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学術集会長挨拶

第75回九州・沖縄生殖医学会の 
開催にあたって

　第75回九州・沖縄生殖医学会を、2018年4月15日（日）に九州大学医学部産科

婦人科学教室（医学研究院生殖病態生理学分野）が担当で開催させていただきます。

　歴史ある本会を担当させていただくことは、我々にとって大変名誉なことで、こ

のような機会を与えていただきました関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

　今回は45題の演題応募をいただき、36題の口演発表と9題のポスター発表となっ

ております。医師、胚培養士、看護師が一同に会して、それぞれの施設・立場から

の発表を行います。顔見知りも多く全国規模の学会とは違ったアットホームな雰囲

気もあり、情報交換・収集の場として大変有意義な学会となっています。

　ランチョンセミナーは、九州大学大学院医学研究院ヒトゲノム幹細胞医学分野教

授　林克彦先生にご講演をいただきます。先生は生殖幹細胞研究の分野のパイオニ

アであり、先生のお仕事は2016年度サイエンス誌が選ぶ10大科学ニュースにも選

ばれた世界的な研究者です。最近は卵形成過程の培養条件の検討も行っておられ、

我々が知りたい最先端のお話が聞けると思います。

　本会の開催にあたりましては、大分大学医学部産婦人科 楢原久司先生と河野康

志先生のご指導のもと準備を行っております。この場をお借りして、先生がたに心

から御礼申し上げます。また、学会の運営協力とランチョンセミナー協賛をいただ

きます富士製薬工業株式会社にも深謝申し上げます。

　会員の皆さまがたには多数の演題登録をいただき有難うございました。当日は多

数のご参加をお待ちしております。

九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学（婦人科学産科学） 教授

加藤 聖子
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●地下鉄空港線天神駅より 徒歩5分 ●JR博多駅より　タクシー約10分
●地下鉄七隈線天神南駅より 徒歩1分 ●福岡空港より　  タクシー約20分
●西鉄福岡（天神）駅より 徒歩2分
●天神バスセンターより 徒歩3分
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領収書兼用の参加証を参加受付にてお渡しいたしますので、参加証ホルダーに入れ
て会場内では必ずご着用ください。

1 参加費　4,000円

2  学会当日にはプログラムを持参してください。（プログラムは当日も500円で販売
します）

3 質問がある方は予め質問マイクの近くに待機しておいてください。

4 当日はクロークがございません。何卒ご了承ください。

参加者の方へ

◦ 第75回九州・沖縄生殖医学会では、学会参加および日本産科婦人科学会専門医研
修出席証明には、従来の日本産科婦人科学会専門医研修出席証明シール（10単位）
の発行に代わり、「e 医学会カード」（UMIN カード）による専門医研修出席証明を
行います。今回研修出席証明シールの配布はありません。会員の皆さまは、「e 医
学会カード」を必ずご持参くださいますようお願い申し上げます。  
なお、日本生殖医学会・学術講演会での参加登録におきましては、O&G IC カード
を使用しますので「e 医学会カード」（UMIN カード）は使用しませんが、九州・
沖縄生殖医学会では O&G IC カードではなく、「e 医学会カード」（UMIN カード）
による参加登録となります。  
参加登録に使用するカードが違いますので、お間違いのないよう、「e 医学会カー
ド」（UMIN カード）を必ずご持参ください。

◦ 日本産婦人科医会研修参加証につきましては、従来どおりのシールでの発行とな
ります。

日本産科婦人科学会専門医出席証明について
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九州・沖縄生殖医学会については、日本生殖医学会生殖医療専門医更新ポイントが
10点加算されます。当日受付にて芳名帳をご用意いたしますので、ご記名をお願い
いたします。

日本生殖医学会生殖医療専門医の方々へ

1 口演時間はプログラムでご確認ください。

2 発表は PC パソコンによる発表のみとさせて頂きます。必ずパソコンをお持ちく
ださい。  
会場スピーカーに音声は流せません。  
PC 受付の液晶モニターに接続し、映像の出力チェックを行ってください。  
PC によっては専用のコネクターが必要になりますので、必ずお持ちください。
スクリーンセーバー、省電力設定は事前にご解除ください。  
コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください。 

