
    

9:39:39:39:30000～～～～9:459:459:459:45    ◆◆◆◆開会の辞開会の辞開会の辞開会の辞    松田 昌子先生 （山口大学大学院保健学系学域） 

    ◆◆◆◆来賓来賓来賓来賓挨拶挨拶挨拶挨拶    今村 孝子先生 （山口県健康福祉部長） 

    

9:459:459:459:45～～～～10:15  10:15  10:15  10:15  ◆会長講演◆会長講演◆会長講演◆会長講演                                                                                                                                                                                                                    ＜＜＜＜１０１０１０１０階国際会議場階国際会議場階国際会議場階国際会議場    ＞＞＞＞                                                                                                        

    座長    松﨑 益徳先生 （山口大学大学院器官病態内科学）    

「女性外来と性差医療の未来」「女性外来と性差医療の未来」「女性外来と性差医療の未来」「女性外来と性差医療の未来」    演者 松田 昌子先生 （山口大学大学院保健学系学域） 

    

10:1510:1510:1510:15～～～～12:0012:0012:0012:00    ◆◆◆◆シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 1111                                                                                                                                                                                                            ＜＜＜＜１０１０１０１０階国際会議場階国際会議場階国際会議場階国際会議場＞＞＞＞                                                                                                     

「「「「女性医師は地域医療再生におけるキーとなれるか？女性医師は地域医療再生におけるキーとなれるか？女性医師は地域医療再生におけるキーとなれるか？女性医師は地域医療再生におけるキーとなれるか？」」」」    座長 中澤 晶子先生 (山口大学）    

    座長 杉野 法広先生 (山口大学大学院産科婦人科学） 

1111））））「「「「男女半々の時代：医学生から考える医療の新しい形男女半々の時代：医学生から考える医療の新しい形男女半々の時代：医学生から考える医療の新しい形男女半々の時代：医学生から考える医療の新しい形」」」」    演者 福田 吉治先生 (山口大学地域医療推進学講座） 

2222））））「「「「女性医師が仕事を続けるための必要３か条女性医師が仕事を続けるための必要３か条女性医師が仕事を続けるための必要３か条女性医師が仕事を続けるための必要３か条」」」」    演者 藤井 美穂先生 (カレスサッポロ時計台記念病院）    

3333））））「「「「女性医師よ、総合診療マインドを抱け！女性医師よ、総合診療マインドを抱け！女性医師よ、総合診療マインドを抱け！女性医師よ、総合診療マインドを抱け！」」」」    演者 佐藤 穣先生 （国立病院機構関門医療センター）    

4)4)4)4)「地域医療連携が女性医師支援にもたらすもの」「地域医療連携が女性医師支援にもたらすもの」「地域医療連携が女性医師支援にもたらすもの」「地域医療連携が女性医師支援にもたらすもの」    演者 清野 佳紀先生 （大阪厚生年金病院） 

5)5)5)5)「女性医師のキャリア形成に何が必要か：“まさかの坂”物語」「女性医師のキャリア形成に何が必要か：“まさかの坂”物語」「女性医師のキャリア形成に何が必要か：“まさかの坂”物語」「女性医師のキャリア形成に何が必要か：“まさかの坂”物語」    演者 水田 祥代先生 （九州大学）    

追加発言）追加発言）追加発言）追加発言）「女子医学生からのメッセージ」「女子医学生からのメッセージ」「女子医学生からのメッセージ」「女子医学生からのメッセージ」    演者 en-JoY（山口大学医学部医学科女子医学生） 

  【【【【総合討論総合討論総合討論総合討論】】】】    

    

12:0012:0012:0012:00～～～～12:3012:3012:3012:30            ◆◆◆◆教育講演教育講演教育講演教育講演 1111                                                                                                                                                                                                                                ＜＜＜＜１０１０１０１０階階階階    国際会議場＞国際会議場＞国際会議場＞国際会議場＞                                                                             

    座長 名越 澄子先生 （埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科）    

「男女共同参画「男女共同参画「男女共同参画「男女共同参画 15151515 年年年年    原点に戻って、これからを考える」原点に戻って、これからを考える」原点に戻って、これからを考える」原点に戻って、これからを考える」    演者  原 ひろ子先生 （城西国際大学）    

    

12:412:412:412:40000～～～～13:413:413:413:40 0 0 0     ◆◆◆◆ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー1                   1                   1                   1                                                                                                               ＜＜＜＜８階８階８階８階    ８０１８０１８０１８０１会議室会議室会議室会議室＞＞＞＞      

