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第1日目　11月16日（木）

★：日本専門医機構対象講習会

8：25～8：30　開会式

8：30～9：10　特別講演1
環境要因によるエピゲノム変化の

世代を超えた遺伝
座長：藤澤正人� 演者：石井俊輔

9：20～10：00　特別講演2
次世代型PGD/PGSの現状と問題点

座長：竹下俊行
演者：倉橋浩樹

10：10～10：50　特別講演3
卵子の再生技術から見えてくるもの

座長：千石一雄
演者：林　克彦

11：00～11：40　海外招請講演1
How�the�Mother�Communicates�and�Modifies�
the�Preimplantation�Embryo―Implications�for�
Implantation�and�Onset�of�Adult�Diseases
座長：大須賀穣� 演者：Carlos�Simon

12：00～13：00
ランチョンセミナー1
座長：齊藤英和
演者：桑原　章
共催：MSD（株）

13：10～14：10
総会

14：10～14：50
会長講演

生殖医学研究のゆくえ
座長：苛原　稔� 演者：杉野法広
14：50～15：30　海外招請講演2

Update�on�carrier�screening,�PGD�and�
PGS�and�its�implementation�in�Japan
座長：森本義晴� 演者：Santiago�Munne

15：40～17：00
シンポジウム1

Decreased�Ovarian�Reserve
に対する治療法確立のための戦略
座長：村上　節　　塩谷雅英
演者：吉野　修　　島田昌之
　　　河村和弘　　田中　温

17：00～18：20
シンポジウム2

着床に適した子宮内膜環境を目指
して―黄体ホルモンと子宮内膜―
座長：楢原久司　　京野廣一
演者：田村　功　　黒田恵司
　　　藤原敏博　　橋本朋子

8：30～9：15
子宮・着床1

（O-001～O-005）
座長：綾部琢哉

9：15～10：00
子宮・着床2

（O-006～O-010）
座長：金崎春彦

10：05～10：50
卵胞発育・排卵1

（O-011～O-015）
座長：升田博隆

10：50～11：35
卵胞発育・排卵2

（O-016～O-020）
座長：生水真紀夫

12：00～13：00
ランチョンセミナー2

座長：木村　正�　　　　　
演者：Mitchell�D.�Creinin

共催：ウィメンズヘルス・ジャパン（株）

14：30～15：15
生殖免疫

（O-021～O-025）
座長：杉浦真弓

15：15～16：00
卵子1

（O-026～O-030）
座長：年森清隆

16：00～16：45
卵子2

（O-031～O-035）
座長：福田愛作

16：50～17：35
体外受精1

（O-036～O-040）
座長：片桐由起子

17：35～18：20
体外受精2

（O-041～O-045）
座長：詠田由美

8：30～9：15
胚の評価1

（O-046～O-050）
座長：矢野浩史

9：15～10：00
胚の評価2

（O-051～O-055）
座長：吉田　淳

10：05～10：50
胚の評価3

（O-056～O-060）
座長：平田哲也

10：50～11：35
胚の評価4

（O-061～O-065）
座長：熊澤由紀代

12：00～13：00
ランチョンセミナー3
座長：吉村泰典
演者：岡田　弘

共催：あすか製薬（株）

14：30～15：15
妊娠・流産・不育

（O-066～O-070）
座長：久具宏司

15：15～16：00
胚移植・着床1

（O-071～O-075）
座長：木村文則

16：00～16：45
胚移植・着床2

（O-076～O-080）
座長：北脇　城

16：50～17：35
胚移植・着床3

（O-081～O-085）
座長：丸山哲夫

17：35～18：20
胚移植・着床4

（O-086～O-090）
座長：福井淳史

14：30～15：15
カウンセリング・看護・教育1
（O-091～O-095）
座長：中塚幹也

15：15～16：00
カウンセリング・看護・教育2
（O-096～O-100）
座長：森　明子

16：30～18：00
生殖医療コーディネーター講習会

8：30～9：50
シンポジウム3

Kleinfelter症候群：�
病態から生涯のフォローまで
座長：市川智彦　　白石晃司
演者：白石晃司　　石川智基
　　　小林秀行　　小堀善友

10：10～11：30
シンポジウム4

望ましい凍結融解・胚移植法�
～理想的な着床条件とは何か，
黄体ホルモン補充を中心として～
座長：安藤寿夫　　蔵本武志
演者：安藤寿夫　　加藤恵一
　　　塩谷雅英　　加藤裕之

