
片岡レディスクリニック　キネマアートクリニック　メルクセローノ株式会社　（株）こだいら漢方堂　船越鍼灸整骨院　ふれあい鍼灸院　ほっこく鍼灸院　明生鍼灸院

＜出展＞	 むつごろう薬局　ザクロ屋（タナカコーポレーション株式会社）　株式会社サン・メディカ　株式會社スタジオグラフィコ　大吉整体院　株式会社東京スター銀行　株式会社パートナーズ　FUJIe 治療院　
	 メイド・イン・アース／株式会社チーム・オースリー　（株）山忠／温むすび　ながいきや本舗（株式会社ロングライフ）　株式会社光文社　日本生殖看護学会　一般社団法人日本臨床エンブリオロジスト学会

あいＡＲＴクリニック　ALBA	OKINAWA	CLINIC　石渡産婦人科病院　いでウイメンズクリニック　ウイメンズ・クリニック大泉学園　内田クリニック　梅ヶ丘産婦人科　絹谷産婦人科
幸の鳥レディスクリニック　小塙医院　産婦人科クリニックさくら　セキールレディースクリニック　ときわ台レディースクリニック　谷口病院　虹クリニック　はるねクリニック銀座　
松本レディースクリニック　よしだレディースクリニック　アイアル少額短期保険株式会社　ザクロ屋（タナカコーポレーション株式会社）　大吉整体院　FUJIe 治療院　むつごろう薬局

ＩＶＦなんばクリニック　IVF大阪クリニック　アキュラ鍼灸院　浅田レディースクリニック　いしかわクリニック　神奈川レディースクリニック　幸町 IVFクリニック　
田村秀子婦人科医院　ミオ・ファティリティ・クリニック　みむろウィメンズクリニック　矢追医院　フェリング・ファーマ株式会社　富士製薬工業株式会社
オーク住吉産婦人科　アイブイエフ詠田クリニック　亀田総合病院　蔵本ウイメンズクリニック　クリニックママ　醍醐渡辺クリニック　東京HARTクリニック　
西山産婦人科　根本産婦人科医院　ファティリティクリニック東京　松田ウイメンズクリニック　吉田レディースクリニック　株式会社エディア　株式会社東機貿　
（株）山忠／温むすび

協賛

チケット発売中！

▲ケータイ・スマホで
予約・購入する

http://pia.jp/t/
0570-02-9999

前売り券 1,000円
当日券 1,500円 ＊前売り券が余った場合のみ販売

◆Fine正会員・賛助会員特典
1 会員につき 2 枚まで無料（先着 50 枚）該当枚数に達し次第終了。
詳しくはFineウェブサイトをご参照ください。

◆電話で予約する
0570-02-9999

◆お店で購入する
チケットぴあのお店（営業時間は店舗により異なる）

セブン - イレブン、サークルK・サンクス（Ｐコード：624-674）

講演など 10:40 ～ホール

講演１
11:00

～ 12:00

講演２
13:00

～ 14:00

白河桃子 氏
ジャーナリスト、『妊活バイブル』著者
池上文尋 氏
不妊治療ジャーナリスト
松本亜樹子
NPO法人 Fine理事長

子どもを持つ、育てるということ
〜“不妊”や“妊活”の視点から〜

トークセッション 14:00 ～ 15:10ホール

Fine名誉会員 第５号

ヒキタ クニオ 氏
作家

展示コーナー 妊活を応援する企業などが参加、商品やグッズ
の展示・販売などを行なう予定。最新の情報を
チェックしよう！

不妊スペシャリスト
相談コーナー

前回大好評！  不妊治療に詳しい看護師さん、エ
ンブリオロジスト（胚培養士）さんに個別相談で
きるコーナーを設けます。

10:00 ～ 16:00ロビー（ホワイエ）

妊活を考える＆応援する、すべての方へ

後援／ 厚生労働省　港区　江東区　公益社団法人日本産科婦人科学会
 一般社団法人日本生殖医学会　日本受精着床学会　日本生殖看護学会
 日本生殖医療心理カウンセリング学会　一般社団法人日本臨床エンブリオロジスト学会　
 一般社団法人JISART　NPO法人日本不妊予防協会　NPO法人日本不妊カウンセリング学会　
 一般社団法人日本支援対話学会　日本経済新聞社　朝日新聞社　毎日新聞社　産経新聞社

