
 

 

第 5 回 JISART 生殖医療フォーラム 

未来を担う若手医師のための生殖医療フォーラム 

 

開催趣意書・寄附募集要項 

 

 
 

会期： 2017 年 7月 21 日（金）・22 日（土） 

会場： 米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ／ﾐｵ･ﾌｧﾃｨﾘﾃｨ･ｸﾘﾆｯｸ 

主催： JISART（日本生殖補助医療標準化機関） 

担当： 岡山二人クリニック 

絹谷産婦人科 

広島ＨＡＲＴクリニック 

ミオ・ファティリティ・クリニック 

（JISART 会員施設） 
 
 
 
 
 

 
 

運営事務局： 

JISART 事務局 

              〒530-0002 

 大阪市北区曽根崎新地 2-6-23 MF 桜橋ﾋﾞﾙ 5F 

Tel：06-6131-9741 

Fax：06-6131-9742 

E-Mail：hirokawa@jisart.jp 

JISART フォーラムホームページ：http://www.jisart.jp/ 

mailto:hirokawa@jisart.jp
http://www.jisart.jp/


開催趣旨 

謹啓 貴社いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、 

厚く御礼申し上げます。 

  

さて、一般社団法人 JISART（Japanese Institution for Standardizing Assisted 

Reproductive Technology、日本生殖補助医療標準化機関）は、わが国の生殖補助医療の

質的向上とその水準維持を達成すべく結成された生殖補助医療専門施設の独自の団体であ

り、生殖補助医療における患者の安心・安全と満足度を高めることを究極の目的として活動

を進めて参りました。これらの活動の中で、次代の生殖医療を担う若手医師の養成ならびに

学習の場を提供することの重要性も痛感し、この数年間、JISART 主催による「未来を担う若

手医師のための生殖医療フォーラム」を開催してまいりました。 

本年の第 5回 JISART 生殖医療フォーラムは、来る 2017 年 7 月 21 日（金）・22 日（土）

の 2 日間にわたり、米子コンベンションセンター及び JISART 会員クリニック（ミオ・ファティリ

ティ・クリニック）に於いて、開催することと致しました。本年は、このフォーラムに先立って、第

35 回日本受精着床学会学術講演会が同じ会場で開催されますので、まずは、この学会に参

加され、生殖医療に関する最新の情報・知識を習得された後に、折角の機会ですので、その

余韻に浸りながら、さらに、より現場に即した JISART 生殖医療フォーラムを中国圏施設の主

担当で行なうことと致しました。例年、参加された方々より、非常に内容が濃く、有益な研修で

あったとの高い評価を頂いており、今年度も、わが国の生殖医療の未来を担う研修医、学生

を対象として例年とは趣が多少異なるかもしれませんが、充実した内容のフォーラムにしたい

と考えております。 

  

本来、本フォーラムは、JISART 会員の協力および参加費でまかなうことが原則ではありま

すが、講演内容を充実させ、研修の成果をより大きなものとするため、大変心苦しく存じます

が、各方面からのご支援・ご協力を仰ぎたいと存じます。つきましては、本フォーラムの趣旨

にご賛同頂き、格別のご高配を賜りたくお願い申し上げます。                

謹白 

2017 年 3 月吉日 

 

一般社団法人 JISART 

理事長 見尾  保幸  



開催概要 

 

 

1．名称       未来を担う若手医師のための生殖医療フォーラム 

 

2．会期       2017年 7 月 21 日（金）－22日（土） 

 

3．会場      ＜講義会場＞ 

◇米子コンベンションセンター 
〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294 

Tel 0859-35-8111 
 

           ＜実習会場＞ 

            ◇ミオ・ファティリティ・クリニック 
 〒683-0008 鳥取県米子市車尾南 2-1-1 

Tel 0859-35-5211 
 

4．主催        JISART（日本生殖補助医療標準化機関） 

 

5．担当        JISART 会員 4施設 

岡山二人クリニック・絹谷産婦人科 

広島ＨＡＲＴクリニック・ミオ・ファティリティ・クリニック 

 

