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レコベル®新発売記念講演会



Web講演会をご視聴いただくために、必要な動作環境がございます。
事前テスト配信がうまく確認できない場合は、動作環境をご確認ください。 https://gjm.pw/env

本番当日にご視聴いただくためには、事前登録
が必要です。ブラウザを起動し画面上部のアド
レスバーに下記のURLを入力してください。
右の画像からもアクセスしていただけます。

https://live3.3esys.jp/streaming/rek220424/登録URL

ご視聴方法
レコベル®新発売記念講演会

視聴参加申し込みや視聴に関して、技術的なトラブルやご不明な点などがございましたら、こちらまでご連絡ください。木村情報技術株式会社
サポート窓口 0952-97-9167 https://gjm.pw/form

平日9:00 ～18:00（土・日・祝日を除く）　※本番当日はWeb講演会終了までサポートします

個人情報取り扱いの説明（フェリング・ファーマ株式会社プライバシーノーティスURL：https://find.ferring.co.jp/crm_privacynotice/）

事前登録 視聴方法

視聴テスト

視聴に必要な『ID』･『パスワード』は登録確認メールにてお送り致
しますのでメールアドレスはお間違いのないようご確認ください。
メールアドレスに間違いがありメールが届かない場合は、恐れ入
りますが再度ご登録をお願いいたします。

ID、パスワードは
登録完了メールにて
ご確認いただけます

「事前視聴はこちら」を
押すとテスト用の映像・
音声が流れます。「映像
が止まる」「かくつく」
「音声が途切れる」「音
量が小さい」などの不具
合がないかご確認くだ
さい。