会場／THE GRAND HALL（東京・品川）＊地図は裏面をご参照ください。

主催／

＜本イベントに関する注意事項＞
・ 各企業の商品紹介、試飲試食、体験などは、Fineが斡旋するものではありませんので責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。
・ 主催者および主催者の許可を得た取材以外のビデオ・写真撮影、音声録音などは、かたくお断りいたします。
・ 車椅子でお越しの方は、準備の都合上、お申し込み時にお知らせください。
・ 本イベントは「不妊」をテーマとしていますので、その性質上お子さま連れでの参加はご遠慮ください（託児施設はありません）。
・ 当日は取材が入る可能性がありますが、来場者個人が特定されないように配慮いたします。
＊ 内容は変更になる場合があります。ご了承ください。

日時／2013年11月3日（日・祝）
　　　   10:00～16:00 （予定）

石川智基 先生
（リプロダクションクリニック大阪 CEO）
座長：岩本晃明	先生（国際医療福祉大学病院 リプロダクションセンター 教授）

男性不妊の新常識 
～最前線の現場から～

浅田義正 先生
（医療法人浅田レディースクリニック 理事長）
座長：吉村泰典	先生（慶應義塾大学病院 産婦人科 教授）

本質から考えたい不妊治療 
～正しい知識と理解から、正しい不安と安心を～

今年も開催します！

あなたの
ご参加を

お待ちしています!!
チケット発売中 !!

『「ヒキタさん！ ご懐妊ですよ」
   男45歳・不妊治療はじめました』（光文社）

が話題！



【Fine 祭り 2013　世話人】（五十音順：役職略）◆代表世話人　久保春海先生 (NPO 法人日本不妊予防協会 理事長 )

浅田義正先生 ( 浅田レディースクリニック )、石川智基先生 ( リプロダクションクリニック大阪 )、石川元春先生 ( いしかわクリニック )、石塚文平先生 ( 聖マリアンナ医科大学 )、石渡 勇先生 ( 石渡産婦人科病院 )、
井手 宏先生 ( いでウイメンズクリニック )、岩本晃明先生 ( 国際医療福祉大学病院 リプロダクションセンター )、内田昭弘先生 ( 内田クリニック )、内田律子先生 ( 静岡レディースクリニック )、大橋正和先生 ( 荻窪病院 )、
岡 親弘先生 ( 東京 HART クリニック )、岡田 弘先生 ( 獨協医科大学越谷病院 )、岡本純英先生 (ART 岡本ウーマンズクリニック )、小田原 靖先生 ( ファティリティクリニック東京 )、片岡明生先生 ( 片岡レディスクリニック )、
加藤 修先生 ( 加藤レディスクリニック )、加藤恵一先生 ( 加藤レディスクリニック )、神谷博文先生 ( 神谷レディースクリニック )、北村誠司先生 ( 虹クリニック )、絹谷正之先生 ( 絹谷産婦人科 )、
京野廣一先生 ( 京野アートクリニック )、蔵本武志先生 ( 蔵本ウイメンズクリニック )、己斐秀樹先生 ( 亀田メディカルセンター )、古賀文敏先生 ( 古賀文敏ウイメンズクリニック )、小塙 清先生 ( 小塙医院 )、
小林淳一先生 ( 神奈川レディースクリニック )、雀部 豊先生 ( 幸町 IVF クリニック )、塩谷雅英先生 ( 英ウィメンズクリニック )、関 守利先生 ( セキールレディースクリニック )、副田 善勝先生 ( あい ART クリニック )、
高橋克彦先生 ( 広島 HART クリニック )、高橋敬一先生 ( 高橋ウイメンズクリニック )、辰巳賢一先生 ( 梅ヶ丘産婦人科 )、田中 温先生 ( セントマザー産婦人科医院 )、田村秀子先生 ( 田村秀子婦人科医院 )、
辻 祐治先生 ( 恵比寿つじクリニック )、東條龍太郎先生 ( 東條ウイメンズホスピタル )、徳永義光先生 (ALBA OKINAWA CLINIC)、詠田由美先生 ( アイブイエフ詠田クリニック )、林 伸旨先生 ( 岡山二人クリニック )、
原 利夫先生 ( はらメディカルクリニック )、春木 篤先生 ( 春木レディースクリニック )、福田愛作先生 ( IVF 大阪クリニック )、古井憲司先生 ( クリニックママ )、松田和洋先生 ( 松田ウイメンズクリニック )、
松林秀彦先生 ( リプロダクションクリニック大阪 )、見尾保幸先生 ( ミオ・ファティリティ・クリニック )、三室卓久先生 ( みむろウィメンズクリニック )、森本義晴先生 (IVF なんばクリニック )、
山下正紀先生 ( 山下レディースクリニック )、吉田 淳先生 ( 木場公園クリニック )、吉田仁秋先生 ( 吉田レディースクリニック )、吉村泰典先生 ( 慶應義塾大学病院 )、渡邉浩彦先生 ( 醍醐渡辺クリニック )

