プログラム1日目

1月19日（土）

9：20 ～ 11：30

■シンポジウム 1

第 1 会場

総合診療医の立場から見た性差医療への取り組み
座長：松田 昌子（山口大学医学部附属病院
橋本 正良（埼玉医科大学

SY1-1

女性診療外来）

総合診療内科）

総合診療における性差医療の重要性と実践の必要性
鳴本 敬一郎

浜松医科大学

SY1-2

産婦人科家庭医療学講座 ／ 森町家庭医療センター

患者・医師のジェンダーが在宅医療における医療面接へ与える影響
木村 琢磨

北里大学医学部

SY1-3

新世紀医療開発センター

地域総合医療学

ホスピタリストに求められる性差医療の知見
石田 岳史

さいたま市民医療センター

SY1-4

内科

米国における Family Medicine
廣岡 伸隆

埼玉医科大学

SY1-5

総合診療内科

女性専門外来の診療～総合診療科とのコラボレーション
縄田 昌子

山梨県立中央病院

SY1-6

女性専門科

似て非なる「女性専門外来」と「総合診療外来」
：そして、これからの連携に向けて
片井 みゆき

東京女子医科大学 総合診療科 / 女性科（総合内科）

11：30 ～ 12：30

■シンポジウム 2

第 1 会場

男性医学
座長：友池 仁暢（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属
堀江 重郎（順天堂大学大学院医学系研究科

SY2-1

泌尿器外科学）

男女で記憶中枢・海馬はどう異なるか？性ホルモンの立場から
川戸 佳

順天堂大学大学院医学研究科

SY2-2

泌尿器外科学 ／ 帝京大学薬学部

男性の健康疫学
堀江 重郎

順天堂大学大学院医学系研究科
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泌尿器外科学

榊原記念病院）

認知神経科学

SY2-3

男のライフスタイルと前立腺がん
井手 久満

獨協医科大学埼玉医療センター

泌尿器科

12：40 ～ 13：40

第 1 会場

■ランチョンセミナー 1
座長：下川 宏明（東北大学大学院医学系研究科

LS1

循環器内科学分野）

遺伝診療の現場における X 連鎖遺伝病の抱える問題～ Fabry 病を中心に～
大竹 明

埼玉医科医科大学

小児科

共催：大日本住友製薬株式会社
14：20 ～ 14：50

第 1 会場

■基調講演
座長：名越 澄子（埼玉医科大学総合医療センター

KL

消化器・肝臓内科）

ヒト腸内細菌叢の生態と機能の全体像
服部 正平

早稲田大学理工学術院

先進理工学研究科

14：50 ～ 15：40

■シンポジウム 3

第 1 会場

腸内細菌と性差
座長：天野 惠子（一般財団法人野中東晧会
樗木 晶子（九州大学大学院医学研究院

静風荘病院）

SY3-1

保健学部門）

男性ホルモン低下による代謝疾患の発症と腸内細菌
原田 直樹

大阪府立大学大学院

SY3-2

生命環境科学研究科

腸内細菌叢と循環器疾患〜性差からの考察を加えて〜
山下 智也、平田 健一

神戸大学大学院医学研究科

内科学講座

循環器内科学分野

第12回日本性差医学・医療学会学術集会
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15：40 ～ 16：10

