
《学会活動》

<1990年>
・ 1990年 6月 9日 第 16回東海間脳下垂体研究会

「黄体化ホルモン（LH）における S-S結合の意義」

菅沼信彦、塚原慎一郎、石原豊、浅田義正、広渡恒治、友田豊、近藤育代、大沢政巳、成

田収（名古屋大学産婦人科･同分院産婦人科）

・「高アンドロゲン血症－特に多嚢胞性卵巣症候群（PCO）に於けるブロモクリプチン療法

の効果－」

近藤育代、柴田均、山田一雄、中村潔史、大沢政巳、成田収、浅田義正、菅沼信彦

<2000年>
・ 2000年 Pharma Medica 別紙 vol.18
「子宮内膜症に対する内分泌療法の現状と課題」座談会

成田収（医療法人成田育成会成田病院院長）、寺川直樹（鳥取大学産科婦人科教授）、河合

清文（船員保険会せんぽ高輪病院婦人科部長）、小塙清（医療法人小塙医院院長）

<2006年>
・ 2006年 6月 3日 日本不妊学会中部支部学術集会（名古屋大学医学部第４講義室）

「不妊症例に対する腹腔鏡下筋核出術の意義」

辰巳佳史、大沢政巳、佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、山田礼子、成田収

（成田育成会成田病院）、浅井正子（レディースクリニックセントソフィア）

<2007年>
・ 2007年 8月 30,31日 第 25回日本受精着床学会総会学術講演会（仙台国際センター）

「胚移植時期の相違による妊娠率と子宮外妊娠発生率についての検討」

大沢政巳、藤田朱美、辰巳佳史、浅野美幸、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、山田礼子、

浅井正子、成田収

成田育成会成田病院 産婦人科、レディースクリニックセントソフィア

<2009年>
・ 2009年 11月 22・ 23日 第 54回日本生殖医学会学術講演会・総会（石川県立音楽堂・

ANAクラウンプラザホテル金沢）

「未婚女性における結婚・妊娠に対する意識調査」

牧野亜衣子、牧野登志子、安田恵子、大沢政巳、成田収

成田育成会成田病院、金城学院大学生活環境学部



<2010年>
・ 2010年 7月 28日・ 29日 第 28回日本受精着床学会総会学術講演会（パシフィコ横浜）

「split ICSI周期での c-IVF 卵と ICSI卵の比較」

藤田朱美、上條浩子、加藤晃代、西佐奈子、太田景子、水口陽子、田中由佳里、中尾裕子、

松原樹里、加藤尚美、西川由佳里、磯崎英代、浅野美幸、佐藤真知子、伊藤知華子、大沢

政巳、成田収

成田育成会成田病院、レディースクリニックセントソフィア

「培養液別にみた良好胚獲得率および妊娠率の検討」

磯崎英代、中尾裕子、加藤晃代、西佐奈子、太田景子、水口陽子、田中由佳里、松原樹里、

加藤尚美、西川由佳里、藤田朱美、浅野美幸、佐藤真知子、伊藤知華子、上條浩子、大沢

政巳、成田収

成田育成会成田病院、レディースクリニックセントソフィア

<2011年>
･2011年 6月 18日 日本生殖医学会中部支部学術集会

「子宮腔内癒着症に対する TCR後の妊娠成績」

辰巳佳史、大沢政巳、浅野美幸、佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、山田礼

子、浅井正子、成田収

成田育成会成田病院、レディースクリニックセントソフィア

「レーザーアシステッドハッチング（LAH）の範囲による妊娠率の検討」

松原樹里、大沢政巳、牧村智未、高木佳奈、安藤麻衣、水口陽子、金子由佳里、中尾裕子、

浅野美幸、辰巳佳史、佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、山田礼子、浅井正

子、成田収

成田育成会成田病院、レディースクリニックセントソフィア

・ 2011年 12月 8・ 9日 第 56回日本生殖医学会学術講演会・総会（パシフィコ横浜会議

センター）

「体外受精における GnRHアンタゴニスト併用調節卵巣刺激法の検討」

浅野美幸、大沢政巳、辰巳佳史、佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、山田礼

子、浅井正子、成田収

成田育成会成田病院、レディースクリニックセントソフィア

・日本受精着床学会雑誌 28(1):72-75,2011
「Split ICSI周期での conventional IVF胚と ICSI胚の比較」

藤田朱美、上條浩子、加藤晃代、西佐奈子、向山景子、水口陽子、金子由佳里、中尾裕子、

松原樹里、加藤尚美、西川由佳里、磯崎英代、浅野美幸、辰巳佳史、佐藤真知子、伊藤知

華子、都築知代、大沢政巳、成田収



<2012年>
・2012年 11月 8・9日 第 57回日本生殖医学会学術講演会・総会（長崎ブリックホール、

長崎新聞文化ホール）

「子宮腔内癒着症に対する TCR施行例の臨床的検討」

堀久美、大沢政巳、辰巳佳史、浅野美幸、佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、

山田礼子、成田収

成田育成会成田病院、レディースクリニックセントソフィア

<2015年>
・ 2015年 6月 18日 第 38回 中部生殖医学会学術集会（三重県津市 アストプラザ）

「軟性子宮鏡を用いた子宮内膜ポリープ切除術の検討」

浅野美幸、大沢政巳、辰巳佳史、水谷栄太、小澤明日香、佐藤真知子、都築知代、阿部晴

美、山田礼子、伊藤知華子、成田収

成田育成会成田病院、セントソフィアクリニック

・ 2015年 10月 3日 愛知産科婦人科学術講演会第 102回（興和紡績（株）本社ビル）

「Premature ovarian fallureの妊娠例の検討」

都築知代、水谷栄太、小澤明日香、浅野美幸、辰巳佳史、阿部晴美、佐藤真知子、上條浩

子、山田礼子、篠原正典、大沢政巳、成田収、伊藤知華子

成田病院、レディースクリニック・セントソフィア

<2016年>
・ 2016年 10月 1日
「高度生殖補助医療とその周産期予後－1施設での検討－」

日高早紀、坂梨恵美、辰巳佳史、佐藤真知子、大沢政巳

医療法人成田育成会成田病院、あいち小児保健医療総合センター

・ 2016年 10月 1日 第 17回東海産婦人科内視鏡手術研究会（ミッドランドホール）

Hysterofiberscopic Snare Polypectomy(HSP)の検討

辰巳佳史、大沢政巳、浅野美幸、水谷栄太、小澤明日香、佐藤真知子、都築知代、阿部晴

美、山田礼子、篠原正典、伊藤知華子、成田収

成田育成会成田病院、セントソフィアクリニック

・ 2016年 10月 8日 第 104回愛知産婦人科学会（名古屋大学基礎研究棟）

「多嚢胞性卵巣症候群を伴う不妊女性における抗ミューラー管ホルモン分泌と排卵誘発成

績」

辰巳佳史、水谷栄太、森由紀子、小澤明日香、浅野美幸、阿部晴美、佐藤真知子、伊藤知

華子、都築知代、山田礼子、篠原正典、大沢政巳、成田収

成田育成会成田病院、セントソフィアクリニック、ダイヤビルレディースクリニック



・ 2016年 10月 1日 日本生殖医学会

「多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）に対するレトロゾールによる排卵誘発～clomiphene citrate
との比較検討～」

