ご参加の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響は，未だ先を見通せない状況が続いており，第 6 回日本産科婦
人科遺伝診療学会学術講演会の開催形態につきまして慎重な審議を重ねた結果，金沢市文化ホールでの開催を中
止とし，
「Web 開催のみ」といたします．
※重要なお知らせ
本誌内の情報は発刊後に変更となる場合がございますので，最新の情報につきましては第 6 回日本産科婦
人科遺伝診療学会学術講演会ホームページ（http://jsgog6.umin.jp）を随時ご確認ください．

オンライン参加登録について
オンライン参加登録期間：11 月 20 日（金）10：00〜12 月 14 日（月）15：00
※コンビニ決済（現金支払い）〜12 月 4 日（金）15：00
・学術講演会参加費
医師（会員）

15,000 円

医師（非会員）

20,000 円

医師以外

5,000 円

医学部学生

※1）

初期研修医

※2）

無料

※1）医学部学生の方は，登録時に学生証の添付（pdf，jpeg）が必要となります．
※2）初期研修医の方は，所定の身分証明書の添付が必要となります．
初期研修医証明書をご準備のうえ参加登録を開始してください．
・支払方法は，クレジットカード決済，コンビニ決済（現金支払い）から選択可能です．
・コンビニ決済（現金支払い）は，12 月 4 日（金）15：00 締切となります．
・コンビニ決済（現金支払い）の方は，オンライン参加登録後にメール送信されるお支払情報をご持参のうえ，
店舗にてお支払いください（支払い期限は，お申込みされてから 3 日間となり，期限を過ぎますと自動でキャ
ンセルとなります）
．
・どちらの支払方法につきましても，決済完了後の返金はいたしませんので，ご了承ください．
・Web 視聴には，参加登録で取得した ID とパスワードが必要です．視聴期間まで大切に保管していただくよ
うお願いいたします．

Web 視聴について
Web 視聴期間：
【第 1 部】12 月 9 日（水）10：00〜12 月 15 日（火）18：00【7 日間】
【第 2 部】12 月 16 日（水）12：00〜12 月 20 日（日）18：00【5 日間】
※第 1 部の期間のみ取得可能な単位がございます．くれぐれもご注意ください．
※12 月 20 日（日）18：00 以降，参加証明書はダウンロードいただけません．
参加証明書は，ログイン後の Web 視聴ページ内より，Web 視聴期間内に各自ダウンロードを必ずお済ませく
ださい．
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【Web 視聴方法】
※オンライン参加登録を完了してください．
1）第 6 回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会ホームページ（http://jsgog6.umin.jp）
「オンライン参加登録」
から必要事項を登録いただき，参加費をお支払いください．
2）参加登録後，自動メールにてログイン ID・パスワードが配布されます．Web 視聴期間まで大切に保管してく
ださい．
3）視聴期間が開始しましたら Web 視聴ページよりログインいただき，視聴してください．
【Web 視聴するにあたり，必ず事前に以下ご確認ください．
】
※1 つの ID・パスワードを複数人で共有利用することや，公開されているデータの無断転載・流用・複製・公開
は厳禁です．
推奨環境
・Windows 8.1 以降 ＆ Mac 10.12 Sierra 以降/Microsoft Edge，Mozilla Firefox，Google Chrome，Safari（Mac
版のみ）
，各最新版
※Internet Explorer はご利用いただけません．
・JavaScript を有効にしてください．
・解像度 1920×1080（解像度が低いパソコンでは表示が崩れる場合があります．
）
・スマートフォン・タブレットでの閲覧は非推奨です．
・前の画面に戻る際は，ブラウザの戻るボタンを使用しないようにしてください．自動ログアウトしてしまう場
合があります．
動画が視聴できない場合は以下をご確認ください．
・画面解像度は 1920×1080 推奨です．
・ブラウザの拡大表示が 100% 以上に大きく表示する設定にされている場合，画面が正常に見えない場合がござ
います．
・インターネット速度が遅い，もしくは不安定で視聴できない場合，Wi-Fi 接続の端末で視聴できない場合は，
有線で接続すると視聴できるようになる場合がございます．視聴の際は，できる限り，有線接続のパソコンを
ご利用ください．視聴が途中で途切れた場合最後まで視聴されても視聴完了とならない可能性がございます．
・スマートフォン・タブレットなどの 3G・4G 回線や Wi-Fi 環境では，周囲の環境や時間帯の影響を受けやすい
ために，視聴できない場合がございます．
・インターネット回線を共有利用している場合は，PC，タブレットなどの共有台数により，回線速度が落ち，動
画の視聴ができない場合がございます．
・Android・iOS のタブレット/スマートフォンでは，OS のバージョンによっては再生できない場合がございま
す．視聴ができた場合でも，視聴完了とならない場合がございます．
・Google Chrome/Mozilla Firefox「ご利用環境のセキュリティ設定のために閲覧が制限されている」が原因で視
聴できない場合の対策は，アンチウイルスソフトやファイヤーウォールを一時的に無効にして，再生可能かど
うかをご確認ください．
・電子カルテなどを利用しているネットワーク内では，施設そのもののインターネットに制限がかかっている場
合がございます．視聴できない場合は，貴施設セキュリティ担当者にご確認ください．
・Web 視聴ページ内に掲載されている写真・スライド・映像・音声の著作権は，著作者，団体に帰属します．ス
クリーンショット等での保存や転載は固く禁止いたします．

