
20（142） 日生殖医会誌　63 巻 3 号

第1日目　9月6日（木）
旭川市民文化会館 OMO7旭川

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
1階 大ホール 2階 小ホール 3階 瑞雲東西 3階 彩雲の間 2階 孔雀の間

7：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

8：50～9：30　教育講演1
自然周期・低卵巣刺激周期での治療の
実際と治療成績向上のためのポイント
座長：石原　理　演者：加藤恵一

9：35～10：15　特別講演1
ヒト生殖細胞試験管内誘導
研究の現状と展望

座長：岡田　弘　演者：斎藤通紀

10：20～11：00　招請講演1
ヒト疾患ゲノム解析の到達

点と問題点
座長：小川毅彦　演者：松本直通
11：05～11：45　海外招請講演
Genetic and Genomic Caus-
es of Human Male Infertility
座長：藤澤正人 　　　　
演者：Dolores J. Lamb

13：10～14：10
総会

14：20～14：50 会長講演
北の国での生殖医学との出会い
座長：苛原　稔　演者：千石一雄

14：55～16：15
シンポジウム1
不育症のトピックス

座長：山田秀人　高桑好一
演者：佐藤善啓　谷村憲司
　　　佐藤　剛　中塚幹也

16：30～17：50
シンポジウム2

卵巣の加齢に対する 
最新知見　基礎・臨床

座長：村上　節　　藤原　浩
演者：阿久津英憲　山田満稔
 平池　修　　星野由美

8：50～9：35
卵胞発育・排卵

（O-001～O-005）
座長：河野康志

9：40～10：35
体外受精1

（O-006～O-011）
座長：岸　裕司

10：40～11：25
体外受精2

（O-012～O-016）
座長：原田竜也

14：15～15：00
不妊症（女性）1

（O-017～O-021）
座長：東口篤司

15：00～15：55
不妊症（女性）2

（O-022～O-027）
座長：三浦清徳

16：05～17：25
シンポジウム3

精子を知る，見る，作る
座長：伊川正人　　宮川　康
演者：伊川正人　　日野敏昭
 越後貫成美　宮川　康

17：30～18：30
第21回男性不妊フォーラム
座長：永尾光一　辻村　晃
演者： 竹島徹平　千葉公嗣 

 木村将貴　福原慎一郎 
小林秀行

8：50～10：10
シンポジウム4

ART出生児の疾病罹患と 
長期予後

座長：久慈直昭　見尾保幸
演者：齊藤英和　緒方　勤
　　　有馬隆博　鈴木孝太

10：25～11：20
培養液・培養環境1
（O-028～O-033）
座長：熊澤由紀代

12：00～13：00
ランチョンセミナー1
座長：蔵本武志
演者：福田愛作

共催：メルクセローノ（株）

14：30～15：50
スポンサードシンポジウム　
培養士企画セミナー

座長：寺田幸弘　　渡邉英明
演者：髙橋史朗　　髙橋　聡
 天野奈美子　　　　　
共催：扶桑薬品工業（株）

18：45～20：00
懇親会

8：50～9：35
胚の評価1

（O-034～O-038）
座長：森本義晴

9：40～10：25
胚の評価2

（O-039～O-043）
座長：吉田　淳

10：30～11：15
Time lapse/ 

Live cell imaging 1
（O-044～O-048）
座長：浅田義正

12：00～13：00
ランチョンセミナー2
座長：吉村𣳾典　
演者：藤原敏博　
　　　宇津宮隆史
共催：あすか製薬（株）

14：15～15：00
Time lapse/ 

Live cell imaging 2
（O-049～O-053）
座長：吉田仁秋
15：00～15：45
Time lapse/ 

Live cell imaging 3
（O-054～O-058）
座長：詠田由美

8：50～9：35
精子・精巣

（O-059～O-063）
座長：年森清隆

9：40～10：25
不妊症（男性）1

（O-064～O-068）
座長：白石晃司

10：30～11：15
不妊症（男性）2

（O-069～O-073）
座長：伊藤直樹

12：00～13：00
ランチョンセミナー3
座長：西井　修
演者：杉浦真弓

共催：ウィメンズヘルス・ジャパン（株）

14：15～15：00
不妊症（男性）3

（O-074～O-078）
座長：辻村　晃

15：00～15：45
TESE/micro TESE
（O-079～O-083）
座長：小宮　顕

15：50～16：35
統計1

（O-084～O-088）
座長：石川博士

16：35～17：30
統計2

（O-089～O-094）
座長：折坂　誠

17：35～18：30
