
平成 26 年度事業報告書 

 

Ⅰ. 事業の状況 

 

１. 第 59回日本生殖医学会学術講演会 

参加者数   2,226名 

会  長   石原  理 埼玉医科大学産科婦人科学 教授 

会  期   平成 26年 12月 4日・5日 

開 催 地   東京都新宿区 

会  場   京王プラザホテル 

内    容   特別講演、招請講演、教育講演、特別・招待シンポジウム、ワークショップ、 

       モーニングセミナー、ランチョンセミナー、 

       一般演題(口演 245 題、ﾎﾟｽﾀｰ 237題)、市民公開講座 

 

 

２．ブロック開催学術集会 

名称 年月日 内容 担当 

第 57 回北海道生殖医学会総会・

学術講演会 

H27.2.14 

 

一般演題  15題 

教育講演   1題 

特別講演  1題 

北海道大学大学院医学

研究科婦人科学分野 

第 52 回東北生殖医学会総会・学

術講演会 

H26.11.15 一般演題  13題 

シンポジウム 3題 

特別講演   1題 

秋田大学医学部産婦人

科 

第 148回関東生殖医学会 H26.5.10 一般演題  30題 千葉大学大学院医学研

究院生殖機能病態学 
第 36回中部生殖医学会学術集会 H26.6.7 一般演題  23題 

特別講演   1題 

浜松医科大学産婦人科

学講座 
第 51回北陸生殖医学会学術総会 開催延期（H27

開催予定） 

  

第 3 回関西生殖医学集談会・ 

第 47 回関西ｱﾝﾄﾞﾛﾛｼﾞｰｶﾝﾌｧﾚﾝｽ合

同研究会 

H27.3.7 一般演題  14題 

特別講演   1題 

基調講演  1題 

大阪医科大学泌尿器科

学 

第 50 回中国四国生殖医学会総

会・学術講演会 

H26.8.23 

 

一般演題  18題 

特別講演  1題 

川崎医科大学産科婦人

科学 
第 71回九州・沖縄生殖医学会 H26.4.27 一般演題 45題 

（口頭 39、ﾎﾟｽﾀｰ 6） 

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ  1題 

浜の町病院 産婦人科 

 

 



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 59巻 1･2号 

3号 

4号 

 80 

 77 

346 

 4,700 

 4,800 

 5,100 

合 計  4号 503 14,600 

 

名  称 刊行状況 ページ数 発行部数 

Reproductive  

Medicine and  

Biology 

Vol.13 No.2 

Vol.13 No.3 

Vol.13 No.4 

Vol.14 No.1 

48 

54 

62 

38 

 5,400 

 5,400 

 5,600 

 5,700 

合 計 4号 202 22,100 

 

 

４．その他刊行物 

名  称 刊行状況 ページ数 発行部数 

生殖医療の必修知識 平成 26 年 10月 1日刊行  525  2,000 

 

 

５. 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 66回日本産科婦人科学会 

(2) 第 102回日本泌尿器科学会 

(3) 第 55回日本卵子学会 

(4) 第 32回日本受精着床学会 

(5) 第 33回日本アンドロロジー学会 

(6) 第 54回日本産科婦人科内視鏡学会 

(7) The 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction  

and Embryology 

(8) American Society for Reproductive Medicine 70th Annual Meeting 

(9) その他 

２．海外研究者招聘 

Jan J.Brosens 

（Division of Reproductive Health, Warwick Medical School, Clinical Sciences 

Research Laboratories, University Hospital, Coventry CV2 2DX, UK） 

Maryse Bonduelle 

(Head of Department of the Centre for Medical Genetics, UZ Brussel Vrije 

Universiteit Brussel,Belgium) 

３．役員派遣 



・ 国際不妊学会 Executive Committee 会議 

・ ICMART ﾎﾞｰﾄﾞﾒﾝﾊﾞｰ会議 

・ European Society of Human Reproduction and Embryology 

 

 

Ⅱ. 処務の概要 

１．会員異動状況 

会員種別 会員数（年度末現在） 増減 

平成 25 年度末 平成 26 年度末 

正会員 4,642 4,802 +160 

名誉会員 50 50 0 

※一般会員と名誉会員のみ集計対象 

※寄贈、購読、賛助、一般のうち海外は対象外とした 

 