第 1 会場

■日本女性医学学会協力企画
座長：秋下 雅弘（東京大学大学院医学系研究科

JL

加齢医学）

日本女性医学学会の取り組み
若槻 明彦

愛知医科大学

産婦人科学教室

16：10 ～ 16：40

第 1 会場

■教育講演 1
座長：藤井 美穂（社団カレスサッポロ時計台記念病院

EL-1

女性総合診療センター）

性差のある感染症
岡 秀昭

埼玉医科大学総合医療センター

総合診療内科・感染症科

16：40 ～ 17：50

第 1 会場

■スポンサードセミナー

抗血栓療法と性差
座長：山口 徹（国家公務員共済組合連合会
加藤 庸子（藤田医科大学

SS-1

虎の門病院）

ばんたね病院

脳神経外科）

循環器領域における抗血栓療法と性差
坂田 泰彦、下川 宏明

東北大学大学院医学系研究科

SS-2

循環器内科学

脳梗塞の性差

川瀬 司、加藤 庸子
藤田医科大学

SS-3

ばんたね病院

脳神経外科

抗血栓薬起因性消化管出血と性差
塩谷 昭子 1、半田 有紀子 1、小谷 美央 2
川崎医科大学

消化管内科 1、心臓病センター

榊原病院 2

共催：第一三共株式会社
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12：40 ～ 13：40

第 2 会場

■ランチョンセミナー 2
座長：大内 尉義（国家公務員共済組合連合会

LS2-1

虎の門病院）

慢性肝疾患の栄養療法とサルコペニア
白木 亮

岐阜大学大学院医学系研究科

LS2-2

消化器病態学

透析患者のサルコペニアとフレイル
中元 秀友

埼玉医科大学

総合診療内科

共催：大塚製薬株式会社
13：45 ～ 14：15

第 2 会場

■総会

15：40 ～ 16：15

ポスター会場

■ポスター発表 1
座長：嘉川 亜希子（腎愛会

上山病院

内科）

中尾 葉子（国立循環器病研究センター

P1-1

予防医学・疫学情報）

女性の心肥大患者におけるファブリー病スクリーニングの意義
―心臓 MRI T1 mapping の有用性―

照井 洋輔、杉村 宏一郎、山本 沙織、建部 俊介、青木 竜男、三浦 正暢、鈴木 秀明、菊地 順裕、佐藤 遥、
下川 宏明
東北大学

P1-2

循環器内科学

高齢心不全患者の臨床的特徴と予後における性差 -CHART-2 研究からの報告 -

佐藤 雅之 1、坂田 泰彦 1,2、後岡 広太郎 1,2、三浦 正暢 1、阿部 瑠璃 1、笠原 信太郎 1、白戸 崇 1、高橋 潤 1、
宮田 敏 3、下川 宏明 1,2,3

P1-3

東北大学

循環器内科学 1、東北大学

東北大学

循環器 EBM 開発学 3

ビッグデータメディシンセンター 2、

左室駆出率の保たれた心不全患者の予後を予測するリスクスコアの開発と
その妥当性の性別毎における検証

笠原 信太郎 1、坂田 泰彦 1、後岡 広太郎 1、阿部 瑠璃 1、三浦 正暢 1、白戸 崇 1、高橋 潤 1、
杉村 宏一郎 1、宮田 敏 2、下川 宏明 1,2
東北大学

P1-4

循環器内科学 1、東北大学

循環器 EBM 開発学 2

女性における形態的及び機能的動脈硬化に関連する因子の検討
小島 聡子、窪薗 琢郎、嘉川 亜希子、川添 晋、大石 充
鹿児島大学大学院

心臓血管・高血圧内科学
第12回日本性差医学・医療学会学術集会
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プログラム2日目

