
みずほ銀行　青山支店（２１１）　普通　２３０１０４９
第10回日本レーザーリプロダクション学会　会長　原　利夫

（株） ヒューマン リプロ・K
〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居 6-19-20
TEL ：（045）937-1039　FAX ：（045）937-1029
E-mail ： hrepro.k@peach.ocn.ne.jp

日 時…2015年3月29日（日）16：45～
会 場…都市センターホテル   1Ｆ 「梅 林」　TEL ：03-3265-8211
※参加される方は、大会参加申込書の懇親会参加欄にご記入ください。
　参加は事前申し込みのみです。当日参加はできません。

所定の参加申込書に必要事項をご記入の上、大会事務局まで
ご郵送、またはFAXでお申し込みください。
事前申し込みの締切り日は2015年3月20日（金）正午です。

参加申込:

10周年記念チャリティーマラソン大会・皇居1周コース
早朝の皇居を１周します。スタート前には、元オリンピックマラソン代表選
手の新宅雅也ランナーよりランニングのコツ、フォーム矯正の指導があり
ます。マラソン初心者も、ぜひこのチャンスにご参加ください。
※参加される方は、大会参加申込書のマラソン参加の欄にご記入ください。
　参加は事前申し込みのみです。当日参加はできません。
※参加費の一部は「志村大輔基金」骨髄バンク推進連絡協議会に寄付されます。

マラソン:

振込口座:

懇　親　会:

大会事務局:

参　加　費:

詳細はウェブサイトをご覧ください。 http://jaslar.jp/

事前登録
当日登録

12,000円
15,000円

7,000円
10,000円

3,000円（一律）
-

医師 医師以外 懇親会
3,000円
-

マラソン

アクセス ● 麹町駅（有楽町線）1番出口より徒歩約6分
 ● 永田町駅（南北線）９b番出口より徒歩約３分 
 ● 永田町駅（有楽町線・半蔵門線）４番・５番出口より徒歩約４分
 ● 赤坂見附駅（丸ノ内線・銀座線）より徒歩約８分
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〒102-0093 東京都千代田区
平河町2-4-1  TEL.03-3265-8211

赤坂エクセルホテル東急

ご挨拶

　第10回日本レーザーリプロダクション学会の会長を務めさせ
ていただきます原　利夫でございます。

　現在、生殖医療分野におけるレーザーの利用は不可欠であ
り、特に、ICSI、PGD、PGS分野の発展はレーザー治療なし
には考えられません。レーザーの使用、臨床応用は生殖医療
では、空気のような、女房のような、存在であります。このよ
うな生殖分野におけるレーザー治療のめざましい発展は、日本
レーザーリプロダクションの歩みであると言っても過言ではあり
ません。そこで、10回大会を記念しまして過去９回大会の会長、
理事長、およびアドバザーとしてご尽力を頂いております鈴木秋悦
先生らに学会功労者表彰を行う予定であります。

　さて、今回の大会では、生殖医療におけるレーザー治療の
２大潮流であります透明帯開口術およびLLLT治療にスポット
を当てました。特に、今後注目を浴びるであろうPGD、PGS
へのレーザーの応用をすでに行われている海外から講演者をお
招きし、さらに、午後からはハンズオンセミナーを予定しており
ます。今後のPGD（S）に必聴です。

　昨今、市井の鍼灸院や多くのマッサージ施設で不妊体質の
改善を試みる施術が行われています。しかし、その大半は民
間療法と変わらずエビデンスのない施術であり、トラブルの発生
もあるようです。このような現状に対し、エビデンスのある生殖
治療の啓蒙は医療者の責任であると考え、今回、その一翼を担
うLLLT治療の実践応用を午後から予定しておりますので、多
数の医療関係者、鍼灸、マッサージ関係の方の参加をお待ち
します。

　最後に、早朝チャリティーマラソン大会を予定しております。
参加費の一部は「志村大輔基金」骨髄バンク推進連絡協議会
に寄付されますので奮ってご参加ください。

　　　　　　　  2014年11月吉日
第10回  日本レーザーリプロダクション学会

会長　 原  利夫

入口

ゲスト講演者

高須 克弥 先生
高須クリニック 院長

「10周年記念大会」

第10回  
日本レーザーリプロダクション学会

原  利夫 はらメディカルクリニック 院長
2015年3月29日（日） 8：55～16：40
都市センターホテル
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1

