
（岡山駅西口から直通）

2022 年

9月3日土
10:30～17:00
岡山コンベンションセンター 
2F レセプションホール

第 8回せとうちＡＲＴ研究会事務局
（医療法人社団 岡山二人クリニック内）

大月 順子　定本 幸子　福嶋 安希　川上 典子

〒701-1152 岡山県岡山市北区津高 285-1　
TEL : 086-256-7717　FAX : 086-256-7667 
E-mail : setouchi.okayama@ssart8.com
URL：https://ssart8.com/

せとうち
ART
研究会
Setouchi Society for Assisted Reproductive Technology

第 8回

会　期

会　場

代表世話人

代表当番
世 話 人

運　営
事務局

担　当

ホームページは
こちらから

オンライン開催 9月11日㊐

2022 年

10:30～ 一般演題等，ご覧いただけない内容もあります。  
柴原 浩章　兵庫医科大学医学部産科婦人科学講座　主任教授

中塚 幹也　岡山大学大学院保健学研究科　教授
羽原 俊宏　医療法人社団　岡山二人クリニック　院長

新型コロナ感染症の拡大状況によって開催方法等が変更になる可能性があります。ホームページをご確認ください。



第 8 回せとうち ART 研究会（現地開催） プログラム 
2022 年 9月 3日（土） 

岡山コンベンションセンター 2F レセプションホール 
 
10:30 開会の挨拶                岡山大学病院リプロダクションセンター 

岡山大学学術研究院保健学域 教授  中塚 幹也  
 
10:35～11:20 教育講演「遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）についての最近の話題」 

座長：岡山大学病院乳腺・内分泌外科 診療科長 枝園 忠彦 
演者：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態制御科学専攻 腫瘍制御学講座 (臨床遺伝子医療学分野)  

教授 平沢  晃 
 
11:25～12:15 ランチタイムセッション 「生殖医療の発展と保険適用を含めた今日の課題 

-遺伝子組換え FSH製剤の重要性を含めて-」 

座長：兵庫医科大学医学部産科婦人科学講座 主任教授 柴原 浩章 
演者：徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科学分野 教授 岩佐  武 

 
12:20～13:20 特別講演「令和４年度からの不妊治療への保険適用について」 

【日本専門医機構産婦人科領域講習】 
座長：岡山二人クリニック 院長 羽原 俊宏 

演者：厚生労働省保険局医療課医療技術評価推進室長 中田 勝己 
 

13:20～14:10 一般演題ポスター発表 
 座長：岡山大学病院産科婦人科・リプロダクションセンター 久保光太郎 

 
（13:20～14:10 機器展示供覧，フリーディスカッション） 
(13:30～14:00 世話人会（岡山コンベンションセンター 201 会議室）) 
 

14:10～14:35 学術奨励賞授与・優秀演題講演 

座長：倉敷中央病院産婦人科 主任部長 本田 徹郎 
２演題程度 

 
14:40～15:50 シンポジウム「LGBTQ 当事者と生殖医療：生殖医療民法特例法成立を受けて」 

【日本専門医機構共通講習「医療倫理」】 

座長：英ウィメンズクリニック 理事長 塩谷 雅英 
岡山大学学術研究院保健学域 教授 中塚 幹也 

基調「LGBTQ当事者と生殖医療」 
演者：岡山大学学術研究院保健学域 教授 中塚 幹也 

1.「子どものいる未来を」 
演者：一般社団法人こどまっぷ 代表理事 長村さと子 

2.「海外精子バンクの LGBTQによる利用状況」 
演者：Cryos International ApS 日本事業担当ディレクター 伊藤ひろみ 

3.「LGBTQ 当事者の家族形成と法律」 
演者：立命館大学法学部 名誉教授 二宮 周平 

総合討論 
 
15:55～16:55 特別講演「不育症管理に関する提言 2021 を踏まえて：PGT-A，絨毛染色体検査など」 

【日本専門医機構産婦人科領域講習】 

座長：広島 HARTクリニック 理事長 向田 哲規 
演者：竹下レディスクリニック 院長 日本医科大学 名誉教授 竹下 俊行 

 
16:55 閉会の挨拶                                      岡山二人クリニック 院長 羽原 俊宏 

次期当番世話人挨拶  



第 8 回せとうち ART 研究会（オンライン開催） プログラム 
2022 年 9月 11日（日） 

Zoom によるオンライン開催 
 
10:30 開会の挨拶                岡山大学病院リプロダクションセンター 

岡山大学学術研究院保健学域 教授  中塚 幹也  
 
10:35～11:25 ランチタイムセッション 「生殖医療の発展と保険適用を含めた今日の課題 

-遺伝子組換え FSH製剤の重要性を含めて-」 

座長：兵庫医科大学医学部産科婦人科学講座 主任教授 柴原 浩章 
演者：徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科学分野 教授 岩佐  武 

 
11:30～12:30 特別講演「令和４年度からの不妊治療への保険適用について」 

【日本専門医機構産婦人科領域講習】 
座長：岡山二人クリニック 院長 羽原 俊宏 

演者：厚生労働省保険局医療課医療技術評価推進室長 中田 勝己 
 

12:35～13:45 シンポジウム「LGBTQ 当事者と生殖医療：生殖医療民法特例法成立を受けて」 

【日本専門医機構共通講習「医療倫理」】 

座長：英ウィメンズクリニック 理事長 塩谷 雅英 
岡山大学学術研究院保健学域 教授 中塚 幹也 

基調「LGBTQ当事者と生殖医療」 
演者：岡山大学学術研究院保健学域 教授 中塚 幹也 

1.「子どものいる未来を」 
演者：一般社団法人こどまっぷ 代表理事 長村さと子 

2.「海外精子バンクの LGBTQによる利用状況」 
演者：Cryos International ApS 日本事業担当ディレクター 伊藤ひろみ 

3.「LGBTQ 当事者の家族形成と法律」 
演者：立命館大学法学部 名誉教授 二宮 周平 

総合討論 
 
13:50～14:50 特別講演「不育症管理に関する提言 2021 を踏まえて：PGT-A，絨毛染色体検査など」 

【日本専門医機構産婦人科領域講習】 

座長：広島 HARTクリニック 理事長 向田 哲規 
演者：竹下レディスクリニック 院長 日本医科大学 名誉教授 竹下 俊行 

 
14:50 閉会の挨拶                                      岡山二人クリニック 院長 羽原 俊宏 

次期当番世話人挨拶  
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