単位について（付与期間については単位により異なります．必ず次ページの表をご確認ください）
・Web 視聴した場合には，通常の学会参加と同様に，学会参加証明書の発行，日本産科婦人科学会専門医研修出
席証明（10 点）が取得できます．単位取得には，日本産科婦人科学会の会員番号入力が必須となります．オン
ライン参加登録時に入力いただきますのでご注意ください．
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・日本産婦人科医会研修参加証（医会シール）は，日本産婦人科医会会員である方に限り 1 枚発行申請が可能で
す（後日郵送いたします．ご希望の際は，オンライン参加登録時にご入力ください．）
・日本専門医機構共通講習および領域講習の単位取得も可能です．
※日本専門医機構共通講習および領域講習対象セッションについては，対象セッション確定次第，第 6 回日
本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会ホームページ（http://jsgog6.umin.jp）に掲載させていただきます．
・日本専門医機構の共通講習の単位取得のためには，対象セッションを最後まで視聴していただき，設問回答（5
問 5 択に 80％以上正解すること）をもって単位を付与いたします．視聴だけでは，単位付与対象になりません
ので，ご注意ください．
※テストは合格するまで何度でも回答いただけます．
・日本専門医機構の領域講習の単位取得のためには，対象セッションを最後まで視聴していただく必要がござい
ます．
※視聴期間終了後に単位の集計および確認を行い，1 ヵ月程度で反映される予定です．
・臨床遺伝専門医更新単位（5 単位）が付与されます．
・認定遺伝カウンセラー資格更新単位（8 単位）が付与されます．
・臨床遺伝専門医の方は，次の①および②の要件を満たすことで，日本産科婦人科学会の「生殖医療に関する遺
伝カウンセリング受入れ可能な臨床遺伝専門医」に申請することができます．
①本学術講演会（Web 視聴）に参加，②遺伝カウンセリング・ロールプレイ研修会に参加
・単位更新時に必要な参加証やシールなどは大切に保管してください．
取得できる単位について
【第 1 部】でのみ取得可能な単位
・日本産科婦人科学会専門医研修出席証明（10 点）
・日本専門医機構 学術集会参加単位
・日本専門医機構 受講単位（共通講習，産婦人科領域講習）
【第 1 部】
【第 2 部】とも取得可能な単位
・学会参加証明書
・日本産婦人科医会研修参加証（医会シール）
・臨床遺伝専門医更新単位（5 単位）
・認定遺伝カウンセラー資格更新単位（8 単位）
・認定講習（周産期）の受講証取得のための視聴は、【第1部】【第2部】とも対象です。
認定講習受講証は、会期後に対象者へPDFダウンロードサイトをご案内いたします。

■定時社員総会
Web にて総会を行います．関係者各位のご参加をお願いいたします．
日時：12 月 13 日（日）11：45〜12：30
第 6 回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会 運営事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-7 麹町パークサイドビル 402
株式会社 MA コンベンションコンサルティング内
TEL：03-5275-1191
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FAX：03-5275-1192