事前登録の「事前登録
はこちら」を押してくだ
さい。

① 上記URLより視聴ペー
ジにアクセスしてくだ
さい。

①

③

①

登録完了後に届いた
メールに記載された
ID、パスワードを入力
し、「ログイン」ボタン
を押してください。

画面上に表示されてい
る再生ボタンを押すと
視聴画面へと切り替わ
ります。

②

入力フォームに必要事
項をご記入ください。

入力後に内容に誤りが
なければ｢登録｣を押し
てください「視聴申し
込み完了」に画面が切
り替わります。

②

ご登録いただいたメー
ルアドレスに申し込み
完了。メールが届きま
したら、以上で事前登
録は完了です。

③

「本番ライブ配信」欄にあるボタンは、
講演1時間前から押すことが可能となります。
ボタンが有効になりましたら「本番視聴はこちら」ボタンを押してください。



レコベル®新発売記念講演会
PROGRAM

東京大学大学院医学系研究科　
産婦人科学大須賀 穣 先生

Opening remarks13:00［5分］

蔵本 武志 先生 蔵本ウイメンズクリニック

卵巣刺激法のOverview

石原 理 先生 埼玉医科大学　産科婦人科

Chairman　座長コメント13:05［5分］

REKOVELLE 国内外Phase I, II, III試験結果

井村 太 フェリング・ファーマ（株）　
研究開発本部

主催メーカー講演13:10［15分］

卵巣刺激時におけるマーカーとしてのAMHの有用性

浅田 義正 先生 浅田レディースクリニック

Key presentat ion 113:25［30分］

患者および医療機関に有益な卵巣刺激法とは何か？ 
～ART保険適用後の再考～

絹谷 正之 先生 絹谷産婦人科

Key presentat ion 213:55［30分］

Clos ing remarks15:05［5分］

代表者挨拶 フェリング・ファーマ（株）

謝辞15:10［5分］

座
長

パ
ネ
ラ
ー

保険診療体制となった我が国のARTにどのような変化が
望まれているか？ 
～卵巣刺激プロトコール選択における優先因子～

森本 義晴 先生
HORAC
グランフロント大阪クリニック

京野 廣一 先生 京野アートクリニック高輪

德永 義光 先生 空の森クリニック

杉山 力一 先生 杉山産婦人科

川井 清考 先生 亀田IVFクリニック幕張 

村上 貴美子 様 蔵本ウイメンズクリニック

Panne l  d iscuss ion14:25［40分］

15:15～情報交換会を予定しております。
感染状況に応じて開催キャンセルとなる可能性が
ございますこと予めご了承いただけますと幸いです。

※リアルタイム回答集計システムを使用し、会場/Web参加頂いた視聴者
　とのQ&Aセッションを予定しています。



PROFILE

森本　義晴 先生

略歴

客員教授
三重大学 / 岡山大学 / 聖マリアンナ医科大学 / 近畿大学先端技術総合研究所 / 
CHA University（韓国）

所属学会
日本生殖心理学会監事 / 日本受精着床学会常務理事 / 日本生殖工学会常務理事 
/ 日本生殖内分泌学会常務理事・評議員 / 日本IVF学会監事 / 日本卵子学会監事 
/ 日本生殖医学会功労会員・代議員・英文誌編集委員 / ISIVF (世界体外受精会議)
President / PSRM(環太平洋生殖医学会)Past President / ASPIRE(ア
ジア太平洋生殖医学会)Past President, Honorary Membership, Editorial 
Board Member “Fertility and Reproduction”

関西医科大学卒
関西医科大学大学院修了
IVF 大阪クリニック設立、院長
IVF なんばクリニック設立、院長
HORACグランフロント大阪クリニック設立、院長

1977年
1983年
1998年
2003年
2014年

役職

絹谷　正之 先生
医療法人 　絹谷産婦人科　
理事長 

略歴

日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医 / 日本生殖医学会認定生殖医療専門医 
/ 日本卵子学会評議員 / 広島県産婦人科医会理事 / JISART副理事長

愛媛大学医学部医学科卒
広島大学医学部附属病院産婦人科研修医
広島大学医学部産科婦人科学教室医員
県立広島病院産婦人科
山王病院リプロダクションセンター
広島大学医学部産科婦人科学教室助手
McGill大学（カナダ、モントリオール）医学部産婦人科
絹谷産婦人科副院長
絹谷産婦人科院長
絹谷産婦人科理事長

1989年
1989年
1992年
1995年
1997年
1997年
1999年
2000年
2002年
2017年

役職・所属学会

石原　理 先生
埼玉医科大学　産科婦人科学教室
教授　

IVF JAPAN GROUP 
CEO

略歴
群馬大学医学部医学科卒
東京大学医学部付属病院研修医（産婦人科）
長野赤十字病院産婦人科医員
東京大学医学部産婦人科医員
埼玉県立癌センター婦人科医員
東京大学医学部産婦人科助手（文部教官）
 国立病院医療センター産婦人科医員（厚生技官）
埼玉医科大学総合医療センター産婦人科助手
英国ロンドン大学王立医学大学院ハマースミス病院客員研究員
上記より帰国
埼玉医科大学総合医療センター講師（産婦人科）
同上　助教授（産婦人科）
埼玉医科大学産科婦人科学教室助教授（埼玉医大総合医療センター兼担）
 埼玉医科大学産科婦人科学教室教授（同上）
 女子栄養大学教授、同栄養クリニック所長