1月20日（日）

9：30 ～ 10：30

第 1 会場

■ティータイムセミナー
座長：龍野 一郎（東邦大学医療センター佐倉病院

TS

糖尿病・内分泌・代謝センター）

インスリン抵抗性改善薬ピオグリタゾンの位置付け
松田 昌文

埼玉医科大学総合医療センター

内分泌・糖尿病内科

共催：武田薬品工業株式会社
10：30 ～ 12：00

第 1 会場

■日本母性内科学会共同企画

母性内科
座長：苛原 稔（徳島大学大学院医歯薬学研究部
村島 温子（国立成育医療センター
福本 義弘（久留米大学

JS-1

産科婦人科学分野）

周産期・母性診療センター）

心臓・血管内科）

妊娠糖尿病と糖尿病
和栗 雅子

大阪母子医療センター

JS-2

母性内科

母性内科における高血圧診療
三戸 麻子

国立成育医療研究センター

JS-3

周産期・母性診療センター

母性内科

CKD（慢性腎臓病）合併妊娠
内田 啓子

東京女子医科大学

JS-4

腎臓内科

心血管疾患合併妊娠と長期予後
神谷 千津子

国立循環器病研究センター

周産期・婦人科

12：10 ～ 13：10

第 1 会場

■ランチョンセミナー 3
座長：米田 政志（愛知医科大学病院

LS3

内科学講座（肝胆膵内科））

C 型肝炎 から 脂肪肝（NASH）
、シフトする肝臓病診療
−糖尿病合併脂肪肝の臨床経過を踏まえて−
芥田 憲夫

国家公務員共済組合連合会

虎の門病院

肝臓内科

共催：MSD 株式会社

第12回日本性差医学・医療学会学術集会

15

13：15 ～ 13：45

第 1 会場

■理事長講演
座長：鄭 忠和（和温療法研究所）

PL

循環器疾患と性差医学・医療
下川 宏明

東北大学大学院

循環器内科学

13：45 ～ 14：15

第 1 会場

■スポンサード講演
座長：白鳥 敬子（財団法人健康医学協会

SL

東都クリニック）

がん薬物療法における性差
関根 郁夫
筑波大学

医学医療系

臨床腫瘍学

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 / 小野薬品工業株式会社
14：15 ～ 14：45

第 1 会場

■教育講演 2
座長：加茂 登志子（若松町こころとひふのクリニック）

EL-2

発達障害のある女性のアンメットニーズ
神尾 陽子

国立精神・神経医療研究センター
お茶の水女子大学

精神保健研究所

人間発達教育科学研究所

児童・予精神医学研究部 ／

人間発達基礎研究部門

14：45 ～ 15：15

第 1 会場

■教育講演 3
座長：佐久間 一郎（カレスサッポロ

EL-3

北光記念クリニック）

漢方外来における性差～なぜ、漢方外来は女性が多いのか～
磯部 秀之

埼玉医科大学

東洋医学科

15：45 ～ 15：55

■優秀演題受賞者発表・閉会式
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第 1 会場

10：30 ～ 11：40

第 2 会場

■優秀演題候補口演
座長：天野 惠子（一般財団法人野中東皓会

静風荘病院）

審査員長：鄭 忠和（独協医科大学 / 和温療法研究所）
審査員：松田 昌子（山口大学医学部附属病院
白鳥 敬子（財団法人健康医学協会
佐久間 一郎（カレスサッポロ

O-1

女性診療外来）
東都クリニック）

北光記念クリニック）

非 ST 上昇型心筋梗塞における性差の検討－宮城 AMI 登録研究からの報告－

佐藤 公一 1、高橋 潤 1、羽尾 清貴 1、須田 彬 1、進藤 智彦 1、菊地 翼 1、松本 泰治 1、宮田 敏 2、
坂田 泰彦 1、下川 宏明 1,2

O-2

東北大学大学院医学系研究科

循環器内科学 1、

東北大学大学院医学系研究科

循環器 EBM 開発学寄付講座 2

年齢性差によらない心血管イベントハイリスク：家族性高コレステロール血症

今村 泰崇、佐藤 加代子、阿部 拓郎、山本 恵里、松浦 純也、野村 秀仁、坂井 晶子、関口 治樹、
萩原 誠久
東京女子医科大学

O-3

循環器内科

冠攣縮性狭心症患者における冠微小循環機能の性差についての検討

須田 彬 1、高橋 潤 1、羽尾 清貴 1、菊地 翼 1、進藤 智彦 1、佐藤 公一 1、杉澤 潤 1、松本 泰治 1、宮田 聡 2、
坂田 泰彦 1、下川 宏明 1,2

O-4

東北大学大学院医学系医学研究科

循環器内科学 1、

東北大学大学院医学系医学研究科

循環器 EBM 開発学寄付講座 2

ビッグデータを用いたくも膜下出血の性差

井川 房夫 1,3、日高 敏和 1、道端 伸明 2、康永 秀生 2、佐藤 章 3、加藤 庸子 4、栗栖 薫 5
島根県立中央病院

脳神経外科 1、

東京大学大学院医学系研究科
東京共済病院

公共健康医学専攻

救急科・脳神経外科 3、藤田医科大学ばんたね病院

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科

O-5

臨床疫学・経済学 2、
脳神経外科 4、

脳神経外科学 5

テストステロンは炎症抑制作用を介して大動脈瘤の形成を抑制する
孫 輔卿 1,2、小川 純人 1、秋下 雅弘 1
東京大学大学院医学系研究科

O-6

加齢医学講座 1、東京大学高齢社会総合研究機構 2

雄マウスでの低強度運動は筋内のテストステロン分泌を亢進し、筋分解を抑制する
孫 輔卿 1,2、江頭 正人 1、大浦 美弥 1、秋下 雅弘 1
東京大学大学院医学系研究科

