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プログラム

第13 回日本がん・生殖医療学会 学術集会　１日目　（2023年2月25日［土］）

市民公開講座「がん・生殖医療と里親・養子縁組」

日 時：2023年2月25日［土］16：10〜17：50　　会 場：大宮ソニックシティホール（小ホール）

大宮ソニックシティホール（小ホール）

9：00 ー 9：05 ■オープニングリマークス ●演者：杉本 公平（ 獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター
教授）

9：05 ー 9：20 ■基調講演「Fertility Preservation  過去・現在・未来」 ●座長：大須賀 穣（東京大学大学院医学系研究科産婦人科教授）
●演者：森本 義晴（HORAC グランフロント大阪クリニック院長）

9：20 ー 10：40 ■㈱北里コーポレーション共催特別講演「男性妊孕性温存の展望」
　●座長：西山 博之（筑波大学医学医療系臨床医学域腎泌尿器外科教授） ／ 鈴木 直（聖マリアンナ医科大学産婦人科学教授）

　日本の男性妊孕性温存の展望 ●演者：岡田 弘（ 獨協医科大学埼玉医療センター国際リプロダクション 
センター特任教授、名誉教授）

　 Gonadal Tissue Cryopreservation 
　and Prospects for Future Reproduction

●演者（オンライン）： Kyle E. Orwig Ph.D（Department of Ob/
Gyn & Reproductive Sciences, Magee-Womens 
Research Institute, University of Pittsburgh School 
of Medicine, Pittsburgh, PA, USA） 

　総合討論

10：40 ー 10：50 休憩

10：50 ー 11：50 ■ 委員会報告 1  「 乳癌患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療
ガイドライン改訂委員会」 ● 座長：田村 宣子（虎の門病院乳腺・内分泌外科医長）

　 POSITIVE 試験（Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting  
Therapy for women with endocrine responsIVE breast cancer 
–IBCSG 48-14–）初回解析結果のアンコール報告

●演者：清水 千佳子（ 国立国際医療研究センター病院乳腺・腫瘍内科 
診療科長）

■ 委員会報告 2  「 登録委員会、JOFR 管理運営委員会」

　日本がん・生殖医療登録システムの現状と課題
　−「JOFR-II」と「FS リンク」の可能性

●演者：髙井 泰（ JSFP 副理事長・登録委員会委員長 
埼玉医科大学総合医療センター産婦人科教授）

11：50 ー 12：00 休憩

12：00 ー 13：20 ■ランチョントークセッション「Patient Journey（ペイシェント・ジャーニー）に寄り添うがん・生殖医療」
　●座長： 猪瀬 美樹（NHK チーフ・ディレクター）／ 桜井 なおみ（一般社団法人 CSR プロジェクト代表理事）

　座長挨拶
　基調講演 －臨床心理士の視点から ●演者：伊藤 由夏（岐阜大学医学部附属病院 がん・生殖医療専門心理士）

　パネルディスカッション
　●パネリスト：矢方 美紀（タレント・声優） ／ 佐藤 真司（会社員） ／ ロング朋子（一般社団法人ベアホープ 代表理事／里親）

　総合討論
　まとめ

13：20 ー 13：30 休憩

13：30 ー 14：20 ■認定がん・生殖医療ナビゲーター教育講演 ●座長：堀江 昭史（京都大学産婦人科講師）

　 共有意思決定をサポートする認定がん・生殖医療ナビゲーターと 
がん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院等の整備指針について ●演者：小野 政徳（日本がん・生殖医療学会認定制度委員会運営委員長）

　共有意思決定 － shared decision making（SDM） ●演者：中山 健夫（ 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康 
情報学分野教授）

14：20 ー 14：30 休憩

14：30 ー 15：50 ■㈱北里コーポレーション共催パネルディスカッション「がん・生殖医療と HBOC」
　●座長：片桐 由起子（東邦大学医療センター大森病院産婦人科教授） ／ 清水 千佳子（国立国際医療研究 センター病院乳腺・腫瘍内科診療科長）

　●パネリスト： 有賀 智之（がん・感染症センター都立駒込病院外科（乳腺）・遺伝子診療科医長） ／ 渡邊 知映（昭和大学保健医療学部教授） ／  
阿部 友嘉（獨協医科大学埼玉医療センター遺伝カウンセリングセンター遺伝カウンセラー） ／  
林 裕子（東邦大学医療センター大森病院産婦人科助教） ／ 御舩 美絵（若年性乳がんサポートコミュニティ Pink Ring 代表）
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大宮ソニックシティホール（小ホール）
9：00 ー 9：50 ■メルクバイオファーマ㈱共催特別講演 「がんサバイバーと周産期予後」●座長：原田 美由紀（東京大学産婦人科准教授）

●演者：池田 智明（三重大学大学院医学系研究科産科婦人科教授）

9：50 ー 10：00 休憩

10：00 ー 11：20 ■㈱パートナーズ共催シンポジウム「思春期前男児の妊孕性温存」
　●座長： 岡田 弘（獨協医科大学埼玉医療センター国際リプロダクションセンター特任教授、名誉教授） ／  