3 発表時間は8分（発表6分・討論2分）です。時間厳守でお願いします。

口演発表者の方へ

1 口演座長の先生方はセッション開始15分前までに、発表会場内前方右手の次座長
席にお着きの上、進行係にお声をお掛けください。 

2 ポスターセッション座長の先生方はセッション開始10分前までに発表会場にお越
しください。

3 セッションの進行につきましては、座長に一任いたします。

4 発表6分、討論2分の計8分を厳守し、円滑な運営にご協力をお願いいたします。

座長の先生方へ
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ポスター発表演者の方へ

1 ポスターはプログラムに掲載されている演題番号と同じ番号のパネルにご自身で
添付をお願い致します。

 　掲示時間 ―― 8時45分～9時30分の間にお願いします。

 　撤去時間 ――  15時00分～16時00分の間に撤去してください。  
時間内に取り外されないものは処分します。

2 注意事項
 （1）最上部の演題番号は運営事務局で用意します。

 （2） 演題名、所属、演者名については横70 ㎝×
縦20 ㎝で各自ご用意ください。

 （3） 演題名以外のパネルの有効部分は、横90 ㎝
×縦160 ㎝です。内容の配置は自由ですが末
尾には必ず結論を記載してください。

3 ポスター演題の発表時間の目安は1題8分（発表6
分・討論2分）とします。基本的には各群に座長
をおき、進行は各座長の指示に従ってください。

演題・演者名・所属演題
番号

70cm20cm

20cm

160cm

口頭発表ならびにポスター発表の筆頭演者は利益相反の有無に関わらず開示をして
下さい。 
雛形は第75回九州・沖縄生殖医学会ホームページからダウンロードできます。

演題発表時の利益相反開示方法について
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第75回九州・沖縄生殖医学会 
プログラム

日　時：2018年4月15日日 8時45分～

場　所：エルガーラホール

評議員会　8：45～9：15

総　　会　9：15～9：25

開　　会　9：25～9：30  

 学術集会長 加藤 聖子（九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学（婦人科学産科学） 教授）

第1群　［ 卵巣刺激 ］　9：30～9：54

座長：古恵良 桂子（中央レディスクリニック）

O-01 採卵直前に卵胞が排卵していた症例で採卵、胚培養した成績
○関岡 友里恵、中村 千夏、松下 ゆうき、西川 寛美、上田 真理奈、	
池田 早希、大野 りおん、石井 絢子、木下 和雄、小山 伸夫
医療法人聖命愛会 ART女性クリニック

O-02 FSH+GnRHantagonist法における卵成熟の triggerによる 
ART成績の比較　～GnRHa vs hCG
○池田 早希、中村 千夏、松下 ゆうき、西川 寛美、関岡 友里恵、	
上田 真理奈、大野 りおん、石井 絢子、木下 和雄、小山 伸夫
医療法人聖命愛会 ART女性クリニック

O-03 当院におけるランダムスタート法を用いた 
GnRHアンタゴニスト法（以下アンタゴニスト法）による 
調節卵巣刺激法（COS）の臨床成績の検討
○加藤 裕之、吉岡 尚美、三田尾 拡、小川 祥子、大塚 美砂子、渡辺 瞳、
水本 茂利、村上 貴美子、蔵本 武志
蔵本ウイメンズクリニック



－8－

第2群　［ 媒精、ICSI ］　9：54～10：34

座長：河野 康志（大分大学）

O-04 ARTにおける精液処理後保管温度の検討
○山口 弓穂、末永 めぐみ、篠原 真理子、江口 明子、上拾石 富士代、	
齋藤 千紗乃、秋山 千春、岩下 夢美、伊藤 正信、松田 和洋
松田ウイメンズクリニック