1980年
1980年
1981年
1982年
1984年
1985年
1987年
1988年
1989年
1991年

1999年
2002年
2002年
2022年

役職・所属学会

大須賀　穣 先生
東京大学大学院医学系研究科　
産婦人科学講座　
教授　

略歴

日本産科婦人科学会 常務理事、渉外委員長 / 日本産科婦人科内視鏡学会 理事長 / 
日本生殖医学会 理事長 / 日本抗加齢医学会 副理事長 / 日本受精着床学会 副理事
長 / 日本IVF学会 副理事長 / 日本内視鏡外科学会 理事 / 日本腫瘍循環器学会 理
事 / 関東連合産科婦人科学会 代表 / 日本女性医学学会理事 / 日本エンドメトリオ
ーシス学会 常務理事 / 日本婦人科ロボット手術学会 理事 / 日本生殖免疫学科 理事 
/ 日本生殖内分泌学会 理事 / 日本がん生殖医療学会 顧問 / 日本子宮内膜症啓発
会議 顧問 / 文部科学省科学技術・学術審議会 専門委員 / 国際産婦人科連合
(FIGO) Committee Member / FIGO  Council member / International 
Society for In Vitro Fertilization  Scientific Subcommittee Chair / 
Reproductive Sciences   Associate Editor / Reproductive Biomedicine 
Online  Section Editor / Journal of Ovarian Research  Associate Editor 
/ Gynecology and Minimally Invasive Therapy Associate Editor / 
Reproductive Medicine and Biology Associate Editor

東京大学医学部卒
東京大学医学部産科婦人科学教室で研修
途中、日立総合病院、稲田登戸病院、社会保険中央総合病院
東京日立病院に出張
医学博士（東京大学）
 米国スタンフォード大学産婦人科に留学
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　講師
 東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座　准教授
同上　教授
東京大学医学部附属病院　副院長（兼任）

1985年

1995年

2004年
2011年
2013年
2019年

役職・所属学会

浅田　義正 先生
医療法人　浅田レディースクリニック
理事長 

略歴

日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・指導医 / 日本生殖医学会認定生殖医療
専門医・指導医 / 愛知県産婦人科医会理事 / 日本産科婦人科学会代議員 / 日本
受精着床学会理事 / 日本生殖医学会代議員 / JISART理事 / 日本産科婦人科遺
伝診療学会代議員 / 日本IVF学会理事 / 日本生殖心理学会理事 / 日本不妊カウ
ンセリング学会評議員 / 日本レーザーリプロダクション学会理事 / 日本生殖医療
支援システム研究会理事 / 東海産科婦人科学会評議員 / 生殖バイオロジー東京シ
ンポジウム世話人 / 東海ARTカンファレンス世話人

名古屋大学医学部医学科卒業
名古屋大学医学部附属病院産婦人科
医学博士
米国Virginia州、Eastern Virginia Medical School、
The Jones Instituteに留学、ICSI研究に従事
名古屋大学医学部附属病院分院産婦人科
TESE-ICSIによる日本初の妊娠報告
ナカジマクリニック不妊センター開設
浅田レディース勝川クリニック開院
浅田レディース名古屋駅前クリニック開院
浅田レディース品川クリニック開院

1982年
1988年
1992年
1993年
 
1995年
1995年
1998年
2004年
2010年
2018年

役職・所属学会

講演者・パネリスト
略歴

日本産科婦人科学会代議員 / 日本生殖医学会常任理事 / 日本受精着床学会常任理事 / 日
本卵子学会監事 / 日本医事法学会理事 / 日本内分泌学会評議員 / GID学会理事 / 日本性
科学会理事 / 日本胎盤学会評議員 / 日本エンドメトリオーシス学会監事 / 日本学術会議
特任連携会員 / 厚生労働省厚生科学審議会委員（科学技術部会） / 医薬品医療機器総合機
構（PMDA）専門委員 / 最高裁判所専門委員（さいたま地方裁判所所属） / 埼玉県産婦人
科医会理事 / 埼玉県特定不妊治療費助成事業指定医療機関指定調査会副会長 / 一般社団
法人関東ジェンダー医療協議会理事 / Executive Board Member, International Committee Monitoring 

ART (ICMART) / Board Member, International Federation of Fertility Societies (IFFS) / Scientific 

Committee Member, Updates in Infertility Treatment (UIT) / Member, European Society of Human 

Reproduction and Embryology (ESHRE) / Member, American Society for Reproductive Medicine 

