
第 153 回 関東生殖医学会 プログラム 

日時：2019 年 6 月 1 日（土） 13：00～ 

場所：持田製薬㈱ルークホール（持田製薬㈱ 本社内） 

所在地：〒160-8515 東京都新宿区四谷 1-7    

一般演題（講演 6 分、質疑応答 3分） 

 
13：00～13：05 第 153 回関東生殖医学会会長挨拶        帝京大学溝口病院 西井 修 

 
第 1 群 13:05-13:55                        座長：藤本晃久（帝京大学溝口病院産婦人科） 

 

1 Y 染色体構造異常(リング Y染色体)を呈した乏精子無力症の１例 

千葉大学泌尿器科  

〇加藤繭子 坂本信一 小宮顕 市川智彦 

 

2 精索静脈瘤と精液中酸化還元電位（ORP）の関係について 

田園都市レディースクリニック 1) 田園都市レディースクリニック二子玉川 2) 横浜市立大学附属市民

総合医療センター3) 獨協医科大学埼玉医療センター4) 

〇名古満 1） 有地あかね 1） 村松裕崇 2） 大村直輝 1） 伊藤かほり 2） 小峰祝敏 1） 門前志歩 2） 遠藤美幸
1） 木寺信之 1） 竹村由里 1） 蓮井美帆 1）2） 佐々木博 1） 依光毅 1） 己斐秀樹 1）2） 大原基弘 2） 清水康

史 1） 小堀善友 4） 湯村寧 3） 河村寿宏 1）2） 

 

3 22 番染色体長腕微細欠失に由来する Kallmann 症候群の１症例 

 筑波大学医学医療系 産科婦人科１）筑波大学医学医療系 代謝内分泌糖尿病内科２） 

〇足立結華 1） 川崎彰子 1） 鈴木あすか 1） 森悠樹 1） 板垣博也 1） 井尻博子 1） 大山真理子 2） 鈴木浩明
2） 佐藤豊実 1） 

 

4 Development of drug-free In Vitro Activation for infertility treatment of patients with 

ovarian dysfunction 

山王病院 

○田中佑佳 河村和弘 末永昭彦 黒澤貴子 久須美真紀 田畑知沙 野間桃 堤治 

 

5 菲薄化した子宮内膜に対する多血小板血漿（PRP）を用いた不妊治療研究-出産例 3例の報告 

山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター1) 東京 HART クリニック 2) ファティリティ

クリニック東京 3) 加藤レディ－スクリニック 4) 田園都市レディースクリニック 5) 杉山産婦人科丸の

内 6) 杉山産婦人科新宿 7) 木場公園クリニック 8)  中央大学理工学部人間総合理工学科 9)  国際医療

福祉大学大学院胚培養分野 10) 国際医療福祉大学医学部産婦人科 11)  

〇久須美真紀 1)10) 猪鼻達仁 1)10) 田中佑佳 1) 野間桃 1) 田畑知沙 1) 黒澤貴子 1) 末永昭彦 1)10) 岡親弘 2) 

小田原靖 3) 加藤恵一 4) 河村寿宏 5) 栗林靖 6) 杉山力一 7) 吉田淳 8) 河村和弘 1)10)11) 大橋靖雄 9) 堤治
1)10) 

 



第 2群 13:55-14:45           座長：松山玲子（帝京大学溝口病院産婦人科） 

 

6 新しい経口 Gn-RH antagonist 製剤投与により止血し得た筋腫分娩の 1例 

御茶ノ水・浜田病院 1)、帝京大学産婦人科 2) 

〇合阪幸三 1) 土屋富士子 1) 末田雅美 1) 板橋香奈 1) 小畑清一郎 1) 平池春子 2) 

 
7 当院における子宮腺筋症病巣除去術の治療成績 

東京大学産婦人科 

〇賀来哲明 廣田泰 福井大和 赤枝俊 平岡毅大 松尾光徳 原口広史 原田美由紀 甲賀かをり 平池修 

大須賀穣 藤井知行 

 

8 異なる転帰をとったアッシャーマン症候群の 3例 

群馬大学産婦人科 1)  神岡産婦人科医院 2) 

〇小林未央 1) 北原慈和 1) 萩原優美子 1) 飯塚円香 1) 嶋田亜公子 2) 中里智子 1) 岩瀬明 1) 

 

9 採卵後に腹膜炎を呈した膀胱子宮窩に発生した稀少部位子宮内膜症 の一例 

日本医科大学産婦人科 

○松田繁 小野修一 可世木華子 渡邊建一郎 市川雅男 明樂重夫 竹下俊行 

 

10 不妊治療が就労女性のワークライフバランスに与える影響 

〜当院不妊外来患者へのアンケート結果より見えてきたもの〜 

慶應義塾大学産婦人科 

○祝井麻希 浜谷敏生 佐々木拓幸 上條慎太郎 山田満稔 内田明花 佐藤卓 内田浩 田中守 

 

＜日本専門医機構 共通講習受講手続 14:45-15:00＞ 

 

【基調講演】15:00-16:00             座長：西井 修 （帝京大学溝口病院産婦人科） 

「生殖補助医療をめぐる近年の社会的・文化的な変化と倫理的課題 ―文化人類学の観点から―」 
  上杉 富之（成城大学文芸学部 教授） 

 
＜休憩 16:00-16:20＞ 

 

第 3 群 16:20-17:20                座長：河村寿宏（田園都市レディースクリニック） 

 