 

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(H27.3.31現在) 手当 担任職務 

理事長 非常勤 苛原 稔 平成 26年 6 月 14日就任 徳島大学・医・産教授 無し － 

副理事長 非常勤 市川智彦           〃   重任 千葉大学・医・泌教授 〃 生殖医療 

 非常勤 今井 裕           〃   重任 京都大学・農教授 〃 編集 

 非常勤 久保田俊郎           〃   就任 東京医科歯科大学・生殖機能協関学教授 〃 将来計画 

常任理事 非常勤 石原 理           〃   重任 埼玉医科大学病院・産教授 〃 倫理/用語 

 非常勤 大須賀穣           〃   就任 東京大学・医・産教授 〃 広報 

 非常勤 木村 正           〃   重任 大阪大学・医・産教授 〃 渉外 

 

 

非常勤 倉智博久           〃   重任 

独立行政法人大阪府立病院機構大阪府

立母子保健総合医療ｾﾝﾀｰ病院長 〃 学術 

 非常勤 久慈直昭           〃   就任 東京医科大学・産教授 〃 庶務 

 非常勤 西井 修           〃   重任 帝京大学医学部附属溝口病院産教授 〃 社会保険 

 非常勤 峯岸 敬           〃   重任 群馬大学・医・産教授 〃 会計 

理事 非常勤 安藤寿夫           〃   重任 豊橋市民病院総合生殖医療センター長 〃  

 非常勤 北脇 城           〃   就任 京都府立医科大学・産教授 〃  

 非常勤 柴原浩章           〃   就任 兵庫医科大学・産教授 〃  

 非常勤 杉浦真弓           〃   重任 名古屋市立大学・医・産教授 〃  

 非常勤 杉野法広           〃   重任 山口大学・医・産教授 〃  

 非常勤 千石一雄           〃   重任 旭川医科大学・産教授 〃  

 非常勤 竹下俊行           〃   重任 日本医科大学・産教授 〃  

 非常勤 年森清隆           〃   就任 千葉大学・生殖生物医学教授 〃  

 非常勤 楢原久司           〃   重任 大分大学・医・産教授 〃  



 非常勤 原田 省           〃   重任 鳥取大学・医・女性診療科教授 〃  

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

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

 非常勤 布施秀樹           〃   就任 富山大学・医・泌教授 〃  

 非常勤 増﨑英明           〃  重任 長崎大学・医・産教授 〃  

監事 

 

非常勤 瓦林達比古           〃   重任 

公益財団法人福岡県すこやか健康事業団 

理事長 〃  

 非常勤 武谷雄二           〃   重任 独立行政法人労働者健康福祉機構理事長 〃  

 

 

非常勤 吉村泰典           〃   就任 

一般社団法人 

吉村やすのり生命の環境研究所代表理事 〃  

 

 

３．職員に関する事項                        （平成 26年度末現在） 

職 務 氏  名 就任年月日 担当事務 給 与 備考 

事務局長 

事務職員 

事務職員 

原田 竜也 

西村 綾乃 

山口 裕子 

平成 26 年 6月 14日 

平成 22 年 6月 18日 

平成 23 年 8月 1日 

全般 

〃 

〃 

無し 

専属職員 

パート 

非常勤 

常勤 

非常勤 

 

 

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 

平成 26年 5月 23 日 

(通常理事会) 

（1）平成 25 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）役員改選、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）定時社員総会招集の件について 

 

承認 

承認 

承認 

承認 

平成 26年 6月 13 日 

（新理事会） 

（1）理事長の選定について 

（2）副理事長、常任理事の選定について 

（3）副理事長、常任理事の担務について 

（4）理事および幹事の職務分掌について 

承認 

承認 

承認 

承認 

平成 26年 9月 26 日 

(常任理事会) 

（1）平成 26年度学術奨励賞・RMB 優秀論文賞に関する件 

（2）今後の学術講演会開催地について 

承認 

承認 

平成 26年 9月 30 日 

（通常理事会・ 

     通信開催） 

（1）臨時社員総会招集の件 承認 



平成 26年 12月 3日 

(通常理事会) 

