
第2日目　11月17日（金）
海峡メッセ下関 下関市生涯学習プラザ 海峡メッセ下関/下関市生涯学習プラザ 海峡メッセ下関
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イベントホール 海峡ホール 国際会議場 801大会議室 海のホール 宙のホール 風のホール
①海峡メッセ下関：展示見本市会場/�
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学習室1・2・3・4・2Fロビー
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★：日本専門医機構対象講習会

7：00～9：00
生殖医療従事者講習会

9：10～10：10
ワークショップ

ARTコーディネーターの役割�
これからの生殖看護の役割

座長：上澤悦子　　本田万里子
演者：大月順子　　菊地　盤　
　　　村上貴美子　　　　　　

10：10～11：10
リサーチアップデート

座長：藤原　浩　　原田　省
演者：大須賀智子　山田満稔
　　　前川　亮　　　　　　

11：20～12：00　教育企画
論文投稿・出版の基礎知識―出版
社から若手研究者へのアドバイス
座長：永尾光一� 演者：岩崎治郎

12：20～13：20
ランチョンセミナー6
座長：京野廣一
演者：東口篤司
　　　蔵本武志

共催：フェリング・ファーマ（株）

13：30～14：10　海外招請講演3
Challenge�of�mitochondria�

research�in�human�reproduction
座長：田中　温�演者：Chii-Ruey�Tzeng

14：20～15：00　特別講演4
マウス顕微授精及び核移植から見
えてくる発生のエピジェネティクス
座長：細井美彦� 演者：小倉淳郎

9：10～9：55
顕微授精1

（O-191～O-195）
座長：馬場　剛

9：55～10：40
顕微授精2

（O-196～O-200）
座長：森田峰人

10：45～11：30
顕微授精3

（O-201～O-205）
座長：原田竜也
11：30～12：06

IVM
（O-206～O-209）
座長：河村和弘

12：20～13：20
ランチョンセミナー7
座長：森本義晴
演者：岡田　弘

共催：ミツボシプロダクトプラニング（株）

13：30～14：15
妊孕性温存

（O-210～O-214）
座長：髙橋俊文

14：15～15：00
内分泌（女性）

（O-215～O-219）
座長：和泉俊一郎

9：10～9：55
子宮鏡

（O-220～O-224）
座長：梶原　健

9：55～10：40
その他（臨床・検査）
（O-225～O-229）
座長：折出亜希

10：45～11：30
TESE�1

（O-230～O-234）
座長：小宮　顕
11：30～12：06
TESE�2

（O-235～O-238）
座長：辻村　晃

12：20～13：20
ランチョンセミナー8

座長：福田愛作
演者：��河村和弘　Dean�Morbeck�

Aidan�MacMahon
共催：Cook�Japan（株）

13：30～14：15
内視鏡1

（O-239～O-243）
座長：明樂重夫

14：15～15：00
内視鏡2

（O-244～O-248）
座長：西井　修

9：10～10：00
モーニングセミナー
座長：久慈直昭
演者：塚本智史
共催：科研製薬（株）

10：00～10：45
疫学

（O-249～O-253）
座長：石原　理

10：50～12：10
シンポジウム7

胚発育の可視化と動的解析：�
良好胚選択に向けた基礎と臨床
座長：寺田幸弘　　見尾保幸
演者：松田和洋　　甲斐義輝
　　　小野寺洋平　山縣一夫

12：20～13：20
ランチョンセミナー9
座長：百枝幹雄
演者：木村文則
共催：持田製薬（株）

13：40～15：00
シンポジウム8

ART出生児の遺伝的安全性
座長：有馬隆博� 柴原浩章　
演者：齊藤英和� 宇津宮隆史
　　　山縣然太朗� 橋本圭司　
共催：武田薬品工業（株）

9：10～9：55
卵管

（O-254～O-258）
座長：河野康志

9：55～10：40
卵巣予備能

（O-259～O-263）
座長：中村康彦

10：45～11：30
AMH�1

（O-264～O-268）
座長：浅田義正
11：30～12：06
AMH�2

（O-269～O-272）
座長：岩瀬　明

12：20～13：20
ランチョンセミナー10

座長：楢原久司　　　　　　
演者：片岡惠子　　平木宏一
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

13：30～14：15
症例1

（O-273～O-277）
座長：折坂　誠

14：15～15：00
症例2

（O-278～O-282）
座長：石川博士

9：10～9：55
Oncofertility�1

（O-283～O-287）
座長：遠藤俊明

9：55～10：40
Oncofertility�2

（O-288～O-292）
座長：末岡　浩

10：45～11：30
Oncofertility�3

（O-293～O-297）
座長：馬場　長

11：30～12：15
PCOS

（O-298～O-302）
座長：松崎利也

13：30～14：15
精子・精巣1

（O-303～O-307）
座長：小川毅彦

14：15～15：00
精子・精巣2

（O-308～O-312）
座長：岩本晃明

8：00～14：00　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）

14：00～15：00
ポスター撤去

8：00～14：00
企業展示

15：00～15：05　閉会式

★


