
第 46 回日本生殖医学会中国四国支部学術講演会のご案内 

 

       会長 平松祐司 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 

       産科・婦人科学教室 

 

日時：2009 年 8 月 29 日（土）12 時 30 分〜18 時 50 分 

場所：岡山国際交流センター 

 〒700-0026 岡山市奉還町 2丁目 2番 1号     

   http://www.opief.or.jp/oicenter/     TEL:086-256-2905 

参加費：5000 円（学生，初期研修医は無料） 

 

 

 

 

 



 

プ ロ グ ラ ム 
 

一般演題 

12:35～13:11 第１群 卵巣・子宮内膜症 

座長：高知大学医学部産科婦人科学 深谷 孝夫 

 

1. HLA-G 陽性細胞と免疫担当細胞からみた子宮内膜症の腹腔免疫環

境 

高知大学医学部産科婦人科学講座 

○泉谷知明，菅 麻里，谷口佳代，宇賀神奈月，前田長正，深谷孝夫 

 

2. Apigenin による子宮内膜症間質細胞の増殖抑制 

鳥取大 産科婦人科 

○周防加奈，谷口文紀，田頭由紀子，都田博子，出浦伊万里，伊藤雅之， 

 岩部富夫，原田 省 

 

3. エクルーシス試薬を用いた多嚢胞性卵巣症候群の診断における

血中 LH，LH/FSH 比の検討 

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人科学分野 

○木内理世，松崎利也，藤澤しのぶ，岩佐 武，苛原 稔 

 

4. 造血疾患未婚女性患者における卵子の採取および凍結保存 

矢野産婦人科 IVF センター1)，新橋夢クリニック 2)，加藤レディースクリニック 3) 

○矢野浩史 1)，久保敏子 1)，岩男 望 1)，王 敏 1)，橋田菜保子 1)，大橋いく子 1)， 

景浦瑠美 1)，矢野知恵子 1)，寺元章吉 2)，青野文仁 3)，加藤 修 3) 



13:11～13:47 第２群 ＡＲＴ（培精・胚培養） 

座長：岡山二人クリニック 林 伸旨 

 

5. 基礎培地に添加したアルブミンの脱イオン化がヒト前核期胚の

初期発生能に及ぼす影響 

三宅医院 生殖医療センター1) 

京都大学 農学研究科 2) 

○小橋未和 1)，沖津 摂 1)，清川麻知子 1)，小田隆司 1)，三宅馨 1)， 

山田雅保 2) 

 

6. 短時間媒精後の成熟形態と胚発生 

岡山二人クリニック 

○川上典子，滝上知里，斉藤寛恵，刀禰美那子，平田 麗，青井陽子， 

寺田さなえ，吉岡奈々子，羽原俊宏，林 伸旨 

 

7. 動的環境における胚培養成績上昇機構に関する考察 

岡山大異分野融合先端研究コア1) 

岡山大院自然科学研究科2) 

岡山大院医歯薬学総合研究科3) 

○松浦宏治 1)，黒田ユカ 1)，舟橋弘晃 2)，成瀬恵治 3) 

 

8. 体外受精の胚培養における揺動培養の影響について 

県立広島病院生殖医療科 1) 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科システム循環生理学 2) 

○原 鐵晃 1)，兒玉尚志 1)，佐藤景子 1)，吉田亜矢子 1)，井上祐美 1)， 

成瀬恵治 2) 

 



13:47～14:32 第３群 ＡＲＴ（胚移植） 

座長：県立広島病院生殖医療科 原 鐵晃 

 

9. 当院におけるvitrification法による凍結融解胚盤胞移植の成績 

医療法人 矢野産婦人科 IVF センター 

○岩男 望，久保敏子，西山輝紀，王 敏，大橋いく子，矢野知恵子，矢野浩史 

 

10. 累積妊娠率を指標とした単一胚移植時期についての検討 

岡山二人クリニック 

○羽原俊宏，滝上知里，木多寛恵，川上典子，青井陽子，平田 麗， 

寺田さなえ，吉岡奈々子，林 伸旨 

 

11. 胚盤胞の発育による胚移植日個別化の検討 

徳島大学病院産科婦人科 1) 

国立病院機構香川小児病院不妊治療センター2) 

○田中 優 1)，桑原 章 1)，矢野裕也 1)，谷口友香 1)，山本由理 1)，須藤文子 1)， 

檜尾健二 2)，苛原稔 1) 

 

12. 胚盤胞複数移植の結果から見た ART 多胎率の検討 

徳島大学病院産科婦人科 

○谷口友香，桑原 章，矢野裕也，山本由理，須藤文子，田中 優，檜尾健二，

苛原稔 

 

