
2017年11月3日（金・祝）
9：30—16：05

開催
日時

開催
場所 岐阜大学サテライトキャンパス

定員 130名 

対象

参加費 3,000円
プログラム

後 援： 岐阜県健康福祉部、岐阜大学病院がんセンター岐阜県がん・生殖医療ネットワーク

JSFP-Oncofertility Consortium JAPAN meeting 2017

共 催：

9：30－9：45

9：45－11：45

11：45－12：50

12：50－16：00

16：00－16：05

（12：50－13：20）

（13：20－15：30）

（15：30－16：00）

（9：45－10：15）

（10：15－11：15）

（11：15－11：45）

ご挨拶： 堀部 敬三 （国立名古屋医療センター 臨床研究センター長）  森重 健一郎 （岐阜大学大学院医学研究科産科婦人科学分野 教授）
　　　  森岡 久尚 （岐阜県健康福祉部 部長）

PART1　がん・生殖医療の光と陰
1） 生殖医療の現状と今後の展望
演者： 大須賀 穣 （東京大学大学院医学系研究科産婦人科 教授）　座長： 森本 義晴 （HORACグランフロント大阪クリニック 院長）

2） 生殖医療の臨床的、社会的懸念事項
演者： 桑原 章 （徳島大学医学部産婦人科 准教授）　塚田 敬義 （岐阜大学病院 教授/臨床倫理室 室長）

水沼 直樹 (亀田メディカルセンター 弁護士)　　
座長： 吉村 𣳾典 （慶應大学 名誉教授/内閣官房参与）

3） 日本癌治療学会ガイドラインの概要
演者： 鈴木 直 （聖マリアンナ医科大学産婦人科学 教授）　
座長： 森重 健一郎 （岐阜大学大学院医学系研究科産科婦人科学分野 教授）  三善 陽子 （大阪大学大学院医学研究科小児科科学 講師）

休憩＆フリーディスカッション
PART2　国内の現状と動向
4） AYA世代の総合的がん対策（堀部班）での妊孕性に関する研究報告
　・ がん・生殖医療連携の国内での現状　演者： 古井 辰郎 （岐阜大学大学院医学系研究科産科婦人科学分野 臨床教授）
・ ナビゲータ制度の提案　演者： 髙井 泰 （埼玉医科大学総合医療センター産婦人科 教授）
・ 公的支援、資料の活用　演者： 木村 文則 （滋賀医科大学産婦人科学 准教授）
座長： 中塚 幹也 （岡山大学医学部保健学科 教授）  北島 道夫 （長崎大学産婦人科学 准教授）

5） 地域におけるがん・生殖医療連携の現状と課題
・ オーバービュー① 演者： 村上 節 （滋賀医科大学産婦人科学 教授）　
・ オーバービュー② 演者： 加藤 雅志 （国立がん研究センター中央病院 相談支援センター長）
・ ワークショップ　  演者： 二村 学 （岐阜大学腫瘍外科学 准教授）  木藤 克之 （滋賀医科大学血液内科 病院教授）

苅谷 三月 （岐阜大学病院 化学療法室 看護師長）  宮地 充 （京都府立医科大学小児科学 助教）
杉浦 博士 （名古屋市立西部医療センター乳腺内分泌外科 部長）  濱嶋 なぎさ （名古屋第一赤十字病院 相談員）

指定発言： 梶山 広明 （名古屋大学産婦人科学 准教授）　
座長： 川井 清考 （亀田総合病院生殖医療科 部長）  太田 邦明 （那須赤十字病院産婦人科 第一産婦人科副部長）