E-mail：jsgog6@macc.jp

共通P：日本専門医機構共通講習（1単位）
領域P：日本専門医機構産婦人科領域講習（1単位）
※日本専門医機構の共通講習と産婦人科領域講習は、第1部の期間でのみ取得可能な単位です。
ご希望の方は第1部の期間中に視聴と設問回答（共通講習）をお済ませください。
日程表
（第2部でも視聴いただけますが、単位付与対象外となります。）

当会の認定制度の新規認定及び更新に必要な「認定講習（周産期）」は周産期講義1〜9です。
オンデマンド配信

ライブ配信

【第1部】12月9日（水）10：00〜
12月15日（火）18：00【7日間】
【第2部】12月16日（水）12：00〜
12月20日（日）18：00【5日間】
特別講演

12月12日（土）

12月13日（日）

12：00

共通P

がんゲノム医療と遺伝医療の連携
座長：藤原 浩
演者：小杉眞司

周産期シンポジウム 1
NIPT

領域P

座長：佐村 修，鈴森伸宏
演者：久具宏司，内田明花，遠藤誠之，塚田敬義

周産期シンポジウム 2

領域P

胎児骨系統疾患についてみんなで考えてみよう
座長：澤井英明，渡邉
演者：室月 淳，宮嵜

13：00

13：00〜14：00

淳
治，上妻友隆，窪田拓生

生殖シンポジウム 1
PGT

領域P

共催セミナー 2
がん遺伝子パネル検査と産科婦人科遺伝診療

座長：苛原 稔，三上幹男
演者：榊原秀也，竹下俊行，倉橋浩樹，山本俊至

座長：渡邉 淳
演者：平沢 晃
共催：中外製薬株式会社

生殖シンポジウム 2
不育症と遺伝診療
座長：竹下俊行，桑原 章
演者：杉浦真弓，森下英理子，加藤恵一

腫瘍シンポジウム

領域P

14：00

HBOC の実地臨床における課題
座長：岡本愛光，平沢 晃
演者：植木有紗，井本逸勢，竹下

啓

地域シンポジウム
地域における遺伝診療
座長：新井田要
演者：新井田要，朝本明弘，尾崎

認
定
講
習
／
周
産
期

周産期講義 1〜3
出生前検査と医療倫理

14：30〜15：30
守

共通P

演者：山田崇弘，白土なほ子，西山深雪

周産期講義 4〜6

領域P

共催シンポジウム
15：00

周産期カウンセリングにおける必須知識
演者：小野政徳，江川真希子，早田

遺伝診療におけるチーム医療
―HBOC を例に考える
座長：渡邉 淳
演者：渡邉 淳，浦川優作
共催：アストラゼネカ株式会社

桂

周産期講義 7〜9
先天性疾患についての必須知識
演者：浜之上はるか，竹内千仙，三谷裕介

共催セミナー 3
わが国における無侵襲的出生前遺伝学的検査
（NIPT）の現状と課題
演者：関沢明彦
共催：GeneTech 株式会社

16：00 16：00〜17：00

共催セミナー 4
共催セミナー 1

出生前遺伝学的検査の遺伝カウンセリングと
今後の展望

ゲノム情報は産婦人科診療をどこまで変えるか？
―変えてよいものいけないもの―

演者：左合治彦，西山深雪
共催：イルミナ株式会社

座長：藤原 浩
演者：万代昌紀
共催：アストラゼネカ株式会社

共催セミナー 5
遺伝子疾患を疑う胎児超音波所見
演者：髙木紀美代
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

一般演題（口演）

17：00

一般演題（ポスター）
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プログラム
プ
ロ
グ
ラ
ム

特別講演

がんゲノム医療と遺伝医療の連携

座長：藤原
小杉

浩（金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科学）
眞司（京都大学大学院医学研究科医療倫理学・遺伝医療学）