O-05 不動精子尾部へのレーザー照射による精子の生存確認の有用性
○中村 千夏、松下 ゆうき、西川 寛美、関岡 友里恵、上田 真理奈、	
池田 早希、大野 りおん、石井 絢子、木下 和雄、小山 伸夫
医療法人聖命愛会 ART女性クリニック

O-06 c-IVFにおけるResucue-ICSI施行期間と非施行期間の臨床成績の 
比較検討
○西川 由華里、遊木 靖人、佐多 良章、邑上 沙瑶子、隈本 正太郎、	
岩政 仁
ソフィア愛育会 ソフィアレディースクリニック水道町

O-07 卵子染色体観察法の検討
○竹本 洋一1）、田中 威づみ1）、大野 基晴1）2）、市山 卓彦1）2）、山口 貴史1）2）、
永吉 基1）、田中 温1）、島田 昌之3）

1）セントマザー産婦人科医院、2）順天堂大学 医学部 産婦人科学講座、 
3）広島大学大学院 生物圏科学研究科 陸域動物生産学講座

O-08 ヒト体外受精における新たな精子調整液の評価 
―胚移植成績と精子機能解析―
○久原 早織、泊 博幸、國武 克子、内村 慶子、荒牧 夏美、橘高 真央、	
日高 直美、西村 佳与子、本庄 考、詠田 由美
医療法人アイブイエフ詠田クリニック

第3群　［ 胚培養 ］　10：34～11：14

座長：水本 茂利（蔵本ウイメンズクリニック）

O-09 胚盤胞における残存割球が妊娠予後に与える影響について
○齋藤 千紗乃、末永 めぐみ、篠原 真理子、江口 明子、山口 弓穂、	
上拾石 富士代、秋山 千春、岩下 夢美、伊藤 正信、松田 和洋
松田ウイメンズクリニック
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O-10 タイムラプスシステムを用いた異常卵割胚の観察と胚発生の検討
○藤澤 祐樹、野見山 真理、西山 和加子、古賀 美佳、藤田 あずさ、	
山口 麻美、生島 明子、内山 陽子、德永 真梨子、大淵 紫、佐護 中、	
有馬 薫、小島 加代子
医療法人社団高邦会 高木病院 不妊センター

O-11 精子形態が胚発育タイムラプス所見に及ぼす影響 
―Kruger’s strict criteriaを用いて―
○後藤 香里、小池 恵、神田 晶子、城戸 京子、長木 美幸、大津 英子、	
熊迫 陽子、河邉 史子、甲斐 由布子、宇津宮 隆史
セント・ルカ産婦人科

O-12 ヒト胚の体外培養をDay7まで継続することは臨床的に有用である
○荒牧 夏美、泊 博幸、國武 克子、内村 慶子、久原 早織、橘高 真央、	
日高 直美、西村 佳与子、本庄 考、詠田 由美
医療法人アイブイエフ詠田クリニック

O-13 卵胞液中のケトン体濃度が胚発生速度に与える影響の検討
○北上 茂樹、永石 綾、黒岩 しおり、植村 智子、古賀 剛、古賀 文敏
古賀文敏ウイメンズクリニック

第4群　［ 胚移植 ］　11：14～11：46

座長：北島 道夫（長崎大学）

O-14 不妊症における慢性子宮内膜炎の子宮鏡と病理組織学的所見の比較
○野見山 真理1）、德永 真梨子1）、大淵 紫1）、佐護 中1）、有馬 薫1）、	
小島 加代子1）、山崎 文朗2）

1）医療法人社団高邦会 高木病院 産婦人科、2）JCHO 佐賀中部病院 病理部

O-15 薬剤を全く使用しない自然周期での凍結融解胚移植における 
ART臨床成績と血中プロゲステロン値の関係についての検討
○市山 卓彦1）2）、田中 威づみ1）、大野 基晴1）2）、山口 貴史1）2）、永吉 基1）、
田中 温1）