6） がん患者の妊孕性温存に関する経済負担と支援のあり方について
～平成28年度厚生労働省子ども子育て支援事業調査研究から～

演者： 髙井 泰 （埼玉医科大学総合医療センター産婦人科 教授）　座長： 鈴木 直 （聖マリアンナ医科大学産婦人科学 教授）

閉会挨拶： 鈴木 直 （聖マリアンナ医科大学産婦人科学 教授）

〒500-8844 岐阜市吉野町6-31
岐阜スカイウイング37 東棟4F

厚生労働科学研究総合的な思春期・若年成人（AYA）世代の
がん対策のあり方に関する研究班（生殖小班）

がん診療拠点病院・生殖補助医療登録施設の医療従事者・臨床心理士または
心理支援担当者

申込締切 9月30日（土）
（席数に限りがございますので、事前登録頂ければと存じます） （当日払い）

がん・生殖医療の現状と課題
～医療連携の全国展開に向けて～
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※ご記入いただきました個人情報は厳正な管理のもと、セミナーに関する
　連絡事項以外の用途には使用いたしません。

045-620-7563
申込先FAX：

ご連絡先
（代表者）

1. 医師　　2. 看護師　　3. 臨床心理士
4. ソーシャルワーカー
5. その他（職種名：　　　　　　　　　　　　　　　　）  

1. 医師　2. 看護師　3. 臨床心理士　4. ソーシャルワーカー
5. その他（職種名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  

〒　　　　 ｰ

Fax. E-mailTel.

お名前
（代表者）

フリガナ

勤務先名 勤務先部署

※ご連絡先が勤務先の場合は、勤務先名と勤務先部署もご記入ください。

代表者
の職種

ご記入日：　2017年　　　　月　　　　日

同じ施設で一緒に参加される方のお名前（フリガナ）

（　　　　　　　　）

勤務先部署名 職　種

（　　　　　　　　）

事前参加申込書

1. 医師　2. 看護師　3. 臨床心理士　4. ソーシャルワーカー
5. その他（職種名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  

質問項目 質　問

■ 対象：がん診療拠点病院・生殖補助医療登録施設の医療従事者・臨床心理士または心理支援担当者
■ 定員：130名　　　　  ■ 参加費：3,000円
■ お申込方法：
下記申込欄に必要事項をご記入の上、事務局まで、郵送もしくはFAXにてお申込みください。
同一施設で複数参加を希望される方もご一緒に記入の程、お願いいたします。

■ 申込締切： 9月30日（土）必着
但し定員に達し次第、その時点で募集を打ち切らせて頂きます。受付の情報についてはホームページにてご確認ください。
※受付後「登録完了通知」のはがきを申込書記載住所にご郵送いたします。当日は必ずはがきをご持参ください。
　（申込後2週間以上経過しても通知が未着の場合は事務局までお問い合わせください。）

都 道
府 県

■ 申込先・お問い合わせ先
運営事務局：（株）ヒューマン リプロ・Ｋ
〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居6-19-20
TEL：045-620-7560　FAX：045-620-7563■ 会場周辺地図

■ 会場
岐阜大学サテライトキャンパス　
〒500-8844 岐阜市吉野町6丁目31番地
岐阜スカイウイング37　東棟4階

■ アクセス
【電車】
JR 「岐阜駅」南口 徒歩5分
名鉄 「岐阜駅」南口 徒歩8分
※岐阜駅周辺歩行者用デッキから２階に直結しています。
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忠
節
橋
通
り

金
華
橋
通
り

歩
行
者
用
デ
ッ
キ

長
良
橋
通
り

名鉄
岐阜駅

西問屋町 大同生命

金町8

長住町6

神田町10岐阜駅北

新岐阜駅前

岐阜
シティータワー
43

濃飛
ニッセイビル

コ
ン
フ
ォ
ー
ト

ホ
テ
ル
岐
阜

じゅうろく
プラザ

大岐阜
ビル

JR岐阜駅

駅西
駐車場

■ 一言質問を募集しています。倫理、登録、法律の中から質問したい項目に○をつけ、質問欄に記入して下さい。

（当日払い）

1. 倫理　　2. 登録　　3. 法律