浅野美幸、川良恭子、水谷栄太、森由紀子、小澤明日香、辰巳佳史、阿部晴美、佐藤真知

子、都築知代、山田礼子、伊藤知華子、大沢政巳、成田収

成田育成会成田病院、セントソフィアクリニック婦人科

・ 2016年 11月 3日 日本生殖医学会（横浜 国際会議場）

「凍結融解胚移植における黄体ホルモン補充法の検討」

伊藤知華子、森由紀子、小澤明日香、水谷栄太、浅野美幸、阿部晴美、都築知代、山田礼

子、辰巳佳史、佐藤真知子、大沢政巳、成田収

医療法人成田育成会セントソフィアクリニック婦人科・内科、成田病院

「高度生殖補助医療とその周産期予後－1施設での検討－」

日高早紀、坂梨恵、辰巳佳史、佐藤真知子、大沢政巳

医療法人成田育成会成田病院、あいち小児保健医療総合センター

・日本受精着床学会 雑誌 33(1)1-5 2016
「AMH分泌値から見た Premature ovarian failureの妊娠例の検討」

都築知代、水谷栄太、森由紀子、児島由佳、小澤明日香、浅野美幸、辰巳佳史、阿部晴美、

佐藤真知子、伊藤知華子、山田礼子、篠原正典、大沢政巳、成田収

成田育成会成田病院、セントソフィアクリニック婦人科

<2017年>
･2017年 3月 11日 第 137回東海産科婦人科学会（名古屋私立大学病院）

「不妊治療後の早期流産の背景因子についての検討－自然妊娠例との比較検討－」

佐藤真知子他

医療法人成田育成会成田病院

･2017年 11月 16,17日 第 62回日本生殖医学会学術講演会（海峡メッセ下関、ドリームシ

ップ）

「ART治療後に早期流産した症例の背景因子の検討－妊娠継続例との比較－」

梶田佳子、北山久恵、松川泰、水谷栄太、森由紀子、小澤明日香、浅野美幸、辰巳佳史、

佐藤真知子、都築知代、伊藤知華子、山田礼子、大沢政巳、成田収

医療法人成田育成会成田病院、医療法人成田育成会セントソフィアクリニック

<2018年>
・ 2018年 3月 10日 東海産婦人科学会 138回（名古屋国際会議場）

「多嚢胞性卵巣症候群（PPOS）女性におけるインスリン抵抗性とその治療成績」

松川泰、川良恭子、水谷栄太、森由紀子、小澤明日香、浅野美幸、辰巳佳史、佐藤真知子、

阿部晴美、都築知代、伊藤知華子、山田礼子、大沢政巳、成田収

成田育成会成田病院、成田育成会セントソフィアクリニック



・ 2018年 10月 13日 愛知産科婦人科学術講演会 108回（名古屋大学医学部基礎研究棟）

「生殖補助医療（ART）妊娠における異所性妊娠－不妊要因と移植方法との関連－」

菅聡三郎、松川泰、石橋由紀、小澤明日香、浅野美幸、阿部晴美、辰巳佳史、佐藤真知子、

伊藤知華子、都築知代、山田礼子、大沢政巳、成田収

医療法人成田育成会成田病院

<2019年>
・2019年 11月 7日 第 64回日本生殖医学会学術講演（神戸国際会議場・神戸国際展示場）

「生殖補助医療（ART）妊娠における異所性妊娠－胚移植時期と血中 hCG分泌との関連－」

都築知代、石橋由紀、村井楓、松原樹里、北村麻衣、小澤明日香、浅野美幸、阿部晴美、

辰巳佳史、佐藤真知子、伊藤知華子、大沢政巳、成田収

医療法人成田育成会成田産婦人科

「体外受精刺激周期における黄体ホルモン併用卵巣刺激法の検討」

伊藤知華子、石橋由紀、小澤明日香、水谷栄太、浅野美幸、辰巳佳史、佐藤真知子、阿部

晴美、都築知代、山田礼子、大沢政巳、成田収

医療法人成田育成会セントソフィアクリニック、医療法人成田育成会成田産婦人科