O-7

加齢医学講座 1、東京大学高齢社会総合研究機構 2

慢性前立腺炎に伴う疼痛の治療困難例への解決方法
鳥居 毅

横浜東口鳥居クリニック

第12回日本性差医学・医療学会学術集会
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O-8

食欲不振における性差と六君子湯の薬理作用―加齢マウスを用いた基礎検討―
名畑 美和 1、山田 ちひろ 1、松本 千波 1、武田 宏司 2,3
株式会社ツムラ

漢方研究開発本部

北海道大学大学院薬学研究院

ツムラ漢方研究所 1、

臨床病態解析学 2、北海道大学病院

消化器内科 3

12：10 ～ 13：10

第 2 会場

■ランチョンセミナー 4
座長：鈴木 洋通（武蔵野徳洲会病院

LS-4

腎臓内科）

C 型肝炎撲滅に向けた佐賀県の取り組み
～地域ぐるみで取り組む肝がん死亡率ワースト１位汚名返上を目指して～
江口 有一郎

佐賀大学医学部附属病院

肝疾患センター

共催：アッヴィ合同会社
13：15 ～ 15：45

第 2 会場

■アカデミックキャリア委員会特別企画

医師・医療職の働き方と今後を考える

座長：加藤 庸子（藤田医科大学

ばんたね病院

井川 房夫（島根県立中央病院

脳神経外科）

コメンテーター：片井 みゆき（東京女子医科大学
井川 房夫（島根県立中央病院

脳神経外科）

総合診療科 / 女性科（総合内科））
脳神経外科）

片岡 仁美（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

AC-1

医師の働き方と取り巻く現状
上家 和子

日本医師会

AC-2

地域医療人材育成講座）

女性医師の勤務環境の現況に関する調査から

女性医師支援センター

女性医師への就業サポートは有効か？～多様性を尊重した女性医師の働き方
瀬尾 恵美子

筑波大学附属病院

AC-3

総合臨床教育センター

広がる医療職の活動の場 －研究、診療から社会活動へ－
鈴木（堀田）眞理

政策研究大学院大学

AC-4

保健管理センター

医学生、研修医が考える将来の働き方とキャリア教育
柴﨑 智美

埼玉医科大学医学部

AC-5

社会医学 ／ 埼玉医科大学

医療人育成支援センター

医師の精神的自立を中心に考えた医師の働き方
河野 修興
広島大学
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学長

地域医学推進センター

AC-6

人手不足によって働き方改革を迫られる企業
寺本 康弘
東京新聞

生活部

10：30 ～ 10：58

ポスター会場

■ポスター発表 3
座長：塩谷 昭子（川崎医科大学

消化管内科学）

加藤 真吾（埼玉医科大学総合医療センター

P3-1

消化器・肝臓内科）

自己免疫性胃炎における性差と臨床像

岸野 真衣子 1、新田 裕樹 2、久礼 里江 2、日向 有紀子 2、小林 亜也子 2、山本 章子 2、山本 果奈 2、
中村 真一 1、徳重 克年 2
消化器内視鏡科 1、東京女子医科大学

東京女子医科大学

P3-2

消化器内科 2

潰瘍性大腸炎患者に対するアダリムマブの性差と治療成績についての検討

山鹿 渚、加藤 真吾、石橋 朗、可児和 仁、岡 政志、道田 知樹、名越 澄子、屋嘉比 康治
埼玉医科大学総合医療センター

P3-3

消化器・肝臓内科

転写因子 Bcl6 は肝臓の薬物代謝酵素遺伝子群の性差発現を制御する
近田 裕美 1、井田 絹代 1、稲垣 豊 2、紙谷 聡英 1
東海大学医学部

P3-4

基礎医学系分子生命科学 1、東海大学医学部

基盤診療学系再生医療科学 2

アルツハイマー型認知症患者と介護者の食習慣の傾向の性差

亀山 祐美、山口 潔、小島 太郎、山口 泰弘、宮尾 益理子、小川 純人、秋下 雅弘
東京大学医学部附属病院

老年病科

10：58 ～ 11：19

ポスター会場

■ポスター発表 4
座長：伊藤 直樹（NTT 東日本札幌病院

泌尿器科）

宮尾 益理子（アットホーム表参道クリニック）

P4-1

女性膠原病患者におけるステロイド骨粗鬆症性臨床椎体骨折と生命予後
- 千葉下志津リウマチコホート研究 龍野 一郎 1、中村 祥子 1、渡邊 康弘 1、佐藤 悠太 1、大平 征宏 1、杉山 隆夫 2

糖尿病内分泌代謝センター 1、国立病院機構下志津病院

東邦大学医療センター佐倉病院

P4-2

リウマチ科 2

常染色体優性多発性嚢胞腎における性差の考察
河野 春奈 1、武藤 智 2、堀江 重郎 1
順天堂大学大学院医学研究科

泌尿器外科学講座 1、

順天堂大学大学院医学研究科

遺伝子疾患先端情報学講座 2
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P4-3

ＮＤＢオープンデータにみる高齢者医薬品処方動向の男女差
上野 光一 1、佐藤 洋美 2

千葉大学予防医学センター 1、千葉大学大学院薬学研究院

臨床薬理学 2

11：19 ～ 11：47

ポスター会場

■ポスター発表 5
座長：蓮沼 直子（秋田大学医学部

総合地域医療推進学講座）

片岡 仁美（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

P5-1

地域医療人材育成講座）

多血小板血漿の局所注射による男性型脱毛症患者の頭皮の厚みと毛量の変化の検証
小山 太郎 1、曽我 茂義 2、井上 肇 3、波間 隆則 4、新本 弘 2、脇坂 長興 5、小林 一広 1
メンズヘルスクリニック東京 1、防衛医科大学校
聖マリアンナ医科大学