周産期シンポジウム 1

NIPT
座長：佐村

1

2

鈴森

伸宏（名古屋市立大学大学院産科婦人科）

久具

宏司（東京都立墨東病院産婦人科）

NIPT の概要

当院の SNP 解析法による NIPT 診療の現状
内田

3

4

修（東京慈恵会医科大学産婦人科学講座）

明花（慶應義塾大学産婦人科学教室）

NIPT によって何が変わったのか？
遠藤

誠之（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

塚田

敬義（岐阜大学医学系倫理・社会医学分野/臨床倫理室）

ELSI の観点から

周産期シンポジウム 2

胎児骨系統疾患についてみんなで考えてみよう
座長：澤井 英明（兵庫医科大学病院遺伝子医療部）
渡邉
1

淳（金沢大学附属病院遺伝診療部・遺伝医療支援センター）

イントロダクション−胎児骨系統疾患とは
室月
淳（宮城県立こども病院産科／東北大学大学院医学系研究科先進
成育医学講座胎児医学分野）

2

胎児骨系統疾患の診断に有用な胎児 CT
宮嵜
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治（国立成育医療研究センター放射線診療部）

3

臨床における胎児骨系統疾患の診断
上妻

4

友隆（久留米大学産科婦人科学教室）

プ
ロ
グ
ラ
ム

骨系統疾患の診療＜小児科の立場から＞
窪田 拓生（大阪大学大学院医学系研究科小児科学）

生殖シンポジウム 1

PGT

1

座長：苛原

稔（徳島大学大学院医歯薬学研究部）

三上

幹男（東海大学専門診療学系産婦人科）

PGT-M の過去・現在・未来
榊原

2

PGT-A がもたらすわが国の生殖医療への影響
竹下

3

俊行（日本医科大学産婦人科）

PGT-A と遺伝カウンセリング
倉橋

4

秀也（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

浩樹（藤田医科大学総合医科学研究所分子遺伝学研究部門）

日本における遺伝学的検査の現状と PGT の問題点
山本

俊至（東京女子医科大学大学院医学研究科先端生命医科学系専攻遺
伝子医学分野/東京女子医科大学遺伝子医療センターゲノム
診療科）

生殖シンポジウム 2

不育症と遺伝診療
座長：竹下 俊行（日本医科大学産婦人科）
桑原
1

章（徳島大学産婦人科）

不育症のオーバービュー
杉浦

真弓（名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科／文部科学省共
同研究拠点不育症研究センター）

2

不育症と血栓性素因
森下英理子（金沢大学医薬保健研究域保健学系病態検査学）

3

不育症診療における PGT の役割
加藤

恵一（加藤レディスクリニック）
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腫瘍シンポジウム
プ
ロ
グ
ラ
ム

HBOC の実地臨床における課題
座長：岡本 愛光（東京慈恵会医科大学産婦人科学講座）
平沢
1

2

晃（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科臨床遺伝子医療学）

マルチ遺伝子パネル検査の臨床導入における課題
植木

有紗（慶應義塾大学病院臨床遺伝学センター・腫瘍センター）

井本

逸勢（愛知県がんセンターリスク評価センター・愛知県がんセン

VUS への対応
ター研究所分子遺伝学分野）

3

リスク低減手術に関連する倫理的課題
竹下

啓（東海大学基盤診療学系医療倫理学領域）

地域シンポジウム

地域における遺伝診療
座長：新井田 要（金沢医科大学病院ゲノム医療センター）
1

イントロダクション：北陸における遺伝医療
新井田 要（金沢医科大学病院ゲノム医療センター）

2

ダウン症聞くまっしシステムの開設経緯と継続的運用について
朝本

3

明弘（金沢聖霊総合病院産婦人科）

均衡型相互転座の親から生まれる児の確率判定と遺伝カウンセリングに有用なアプリケー
ションの開発
尾崎

守（金沢医科大学総合医学研究所先端医療研究分野ゲノム疾患研
究分野）

共催シンポジウム

14：30〜15：30

ライブ配信のみ

第1日

12 月 12 日（土）

遺伝診療におけるチーム医療―HBOC を例に考える
座長：渡邉
1

病院内，病院間の連携構築と強化に向けて
渡邉
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淳（金沢大学附属病院遺伝診療部・遺伝医療支援センター）