11 未熟卵が出現した採卵周期の検討 

池袋えざきレディースクリニック 

〇上代傑 貴志真衣 菊池芙美 江崎敬 

 

12 タイムラプスによる胚の観察情報の自動解析システム（Eeva システム）は従来の形態的胚評価よ

り優れているか？ 

杉山産婦人科新宿 

〇中川浩次 堀川隆 月花瑤子 板倉彰子 森山梓 中尾佳月 壽圓裕康 小代裕子 黒田恵司 高見澤聡 



杉山力一 

 
13 35 歳以下完全自然周期採卵-新鮮胚移植の妊娠率は、人工授精より高率か？ 

杉山産婦人科新宿 

〇月花瑤子 黒田恵司 板倉彰子 森山梓 中尾佳月 壽圓裕康 小代裕子 堀川隆 黒田恵司 高見澤聡 

中川浩次 杉山力一 

 

14 乳がん治療後に生殖医療を行った患者の妊娠率の検討 

聖マリアンナ医科大学産婦人科 

〇阿部恭子 白石絵莉子 上嶋佳織 鈴木由妃 澤田紫乃 岩端秀之 杉下陽堂 高江正道 洞下由記  

鈴木直 

 

15 ART 反復不成功例における子宮内フローラ検査の施行経験  
池下レディースクリニック吉祥寺 1) 帝京大学溝口病院 2) JCHO 東京山手メディカルセンター3) 

〇矢野直美 1) 藤本晃久 2) 桐明千晶 1) 小川武甲 1) 齊藤彩加 1) 清水真由美 1) 篠原令姫 1) 矢野哲 3)  
 

16 着床不全外来を受診した着床不全のリスク因子と治療後の妊娠成績の検討 

順天堂大学産婦人科 1) 新橋夢クリニック 2) 京野アートクリニック高輪 3) 加藤レディースクリニック
4) 杉山産婦人科新宿 5) 

〇松村優子 1) 瀬川智也 2) 橋本朋子 3) 福田淳一郎 4) 中川浩次 5) 落合阿沙子 1) 尾崎理恵 1) 村上圭祐 1) 

伊熊慎一郎 1) 岡田由貴子 1) 北出真理 1) 杉山力一 5) 黒田恵司 1)5)、板倉敦夫 1) 

 
■参加者への注意事項■ 
1.  日本産科婦人科学会専門医研修出席証明（10 単位）、日本専門医機構学術集会参加単

位（2単位）をご希望の方は、必ず「e医学会カード」をご携帯ください。 
2.   本学会の基調講演は、日本専門医機構共通講習(必修講習:医療倫理)に認定されてお

ります。講習参加受付の際にも「e医学会カード」が必要です。開始時間 5分後以降
の入室、および途中退室の場合には日本専門医機構単位付与はされませんので、ご注
意ください。 

3.   日本生殖医学会生殖医療専門医・生殖医療専攻医の方は「日本生殖医学会カード(JSRM
カード)」をご提示ください (10 ポイント)。 

4.   本学会参加者には、日本産婦人科医会シール 1枚を発行いたします。 
5.   当日受付にて会場整理費として 3,000 円をお支払いください。 
  
■講演者への注意事項■ 

1. 講演時間は 6分、討論は 3分です。時間を厳守してください。 
2. 発表 PC は Windows PC のみ学会事務局で準備いたします。発表開始の 30 分前までに

会場内 2 階の PC 受付にてファイル登録をお願いします。発表ファイルは USB メモリ
にてご持参ください。動画使用の希望がある場合は動画を PowerPoint ファイルに埋
め込んでいただき単一の ppt ファイルをご持参いただければ発表可能です。「プレゼ
ンテーションパック」で作成されたファイルは受け付けできません。事務局で準備す
る PC では「発表者ツール」の使用はできません。ファイルをご持参いただく際は、
プレゼンテーションを作成した PC 以外でプレゼンテーションが再生できるかどうか

を事前に確認されることを強くお勧めします。 
3. ファイル名は 演題番号＋氏名 としてください 
4. ご自身の WindowsPC を持ち込んでの発表も可能です(D-sub15 ピン出力が必要です）



が、学術集会のスムーズな進行のためになるべく USB メモリにてファイルをご持参く
ださいますようお願い申し上げます。Mac に関しては PC 持ち込みでお願いいたしま
す。D-sub15ピン出力ができる接続ケーブルのご持参をお忘れなきようお願いします。 

5. 次演者は前方の指定された席にご着席下さい。 
6. 学会雑誌に掲載するための抄録（400 字）を 2019 年 6 月 7 日（金）までに 153 回関

東生殖医学会事務局・藤本晃久あてにメールでお送りください 
（fujimoto-tky@umin.ac.jp）。 

 
第 153 回 関東生殖医学会 

            会長 西井 修 
 

   ＜お問い合わせ＞    帝京大学溝口病院産婦人科 (担当：藤本晃久) 

〒213-8507 神奈川県川崎市高津区二子 5-1-1 

TEL：044-844-3333 (内線 3233 産婦人科医局) 

FAX：044-844-3233 

E-mail：fujimoto-tky@umin.ac.jp 

 

【会場地図】 

 
会場：「ルークホール」東京都新宿区四谷 1-7（持田製薬株式会社 本社内） 

◎アクセス  ・JR 四ッ谷駅四谷口      → 徒歩 3 分 

・丸ノ内線四ッ谷駅赤坂口 → 徒歩 4 分 

・南北線四ッ谷駅出入口２ → 徒歩 2 分 