6．参加予定者数  約 20名（卒後 6年程度の医師及び研修医及び医学生） 

 

7．プログラム    理事長講演、JISART 会員講演、施設見学、実習 

 

8．運営事務局   JISART 事務局 

〒530-0002 

大阪市北区曽根崎新地 2-6-23 MF 桜橋ﾋﾞﾙ 5F 

Tel：06-6131-9741  Fax：06-6131-9742 

E-Mail：hirokawa@jisart.jp  

mailto:hirokawa@jisart.jp


プログラム（案） 

7 月 21 日（金） 

・15：10～      ： 受付開始 

・15：30～15：40 ： オリエンテーション 

・15：40～16：20 ： JISART 理事長講演 

 

【テーマ別講演】 

・16：30～17：00 ： ①各種卵巣刺激法 

・17：00～17：30 ： ②配偶子・受精卵の凍結保存・融解に関する基礎知識 

・17：30～17：50 ： Coffee Break 

・17：50～18：20 ： ③臨床成績の解析・評価 

・18：20～18：50 ： ④タイムラプス 

・18：50～19：00 ： 質疑応答 

 

・19：30～21：00 ： 懇親会 

 

 

7 月 22 日（土） 

・8：30～      ： ミオ・ファティリティ・クリニックに集合 

・9：00～15：00  ： 見学・実習 

 

(講義) 

・PGS/PGDの基礎と実際（Dr. Michelle Frazer) 

・ICSI-過去、現在、未来-(Ms. Dianna Payne) 

(実習) 

・卵子ピペッティング 

・精子処理・調整法 

・ICSI procedure、Piezo ICSI 

・受精卵凍結保存・胚融解 

・胚評価法 

・胚生検 

・質疑応答 

 

※間に昼食をはさみます。  



収支予算案 

 

【収入の部】 

（円） 

摘要 金額 

参加費（5,000円×20人） 100,000 

寄附 500,000 

JISART拠出金 600,000 

合計 1,200,000 

 

【支出の部】 

（円） 

摘要 金額 

会議費（会場費・設備費・昼食費など） 800,000 

人件費・旅費交通費 400,000 

合計 1,200,000 

 

  



寄附 募集要項 

 

趣意にご賛同賜り、ご協力いただけます場合には、別添の申込用紙に必要事項を記入の

うえ、郵送もしくは FAX にて下記までお送りください。また、下記口座にお振り込みください。 

 

※免税措置 

この寄付金は一般寄付金ですので、税法上の損金算入等の優遇措置は講じられておりませ

んのでご了承ください。 

 

●募集期間： 2017 年 3月 21 日（火）～6 月 30日（金） 

 

●振込期限： 2017 年 6月 30 日（金） 

 

●問い合わせ・申込先： 

 JISART 事務局 （担当 廣川） 

           〒530-0002 

大阪市北区曽根崎新地 2-6-23 MF 桜橋ﾋﾞﾙ 5F 

Tel：06-6131-9741 

Fax：06-6131-9742 

E-Mail：hirokawa@jisart.jp 

 

 

 

≪振込口座≫ 

三菱東京 UFJ銀行 東大阪中央支店 

        普通預金 口座番号 3598986 

        口座名義 一般社団法人JISART
ジ ス ア ー ト

 代表理事 見尾保幸 

  



FAX：06-6131-9742 

JISART 事務局 

申込日：     年     月     日 

 

未来を担う若手医師のための生殖医療フォーラム 

寄 附 金 申 込 書 

 
（1 口 5 万円、1 口以上） 

金                円也 

 

趣意に賛同して上記金額を「未来を担う若手医師のための生殖医療フォーラム」の準備 

及び運営経費として寄附いたします。 

 

●送金日 ：      年     月     日（ 予定 ・ 済 ） 

●領収書 ： 要 ・ 不要 （お宛名                        ） 

 

貴社名 

 

 

 

所在地 

（〒    －         ） 

 

 

 

 

担当者名 

 

 

担当部署 

 

 

 

Tel  ： 

Fax ： 

E-Mail ： 

 

 