(ASRM) / 日英協会、ブリティシュカウンシルジャパンアソシエ−ション各会員など



略歴

京野　廣一 先生
医療法人社団レディースクリニック京野　
京野アートクリニック高輪　
理事長

医療法人　蔵本ウイメンズクリニック
副院長

医療法人　蔵本ウイメンズクリニック
理事長

略歴

日本生殖医学会代議員 / 日本産科婦人科遺伝診療学会代議員 / 日本生殖発生医
学会理事 / 日本不妊予防協会理事 / JISART(日本生殖補助医療標準化機関)理
事 / 日本受精着床学会理事 / 日本産科婦人科学会産婦人科指導医 / 日本生殖医
学会生殖医療指導医

福島県立医科大学を卒業し、
東北大学医学部産科学婦人科学教室入局
チームの一員として日本初の体外受精による妊娠・出産に成功
レディースクリニック京野開院
日本で初めての卵子凍結(緩慢凍結・急速融解)による
妊娠・出産に成功
卵子凍結(ガラス化法)による妊娠・出産に成功
京野アートクリニック仙台開院
京野アートクリニック高輪開院
日本で初めての卵巣組織凍結保存センター (HOPE)を設立
京野アートクリニック盛岡開院
卵巣組織凍結保存センター (HOPE)を地盤強固な高台に移設

1978年

1983年
1995年
2001年

2004年
2007年
2012年
2016年
2019年
2020年

役職・所属学会

医療法人社団杉四会　杉山産婦人科
理事長

医療法人　杏月会空の森クリニック
理事長

医療法人鉄蕉会　
亀田ＩＶＦクリニック幕張　
院長

蔵本　武志 先生

略歴

JISART（日本生殖補助医療標準化機関）理事長 / 日本生殖医学会代議員 / 日本
生殖医学会功労会員 / 日本受精着床学会理事 / 日本IVF学会常務理事 / 日本不
妊カウンセリング学会監事 / 日本A－PART監事 / 日本生殖医療支援システム研
究会副理事長 / 日本産科婦人科学会福岡地方部会評議員 / 福岡県産婦人科医会
代議員 / 福岡生殖医学懇話会代表世話人 / 山口大学大学院医学系研究科非常勤
講師 / 久留米大学医学部臨床教授

久留米大学医学部卒
山口大学大学院修了
山口県立中央病院産婦人科副部長
済生会下関総合病院 産婦人科部長、同不妊センターにてIVF開始
PIVET Medical Centre(オーストラリア)にてIVFを中心に
不妊治療研修
蔵本ウイメンズクリニック開院
山口大学大学院医学系研究科非常勤講師
久留米大学医学部臨床教授

1979年
1985年

1988年
1990年

1995年
2010年
2014年

役職・所属学会

村上　貴美子 様

山口県立衛生看護学院　看護科卒
山口県立衛生看護学院　助産科卒
山口県済生会下関病院周産期母子センター
医療法人　蔵本ウイメンズクリニック　看護師長
不妊症看護認定看護師教育課程（日本看護協会）修了　
九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学（専門職大学院）
修了
医療法人　蔵本ウイメンズクリニック　副院長

1991年
1992年
1992年
1995年
2003年
2008年

2019年

杉山　力一 先生

略歴

医療法人杉山産婦人科理事長 / 公益財団法人杉山記念財団理事長 / 日本受精着
床学会常務理事 / 日本IVF学会常務理事

東京医科大学医学部卒
医師国家試験合格(略歴    医籍362374)
東京医科大学産科婦人科学教室在籍
北九州セントマザー産婦人科で研修 
東京医科大学にて学位取得
杉山レディスクリニック開院（体外受精導入）
近隣に分娩、腹腔鏡、生殖医療の複合施設に移転
（杉山産婦人科）
東京駅に杉山産婦人科丸の内開院
新宿駅に杉山産婦人科新宿開院
公益財団法人杉山記念財団設立

1994年

1994年
2000年
2001年
2000年
2007年

2011年
2018年
2019年

役職・所属学会

川井　清考 先生

略歴

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医 / 日本生殖医学会 生殖医療専門医

旭川医科大学医学部卒
東京医科歯科大学附属病院
総合病院 土浦協同病院
亀田総合病院 産婦人科医師として着任
亀田総合病院 不妊生殖科部長・ARTセンター長 兼務
亀田IVFクリニック幕張　院長
生殖医療事業管理部 部長 兼務
東京医科歯科大学　非常勤講師