淳（金沢大学附属病院遺伝診療部・遺伝医療支援センター）

2

主治医を支援する体制作り―非医師との連携
浦川

優作（兵庫県立がんセンター／岡山大学大学院医歯薬学総合研究
科）
共催：アストラゼネカ株式会社

周産期講義 1〜3

出生前検査と医療倫理
1

周産期講義 1：周産期臨床遺伝 出生前診断とは？そしてその施設間連携は？
山田

2

崇弘（京都大学医学部附属病院遺伝子診療部）

周産期講義 2：出生前遺伝学的検査と医療倫理
（関連し遵守すべき法律，見解，指針，ガイドライン，提言）
白土なほ子（昭和大学医学部産婦人科学講座）

3

周産期講義 3：出生前検査の遺伝カウンセリングにおける基本的態度と家族歴聴取
西山

深雪（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター）

周産期講義 4〜6

周産期カウンセリングにおける必須知識
1

周産期講義 4：高年妊婦への出生前診断に関連した対応
・検査を実施していない 1 次施設；遺伝カウンセリングマインドを持った対応
・検査を実施している施設；遺伝カウンセリング
小野

2

政徳（金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科学）

周産期講義 5：出生前遺伝学的検査の必須知識
（血清マーカー検査・コンバインド検査・NIPT・羊水・絨毛検査）
江川真希子（東京医科歯科大学血管代謝探索講座）

3

周産期講義 6：出生前遺伝学的検査異常に対する実臨床でのアプローチ法
〜超音波検査の活用〜
早田

桂（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室）

周産期講義 7〜9

先天性疾患についての必須知識
1

周産期講義 7：一歩進んだ出生前遺伝学的検査
（単一遺伝子疾患・マイクロアレイ・NGS の活用とその注意点）
浜之上はるか（横浜市立大学附属病院遺伝子診療科）
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プ
ロ
グ
ラ
ム

2

周産期講義 8：ダウン症候群について（自然史，生活ぶり，家族の状況等）
竹内

プ
ロ
グ
ラ
ム

3
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千仙（東京都立北療育医療センター脳神経内科）

周産期講義 9：18/13 トリソミーの自然史，生活ぶり，家族の状況等について
三谷 裕介（金沢大学附属病院周産母子センター小児科）

共催セミナー 1

16：00〜17：00

ライブ配信のみ

第1日

12 月 12 日（土）

ゲノム情報は産婦人科診療をどこまで変えるか？―変えてよいものいけないもの―

座長：藤原
万代

浩（金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科学）
昌紀（京都大学医学研究科婦人科学産科学分野）
共催：アストラゼネカ株式会社

共催セミナー 2

13：00〜14：00

ライブ配信のみ

第2日

12 月 13 日（日）

がん遺伝子パネル検査と産科婦人科遺伝診療

座長：渡邉

淳（金沢大学附属病院遺伝診療部・遺伝医療支援センター）

平沢

晃（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科臨床遺伝子医療学）
共催：中外製薬株式会社

共催セミナー 3

わが国における無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）の現状と課題
関沢

明彦（昭和大学産婦人科学講座）
共催：GeneTech 株式会社

共催セミナー 4

出生前遺伝学的検査の遺伝カウンセリングと今後の展望
左合

治彦（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター）

西山

深雪（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター）
共催：イルミナ株式会社

共催セミナー 5

遺伝子疾患を疑う胎児超音波所見
髙木紀美代（長野県立こども病院総合周産期母子医療センター産科）
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
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一般演題（口演）
プ
ロ
グ
ラ
ム

腫瘍
O-01

STR 解析により全奇胎と部分奇胎の多胎妊娠と診断された胎児共存奇胎の 1 例
吉田

O-02

智昭（埼玉医科大学病院産科婦人科）

遺伝性腫瘍のがん生殖医療における遺伝カウンセリングの重要性
柿沼

敏行（国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター／国際医療
福祉大学病院産婦人科）

O-03

当院における婦人科悪性腫瘍に対する MSI 検査 76 例の検討
鶴田

O-04

BRCA 遺伝学的検査保険収載に伴う益と課題
阿部

O-05

智彦（北海道がんセンター婦人科）

彰子（徳島大学病院産科婦人科／徳島大学病院臨床遺伝診療部）

当科における卵巣癌・卵管癌・腹膜癌患者に対する BRCA1/2 遺伝子検査の検討
井上

双葉（東京大学医学部附属病院産婦人科）

周産期
O-06

分娩一次施設で行っている出生前遺伝カウンセリング
信実

O-07

孝洋（広島中央通り香月産婦人科）

妊娠後期における胎盤の Long noncoding RNA H19 発現量は胎児発育不全に関連している
角田

陽平（日本医科大学女性診療科・産科／日本医科大学統御機構診断
病理学）

O-08

胎児期に診断できた Joubert 症候群の一例
石岡

O-09

伸一（札幌医科大学産婦人科）

新生児ヘモクロマトーシスの鑑別診断の exome 解析で Mitchell-Riley 症候群が疑われた 1 例
佐々木愛子（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター産科）