P5-2

放射線医学講座 2、

幹細胞再生医学講座 3、アンファー株式会社 4、脇坂クリニック大阪 5

公立病院における女性内科の新たな立ち上げの報告

佐藤 眞理子 1、片井 みゆき 2、山田 研二 1、柳下 玲子 1、田島 泰宏 1、林 篤 1、井上 宗信 1
日野市立病院 1、東京女子医科大学

P5-3

総合診療科 2

公立医科大学における Work-life conflict、男女差別の認知とそれらの関連

大野 雄康 1,2,3、後藤 あや 4、前島 裕子 1,3、丸山 育子 1,5、鈴木 朋子 1,6、色摩 弥生 1,7、小宮 ひろみ 1,8

P5-4

福島県立医科大学

男女共同参画支援室 1、福島県立医科大学

救命救急センター 2、

福島県立医科大学

病態制御薬理学講座 3、福島県立医科大学

総合科学教育研究センター 4、

福島県立医科大学

基礎看護学部門 5、福島県立医科大学

福島県立医科大学

医療人育成支援センター 7、

福島県立医科大学

福島県立医科大学性差医療センター 8

会津医療センター

漢方内科 6、

女性医師の、医師としての “ 働く意欲 ” を可視化する「やる気スイッチグラフ」の
初期の解析結果

守屋 普久子 1、角間 辰之 2、森 美穂子 3、原 めぐみ 4、小原 仁 5、増岡 美穂 6、鳥村 拓司 7、城戸 瑞穂 8、
矢野 博久 1
久留米大学医学部

病理学講座 1、久留米大学バイオ統計センター 2、久留米大学医学部

佐賀大学医学部医学科

社会医学講座 4、久留米大学病院臨床研究支援センター 5、

佐賀大学皮膚科学講座 6、久留米大学医学部
佐賀大学医学部
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第12回日本性差医学・医療学会学術集会

内科学講座

消化器内科部門 7、

環境医学講座 3、

P1-5

日本人の出生時環境と 40、50、60 歳代での心血管疾患リスク因子の関連
桂木 真司 1、岡村 智教 2、池田 智明 3、宮本 恵宏 4

榊原記念病院 1、慶応義塾大学 2、三重大学 3、国立循環器病研究センター 4

16：15 ～ 16：43

ポスター会場

■ポスター発表 2
座長：柴 信行（国際医療福祉大学病院
高橋 潤（東北大学

P2-1

循環器センター）

循環器内科）

心房細動アブレーション治療における性差の検討：
女性における非肺静脈起源の重要性

長谷部 雄飛、中野 誠、相澤 健太郎、三木 景太、諸沢 薦、林 秀華、下川 宏明
東北大学

P2-2

循環器内科学

Hemorrhagic stroke in the elderly and very elderly:
a systemic review of studies on incidence, gender and outcome

Lavlesh Rathore、Ahmed Ansari、Yasuhiro Yamada、Takao Teranishi、Kyosuke Miyatani、
Tsukasa Kawase、Yoko Kato
藤田医科大学ばんたね病院

P2-3

脳神経外科

学童期のダウン症者における睡眠呼吸障害に関する性差

澤渡 浩之 1,2、西坂 麻里 3,4、黒田 裕美 5、Anita Rahmawati2、橋口 暢子 2、樗木 晶子 2、安藤 眞一 6
広島大学大学院医歯薬保健学研究科 1、九州大学大学院医学研究院
研究院

循環器内科 3、木村病院

保健学部門 2、九州大学大学院医学

循環器内科 4、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

保健学専攻 5、

九州大学病院睡眠時無呼吸センター 6

P2-4

閉塞性睡眠時無呼吸患者の CPAP 治療アドヒアランスにおける性差について

藤田 香奈恵 1、樗木 晶子 1、橋口 暢子 1、宮園 真美 2、澤渡 浩之 3、山﨑 啓子 4、姜 旻廷 1、森山 宣子 1、
西坂 麻里 5、安藤 眞一 6
九州大学大学院医学研究院

保健学部門 1、福岡看護大学 2、広島大学大学院医歯薬保健学研究院 3、

宇部フロンティア大学 4、九州大学きらめきプロジェクト 5、九州大学病院睡眠時無呼吸センター 6

14

第12回日本性差医学・医療学会学術集会