1）セントマザー産婦人科医院、2）順天堂大学 医学部 産婦人科学講座

O-16 当院での初期流産絨毛染色体検査 
（POC：Products of Conception）の臨床的検討
○本庄 考、日高 直美、西村 佳与子、泊 博幸、國武 克子、内村 慶子、	
金原 恵利子、谷口 加奈子、秋吉 弘美、詠田 由美
医療法人アイブイエフ詠田クリニック
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O-17 生殖補助医療（ART）後の流産周期で卵黄嚢及び胎児心拍の有無と 
得られた流産絨毛のメチル化との関係
○神田 晶子1）、城戸 京子1）、後藤 香里1）、長木 美幸1）、熊迫 陽子1）、	
大津 英子1）、河邉 史子1）、甲斐 由布子1）、有馬 隆博2）、宇津宮 隆史2）

1）セント・ルカ産婦人科、2）東北大学大学院 医学系研究科

ランチョンセミナー　12：05～13：05

座長：加藤 聖子（九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学（婦人科学産科学））

「幹細胞技術を用いた不妊治療への利用」
林 克彦　九州大学大学院医学研究院 ヒトゲノム幹細胞医学分野 教授

 共催：富士製薬工業株式会社

第5群　［ 男性不妊 ］　13：15～13：55

座長：庄 武彦（天神つじクリニック）

O-18 同一症例の閉塞性無精子症から同時に採取したMESA由来精子と 
cTESE由来精子の ICSIの成績の比較
○西川 寛美、中村 千夏、松下 ゆうき、関岡 友里恵、上田 真理奈、	
池田 早希、大野 りおん、石井 絢子、木下 和雄、小山 伸夫
医療法人聖命愛会 ART女性クリニック

O-19 精索静脈瘤手術により精巣容積が増大し、精液所見の改善をみた1例
○庄 武彦、成吉 昌一、辻 祐治
天神つじクリニック

O-20 非閉塞性無精子症の超音波診断：精巣容積別にみた精子回収率
○成吉 昌一1）、庄 武彦1）、中野 和馬2）、助川 玄2）、辻 祐治1）2）

1）天神つじクリニック、2）恵比寿つじクリニック

O-21 Rapid-iを用いた少数精子の凍結法：47症例の追跡調査
○長尾 洋三、水本 茂利、渡辺 瞳、田中 啓子、戸野本 知子、相川 佳穂、
奥田 紗矢香、仲宗根 巧真、村上 正夫、小川 尚子、加藤 裕之、	
大塚 未砂子、吉岡 尚美、蔵本 武志
蔵本ウイメンズクリニック
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O-22 第一減数分裂で発育が停止したと思われる閉塞性無精子症の 
臨床病理学的検討
○大野 基晴1）2）、田中 威づみ1）、市山 卓彦1）2）、山口 貴史1）2）、永吉 基1）、
田中 温1）

1）セントマザー産婦人科医院、2）順天堂大学 医学部 産婦人科学講座

第6群　［ 手術1 ］　13：55～14：27

座長：本田 律生（熊本大学）

O-23 卵巣チョコレート嚢胞を経膣的アルコール固定後、 
急性アルコール中毒になった1症例
○小山 伸夫、中村 千夏、松下 ゆうき、西川 寛美、関岡 友里恵、	
上田 真里奈、池田 早希、大野 りおん、石井 絢子、木下 和雄
医療法人聖命愛会 ART女性クリニック

O-24 子宮筋腫が及ぼす周産期予後の検討
○伊東 裕子、城田 京子、宮本 新吾
福岡大学 医学部 産婦人科

O-25 子宮頸部憩室に発生した巨大筋腫の一例
○野口 将司、北島 道夫、阿部 修平、村上 直子、北島 百合子、三浦 清徳、
増崎 英明
長崎大学病院 産婦人科

O-26 当院における稽留流産に対する手動真空吸引法 
（Manual Vacuum Aspiration；MVA）の使用経験
○小川 尚子、加藤 裕之、三田尾 拡、村上 貴美子、大塚 未砂子、吉岡 尚美、
蔵本 武志
蔵本ウイメンズクリニック
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第7群　［ 手術2 ］　14：27～14：51