    座長 田口 敏彦先生 （山口大学大学院整形外科学） 

骨粗鬆症の病態と治療骨粗鬆症の病態と治療骨粗鬆症の病態と治療骨粗鬆症の病態と治療----性差の観点から性差の観点から性差の観点から性差の観点から----    演者 太田 博明先生 （山王ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ女性医療センター） 

    （共催：ファイザー株式会社） 

    

12:4012:4012:4012:40～～～～13:413:413:413:40000        ◆◆◆◆ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー2222                                                                                                    ＜＜＜＜８階８階８階８階    ８０４８０４８０４８０４会議室会議室会議室会議室＞＞＞＞                                                                                        

「循環器疾患における性差」「循環器疾患における性差」「循環器疾患における性差」「循環器疾患における性差」    座長 清野 精彦先生 （日本医大千葉北総病院） 

1111）心不全における性差）心不全における性差）心不全における性差）心不全における性差    演者 宮城島賢二先生 （藤田保健衛生大学） 

2222）性差を考慮した冠疾患治療戦略）性差を考慮した冠疾患治療戦略）性差を考慮した冠疾患治療戦略）性差を考慮した冠疾患治療戦略    演者 松本 鉄也先生 （滋賀医科大学） 

    （共催：田辺三菱製薬株式会社） 

    

13:513:513:513:50000～～～～14:514:514:514:50000            ◆◆◆◆一般演題一般演題一般演題一般演題    ポスターポスターポスターポスター発表発表発表発表                                                                                           ＜＜＜＜９階９階９階９階    海峡ホール海峡ホール海峡ホール海峡ホール＞＞＞＞                                                                                                       

    

14:5514:5514:5514:55～～～～15:2015:2015:2015:20        ◆◆◆◆総会総会総会総会                                                                                                                                                                                                    ＜＜＜＜１０階国際会議場１０階国際会議場１０階国際会議場１０階国際会議場＞＞＞＞                                                                                                     

    

15:2015:2015:2015:20～～～～15:50  15:50  15:50  15:50  ◆◆◆◆特別講演特別講演特別講演特別講演                                                                                                                                                                                                                                                ＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞                                                                

    座長  加藤 庸子先生 （藤田保健衛生大学医学部脳神経外科） 

「日本女性の心血管疾患対策：世界から日本をみる」「日本女性の心血管疾患対策：世界から日本をみる」「日本女性の心血管疾患対策：世界から日本をみる」「日本女性の心血管疾患対策：世界から日本をみる」    演者  天野 恵子先生 （野中東皓会 静風荘病院） 

    

15:5015:5015:5015:50～～～～16:2016:2016:2016:20        ◆◆◆◆教育講演教育講演教育講演教育講演 2222                                                                                                                                                                                                                                        ＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞                                                                    

    座長 龍野 一郎先生 （千葉大学大学院医学研究院） 

「「「「更年期以降の脂質異常症～更年期以降の脂質異常症～更年期以降の脂質異常症～更年期以降の脂質異常症～LDLLDLLDLLDL 悪玉説への疑問～」悪玉説への疑問～」悪玉説への疑問～」悪玉説への疑問～」    演者 田中 裕幸先生 （ニコークリニック） 

    

16161616::::20202020～～～～18:3018:3018:3018:30        ◆◆◆◆シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 2222                                                                                                                                                                                                                        ＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞                                                                            

「「「「今求められる患者と医療従事者の協働社会－日本の医療を守るためにすべきことは今求められる患者と医療従事者の協働社会－日本の医療を守るためにすべきことは今求められる患者と医療従事者の協働社会－日本の医療を守るためにすべきことは今求められる患者と医療従事者の協働社会－日本の医療を守るためにすべきことは」」」」    

    座長 天野 恵子先生 （野中東皓会 静風荘病院）    

    座長 上  昌広先生 （東京大学 医科学研究所）    

1)1)1)1)    「「「「現場からの医療改革現場からの医療改革現場からの医療改革現場からの医療改革」」」」    演者 上  昌広先生 （東京大学 医科学研究所）    

2011201120112011 年年年年 2222 月月月月 5555 日（土）日（土）日（土）日（土）    9999：：：：30303030～～～～18181818：：：：30303030                                            ＜＜＜＜受付：受付：受付：受付：9999：：：：00000000～～～～18181818：：：：00000000    10101010 階階階階    国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場＞＞＞＞＞＞＞＞    