13. 透明帯からの完全脱出処理後の単一胚盤胞移植で一卵性双胎

（monozygotic twinning：MZT）となった４症例 

名越産婦人科 

○名越一介     

 



14:40～15:25 第４群 妊娠・合併症 

座長：鳥取大学医学部生殖機能医学 原田 省 

 

14. 習慣流産に対する間期核FISH(Fluorescence in situ 

hybridization)法による染色体分析の試み 

医療法人 矢野産婦人科 IVFセンター 

○橋田菜保子，王 敏，西山輝紀，岩男 望，久保敏子，大橋いく子，景浦瑠美， 

矢野知恵子，矢野浩史 

 

15. 当院で扱った多胎症例の検討－不妊治療との関連を中心に－ 

高知医療センター 

○南 晋，永井立平，海老沢桂子，松本光弘，小松淳子，木下宏実，林 和俊，

竹内 悟 

 

16. 卵巣過剰刺激症候群に対する腹水濾過再静注療法の臨床的検討 

山口大学 

○李 理華，松岡亜希，木塚文恵，田村 功，谷口 憲，前川 亮，浅田裕美，

竹谷俊明，田村博史，杉野法広 

 

17. 基礎体温が２相性を呈した異所性妊娠の２例 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科 1) 

さわだレディースクリニック 2) 

岡山大学大学院 保健学研究科 3)  

○小谷早葉子 1)，鎌田泰彦 1)，田淵和宏 1)，莎如拉 1)，菊池由加子 1)，清水恵子 1)， 

 シェキル シェビブ 1)，澤田 聡 2)，中塚幹也 3)，平松祐司 1) 

 

18. 経頸管的切除術が有効であった存続絨毛症の一例 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科 

○平田英司，藤原久也，兵頭麻希，野村清歌，坂下知久，三好博史，工藤美樹 



15:25～16:10 第５群 男性不妊・統計 

座長：広島大学大学院腎泌尿器科 三田 耕司 

 

19. 挙児希望を有する逆行性射精に対するアモキサピンの有効性 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学 1) 

広島市立広島市民病院泌尿器科 2) 

川崎医科大学泌尿器科 3) 

○石井和史 1)，大石智子 1)，渡部昌実 1)，松本裕子 2)，永井 敦 3)，公文裕巳 1) 

 

20. 男性不妊症に対する Clomifene Citrate 療法の臨床的検討 

いぐち腎泌尿器クリニック 

○井口裕樹 

 

21. 無精子症の臨床的検討 

いぐち腎泌尿器クリニック 

○井口裕樹 

 

22. 40 歳以下の一般日本成人女性における性に関する情報の伝達 

広島大学大学院腎泌尿器科 

○三田耕司，松原昭郎 

 

23. 当院不妊外来の現況－30 年前の報告と比較して 

山口県立総合医療センター産婦人科 

○中村康彦，上田一之，中島優子，讃井裕美，吉永しおり，安澤彩子， 

鳥居麻由美，古谷信三，坂口優子，佐世正勝 

 



16:20～17:30 ワークショップ 

 『不妊症・不育症に対する最近の取り組み』 

座長：徳島大学大学院産科婦人科学分野 苛原 稔 

座長：山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学 杉野 法広 

 

1. 日産婦学会の多嚢胞性卵巣症候群治療指針 2009 

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部産科婦人科学分野 

○松崎利也 

 

2. 黄体機能と黄体血流との関係 

済生会下関総合病院産婦人科1)   

山口大学大学院医学系研究科 産科婦人科学2)  

○高崎彰久1)，水本久美子1)，田辺 学1)，丸山祥子1)，菊田恭子1)，嶋村勝典1)， 

森岡均1)，谷口憲2)，松岡亜希2)，田村博史2)，杉野法広2) 

 

3. 難治性習慣流産・不育症症例に対するガンマグロブリン療法の経

験 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科 1) 

岡山大学大学院 保健学研究科 2) 

○鎌田泰彦 1)，中塚幹也 2)，田淵和宏 1)，莎如拉 1)，菊池由加子 1)， 

 小谷早葉子 1)，清水恵子 1)，シェキル シェビブ 1)，平松祐司 1) 

 

4. 当院における低侵襲性 ART 

厚仁病院産婦人科  

○松山毅彦，坂井和貴，中澤留美，竹中亜希，河戸朋子 

 

5. MD-TESE 無効例に対する泌尿器科的対応 

山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野 

○ 白石晃司，松山豪泰 

 

 



17:50～18:50 特別講演 

座長：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学 平松 祐司 

共催：日本新薬株式会社 

 

細胞間相互作用による卵巣機能調節機構 

福井大学医学部産科婦人科学 教授 

小 辻 文 和 

 

 

 


