NPO法人男性不妊ドクターズ第5回講演会
第36回日本受精着床学会総会・学術講演会 市民公開講座

事前予約不要
参加費無料

夫婦で妊活
心のケアが明日をつくる

当日直接会場にお越しください。

日 時

7月28日土13：00～15：10

会 場

幕張メッセ 国際会議場 201

司 会

辻村

晃

順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科

13：00～13：50

第1部

婦人科医師からのメッセージ

❶…夫婦の心身のコミュニケーションをもっと増やしましょう！
（妊活最初の勘違い）
高橋

敬一（高橋ウイメンズクリニック）

❷…夫婦で取り組む二人目不妊
原田

13：50～14：00
14：00～14：50

竜也（亀田IVFクリニック幕張）

休憩
第2部

泌尿器科医師からのメッセージ

❸…不妊治療中に男性パートナーが取り組んでほしいこと
小宮

顕（千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学）

❹…ブライダルチェックの現状
辻村

14：50～15：10

晃（順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科）

質問コーナー

NPO法人男性不妊ドクターズ https://www.mids.jp/
共催

第36回日本受精着床学会総会・学術講演会

後援

千葉県、千葉市

連絡事務局

株式会社コンベックス内 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-12-1 虎ノ門ワイコービル
TEL：03-5425-1603 FAX：03-5425-1605 Email：jsﬁ36@convex.co.jp

１

夫婦の心身のコミュニケーションをもっと増やしましょう！
（妊活最初の勘違い）
高橋ウイメンズクリニック 高橋
敬一
【学
歴】 昭和60（1985）年 金沢大学 医学部卒業
【職

歴】 昭和60（1985）年 国立病院医療センター 産婦人科
平成 元 （1989）年 虎の門病院 産婦人科
平成 7（1995）年 米国ワシントン大学 留学
平成 8（1996）年 虎の門病院 産婦人科 復帰
平成11（1999）年 高橋ウイメンズクリニック開院
【所属学会】 日本産科婦人科学会、日本生殖医学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本抗加齢学会、
日本性感染症学会、日本卵子学会、日本不妊カウンセリング学会
【専 門 医】 日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医学会専門医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医
（子宮鏡）、
日本抗加齢学会専門医、日本性感染症学会専門医

２

夫婦で取り組む二人目不妊
亀田IVFクリニック幕張

【学

原田

歴】 平成 4（1992）年 東京医科歯科大学医学部 医学科卒業
平成16（2004）年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科卒業 医学博士号取得
【職
歴】 平成 4（1992）年 東京医科歯科大学附属病院 研修医
平成 5（1993）年 関連病院 出向
平成17（2005）年 東京医科歯科大学医歯学総合研究科 助教
平成22（2010）年 東京医科歯科大学附属病院 周産女性診療科 講師
平成28（2016）年 亀田IVFクリニック幕張 院長
【所属学会】 日本産科婦人科学会、日本生殖医学会、日本受精着床学会、日本産科婦人科内視鏡学会、
日本がん生殖医学会、American Society for Reproductive Medicine
【専 門 医】 産婦人科専門医、産婦人科指導医、生殖医療専門医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医
（腹腔鏡）

竜也

３

不妊治療中に男性パートナーが取り組んでほしいこと
千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 小宮
【学
歴】 平成 4（1992）年 千葉大学医学部卒業

顕

平成10（1998）年 千葉大学大学院医学研究科 博士課程修了
（医学博士）
歴】 平成 4（1992）年 千葉大学医学部附属病院泌尿器科 医員
（研修医）
平成 5（1993）年 千葉労災病院 泌尿器科 研修医
平成10（1998）年 千葉大学医学部附属病院 泌尿器科 医員
平成10（1998）年 千葉大学医学部 泌尿器科学 助手
平成12（2000）年 ジョンズ＝ホプキンス大学 泌尿器科 リサーチフェロー
平成15（2003）年 千葉大学医学部附属病院 泌尿器科 助手
平成18（2006）年 千葉大学医学部附属病院 泌尿器科 講師
平成19（2007）年 千葉県がんセンター 泌尿器科 医長
平成19（2007）年 富山大学大学院医学薬学研究部 腎泌尿器科学 准教授
平成28（2016）年 千葉大学医学部附属病院 泌尿器科 准教授
平成28（2016）年 千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学 准教授
【所属学会】 日本泌尿器科学会、日本受精着床学会、日本生殖医学会、日本泌尿器科内視鏡学会、日本がん治療学会、
日本癌学会、日本性機能学会、日本アンドロロジー学会、日本排尿機能学会、
American Association of Urology、European Association of Urology、American Association of Cancer Research
【専 門 医】 日本泌尿器科学会専門医、日本泌尿器科学会指導医、日本性機能学会専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医、日本生殖医学会生殖医療専門医
【職

４

ブライダルチェックの現状

【学
【職

順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科

辻村

晃

歴】 昭和63（1988）年 兵庫医科大学卒業
歴】 平成 2（1990）年 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 泌尿器科 医員
平成 9（1997）年 大阪大学医学部 泌尿器科 助手
平成10（1998）年 ニューヨーク大学 泌尿器科および細胞生物学 臨床研究員
平成17（2005）年 大阪大学医学部 泌尿器科 講師
平成22（2010）年 大阪大学医学部 泌尿器科 准教授
平成26（2014）年 順天堂大学医学部 泌尿器科 先任准教授
平成29（2017）年 順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科 教授
【所属学会】 社団法人日本泌尿器科学会、
日本排尿機能学会、社団法人日本内分泌学会、社団法人日本生殖医学会、
日本受精着床学会、
日本癌治療学会、
日本臨床腫瘍学会、
日本アンドロロジー学会、
日本性機能学会、
日本泌尿器内視鏡学会、
日本内分泌外科学会、
日本ミニマム創泌尿器内視鏡外科学会、
日本思春期学会、
日本Men’s Health医学会、
日本生殖内分泌学会、
日本ステロイドホルモン学会、
日本老年泌尿器科学会、
日本女性骨盤底医学会、
日本臨床腎移植学会、
日本性差医学会、
日本ロボット外科学会、
日本抗加齢医学会、
日本尿路結石症学会、
日本移植学会、米国泌尿器科学会（AUA）
、米国アンドロロジー学会（ASA）
、国際泌尿器科学会 （SIU）
、
国際性機能学会（ISSM）
、国際尿禁制学会（ICS）
、
アジア太平洋性機能学会（APSSM）
など
【専 門 医】 医学博士
（大阪大学）
、外国人留学生臨床修練指導医、
日本泌尿器科学会専門医、
日本泌尿器科学会指導医、
日本性機能学会専門医、
日本生殖医学会指導医、
日本臨床腎移植学会腎移植認定医、
日本移植学会移植認定医、
日本がん治療認定医機構がん治療認定医、
日本排尿機能学会認定医、
日本内分泌外科学会内分泌・甲状腺外科専門医、
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医、
日本内視鏡外科学会技術認定医
（泌尿器腹腔鏡）
、手術支援ロボット・ダヴィンチcertiﬁcate