（1）平成 26年度収支決算見込に関する件 

（2）平成 26年度学術奨励賞・RMB 優秀論文賞に関する件 

（3）今後の学術講演会開催地について 

（4）会員管理（入退会、会費等）について 

承認 

承認 

承認 

承認 

平成 27年 3月 27 日 

(通常理事会) 

（1）平成 26年度収支決算見込に関する件 

（2）平成 27年度事業計画および予算案に関する件 

（3）今後の学術講演会開催地について 

（4）平成 27 年度名誉会員・功労会員推薦について 

承認 

承認 

承認 

承認 

 

（2）総  会 

平成 26年 6月 13 日 

（定時社員総会） 

（1）平成 25 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）役員改選、名誉会員・功労会員推薦に関する件 

（3）長期未納会員の対応について（資格喪失審議） 

 議事録署名人選出の件 

 

承認 

承認 

承認 

承認 

平成 26年 12月 4日 

（臨時社員総会） 

（1）平成 26年度収支決算見込に関する件 

（2）平成 26年度学術奨励賞・RMB 優秀論文賞について 

（3）今後の学術講演会の開催地について 

（4）議事録署名人選出の件 

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    

 

 

６．契約に関する事項 

契約年月日 相手方 契約の概要 

平成 26年 5月 2日 株式会社杏林舎 転載許可に関する業務委託契約書（生

殖医療の必修知識） 

平成 26年 10月 1日 株式会社杏林舎 生殖医療の必修知識販売委託契約 

平成 27年 1月 5日 メルクセローノ株式会社 商業スポンサーシップ契約（和文誌広

告） 

 

 

 

 



 

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 

著作権啓蒙のため 一般社団法人

学術著作権協

会 

24,000 円 24,000円 事務経費の保留財源より学協会へ寄

付 

 

 

８．その他の重要事項 

生殖医療専門医認定 申請者 40名より審査（書類選考）を行い、38名を選出、その後筆

記試験口頭試験実施により最終的に 30名を生殖医療専門医として

認定（認定日：2015/4/1） 

生殖医療専門医更新 5年毎の更新。更新対象者 21名のうち 21名が更新申請。審査によ

り 21名が更新認定 

（初回認定 2010/4/1 21名 更新日 2015/4/1 21名） 

新・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 8施設、研修連携施設 4施設を認定 

（認定日 2015/4/1） 

生殖医療コーディネーター認定 申請者 7名より審査（書類選考）を行い、7名を選出、生殖医療コ

ーディネーターとして認定（認定日：2015/4/1） 

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 4名のうち 4名が更新申請。審査によ

り 4名が更新認定。 

（初回認定 2010/4/1 更新日 2015/4/1） 

学術奨励賞審査及び授与 対象 7篇から 3篇を選出 

 山田（福永）朝子（慶應義塾大学医学部産婦人科） 

 林 裕子（名古屋市立大学医学部産婦人科） 

 太田 邦明（慶應義塾大学医学部産婦人科） 

以上 3名に学術奨励賞を授与 

(授与日：2014/12/4) 

RMB 優秀論文賞審査及び授与 英文論文誌 Reproductive Medicine and Biology に掲載された論

文ならびに研究者に対しての奨励と、英文論文誌の活性化を図る

ために平成 26年度より施行。 

対象 10 篇から 3篇を選出 

藤ノ木 政勝（獨協医科大学生理学）  

和泉 広樹（近畿大学/IVFなんばクリニック） 

斉藤 奈津穂（大阪医科大学産婦人科） 

以上 3名に RMB優秀論文賞を授与 

(授与日：2014/12/4) 

生殖医療の必修知識 制作・刊行 既刊「生殖医療ガイドライン 2010」を刷新する内容となる「生殖

医療の必修知識」を、本会が編集・制作・発行として行う事業。



生殖医療専門医または生殖医療専門医を目指す医師の臨床研修プ

ログラムの内容を盛り込んだ生殖医療のガイドライン的冊子であ

る。平成 26年 10月 1日刊行（2,000部）。 

 

 

 平成26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。 

 

平成27年6月 

一般社団法人日本生殖医学会 

 