大会長

日 時

会 場

本大会では、PGD（S）に必要なOocyte and Embryo Biopsy
の実践指導があります。



ご挨拶

ＬＬＬＴの未知なる力を生殖医療に

学会功労者表彰-記念品授与

IVFラボにおけるレーザーとRFIDテクノロジーの
臨床応用について

Assisted hatchingの工夫

当院におけるLaser assisted hatching

胎児治療とレーザー

ＬＬＬＴの歴史と手技

Ｙｅｓ！　Ｌａｓｅｒ

原　 利夫　はらメディカルクリニック 院長

福田 愛作　日本レーザーリプロダクション学会 理事長

福田 愛作　ＩＶＦ大阪クリニック 院長

Tracey Griffiths （Mrs）　Oxford Fertility Unit

渡邊 英明　神奈川レディースクリニック 培養室 部長

久保 敏子　矢野産婦人科 胚培養士

左合 治彦　国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター長

大城 俊夫　日本レーザーリプロダクション学会 名誉理事長

高須 克弥　高須クリニック 院長

  8：55～  9：00

  9：00～  9：30

  9：30～  9：50

  9：50～10：20

10：20～10：50

10：50～11：20

11：20～11：50

12：00～12：50
（12：00～12：45）

13：00～13：40

13：40～14：30

14：30～14：50

開会

理事長講演

表彰式

招請講演

カレント
トピックス

ランチタイム／
（理事会 （5Fスバル））

特別講演

ゲスト講演

休憩・公開講座準備

16：15～18：00 懇親会　（都市センターホテル　1Ｆ  「梅林」）

矢野 浩史　矢野産婦人科 院長

吉田 　淳　木場公園クリニック 院長

荒木 康久　高度生殖医療技術研究所 顧問

詠田 由美　アイブイエフ詠田クリニック 院長

原　 利夫　はらメデイカルクリニック 院長

原　 利夫　はらメデイカルクリニック 院長

当院における低周波レーザ療法の
妊孕性の向上への取り込み

ご挨拶

次期会長ご挨拶

卵巣の機能賦活/活性化と
Low-reactive Level Laser 
Therapy

演者：苔口 昭次　英ウィメンズクリニック 院長
座長：浅田 義正　浅田レディースクリニック 院長

演者：宮川 勇生　大分大学 名誉教授
座長：古井 憲司　クリニックママ 院長

原　 利夫　はらメディカルクリニック 院長

古井 憲司　クリニックママ 院長

14：50～15：20

15：20～15：50

15：50～16：00

16：00～16：10

特別講演

特別講演

閉会

総会

レーザーによる透明帯
開口術を中心とした実践的
操作・実技指導

ご挨拶： 福田 愛作
講　師： Tracey Griffits （Mrs）
 Oxford Fertility Unit

エンブリオロジスト対象
ハンズオンセミナー
共催：
メディ－・コン 
インタ－ナショナル（株）

第１０回  日本レーザーリプロダクション学会  「１０周年記念大会」

「10周年記念チャリティーマラソン大会・皇居1周コース」 のお知らせ

開催日：2015年3月29日（日）
会　場：都市センターホテル（東京） 3Fコスモスホール

テ－マ時 間 項 目 演 者 座 長

時 間 項 目

テ－マ

第１会場 注1） 第２会場 注1）

時 間 項 目 演 者／座長 テ－マ項 目 演 者／座長

■ 集合場所 ：都市センターホテル フロントロビー前（集合　6：00／解散　8：00）
■ マラソン指導 ：新宅 雅也 （ソウルオリンピック男子マラソン代表）
 ：大島めぐみ（旧姓 田中） （日本女子５０００メートル記録保持者）
■ サポート  ：野舘 　望 （はらメディカルクリニック看護師）

注1）14時50分から同フロア内で会場を２つに分け、
講演が行われます。

※受付開始は8時15分からです。

※16時15分から懇親会が行われます。

協賛：はらメディカルクリニック

■ 定員 ：３０名　  　（事前受付のみ。当日受付はありません。）
■ 参加費用 ：3,000円
■ 特典 ：初心者には正しいフォーム、無理のない走り方の指導。
   シティランナーには日頃の練習方法からコース攻略法まで
   オリンピック代表選手が指導致します。

※参加費の一部は「志村大輔基金」骨髄バンク推進連絡協議会に寄付されます。