培養液・培養環境2
（O-095～O-100）
座長：川崎彰子

8：45～8：50　開会式

★

★



21（143）平成 30 年 8 月 1 日

OMO7旭川 旭川市民文化会館 OMO7旭川
第6会場 第7会場 大会議室 ポスター会場 展示会場

2階 白鳥の間 2階 北斗の間 3階 B1階 展示室 2階 北辰・ロビー/3階 ロビー
7：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

★：日本専門医機構対象講習会

8：50～9：30
妊孕性温存1

（O-101～O-104）
座長：柴原浩章

9：35～10：20
妊孕性温存2

（O-105～O-109）
座長：前田長正

10：25～11：10
妊孕性温存3

（O-110～O-114）
座長：松崎利也

12：00～13：00
ランチョンセミナー4
座長：末岡　浩　
演者：土屋雄彦　
　　　和田真一郎
共催：テルモ（株）

14：15～15：00
その他（基礎）1

（O-115～O-119）
座長：丸山哲夫

15：00～15：45
その他（基礎）2

（O-120～O-124）
座長：河村和弘

15：50～16：35
その他（基礎）3

（O-125～O-129）
座長：石原　理

16：35～17：30
その他（基礎）4

（O-130～O-135）
座長：細井美彦

17：35～18：30
その他（基礎）5

（O-136～O-141）
座長：廣田　泰

8：50～9：35
子宮内膜症1

（O-142～O-146）
座長：谷口文紀

9：40～10：25
子宮内膜症2

（O-147～O-151）
座長：百枝幹雄

10：30～11：25
妊娠・流産・不育

（O-152～O-157）
座長：桑原慶充

12：00～13：00
ランチョンセミナー5
座長：岩瀬　明
演者：北島道夫
共催：持田製薬（株）

14：15～15：00
その他（臨床）1

（O-158～O-162）
座長：宮本敏伸
15：00～15：40
その他（臨床）2

（O-163～O-166）
座長：水無瀬学

15：45～16：40
症例報告

（O-167～O-172）
座長：立花眞仁

16：40～17：35
診断・検査

（O-173～O-178）
座長：森田峰人

17：40～18：35
当事者支援・教育

（O-179～O-184）
座長：北脇　城

16：00～17：30
生殖医療コーディネーター

講習会

8：10～10：00
ポスター掲示

10：00～17：00
ポスター閲覧

妊孕性温存1 （P-001～P-005）
妊孕性温存2 （P-006～P-009）
内視鏡 （P-010～P-015）
症例報告1 （P-016～P-020）
症例報告2 （P-021～P-023）
統計 （P-024～P-027）
その他（基礎） （P-028～P-032）
卵子 （P-033～P-038）
TESE/micro TESE 
 （P-039～P-042）
内分泌（男性） （P-043～P-045）
内分泌（女性）1 （P-046～P-051）
内分泌（女性）2 （P-052～P-056）
子宮・卵管 （P-057～P-060）
卵胞発育・排卵 （P-061～P-068）
胚の評価 （P-069～P-072）
精索静脈瘤 （P-073～P-076）
Time lapse/Live cell imaging  
 （P-077～P-081）
Oncofertility 1 （P-082～P-085）
Oncofertility 2 （P-086～P-090）
Oncofertility 3 （P-091～P-095）
カウンセリング・看護1 
 （P-096～P-100）
カウンセリング・看護2 
 （P-101～P-105）
子宮内膜症 （P-106～P-113）
精子・卵巣 （P-114～P-120）
着床前，遺伝子診断および検査 
 （P-121～P-124）
凍結保存 （P-125～P-127）
不妊症（女性）1 （P-128～P-133）
不妊症（女性）2 （P-134～P-138）
体外受精 （P-139～P-143）
その他（臨床） （P-144～P-149）
不妊症（男性）1 （P-150～P-154）
不妊症（男性）2 （P-155～P-159）
不妊症（男性）3 （P-160～P-164）
妊娠・流産・不育1 
 （P-165～P-170）
妊娠・流産・不育2 
 （P-171～P-176）
妊娠・流産・不育3 
 （P-177～P-182）
顕微授精 （P-183～P-186）
胚移植・着床1 （P-187～P-191）
胚移植・着床2 （P-192～P-196）
胚移植・着床3 （P-197～P-202）
胚移植・着床4 （P-203～P-208）

