Excellent ARTへの挑戦

18:45～20:30 懇親会（意見交換会）

2017年10月1日（日） 6:00

②内山一男 （加藤レディスクリニック）

栁田 薫 （国際医療福祉大学）
沖津 摂 （三宅医院）

メルクセローノ
16:30 - 18:30

ARTの聖地 仙台よりおもてなし（余興、仙台の名産や東北利き酒など盛沢山） 是非楽しんでネ

早朝マラソン（東北復興支援）2～3km

テーマ

演者
福田愛作 （ＩＶＦ大阪クリニック）

産科医の出生前診断の経験からみたPGS

室月 淳 （宮城県立こども病院）

細胞遺伝学から見たPGS

笠島道子 （永井マザーズ・京野アート）

Effective use of Time Lapse in IVF and PGS

Dean Morbeck (the Univ. of Auckland)

Finding Sperm in NOA Patients:
Medieval or Modern?

Session opening speech from the FSA
president
11:00 - 11:30 オーストラリア生殖医学会交換講演
（同時通訳）
The Future of IVF

座長

共催

4階 芙蓉

時間

区分/テーマ/演者

8:30 - 10:30

8:30-[精子] O-16 原 利夫 O-17 横田梨恵 O-18 久原早織

蔵本武志 （蔵本ウイメンズクリニック）

9:03-[タイムラプス・ICSI①]
O-19 菊本晃代 O-20 宮本麻梨恵 O-21 古川悦子

徳永義光 （空の森クリニック）
詠田由美 （IVF詠田クリニック）

Paul Turek （The Turek Clinic）

市川智彦 （千葉大学）

フェリング・ファーマ

Michael Chapman

9:36-[ICSI②] O-22 長谷川久隆 O-23 町田遼介 O-24 平岡謙一郎

石原 理 （埼玉医科大学）

10:30- 11:00 Hands on Workshop (II) Piezo ICSI

向田哲規 （広島HARTクリニック）
寄田朋子 （広島HARTクリニック）

11:30- 12:00 Hands on Workshop (I) 不妊鍼灸

[進行] 中村一徳 （京都なかむら第二針療所）
[実技] 徐 大兼 （アキュラ鍼灸院）
小松範明 （キュアーズ長町・仙台ARTクリニック）

オーストラリア生殖医学会

Michael Chapman (オーストラリア生殖医学会 会長)

11:30 - 12:00 Lecture from the Legend

柳町隆造 （Hawaii Univ.）

星 和彦 （医療法人スズキ記念病院） エスコ・ジャパン

12:00 - 13:00 Lunchtime Session

東日本大震災が生殖医療に及ぼした影響
～無事出産を迎える為に～

星 和彦 （スズキ記念病院）

八重樫伸生 （東北大学）

持田製薬・持田製薬販売

ARTと周産期合併症に関する課題

杉山 隆 （愛媛大学）

京野廣一 （京野アートクリニック）

北里コーポレーション

ヒト therapeutic cloning への挑戦と課題

山田満稔 （慶應義塾大学）

がん・生殖医療最前線

鈴木 直 （聖マリアンナ医科大学）

高見澤 聡 （国際医療福祉大学）

あすか製薬

がん・生殖医療の全国の現状

古井辰郎 （岐阜大学）

13:00 - 13:30 学術奨励賞表彰

14:30 - 15:00 ポスター展示/ Coffee break

16:00 - 16:05 閉会の辞 / 次期会長挨拶

座長

口頭発表 9題
久保春海 （渋谷橋レディースクリニク）
ヴィトロライフ
吉田 淳 （木場公園クリニック）

The beginning and future of fertilization study,
IVF and ART

15:00 -16:00 Current Topics

矢野浩史 （矢野産婦人科）

高齢母親を対象としたART治療中から治療後の妊娠までの継続的支援
勝又由美 （東邦大学医療センター佐倉病院）
上澤悦子 （京都橘大学）
高齢出産の母親への社会的支援の実際と課題
濱田結実 （スズキ記念病院）
藤原久子 （京都第一赤十字病院）
在宅医療ケアが必要なハイリスク児の退院支援の実際と課題
橋倉尚美 （高槻病院）

10:30 - 11:00 ポスター展示 / Coffee break

13:30 - 14:30 Rising Sun Ｌecture

竹内一浩 （竹内レディースクリニック）

集合場所: 仙台ARTクリニック（雨天中止）

生殖医療におけるPGSの意義

（同時通訳）

Frontline
10:00 - 10:30 ART
（同時通訳）

杉山力一 （杉山産婦人科）

記念Tシャツあり！

第２会場
区分

Symposium
-PGSを考える-

加藤恵一 （加藤レディスクリニック）

日本生殖看護学会パネルディスカッション
高年齢者のART治療後の次世代養育の現状と課題

4階 千代

時間

浅田義正 （浅田レディースクリニック）

16:00 - 16:20 ポスター展示/ Coffee break

17:00 - 18:00 理事会 （曙）

8:30 - 10:00

区分/テーマ/演者

レジストレーション

12:55 - 13:00 開会の辞

第１会場

4階 芙蓉

古井憲司 （クリニックママ）

13:30 - 14:30 評議委員会