O-10

原因不明の胎児形態異常に対する網羅的遺伝子解析
近藤

O-11

息吹（東京慈恵会医科大学産婦人科）

第 2 子妊娠中に深部静脈血栓症を発症し，先天性 ProteinS 欠乏症と判明した一例
山添紗恵子（神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科）

O-12

胎児 3D-CT が出生前診断に有用であった骨形成不全症の 2 例
川口美保子（富山大学産科婦人科教室）

O-13

妊娠継続可否の判断に苦慮したマルファン症候群合併妊娠の一例
本多
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泉（東京都立多摩総合医療センター産婦人科）

O-14

大動脈瘤・解離の既往がある妊婦に遺伝性全身性結合織疾患の遺伝子解析を行った 1 例
兵藤

博信（東京都立墨東病院産婦人科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

生殖
O-15

Polo-like kinase 4（PLK4）
・Stromal antigen （
3 STAG3）
と絨毛染色体異常による不育症の
関連
吉原

O-16

生殖補助医療後の妊娠における染色体異常例の妊娠転帰および年次推移についての検討
左

O-17

紘行（名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学）

勝則（埼玉医科大学産科婦人科）

均衡型相互転座保因者の，配偶子ならびに胚の不均衡型転座の予測について
遠藤

俊明（札幌医科大学産婦人科／エナ麻生 ART クリニック／斗南病
院産婦人科／さっぽろ ART クリニック／時計台記念病院産
婦人科）

O-18

当院における PGT-A（着床前胚染色体異数性検査）の現状について
瀬川

O-19

智也（新橋夢クリニック）

オンライン診療による PGT-M 症例の遺伝カウンセリングの試み
中岡

義晴（IVF なんばクリニック）

一般演題（ポスター）

腫瘍
P-01

常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）合併子宮体癌の一例
鈴木

P-02

不妊治療施設におけるがんハイリスク者拾い上げサポートシステムの運用効果
俵

P-03

信孝（神戸市立医療センター中央市民病院）

当科における婦人科がんに対する MSI 検査とペムブロリズマブ使用の現状
古宇

P-06

裕子（愛媛大学産婦人科）

当院における MSI 検査と MSI-High 症例に対する遺伝学的対応の現況
林

P-05

史子（俵 IVF クリニック）

卵巣癌合併妊娠後 Lynch 症候群と診断しサーベイランス 11 ヶ月後に結腸癌を診断した一例
松原

P-04

理絵（防衛医科大学校産科婦人科学講座）

家正（広島大学病院産科婦人科）

家系内に BRCA1 遺伝子変異と BRCA2 遺伝子変異が疑われた症例
新納恵美子（奈良県立医科大学産婦人科学教室）

P-07

当施設産科婦人科における BRCA 遺伝子検査の現状と課題
佐々木瑠美（熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学講座）
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P-08

当科でのリスク低減卵管卵巣切除術（RRSO）の現状
友野

プ
ロ
グ
ラ
ム

勝幸（広島大学病院産科婦人科）

周産期
P-09

COVID-19 対応にみる妊婦が望む出生前遺伝学的検査の遺伝カウンセリング
長谷川冬雪（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター／国立
成育医療研究センター研究所バイオバンク）

P-10

COVID-19 禍に無侵襲的出生前遺伝学的検査を希望された妊婦へのカウンセリング
日下田大輔（群馬大学医学部附属病院産科婦人科）

P-11

単一検査所による無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）の精度解析
佐々木佑菜（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻遺伝医療学分
野／NIPT コンソーシアム）