2006年
2008年

2010年
2014年
2019年

役職・所属学会

德永　義光 先生

略歴

日本産科婦人科学会 / 日本生殖医学会 / 日本生殖内分泌学会評議員 / 日本IVF
学会常務理事 / 日本生殖心理学会理事 / 沖縄県医師会理事

琉球大学医学医学科卒
琉球大学産婦人科教室
沖縄県立那覇病院　産婦人科・麻酔科
那覇市立病院　産婦人科
滋賀医科大学　解剖学文部教官助手
ローマ大学「LA SAPIENZA」解剖学教室 留学 
医学博士号（滋賀医科大学） 
豊見城中央病院　産婦人科・不妊治療センター
アドベンチスト・メディカルセンター
ALBA OKINAWA CLINIC　院長
空の森クリニック　理事長

1990年
1990年
1991年
1992年
1993年
1999年

2000年
2003年
2005年
2014年

役職・所属学会

不妊症看護認定看護師（日本看護協会）
体外受精コーディネーター（日本不妊カウンセリング学会）
生殖医療コーディネーター（日本生殖医学）

認定資格
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会場アクセスマップ
MAP

ANA
インターコンチネンタルホテル東京

東京会場

〒107-0052 東京都港区赤坂1-12-33　TEL：03-3505-1111

東京メトロ銀座線　　「溜池山王駅」13番出口より徒歩1分
　　　　　　　　　　「溜池山王駅」14番出口
　　　　　　　　　　（エレベーター・エスカレーター有り）より徒歩3分
東京メトロ南北線　　「六本木一丁目駅」3番出口より徒歩2分

電車でお越しの方

池袋・新宿・渋谷方面より　　「霞ヶ関ランプ」出口から溜池・六本木交差点方向直進
羽田・上野方面より　　　  　「飯倉ランプ」出口から溜池交差点方向直進
　　　　　　　　　　　　 　※羽田空港より30分、東京駅より15分

車でお越しの方

ヒルトン大阪

大阪会場

〒530-0001 大阪市北区梅田1-8-8　TEL:06-6347-7111

大阪メトロ四ツ橋線　　「西梅田駅」より徒歩1分
大阪メトロ御堂筋線　　「梅田駅」より徒歩５分
JR「大阪駅」より徒歩2分
阪神電車　　「大阪梅田駅」より徒歩1分
阪急電車　　「大阪梅田駅」より徒歩7分

電車でお越しの方

車でお越しの方
伊丹空港方面よりお越しの場合（阪神高速4号湾岸線、中国道・名神高速）「梅田」出
口信号を左折 → 次の信号を左折 → JRの線路高架をくぐり抜けて直進 → 出入橋
交差点を左折し、国道2号線を直進 → 桜橋交差点を左折、四つ橋筋を直進 → 信号
1つ目を越えると右手に目的地

アーク森ビル

財務省
経済産業省

六本木通
り

桜
田
通
り

地下道
アメリカ大使館 虎ノ門ヒルズ

霞が関
ビルディング

六本木ティーキューブ

アークヒルズ
フロントタワーRoP

メディカルスクエア赤坂

サントリーホール

スウェーデン大使館

ANAインターコンチネンタルホテル東京

赤坂インターシティAIR

りそな銀行

ヒルトン大阪

曽根崎警察署

駅前第３ビル

阪急東通商店街

お
初
天
神
通
り

阪急百貨店

HEP FIVE

阪急
大阪梅田駅

ヨドバシ梅田グランフロント大阪
（ナレッジキャピタル）

梅田スカイビル
（新梅田シティ）

大阪マルビルハービスENT

第一生命ビル
阪神百

貨店
中央口

御堂筋
口

桜橋口

ルクア 阪急
グランドビル

2出口

駅前第２ビル駅前第1ビル

ハービスOSAKA