<発表時期不明>
・「早発卵巣不全症における卵胞発育刺激ホルモン（FSH）、抗ミュラー管ホルモン（AMH）
分泌値と治療成績」

辰巳佳史、菅聡三郎、松川泰、石橋由紀、小澤明日香、浅野美幸、阿部晴美、佐藤真知子、

伊藤知華子、都築知代、山田礼子、大沢政巳、成田収

・「最近経験した稀な子宮外妊娠の 2例」

辰巳佳史、佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、山田礼子、大沢政巳、浅井正

子、成田収

成田育成会成田病院、レディスクリニックセントソフィア

・「子宮鏡下選択的卵管通水法による卵管疎通性確認の検討」

辰巳佳史、大沢政巳、小澤明日香、森由紀子、浅野美幸、佐藤真知子、都築知代、伊藤知

華子、上條浩子、山田礼子、成田収

・「子宮内膜症を伴う不妊婦人の治療方針に対する考察」

安田由紀子、伊藤知華子、上條浩子、浅井正子、成田収

・「体外受精施行例における子宮外妊娠の発生と不妊の原因の関連についての検討」

佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、山田礼子、大沢政巳、浅井正子、成田収

・「妊娠 28週で発症した子宮筋腫核出後の子宮破裂の 1例」

松原英孝、西迫潤、野村祐久、手原啓、伊藤誠（聖霊病院産婦人科）、伊藤知華子、成田収

（成田病院）



・生殖医学会

「アッシャーマン症候群 TCR後に内外同時妊娠を来した１症例」

辰巳佳史、大沢政巳、篠原有美、佐藤真知子、伊藤知華子、都築知代、上條浩子、山田礼

子、浅井正子、成田収

成田育成会成田病院、レディスクリニックセントソフィア

・「融解胚移植における移植周期（自然、刺激、ホルモン補充周期）別妊娠率の検討」

平浩之、成田真知子、伊藤知華子、若原文世、安田由起子、上條浩子、浅井正子、成田収

・「妊娠 9週で診断し得た二卵性双胎との胎児共存奇胎の一例」

鈴木正樹、板倉敦夫、大野泰正、井箟一彦、伊藤友美、水谷栄彦、大沢政巳、成田収

・「顕微授精－透明帯開孔術の成果とその限界」

上條浩子、伊藤知華子、安田由紀子、浅井正子、成田収

・ IVF NEWS
「IVF－私のコツ ”患者の自己決定権を尊重して”」

上條浩子、成田収

・「顕微授精透明帯開孔術の成果と限界について」

上條浩子、成田知華子、浅井正子、成田収

・「多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）とインスリン抵抗性（IR）」
上條浩子、村田朋子、佐藤真知子、伊藤知華子、若原文世、都築知代、山田礼子、成田収、

浅井正子

・「配偶者間人工授精（AIH)後の累計妊娠率と体外受精へのステップアップ－その適応条

件の検討－」

・「調節卵巣刺激法と卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の発生要因－リスク因子の検討－」

早川利加、入口幸子、石橋由紀、小澤明日香、浅野美幸、阿部晴美、辰巳佳史、佐藤真知

子、伊藤知華子、都築知代、大沢政巳、成田収

医療法人成田育成会成田産婦人科、医療法人成田育成会セントソフィアクリニック

・「高齢女性の生殖補助医療（ART)の現状と課題－高齢女性はいつまで治療を続けるべき

か－」

佐藤真知子、石橋由妃、小澤明日香、浅野美幸、阿部晴美、辰巳佳史、伊藤知華子、大沢

政巳、成田収