座長：銘苅 桂子（琉球大学）

O-27 不全中隔合併の子宮腺筋症に対し腺筋症部分切除および 
中隔切除術を行い妊娠した1例 
―我々の行ってきた腺筋症部分切除術の成績も加えて―
○梶村 慈1）、荒木 裕之1）、松本 加奈子1）、吉武 朋子1）、平木 宏一1）、	
中山 大介1）、藤下 晃1）、山口 貴史2）、田中 温2）

1）済生会長崎病院、2）セントマザー産婦人科医院

O-28 挙児希望患者に対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の 
妊孕性・妊娠についての後方視的検討
○山口 貴史1）2）、田中 威づみ1）、大野 基晴1）2）、市山 卓彦1）2）、永吉 基1）、
田中 温1）

1）セントマザー産婦人科医院、2）順天堂大学 医学部 産婦人科学講座

O-29 腹腔鏡下手術が卵巣予備能に与える影響
○長木 美幸、熊迫 陽子、大津 英子、河邉 史子、甲斐 由布子、	
宇津宮 隆史
セント・ルカ産婦人科

第8群　［ 心理・看護 ］　14：51～15：15

座長：沖 利通（鹿児島大学）

O-30 ART患者に対する妊娠判定陰性時の関わりについての考察
○今井 たかね、日髙 清美、外島 あゆみ、山﨑 真子、谷口 美樹、	
春山 智恵美、森田 晴香、池崎 美奈、伊藤 正信、松田 和洋
松田ウイメンズクリニック

O-31 4種のプロゲステロン膣剤を使用した患者への調査
○越光 直子、松土 留美、後藤 裕子、稗田 真由美、河邉 史子、	
甲斐 由布子、宇津宮 隆史
セント・ルカ産婦人科

O-32 「特定不妊治療費助成制度」申請時の聞き取り調査
○青木 桜、越名 久美、稗田 真由美、河邉 史子、甲斐 由布子、	
宇津宮 隆史
セント・ルカ産婦人科
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第9群　［ その他 ］　15：15～15：47

座長：井上 善仁（井上善レディースクリニック）

O-33 葉酸がヒト卵子の受精・胚発生能に及ぼす影響について
○赤嶺 こずえ、銘苅 桂子、宜保 敬也、長田 千夏、大石 杉子、宮城 真帆、
平敷 千晶、青木 陽一
琉球大学医学部附属病院 産婦人科

O-34 不妊女性における鉄欠乏状の実態
○中島 章、町田 美穂、石垣 敬子、寺田 陽子、高山 尚子、神山 茂、	
徳永 義光、佐久本 哲郎
医療法人杏月会 空の森クリニック

O-35 マニュアル作成ツール TeachmeBizの導入・使用経験 
～当院培養室での運用方法について～
○仲宗根 巧真、水本 茂利、渡辺 瞳、田中 啓子、戸野本 知子、長尾 洋三、
相川 佳穂、奥田 紗矢香、蔵本 武志
蔵本ウイメンズクリニック

O-36 子宮内膜細胞の老化マーカー遺伝子の同定
○河村 英彦、江頭 活子、詠田 真由、河村 圭子、横田 奈津子、日浅 佳奈、
加藤 聖子
九州大学

閉　　会　15：55～

九州・沖縄生殖医学会会長挨拶 楢原 久司（大分大学医学部産科婦人科 教授）

次期学術集会長挨拶

学術集会長挨拶  加藤 聖子（  九州大学大学院医学研究院  
生殖病態生理学（婦人科学産科学） 教授）
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ポスター1　13：30～13：54

座長：内田 聡子（福岡東医療センター）

P-01 当科における AMH低値症例の IVF治療成績の検討
○宮城 真帆、銘苅 桂子、宜保 敬也、長田 千夏、赤嶺 こずえ、平敷 千晶、
青木 陽一
琉球大学大学院 医学研究科 女性生殖医学講座