17：00～18：00
ポスター討論

9：00～18：00
企業展示



22（144） 日生殖医会誌　63 巻 3 号

第2日目　9月7日（金）
旭川市民文化会館 OMO7旭川

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
1階 大ホール 2階 小ホール 3階 瑞雲東西 3階 彩雲の間 2階 孔雀の間

7：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

9：10～9：50　招請講演2
命をつなぐ

座長：市川智彦
演者：坂東　元

9：55～10：35　特別講演2
ゲノムの安定性と細胞老化

座長：大須賀穣
演者：小林武彦

10：45～11：25　教育講演2
凍結技術の最前線：ガラス化胚盤胞
移植の臨床的有用性を高める工夫
座長：田中　温　演者：向田哲規
11：25～12：05　教育講演3
減数分裂の開始機構と 

染色体構築
座長：年森清隆　
演者：石黒啓一郎

13：30～14：10　教育講演4
組織工学的手法を用いた子宮再生

座長：竹下俊行
演者：古川克子

9：10～9：55
胚移植・着床1

（O-185～O-189）
座長：綾部琢哉

9：55～10：40
胚移植・着床2

（O-190～O-194）
座長：栁田　薫

10：45～11：40
胚移植・着床3

（O-195～O-200）
座長：久具宏司

13：30～14：15
胚移植・着床4

（O-201～O-205）
座長：三國雅人

14：15～15：10
胚移植・着床5

（O-206～O-211）
座長：福井淳史

7：00～9：00
生殖医療従事者講習会

9：10～9：55
凍結保存1

（O-212～O-216）
座長：升田博隆

9：55～10：40
凍結保存2

（O-217～O-221）
座長：安藤寿夫

10：40～12：00
シンポジウム5

再生医療と生殖医療の接点
座長：阿久津英憲　浜谷敏生
演者：立花眞仁　　三條博之
 小川誠司　　小島淳哉

12：15～13：15
ランチョンセミナー6
座長：馬場　剛
演者：島田昌之
　　　浅田義正

共催：フェリング・ファーマ（株）

13：40～15：00
シンポジウム6
ARTのトピックス 
ARTの最前線

座長：福田愛作　岡田英孝
演者：太田邦明　谷口文章
　　　塩谷雅英　古井憲司

9：10～10：30
シンポジウム7

摂食，全身代謝と生殖現象
座長：木村　正
　　　杉野法広
演者：岩佐　武
　　　清水辰徳
　　　中村仁美

10：35～11：20
内視鏡1

（O-222～O-226）
座長：明樂重夫

11：20～12：05
内視鏡2

（O-227～O-231）
座長：堀江昭史

12：15～13：15
ランチョンセミナー7
座長：渡利英道
演者：大隅大介
　　　工藤正尊

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

13：30～14：15
着床前診断

（O-232～O-236）
座長：末岡　浩

14：15～15：00
顕微授精

（O-237～O-241）
座長：和田真一郎

8：00～9：00
モーニングセミナー
座長：市川智彦
演者：井手久満

共催：武田薬品工業（株）

9：55～10：40
Oncofertility 1

（O-242～O-246）
座長：堀川道晴

10：45～11：30
Oncofertility 2

（O-247～O-251）
座長：高井　泰

12：15～13：15
ランチョンセミナー8
座長：峯岸　敬
演者：中川浩次

共催：富士製薬工業（株）

13：30～14：15
Oncofertility 3

（O-252～O-256）
座長：馬場　剛

15：30～17：30
市民公開講座

北の国で輝き続ける女性で
あるために

座長：吉村𣳾典
　　　千石一雄

