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令和 3(2021)年度事業報告書 

 

Ⅰ. 事業の状況 

１. 第 66回日本生殖医学会学術講演会 

参加者数   2,730名 

会  長   原田 省（鳥取大学医学部附属病院 病院長/医学部産婦人科 教授） 

会  期   令和 3年 11月 11日（木）～ 12月 9日（木） 

現地開催：2021年 11月 11日（木）・12日（金） 

オンデマンド配信：2021年 11月 26日（金）9:00～12月 9日（木）17:00 

開 催 地   鳥取県米子市 

会  場   鳥取県米子市・米子コンベンションセンター BIG SHIP、米子市文化ホール 

内    容   特別企画、招請講演、特別講演、教育講演、一般講演、シンポジウム、第 24回男性

不妊フォーラム、ランチョンセミナー、スポンサードセミナー、モーニングセミナー 

 

２．ブロック開催学術集会 

名称 年月日 内容 担当 

第 64回北海道生殖医学会総会・

学術講演会 

2022.3.19 一般演題  7題 

特別講演  1題 

北海道大学大学院獣医

学研究院 

第 58回東北生殖医学会総会・学

術講演会 

2021.10.16 一般演題  19題 

特別講演  1題 

TURM研究報告  1題 

秋田大学医学部産婦人

科学講座 

第 155回関東生殖医学会 2021.5.8～22 一般演題 9 題 

基調講演 1題 

慶應義塾大学医学部産

婦人科 

第 42回中部生殖医学会学術集会 2021.6.19 一般演題  20題 

特別講演  1題 

若手企画ワークショッ

プ  1題 

岐阜大学医学部産科婦

人科学教室 

第 56回北陸生殖医学会学術総会 2021.5.3 一般演題  13題 

特別講演  1題 

福井大学医学部産科婦

人科学 

第 10回関西生殖医学集談会 2022.3.5 一般演題 15 題 

特別講演  2 題 

京都大学大学院農学研

究科 生殖生物学分野 

第 55回中国四国生殖医学会総

会・学術講演会 

中止 開催無  

第 77回九州・沖縄生殖医学会 2021.4.11～

17 

一般演題  49題 

教育講演  1題 

久留米大学 医学部 

産科婦人科学教室 
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３. 機関誌の刊行 

名  称 刊行状況 ページ数 発行部数 

日本生殖医学会雑誌 第 66巻 1･2号 

3号 

4号 

 78 

 42 

333 

 100 

  100 

  200 

合 計  4号 453  400 

※3号より個人会員には電子配布となった 

名  称 刊行状況 ページ数 発行部数 

Reproductive 

Medicine and  

Biology 

Vol.20 No.2 

Vol.20 No.3 

Vol.20 No.4 

Vol.21～ 

132 

115 

187 

年間で 1号電子版のみ 

 100 

 100 

 100 

年間で 1号電子版のみ 

合 計 3号 434 300 

 

４. 関連学会などとの連絡および協力 

１．会員が研究発表、学術的交流を行った学会 

(1) 第 73回日本産科婦人科学会 

(2) 第 109回日本泌尿器科学会 

(3) 第 62回日本卵子学会 

(4) 第 39回日本受精着床学会 

(5) 第 40回日本アンドロロジー学会 

(6) 第 61回日本産科婦人科内視鏡学会 

(7) 第 7回日本産科婦人科遺伝診療学会 

(8) The 37th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction  

and Embryology 

(9) American Society for Reproductive Medicine 77th Annual Meeting 

(10) その他 

 

２．役員派遣(Teleconference) 

・ IFFS (workshop, General Assembly, Board meeting） 

・ ICMART(Board meeting, Contributors meeting, Board of Directors Teleconference) 
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Ⅱ. 庶務の概要 

１．会員異動状況 

会員種別 
 

会員数（年度末現在） 増減 
 令和 2 年度末 令和 3 年度末 

正会員 5319 5,370 ＋51 
名誉会員 47 46 －1 

※正会員と名誉会員のみ集計対象 

 

２．役員等に関する事項 

職名 

常勤・ 

非常勤 氏名 就任（重任）年月日 現職 手当 担任職務 

理事長 非常勤 大須賀 穣 令和 2年 6月 5日就任 東京大学・医・産・教授 無し － 

副理事長 非常勤 北脇  城          〃   重任 大津市民病院・理事長 〃 － 

 非常勤 杉野 法広          〃   就任 山口大学・医・産・教授 〃 編集 

 非常勤 永尾 光一          〃   重任 東邦大学・医・泌・教授 〃 － 

常任理事 非常勤 石原  理          〃   重任 埼玉医科大学・産・教授 〃 渉外 

 