湯村 寧（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター（泌尿器）診療教授）

　若年男性がん患者の妊孕性温存の現状 ●演者：岩端 威之（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科講師）

　 男性小児がん患者に対する妊孕性温存療法（カウンセリング・
onco-TESE を中心に）

●演者：竹島 徹平（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター
泌尿器科助教）

　石川県での男性妊孕性温存の実情と問題点 ●演者：飯島 将司（金沢市立病院泌尿器科医長）

　小児がん男児の妊孕性温存における支援と課題 ●演者：竹之内 直子（ 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻博士
後期課程）

　総合討論

11：20 ー 12：00 ■ワークショップ「Oncofertility Consortium Japan Meeting 2023」
　●座長：鈴木 直（聖マリアンナ医科大学産婦人科学教授） ／ 鈴木 達也（国立がん研究センター中央病院血液腫瘍科医長）

　OCJpn mini ワークショップの開催報告とその成果 ●演者：伊東 雅美（富山大学附属病院産科婦人科助教）

　全国ワークショップによる課題抽出とネットワークのあり方の提言 ●演者：原田 美由紀（東京大学産婦人科准教授）

　総合討論：持続可能なネットワーク構築に向けての提言
　●パネリスト： 多田 雄真（大阪国際がんセンター血液内科 AYA 世代サポートチーム診療主任） ／  

秋月 渓一（宮崎大学医学部内科学講座血液・糖尿病・内分泌内科学分野助教） ／ 増田 紘子（昭和大学病院乳腺外科講師） ／  
伊東 雅美（富山大学附属病院産科婦人科助教） ／ 安岡 稔晃（愛媛大学医学部附属病院産科婦人科助教）

12：00 ー 12：10 休憩

12：10 ー 13：00 ■ランチョンセミナー 「小児・AYAがんサバイバーのボーンヘルスケア」●座長：髙橋 俊文（ 福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター教授）

　小児・AYA がんサバイバーのボーンヘルスケア ●演者：坂本 優子（ 順天堂大学医学部附属練馬病院整形外科 
小児・AYA 世代ボーンヘルスケアセンター）

13：00 ー 13：20 休憩

13：20 ー 14：40 ■シンポジウム「 がん・生殖医療専門心理士、不妊症看護認定看護師、認定ナビゲーターによる学際的連携支援 
～クライエントファーストの共有意思決定のために～」

　●座長：古井 辰郎（岐阜大学医学部附属病院産婦人科教授） ／ 小野 政徳（東京医科大学産科婦人科学分野准教授）

　 「つながる」「つなぐ」ために何が必要か 
～がん・生殖医療専門心理士からみた多職種連携の実際～ ●演者：鈴木 雅子（磐田市立総合病院臨床心理士、公認心理師）

　クライエントファーストの意思決定支援について考える
　―生殖医療施設において、がん・生殖医療相談に従事する心理
　士の立場から―

●演者：伊藤 由夏（ 岐阜大学医学部附属病院 成育医療センター 
がん・生殖医療専門心理士）

　不妊症看護認定看護師の立場から ●演者：稲川 早苗（ 東京慈恵会医科大学附属病院生殖・内分泌科外来 
不妊症看護認定看護師）

　がんは治ったものの不妊になった私からのプレゼント ●演者：大谷 貴子（全国骨髄バンク推進連絡協議会副会長）

　総合討論

14：40 ー 14：50 休憩

14：50 ー 15：30 ■学術奨励賞講演・表彰式 ●座長：梶山 広明（名古屋大学医学部産婦人科教授）

　がん・生殖医療における卵巣凍結融解法の最適化 ●演者：奥宮 明日香（京都大学医学部附属病院婦人科・産科特定病院助教）

　 多角的アプローチによる小児がんサバイバーの男性性機能障害に
対する新規治療法の創出 ●演者：片岡 智哉（千葉科学大学大学院薬学研究科准教授）

　表彰式

15：30 ー 15：40 休憩

15：40 ー 17：00 ■シンポジウム「トランスジェンダーと妊孕性温存」
　●座長：中塚 幹也（岡山大学大学院保健学研究科教授） ／ 小泉 智恵（獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンターがん・生殖医療専門心理士）

　トランスジェンダーの妊孕性温存の法的倫理的問題 ●演者：久具 宏司（東京都立墨東病院産婦人科産婦人科部長）

　トランスジェンダーの妊孕性温存に対する米国での議論 ●演者：楠原 淳子（楠原ウィメンズクリニック副院長）

　トランスジェンダーの妊孕性温存への心理支援 ●演者：平山 史朗（ 東京リプロダクティブカウンセリングセンター 
がん・生殖医療専門心理士）

　トランスジェンダーと生殖権 ―これまでの議論の経緯を中心に― ●演者：三橋 順子（明治大学文学部、群馬大学医学部非常勤講師）

　総合討論

17：00 ー 17：05 ■クロージングリマークス ●杉本 公平（獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター教授）

17：05 ー 17：10 ■次期大会長挨拶 ●西山 博之（筑波大学医学医療系臨床医学域腎泌尿器外科教授）
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