15：00～15：05　閉会式

★



23（145）平成 30 年 8 月 1 日

OMO7旭川 旭川市民文化会館 OMO7旭川
第6会場 第7会場 大会議室 ポスター会場 展示会場

2階 白鳥の間 2階 北斗の間 3階 B1階 展示室 2階 北辰・ロビー/3階 ロビー
7：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

★：日本専門医機構対象講習会

9：10～9：55
カウンセリング・看護1
（O-257～O-261）
座長：菅沼信彦
9：55～10：35

カウンセリング・看護2
（O-262～O-265）
座長：森　明子

10：40～11：35
内分泌（女性）

（O-266～O-271）
座長：木村文則

12：15～13：15
ランチョンセミナー9
座長：佐藤雄一
演者：黒田恵司

共催：バイエル薬品（株）

13：30～14：15
子宮・卵管

（O-272～O-276）
座長：工藤正尊

14：15～14：45　IVM
（O-277～O-279）
座長：逸見博文

9：10～9：55
卵巣

（O-280～O-284）
座長：髙橋俊文

9：55～10：40
精索静脈瘤1

（O-285～O-289）
座長：北　雅史

10：45～11：30
精索静脈瘤2

（O-290～O-294）
座長：岩本晃明

12：15～13：15
ランチョンセミナー10
座長：楢原久司
演者：西川　鑑
共催：科研製薬（株）

13：30～14：10
多嚢胞性卵巣症候群
（O-295～O-298）
座長：森下美幸

8：40～14：00 
ポスター閲覧

妊孕性温存1 （P-001～P-005）
妊孕性温存2 （P-006～P-009）
内視鏡 （P-010～P-015）
症例報告1 （P-016～P-020）
症例報告2 （P-021～P-023）
統計 （P-024～P-027）
その他（基礎） （P-028～P-032）
卵子 （P-033～P-038）
TESE/micro TESE （P-039～P-042）
内分泌（男性） （P-043～P-045）
内分泌（女性）1 （P-046～P-051）
内分泌（女性）2 （P-052～P-056）
子宮・卵管 （P-057～P-060）
卵胞発育・排卵 （P-061～P-068）
胚の評価 （P-069～P-072）
精索静脈瘤 （P-073～P-076）
Time lapse/Live cell imaging 
 （P-077～P-081）
Oncofertility 1 （P-082～P-085）
Oncofertility 2 （P-086～P-090）
Oncofertility 3 （P-091～P-095）
カウンセリング・看護1 （P-096～P-100）
カウンセリング・看護2 （P-101～P-105）
子宮内膜症 （P-106～P-113）
精子・卵巣 （P-114～P-120）
着床前，遺伝子診断および検査 
 （P-121～P-124）
凍結保存 （P-125～P-127）
不妊症（女性）1 （P-128～P-133）
不妊症（女性）2 （P-134～P-138）
体外受精 （P-139～P-143）
その他（臨床） （P-144～P-149）
不妊症（男性）1 （P-150～P-154）
不妊症（男性）2 （P-155～P-159）
不妊症（男性）3 （P-160～P-164）
妊娠・流産・不育1 （P-165～P-170）
妊娠・流産・不育2 （P-171～P-176）
妊娠・流産・不育3 （P-177～P-182）
顕微授精 （P-183～P-186）
胚移植・着床1 （P-187～P-191）
胚移植・着床2 （P-192～P-196）
胚移植・着床3 （P-197～P-202）
胚移植・着床4 （P-203～P-208）

14：00～15：00
ポスター撤去

9：00～14：30
企業展示