非常勤 片桐由起子          〃   就任 

東邦大学・産・教授 〃 

広報 

ダイバーシティ 

 非常勤 久具 宏司          〃   重任 東京都立墨東病院・産・部長 〃 利益相反・用語 

 非常勤 久慈 直昭          〃   重任 東京医科大学病院・産・教授 〃 学術 

 非常勤 柴原 浩章          〃   就任 兵庫医科大学・産・教授 〃 生殖医療 

 非常勤 辻村  晃          〃   就任 順天堂大学・医・泌・教授 〃 庶務 

 非常勤 寺田 幸弘          〃   就任 秋田大学・医・産・教授 〃 社会保険 

 非常勤 西井  修          〃   重任 帝京大学・医・産・教授 〃 将来計画 

 非常勤 原田  省          〃   重任 鳥取大学・医・産・教授 〃 倫理 

 非常勤 藤原  浩          〃   就任 金沢大学・医・産・教授 〃 会計 

理事 非常勤 岩瀬  明          〃   就任 群馬大学・医・産・教授 〃  

 非常勤 沖  利通          〃   就任 鹿児島大学・医・産・教授 〃  

 非常勤 工藤 正尊          〃   就任 北海道大学・医・産・准教授 〃  

 非常勤 島田 昌之          〃   就任 広島大学・統合生命科学研究科・教授 〃  

 非常勤 杉浦 真弓          〃   就任 名古屋市立大学・医・産・教授 〃  

 非常勤 田中  守          〃   重任 慶應義塾大学・医・産・教授 〃  

 非常勤 楢原 久司          〃   就任 大分大学・医・産・教授 〃  

 非常勤 藤澤 正人          〃   重任 神戸大学・医・泌・教授 〃  

 非常勤 古井 辰郎          〃   就任 岐阜大学・医・産・准教授 〃  

 非常勤 南 直治郎          〃   重任 京都大学・農学研究科・教授 〃  

 非常勤 村上  節          〃   重任 滋賀医科大学・産・教授 〃  
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監事 非常勤 市川 智彦          〃   就任 千葉大学・医・泌・教授 〃  

 非常勤 苛原  稔          〃   就任 徳島大学・医歯薬学研究部・産・研究部長 〃  

 非常勤 峯岸  敬         〃   重任 群馬大学・名誉教授 〃  

（令和 3(2021)年度末現在） 

 

3．職員に関する事項 

職務 氏名（非公開） 就任年月日 担当事務 給与 備考 

事務局長 兼幹事長 1名 2018年 6月 22日 全般 無 非常勤 

事務局長代理 1名 2019年 9月 1日 全般 有（専属） 常勤 

事務職員 1名 2019年 11月 1日 経理、会員管理他 有（専属） 常勤 

事務職員 1名 2021年 3月 1日 専門医、他全般 有（専属） 常勤 

（令和 3(2021)年度末現在） 

 

4．役員会等に関する事項 

（1）理事会 

開催年月日 議    事    事    項 結果 

令和 3年 5月 21日 

(第 1回通常理事会) 

1. 令和 2(2020)年度事業報告・収支決算及び公益目的支出計画実

施状況について 

2. 令和 3(2021)年度名誉会員・功労会員推薦の件 

3. 今後の学術講演会開催について 

4. 長期未納会員の対応について（資格喪失審議） 

5. 定款・定款施行細則の改定について 

6. 英文論文誌 Reproductive Medicine and Biology 出版契約更新

について 

7. 定時社員総会招集の件について 

承認 

 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

 

承認 

令和 3年 6月 23日 

(第 1回通信理事会) 

1. 生殖医療に関する医薬品の使用実態アンケート・成績調査へのご

協力のお願いについて 

承認 

令和 3年 7月 5日 

(第 2回通信理事会) 

1. 虚偽の医師の広告対応について 承認 

令和 3年 9月 3日 

(常任理事会) 

1. 令和 3(2021)年度学術奨励賞・RMB優秀論文賞に関する件 

2. 令和 4(2022)年度役員改選について 

3. 今後の学術講演会開催地について 

4. その他 

・過去に資格喪失履歴のある入会希望者の入会審議について 

・紙保管資料の電子化について 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

令和 2年 9月 15日 

(第 3回通信理事会) 

1.  臨時社員総会招集の件 承認 

令和 3年 11月 10日 

(第 2回通常理事会) 

1. 令和 3(2021)年度収支決算見込に関する件 

2. 令和 3(2021)年度学術奨励賞 RMB優秀論文賞に関する件 

3. 第 70回学術講演会・総会 会長・開催地について 

4. 令和 4年度役員改選について 

承認 

承認 

承認 

承認 
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5. コンプライアンス規程制定と庶務委員会内規について 

6. 新規委員会・役職等の英語表記について 

7. 保管資料の電子アーカイブについて 

8. 学術奨励賞・RMB優秀論文賞選考規定改定について 

9. 日本卵子学会 2021年度生殖補助医療管理胚培養士資格認定更新

審査結果について 

10. 「利益相反に関する指針」運用細則の改定について 

11. プレコンセプションケア領域アプリ事業の是非について 

12. 転載許可申請に関わる規程改定について 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

 

承認 

承認 

承認 

令和 4年 3月 25日 

(第 3回通常理事会) 