P-02 当院に於ける乳癌患者の IVF治療の成績
○白石 康子、當眞 真希子、野原 理、前濱 俊之
豊見城中央病院 産婦人科

P-03 AFC（Antral follicle counts）における 
Two and Three-dimensional ultrasound assessmentの比較
○大川 彦宏1）2）、下鶴 千加子1）、松木 祐枝1）、吉武 歩1）、季松 由美1）、	
宮本 侑子1）3）、有村 賢一郎1）、廣田 佳子4）、森田 哲夫1）4）、大川 欣栄1）4）

1）大川産婦人科・高砂、2）大分県立病院 産婦人科、3）大分大学病院 産婦人科、 
4）大川産婦人科病院

ポスター2　13：54～14：18

座長：本庄 考（アイブイエフ詠田クリニック）

P-04 人工授精可能である調整後精子所見の検討
○山本 新吾、松尾 則子、井上 善仁
井上善レディースクリニック

P-05 男性不妊症の精査中の陰のう超音波断層法で偶然発見された精巣癌の1例
○横山 裕1）、岩政 仁2）

1）横山裕クリニック+泌尿器科、2）ソフィアレディースクリニック水道町

P-06 当院における非喫煙者と喫煙者の精液所見の比較
○山下 由貴、河野 康志、原田 枝美、糸永 由衣、楢原 久司
大分大学 医学部 産科婦人科
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ポスター3　14：18～14：42

座長：江頭 活子（九州大学）

P-07 甲状腺機能低下症を有する症例における体外受精・胚移植の治療成績と 
周産期予後
○平敷 千晶、銘苅 桂子、宜保 敬也、長田 千夏、宮城 真帆、赤嶺 こずえ、
青木 陽一
琉球大学 産婦人科

P-08 不妊治療が女性の仕事に与える影響
○村上 貴美子、久保島 美佳、山田 絵美、園田 敦子、德永 美樹、井上 静、
江隈 直子、今村 奈摘、安藤 優織江、蔵本 武志
蔵本ウイメンズクリニック

P-09 FileMakerから電子カルテへのオーダー連携
○田屋 圭子、中冨 桃子、蔵本 武志
医療法人 蔵本ウイメンズクリニック
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九州・沖縄生殖医学会 

学術集会長一覧

第56回 2000年11月19日 岡村　　均（熊本大学医学部産科婦人科学教室教授）

第57回 2001年4月15日 瓦林達比古（福岡大学医学部産婦人科学教室教授）

第58回 2001年10月21日 嘉村　敏治（久留米大学医学部産科婦人科学教室教授）

第59回 2002年4月21日 嘉村　敏治（久留米大学医学部産科婦人科学教室教授）

第60回 2003年4月27日 永田　行博（鹿児島大学医学部産科学婦人科学）

第61回 2004年4月18日 中村　元一（浜の町病院産婦人科部長）

第62回 2005年4月17日 田中　　温（セントマザー産婦人科医院院長）

第63回 2006年4月9日 宇津宮隆史（セント・ルカ産婦人科院長）

第64回 2007年4月22日 蔵本　武志（蔵本ウイメンズクリニック院長）

第65回 2008年4月27日 堂地　　勉（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科生殖病態生理学教授）

第66回 2009年4月26日 楢原　久司（大分大学医学部産科婦人科学教授）

第67回 2010年5月9日 増﨑　英明（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学教授）

第68回 2011年4月24日 詠田　由美（IVF詠田クリニック院長）

第69回 2012年4月22日 片渕　秀隆（熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学教授）

第70回 2013年4月21日 青木　陽一（琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学女性・生殖医学講座教授）

第71回 2014年4月27日 井上　善仁（国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 産婦人科部長）

第72回 2015年7月26日 宮本　新吾（福岡大学医学部産婦人科学教室）

第73回 2016年4月10日 藤下　　晃（済生会長崎病院産婦人科）

第74回 2017年4月9日 小島加代子（医療法人社団 高邦会 高木病院）

第75回 2018年4月15日 加藤　聖子（九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学（婦人科学産科学）教授）
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