がんと⽣殖に関するシンポジウム 2013
̶妊孕性温存の診療を考えるー

⽇

時

2013 年 4 ⽉ 21 ⽇（⽇）10:00-17:30

場

所

⼤⼿町ファーストスクエアカンファレンス
※東京駅丸の内北⼝より徒歩４分、⼤⼿町駅より直通
東京都千代⽥区⼤⼿町 1-5-1 ファーストスクエア イーストタワー2F
TEL：03-5220-1001

代表：鈴⽊ 直

（聖マリアンナ医科⼤学 産婦⼈科学

代表：落合 和徳
代表：福⽥ 護

FAX:03-5220-1003

（東京慈恵会医科⼤学

URL：http://www.1ofsc.jp

教授）

産婦⼈科学教室

教授）

（聖マリアンナ医科⼤学 ブレスト＆イメージング先端医療センター

主催

特定⾮営利活動法⼈⽇本がん・⽣殖医療研究会（JSFP）

後援

特定⾮営利活動法⼈キャンサーリボンズ

院⻑）

プログラム
司会

鈴⽊ 直

10:00-10:15

1. 開会の辞：
落合 和徳 東京慈恵会医科⼤学 産婦⼈科学教室 教授
⽯塚 ⽂平 聖マリアンナ医科⼤学⾼度⽣殖医療講座 特任教授
福⽥ 護

10:15-10:45

10:45-11:15

聖マリアンナ医科⼤学 B&I センター院⻑

2. がん・⽣殖医療の実践
演者：鈴⽊ 直

聖マリアンナ医科⼤学 産婦⼈科 教授

座⻑：福⽥ 護

聖マリアンナ医科⼤学 B&I センター院⻑

3. 妊孕性温存療法の指針１̶卵⼦凍結、胚凍結
演者：⾼井 泰
座⻑：⽵原 祐志

11:15-11:45

11:45-12:15

埼⽟医科⼤学総合医療センター 産婦⼈科 准教授
慶愛クリニック 院⻑

4. 妊孕性温存療法の指針 2̶卵巣組織凍結
演者：⾼江 正道

聖マリアンナ医科⼤学 産婦⼈科学 助教

座⻑：橋本 周

IVF なんばクリニック 研究部⾨部⻑

5. 乳腺腫瘍と⽣殖
演者：津川 浩⼀郎 聖マリアンナ医科⼤学 乳腺内分泌外科 教授
座⻑：塩⽥ 恭⼦

聖路加国際病院 ⼥性総合診療部 副医⻑

休憩
12:30-13:10

6. ⼦宮頸癌に対する妊孕性温存療法－広汎性⼦宮頚部摘出術を中⼼に－
（MSD ランチョンセミナー）
演者：⻘⽊ ⼤輔

慶應義塾⼤学医学部 産婦⼈科 教授

座⻑：岡本 愛光

東京慈恵会医科⼤学 産婦⼈科学教室 教授

休憩
13:20-13:50

13:50-14:20

14:20-14:50

14:50-15:20

7. 泌尿⽣殖器腫瘍と⽣殖
演者：岡⽥ 弘

獨協医科⼤学越⾕病院 泌尿器科 教授

座⻑：⽊村 ⽂則

滋賀医科⼤学医学部 産科学婦⼈科学講座 講師

8. ⾎液腫瘍と⽣殖
演者：神⽥ 善伸

⾃治医科⼤学付属さいたま医療センター ⾎液科 教授

座⻑：⻘野 ⽂仁

加藤レディースクリニック 研究開発室 部⻑

9. ⼩児・思春期腫瘍と⽣殖
演者：三善 陽⼦

⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 ⼩児科学 助教

座⻑：筒井 建紀

⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 産科学婦⼈科学 准教授

10. 乳腺腫瘍と⽣殖
演者：清⽔ 千佳⼦ 国⽴がん研究所センター中央病院 乳腺・腫瘍内科 医⻑
座⻑：宮城 悦⼦

横浜市⽴⼤学附属病院化学療法センター センター⻑

休憩
15:30-16:00

11. 周産期の⽴場から考えるがん・⽣殖医療
演者：池⽥ 智明

三重⼤学医学部 産科婦⼈科学教室 教授

座⻑：森重 健⼀郎 岐⾩⼤学医学部 産科婦⼈科学 教授
16:00-16:30

12. がん・⽣殖医療全国ネットワークの構築ー岐⾩モデル
演者：古井 ⾠郎
座⻑：梶⼭ 広明

16:30-17:00

岐⾩⼤学医学部 産科婦⼈科学 講師
名古屋⼤学医学部 産婦⼈科 准教授

13. がん・⽣殖医療における精神的サポートの構築
演者：杉本 公平

東京慈恵会医科⼤学 産婦⼈科学教室 講師

座⻑：⼤須賀 穣 東京⼤学医学部附属病院 ⼥性診療科・⼥性外科 准教授
17:00-17:30

14. がん・⽣殖医療と倫理
演者：⼰斐 秀樹
座⻑：藤原 浩

⻲⽥メディカルセンター 不妊⽣殖科 部⻑
京都⼤学医学部婦⼈科学産科学教室 准教授

閉会の辞
⽵原 祐志 慶愛クリニック 院⻑

｜会場地図

⼤⼿町ファーストスクエア カンファレンス オフィス

参考ＵＲＬ

〒100-0004

http://www.1ofsc.jp/access/

東京都千代⽥区⼤⼿町 1-5-1 ファーストスクエア イーストタワー2F
TEL：03-5220-1001 FAX:03-5220-1003 URL：http://www.1ofsc.jp

＜アクセス＞

■⼤⼿町駅（C12 出⼝ 直結）※当⽇は C8 および C11 出⼝は閉鎖となります。
・地下鉄

東京メトロ

千代⽥線/東⻄線/半蔵⾨線/丸の内線

都営地下鉄

三⽥線

■東京駅（丸の内北⼝ 4 分）
・JR

東京駅（丸の内北⼝ 徒歩 4 分）

｜交通・ご宿泊に関するお願い
本会開催にあたり、現状において運営費などの⽀援を得る⼿配ができておらず、必要経費の⾯では⼤変厳し
い状況での開催となります。遠⽅からお越しいただく先⽣⽅には、⼤きなご負担をおかけすることになり誠に
⼼苦しい限りですが、本会ご参加のための交通費・ご宿泊費をご負担いただきたく、何卒ご理解を賜りますよ
うお願い申し上げます。

｜連絡先
■聖マリアンナ医科⼤学 産婦⼈科

杉下 陽堂（すぎした ようどう）TEL ：044-977-8111（代表）
※交換でお呼び出し下さい。

■JFSP 運営事務局（MPO 株式会社内）武⽥ 泉穂（たけだ みずほ） TEL：044-979-1631

｜運営事務局
⽇本がん・⽣殖医療研究会 運営事務局
〒216-8512

神奈川県川崎市宮前区菅⽣ 2-16-1

聖マリアンナ医科⼤学 難病治療研究センター MPO 株式会社内
TEL：044-979-1631

E-mail：support@mpoinc.co.jp