NPO 法人 Fine（ファイン）について
不妊当事者による不妊当事者のための自助団体（セルフ・サポートグループ）。不妊治療患者の支援や
不妊（治療）の啓発活動、患者と医療機関や公的機関の橋渡しなど、さまざまな活動を行なっています。
当事者同士のおしゃべり会やカウンセリング、電話相談なども実施。最新情報はウェブサイトで案内。

●お問い合わせ先／Fine 祭り実行委員会
E-mail matsuri@j-fine.jp  FAX 03-5665-1606
＊お名前、FAX番号、お問い合わせ内容をご記入ください。
　10日たってもFineから連絡がない場合は、再度お問い合わせください。

妊活中の人、いつかは子どもを…と考えている人、不妊経験がある人……。
そんなみんなと、それを応援するサポーターが大集合！
あなたの不妊治療や妊活ライフの参考にしたり、不妊について、いっしょに考える機会にしませんか？
みなさんのご来場をお待ちしています！

http://j-fine.jp/【主催】

石川智基 先生
リプロダクションクリニック大阪 ＣＥＯ　

講演 講師

神戸大学医学部卒業。神戸大学腎泌尿器科入局。男性不妊領域に興味を持ち、
米国・ニューヨークのロックフェラー大学、コーネル大学で最先端の男性不妊の研
究・診療を学ぶ。また、豪州で無精子症の治療法であるmicro-TESE手術の経
験を積む。2013年９月、大阪に男性不妊と女性不妊を同時に診療できる不妊専門
クリニック開院。

妊活を考える＆応援する、すべての方へ

浅田義正 先生
医療法人浅田レディースクリニック 理事長

名古屋大学医学部卒業。米国最初の体外受精専門施設に留学。1995年、名古屋
大学医学部附属病院分院にて、精巣精子を用いた ICSI（卵細胞質内精子注入法）
による妊娠例の日本初の報告を行なう。2004年より現職。2010年、浅田レディー
ス名古屋駅前クリニック開院。「エチカの鏡」などテレビ番組にも多数出演、「幸
せ配達人」として知られる。

池上文尋 さん
オールアバウト「不妊症」ガイド
不妊治療ジャーナリスト

北里大学獣医学部卒業。製
薬企業勤務を経て、不妊専門
クリニック向けコンサルティン
グ会社設立。医師と患者の情
報格差を埋めるべく活動、患
者の環境づくりをサポート。
メールマガジン「日刊	妊娠
塾！」は発行部数約7万部。

白河桃子 さん
少子化ジャーナリスト
ライター

婚活、妊活などのキーワード
を発信。女性のライフプラン、
キャリア、不妊治療、ワーク
ライフバランスなどをテーマ
に活動。「仕事、結婚、出産、
女子学生のためのライフプラ
ンニング講座」を大学・高校
に出張授業する。

NPO法人Fine名誉会員 第５号

ヒキタ クニオ さん
作家

1961年福岡県生まれ。イラストレーター、マルチメディ
アクリエイターとして活躍後、2000 年『凶気の桜』（新
潮社）で小説デビュー。同作品は『鳶がクルリと』（新潮
社）とともに映画化される。2006 年『遠くて浅い海』（文
藝春秋）で第 8回大藪春彦賞受賞。2012 年、自らの
不妊治療体験を綴った『ヒキタさん！	ご懐妊ですよ』
（光文社）が話題に。『裸色の月』（文藝春秋）発売中。

不妊治療は
驚くことばかり。
男性よ、その
体験を語ろう！

2013年

11/3（日・祝）
会 場

THE GRAND HALL
（東京・品川）

10:00～16:00 

［会　場］

THE GRAND HALL
（東京・品川）

（収容人数：約 460 名）
東京都港区港南 2-16-4　
品川グランドセントラルタワー 3F
☎ 03-5463-9971

（会場に関するお問い合わせ）

［交　通］
JR 品川駅、港南口より
スカイウェイにて直結［徒歩 3 分］
京浜急行 品川駅より
スカイウェイにて直結［徒歩 6 分］

トークセッション ゲスト

『妊活バイブル』
（講談社）が話題に！

男性不妊の
専門家！

卵子について
詳しい !!

男性不妊についてリアルに学べる！
『「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」男 45 歳・不妊治療はじめました』（光文社）

冒険的人生を送ってきた著者が、45歳を過ぎて思い立った子づくり。しかし、精子の運動率が20％と判明、
「懐妊トレーニング」の日々が始まる。男の不妊治療の素朴な疑問や違和感、苦労する仲間の多さを実感。
さらに女性が受ける心身の痛みに気づき、夫婦間に強い絆が生まれる。5 年弱の「懐トレ」の末、我が子
を腕に抱くまでのドキュメント。