P-12

NIPT を無認可施設で受検し 15 トリソミー陽性となるも偽陽性と判明した 1 例
安井

P-13

理（昭和大学医学部産婦人科学講座）

出生前遺伝学的検査を受けなかった妊婦へのアンケート調査
川端伊久乃（日本医科大学産婦人科学教室／日本医科大学付属病院遺伝診
療科）

P-14

夫に均衡型相互転座染色体異常が判明した際の夫婦に対する遺伝カウンセリングの重要性
奥山亜由美（昭和大学横浜市北部病院産婦人科）

P-15

胎児染色体構造異常による流産を繰り返す夫婦への遺伝カウンセリング
田浦裕三子（国立病院機構九州医療センター産婦人科）

P-16

「由来不明の染色体」を認めた場合 どのように対応すべきか？
木村

P-17

正常核型 cystic hygroma を反復した 2 症例
豊福

P-18

緑（九州大学病院臨床遺伝医療部）

彩（日本赤十字社和歌山医療センター）

妊娠前に遺伝カウンセリングを行った，X 連鎖型 Alport 症候群女性の 1 例
佐道

俊幸（奈良県総合医療センター産婦人科／奈良県総合医療センター
遺伝カウンセリング室）

P-19

夫がアルポート症候群罹患者の夫婦に対し ART 妊娠後にカウンセリングを実施した一例
高岡

P-20

新規 variant が同定され遺伝カウンセリングを実施した骨形成不全症の一例
林

P-21

彩世（国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター）

胎児期から四肢短縮を認め，出生後に Smith-Lemli-Opitz syndrome を診断した 1 症例
讃井
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幸（大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座）

裕美（山口県立総合医療センター）

P-22

胎児腹腔内臍帯静脈瘤の 4 例
伊藤

実香（富山大学産科婦人科）

P-23

胎児胸水合併の 21 トリソミー症例の出生前検査についての検討
瀧田 寛子（昭和大学病院産婦人科学講座）

P-24

当院で過去 10 年間に経験した 18 トリソミーの周産期管理と児の転帰

プ
ロ
グ
ラ
ム

松田美奈子（東京都立多摩総合医療センター産婦人科）

生殖／女性医学
P-25

Y 染色体微小欠失のある男性不妊患者に対し，射出精子による顕微授精にて妊娠し得た 1 例
保坂

P-26

Y 染色体 AZFgr/gr 欠失症例の検討
玉置

P-27

將也（浅田レディース品川クリニック）

当院における PGT-A 有用性の検討
伊東

P-33

鐵晃（県立広島病院成育医療センター生殖医療科）

着床前胚染色体異数性検査で得られたモザイク胚についての遺伝カウンセリング経験
齋藤

P-32

洋（医療法人社団神徳会芝公園かみやまクリニック）

当科における PGT-A/SR における胚評価の成績とテスト後遺伝カウンセリングの重要性
原

P-31

基生（つばきウイメンズクリニック）

ART 反復着床不全症例に対する ERA，EMMA，ALICE 検査の検討
神山

P-30

博文（国家公務員共済組合連合会斗南病院婦人科・生殖内分泌科）

当院男性不妊外来における Y 染色体微小欠失検査の検証と治療成績
鍋田

P-29

優子（東邦大学医療センター大森病院産婦人科／東邦大学医療セン
ター大森病院臨床遺伝診療部）

当院において Y 染色体 AZF 領域微小欠失検査を施行した無精子症患者についての検討
逸見

P-28

猛（三軒茶屋ウィメンズクリニック）

裕子（セント・ルカ産婦人科）

初経遅延症例に対する介入の課題
安藤

智子（名古屋第一赤十字病院産婦人科）
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遺伝カウンセリング・ロールプレイ研修会

※事前参加登録制の研修会となります

12 月 20 日（日）13：30〜16：45（予定）
遺伝カウンセリング・
ロールプレイ研修会

※Zoom を利用した Web 形式での開催となります．
※13：00 までに入室をいただきます．

周産期

胎児の染色体異常を中心とした出産前遺伝カウンセリング
〜産科一般診療で出会うことの多い相談への対応

腫瘍

保険診療での HBOC

生殖

染色体疾患を有する男性不妊の遺伝カウンセリング

当会の認定（周産期）を受けるための認定試験は，2021 年 7 月 10 日（土）に実施いたします．
開催地は，金沢と東京を予定しております．受験者が密になるのを避けるため，受験地は主催にて割り振りさせていた
だきますことをご了承ください．
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