1. 令和 3(2021)年度収支決算見込に関する件 

2. 令和 4(2022)年度事業計画および予算案について 

3. 令和 3(2021)年度代議員選挙結果について 

4. 令和 4(2022)年度名誉会員・功労会員推薦について 

5. 今後の学術講演会・総会 会長・開催地について 

6. 令和 4(2022)年度学術奨励賞・RMB 優秀論文賞各予備選考委員 

    会組織について 

7. 生殖医療専門医新規認定・更新認定 審査結果に基づく認定審 

    査について 

8. コンプライアンス規程施行に伴う役員のコンプライアンス規程 

    遵守に関する誓約について 

9.  経理規定の改定について 

10. 転載許諾申請の規程改定について 

11. 生殖補助医療（不妊症診療）への保険適用への対応と 

    ガイドライン改訂等について 

12. 生殖医療従事者資格制度改定による制度細則改定ならびに 

    手引きの変更について 

13. 新規認定研修施設申請審査について 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

 

（2）総  会 

令和 3年 6月 11日 

（定時社員総会） 

1. 令和 2年度事業報告・収支決算および公益目的支出計画実施状況

について 

2. 令和 3年度名誉会員功労会員推薦の件 

3. 長期未納会員の対応について（資格喪失審議） 

4. 定款変更について 

5. 生殖医療ガイドライン制作について 

6. 議事録署名人の件 

承認 

 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

令和 3年 11月 11日 

（臨時社員総会） 

1． 令和 3(2021)年度収支決算見込に関する件 

2． 令和 3(2021)年度学術奨励賞 RMB優秀論文賞に関する件 

3． 第 70回学術講演会・総会 会長・開催地について 

4． 議事録署名人の件 

承認 

承認 

承認 

承認 

 

５．許可・承認・証明に関する事項 

申請年月日 申請事項 許可等年月日 備考 

該当なし    
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６．契約に関する事項 

契約年月日 相手方 契約の概要 

2021年 7月 1日 

 

2021年 7月 1日 

2021年 9月 6日 

 

2021年 10月 7日 

2022年 2月 3日 

株式会社コングレ 

東京医科大学 久慈 直昭 

東京医科大学 久慈 直昭 

ワイリー・パブリッシング・ジャパン株

式会社 

リコーリース株式会社 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 

第 67回学術講演会運営業務委託契約書 

 

第 67回学術講演会運営業務覚書 

出版契約書 2022/1/1～2027/12/31 

 

契約者登録事項変更届（コンビニ） 

PG マルチペイメントサービス(学術講演

会参加登録料収納代行) 

 

７．寄付金に関する事項 

寄付の目的 寄付者 申込金額 領収金額 備考 

なし     

 

８．その他の重要事項 

生殖医療専門医認定 申請者 107名より審査（書類選考。うち 26名は昨年度、筆記試験

口頭試験において不合格となり、書類選考免除となっている者を

含む）を行い、101名を選出、その後筆記試験口頭試験実施により

最終的に 80名を生殖医療専門医として認定（認定日：2022/4/1） 

生殖医療専門医更新 5年毎の更新。更新対象者 241名のうち審査により 225名が更新、 

7名が名誉生殖医療専門医に認定、 

延長申請 4名  資格喪失 12名 

（更新日 2022/4/1） 

生殖医療従事者資格制度細則によ

る認定研修施設・研修連携施設認定 

審査の結果、認定研修施設 25施設、連携施設 13施設を認定 

（認定日 2022/4/1） 

生殖医療従事者資格制度細則によ

る認定研修施設・研修連携施設更新 

審査の結果、認定研修施設更新対象 41施設の内、39施設が更新。

39施設を認定（認定日 2022/4/1） 

生殖医療専門医制度認定研修施設

要件確認 

認定要件（指定基準 4）の状況確認の結果、 

対象 217施設の内、215施設が要件を満たすことを確認、2施設が

認定取り下げ。 

生殖医療コーディネーター認定 申請者 1名より審査（書類選考）を行い、1名を生殖医療コーディ

ネーターとして認定（認定日：2022/4/1） 

生殖医療コーディネーター更新 5 年ごとの更新。更新対象者 16 名のうち審査により 8 名が更新認

定。延長申請 2名。資格喪失 6名 (更新日 2022/4/1) 

学術奨励賞審査及び授与 対象 26 篇から 3篇を選出 

木村 周平(Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, 
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Université Lyon 1, CNRS, UMR 5558) 

髙尾 知佳(慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室) 

稲垣 裕介(大阪大学 泌尿器科) 

以上 3名に学術奨励賞を授与 

(授与日：2021/11/11) 

RMB優秀論文賞審査及び授与 対象 17篇から 3篇を選出 

梅原 崇(広島大学 統合生命科学研究科 生物資源科学プログ

ラム) 

福永 憲隆(浅田レディースクリニック) 

鈴木江莉奈(国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究

部) 

(授与日：2021/11/11) 

 2021年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書 

「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため作成しておりません。 

2022年6月 

一般社団法人日本生殖医学会 


