第 13 回日本レーザーリプロダクション学会
レーザーで ART を極める
会 長：松山 毅彦（医療法人社団厚仁会 厚仁病院 理事長）
開催日：2018 年（平成 30 年）3 月 11 日（日）
会 場：JR ホテルクレメント高松
〒760-0011 香川県高松市浜ノ町 1-1
TEL：087-811-1111

3.取得可能な単位
■日本産科婦人科学会会員の方
・e 医学会カードを総合受付で提示してください。参加
単位として 10 単位が付与されます。

参加者へのご案内
１．参加登録
＜参加費＞
事前

当日

10 日･11 日参加

11 日のみ参加

11 日のみ参加

医師

14,000 円

13,000 円

15,000 円

医師以外

11,000 円

10,000 円

12,000 円

＜事前参加受付＞
オンラインによる登録のみとさせていただきます。
以下アドレスにアクセスいただき、お申し込みください。
http://www.med-gakkai.org/jslr2018.html
[登録期間]
平成 29 年 10 月 18 日(水)～平成 30 年 1 月 31 日(水)正午
[お支払方法] 銀行振込 2月14日（水）正午 まで延長します。
※手数料はご本人様でのご負担をお願いいたします。
[振込期日]
平成 30 年 2 月 14 日（水）
2月16日（金） まで延長します。
＜当日参加受付＞
会期前日 3 月 10 日（土）17：30～19：00
JR ホテルクレメント高松 2F 雅
※サテライト講演会会場前
会期当日 3 月 11 日（日） 8：00～15：30
JR ホテルクレメント高松 3F ホワイエ
２．懇親会
サテライト講演会開催日の夜におこないます。
懇親会の参加費は無料です。奮ってご参加ください。
［開催日時］3 月 10 日（土）20：00～
［会 場］ JR ホテルクレメント高松 3F「飛天 東」

■日本産婦人科医会会員の方
・研修参加証が発行されます。
後日の再発行はできません。必ず当日お受け取りくだ
さい。
■日本専門医機構単位付与講習は下記のとおりです。
・日本産科婦人科学会会員の方：
対象セッション前の休憩時間に e 医学会カードによる
受講登録を行ってください。
なお、講演開始 10 分を過ぎますと聴講は可能ですが、
受講登録はお受けできませんのでご了承ください。
・上記以外の方：
対象セッション前の休憩時間に、受講証明書を会場前
で配布します。名前、所属などを証明するものを持参
してください。
<専門医共通講習(医療倫理)>
プログラム

日時

会場

3 月 11 日（日）
10：50～11：50

第 1 会場

日時

会場

小児・AYA 世代がん患者に
対する妊孕性温存の診療
―がん・生殖医療の実践

3 月 10 日（土）

サテライト

18：30～19：30

講演会会場

講演

3 月 11 日（日）
13：20～14：20

第 1 会場

特別講演
わが国の着床前スクリーニ
ング（PGT-A）はどうなる？
<産婦人科領域講習>
プログラム
サテライト講演会

TTTS とレーザー
シンポジウム
機構認定講習特別プログラ
ム：統合医療からみた LLLT
と不妊鍼灸

3 月 11 日（日）
15：00～16：20

第 1 会場

3 月 10 日(土)
18:30~19:30

サテライト講演会

20:00～

「小児・AYA 世代がん患者に対する妊孕性温存の診療―がん・生殖医療の実践」
座長:秦 利之(香川大学医学部母子科学講座 周産期学婦人科学 教授)
演者:鈴木 直(聖マリアンナ医科大学産婦人科学 教授)

共催：フェリング・ファーマ株式会社

懇親会

3 月 11 日(日)
第一会場
8:40

8:40~8:50
8:50~9:00

9:00
9:00~9:30

開会・会長挨拶
基調講演「生殖補助医療は光の Wonderland」
座長：松山 毅彦(医療法人社団厚仁会 厚仁病院 理事長)
演者：福田 愛作(IVF 大阪クリニック 院長)
名誉理事長講演「血液を大切にし、侵襲を少なくする、レーザーリプロダクション」
座長：井上 正人(杉山産婦人科 名誉院長)
演者：大城 俊夫(医療法人社団慶光会大城クリニック 理事長)

9:30~9:50
10:00

9:50~10:30

休

10:50~11:50

憩

講演「PGS.NGS 基礎医科学研究者から見たゲノム編集の臨床応用における Tips：何ができて何が問題なのか」
座長：前田 和寿(四国こどもとおとなの医療センター 総合周産期母子医療センター長)
演者：井本 逸勢(徳島大学大学院医歯薬学研究部 人類遺伝学分野 教授)

10:30~10:50
11:00

第二会場

休

9:40~11:00

LLLT 実践「大城式中枢優先治療による LLLT の実践」
進行：大城 貴史(大城クリニック 副院長)
施行者：英ウィメンズクリニック スタッフ

13:20~14:20

講演「胚盤胞生検における技術的な問題点
：生検による影響を最小限にするために」
座長：沖津 摂(三宅医院 生殖医療センター)
演者：青山 直樹(加藤レディスクリニック)

憩

特別講演「わが国の着床前スクリーニング(PGT-A)はどうなる？」
座長：秦 利之(香川大学医学部母子科学講座 周産期学婦人科学 教授)
演者：竹下 俊行(日本医科大学産婦人科学教室 教授)
共催：富士製薬工業株式会社

11:50~12:00
12:00
12:00~12:50
13:00

14:00

休

ランチョンセミナー「生殖医学領域での超音波の役割と 3D プローブを用いた新たなアプローチ」
座長：古賀 文敏(古賀文敏ウイメンズクリニック 院長)
演者：吉田 淳(医療法人社団生新会木場公園クリニック 理事長)
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

12:50~13:20
13:20~14:20

休

15:00

16:20

憩 (12:50~13:10 理事会)

講演「TTTS とレーザー」
座長：杉山 隆(愛媛大学大学院医学系研究科 産科婦人科学教室 教授)
演者：村田 晋(川崎医科大学 産婦人科学 1 講師)

14:20~14:30
14:30~14:40

憩

休

憩

休

憩

総会

14:40~15:00
15:00~16:20

シンポジウム「統合医療からみた LLLT と不妊鍼灸」
座長：森本 義晴(HORAC グランフロント大阪 院長)
演者：森本 義晴(HORAC グランフロント大阪 院長)<ｷｰﾉｰﾄ>、中村 一徳(なかむら第二針療所 院長)
苔口 昭次(英ウィメンズクリニック 院長)
共催：栄研化学株式会社、東ソー株式会社

16:20~16:35

閉会・次期会長挨拶