12：00～13：00
ランチョンセミナー4
座長：寺田幸弘
演者：岡田英孝

共催：富士製薬工業（株）

14：30～15：50
シンポジウム5

これからのラボスタッフの教育
をどのようにしていくべきか
座長：江頭昭義　　福永憲隆
演者：水本茂利　　渡邉英明
　　　平岡謙一郎　青野展也

15：50～17：10
シンポジウム6

高年齢女性に対するベストな
ARTとは：各施設の取り組み
座長：栁田　薫　　吉田仁秋
演者：鈴木達也　　白澤弘光
　　　後藤哲也　　中川浩次

17：20～18：20
第20回男性不妊フォーラム
座長：西山博之　　永尾光一
演者：湯村　寧　　山崎一恭
　　　藤井伸治　　寺井一隆
　　　小泉智恵　　　　　　

8：30～9：15
Time�lapse�1

（O-101～O-105）
座長：向田哲規

9：15～10：00
Time�lapse�2

（O-106～O-110）
座長：辰巳賢一

10：05～10：50
培養液・培養環境1
（O-111～O-115）
座長：桑原慶充

10：50～11：35
培養液・培養環境2
（O-116～O-120）
座長：原　鐵晃

12：00～13：00
ランチョンセミナー5
座長：浅田義正
演者：Simon�Cooke
　　　Andrew�Kan
共催：ヴィトロライフ（株）

14：30～15：15
不妊症（男性）1

（O-121～O-125）
座長：永井　敦

15：15～16：00
不妊症（男性）2

（O-126～O-130）
座長：白石晃司

16：00～16：45
不妊症（男性）3

（O-131～O-135）
座長：梅本幸裕

16：50～17：35
難治性不妊

（O-136～O-140）
座長：高崎彰久

17：35～18：20
その他（基礎）

（O-141～O-145）
座長：三谷　匡

8：30～9：15
不妊症（女性）1

（O-146～O-150）
座長：谷口文紀

9：15～10：00
不妊症（女性）2

（O-151～O-155）
座長：菅沼信彦

10：05～10：50
不妊症（女性）3

（O-156～O-160）
座長：岸　裕司

10：50～11：35
精索静脈瘤�他

（O-161～O-165）
座長：西山博之

14：30～15：15
妊娠予後

（O-166～O-170）
座長：北島道夫

15：15～16：00
子宮内膜症・腺筋症1
（O-171～O-175）
座長：廣田　泰

16：00～16：45
子宮内膜症・腺筋症2
（O-176～O-180）
座長：前田長正

16：50～17：35
子宮内膜

（O-181～O-185）
座長：岡田英孝

17：35～18：20
凍結保存

（O-186～O-190）
座長：古井辰郎

8：00～10：00
ポスター掲示

10：00～17：00
ポスター閲覧

ポスター会場1（①1F��展示見本市会場）
卵巣� （P-001）
子宮・卵管� （P-002～P-007）
卵胞発育・排卵� （P-008～P-012）
卵子� （P-013～P-015）
不妊症（女性）� （P-016～P-025）
子宮内膜症� （P-026～P-034）
精索静脈瘤� （P-035～P-036）
不妊症（男性）� （P-037～P-047）
妊娠・流産・不育�（P-048～P-060）
精子・精巣� （P-061～P-077）
顕微授精� （P-078～P-086）
胚移植・着床� （P-087～P-105）
体外受精� （P-106～P-127）
Oncofertility� （P-128～P-140）
妊孕性温存� （P-141～P-149）
多嚢胞性卵巣症候群�（P-150～P-151）
内分泌（女性）� （P-152～P-155）
内分泌（男性）� （P-156～P-159）
ポスター会場2（②2F　学習室1）
症例報告� （P-160～P-177）
統計� （P-178～P-184）
ポスター会場3（②2F　学習室2）
胚の評価� （P-185～P-200）
Time�lapse/Live�cell�imaging�（P-201～P-204）
ポスター会場4（②2F　学習室3）
着床前診断� （P-205～P-207）
IVM� （P-208）
診断・検査� （P-209～P-210）
内視鏡� （P-211～P-224）
ポスター会場5（②2F　学習室4）
TESE/micro�TESE�（P-225～P-227）
培養液・培養環境�（P-228～P-234）
ポスター会場6（②2F　ロビー）
凍結保存� （P-235～P-239）
カウンセリング・看護�（P-240～P-248）
当事者支援・教育�（P-249～P-250）
その他（臨床）� （P-251～P-263）
その他（基礎）� （P-264～P-269）

17：00～18：00
ポスター討論

8：00～18：00
企業展示

19：00～21：00
懇親会（下関グランドホテル2F�飛翔）

★

★