2)2)2)2)    「「「「やる気を起こせばやる気を起こせばやる気を起こせばやる気を起こせば    必ず奇跡が起きる必ず奇跡が起きる必ず奇跡が起きる必ず奇跡が起きる」」」」    演者 豊重 哲郎先生 （柳谷公民館）    

3)3)3)3)    「「「「地域に守られた兵庫県立柏原病院小児科からのメッセージ地域に守られた兵庫県立柏原病院小児科からのメッセージ地域に守られた兵庫県立柏原病院小児科からのメッセージ地域に守られた兵庫県立柏原病院小児科からのメッセージ」」」」    演者 和久 祥三先生 （兵庫県立柏原病院 小児科）    

4)4)4)4)    「「「「患者・家族と医療者のより良い関係を目指して患者・家族と医療者のより良い関係を目指して患者・家族と医療者のより良い関係を目指して患者・家族と医療者のより良い関係を目指して」」」」    演者 北田 淳子先生 （阪南中央病院）    

5)5)5)5)    「「「「患者の「納得」のために医療者ができること患者の「納得」のために医療者ができること患者の「納得」のために医療者ができること患者の「納得」のために医療者ができること」」」」    演者 北澤 京子先生 （株式会社 日経 BP）    

         【【【【総合討論総合討論総合討論総合討論】】】】    

    

18:4018:4018:4018:40～～～～20202020:30:30:30:30        ◆◆◆◆懇親会懇親会懇親会懇親会    （参加無料）（参加無料）（参加無料）（参加無料）                                                                            ＜＜＜＜4444 階階階階    シーガーデンシーガーデンシーガーデンシーガーデン    うさぎうさぎうさぎうさぎ＞＞＞＞        

    

    

                                                                           

   

    

9:009:009:009:00～～～～11:3011:3011:3011:30        ◆◆◆◆シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 3333                                                                                                                                                                                                            ＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞                                                                                

「「「「次々と解明される性差の不思議－基礎と臨床の立場から次々と解明される性差の不思議－基礎と臨床の立場から次々と解明される性差の不思議－基礎と臨床の立場から次々と解明される性差の不思議－基礎と臨床の立場から」」」」    座長 下川 宏明先生 （東北大学大学院循環器病態学）    

    座長 上野 光一先生 （千葉大学大学院薬学研究院高齢者薬剤学）    

1） 「「「「生殖線の性差構築生殖線の性差構築生殖線の性差構築生殖線の性差構築」」」」    演者 諸橋憲一郎先生 （九州大学大学院性差生物学講座）    

2222））））    「「「「脳内エストロゲン合成と脳の性差形成脳内エストロゲン合成と脳の性差形成脳内エストロゲン合成と脳の性差形成脳内エストロゲン合成と脳の性差形成」」」」    演者 篠田 晃 先生 （山口大学大学院機能神経解剖学）    

3333））））    「「「「新たな動脈硬化検査機器の性差医学への応用新たな動脈硬化検査機器の性差医学への応用新たな動脈硬化検査機器の性差医学への応用新たな動脈硬化検査機器の性差医学への応用」」」」    演者 櫃本 孝志先生 （ひつもと内科循環器科医院）    

4)4)4)4)    「「「「アンドロゲンの血管作用とその性差アンドロゲンの血管作用とその性差アンドロゲンの血管作用とその性差アンドロゲンの血管作用とその性差」」」」    演者  秋下 雅弘先生 （東京大学大学院加齢医学） 

5)5)5)5)    「「「「性差医療に走る性差医療に走る性差医療に走る性差医療に走る」」」」    演者  名越 澄子先生 （埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）    

    

11:3011:3011:3011:30～～～～12:012:012:012:05555        ◆◆◆◆教育講演教育講演教育講演教育講演 3333                                                                                                                                                                                                                            ＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞＜１０階国際会議場＞                                                                            

         座長  笠貫 宏先生  （早稲田大学理工学術院生命理工学専攻） 

「脳と音楽－医療現場の音楽「脳と音楽－医療現場の音楽「脳と音楽－医療現場の音楽「脳と音楽－医療現場の音楽療法」療法」療法」療法」            演者  奥村 歩先生 （おくむらクリニック）    

    

12:1512:1512:1512:15～～～～13:1513:1513:1513:15        ◆◆◆◆ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー3333                                                                                                                                                ＜＜＜＜８階８階８階８階    ８０１８０１８０１８０１会議室会議室会議室会議室＞＞＞＞  

    座長 市山 高志先生 （山口大学大学院小児科学） 

「新型インフルエンザと抗インフルエンザ薬」「新型インフルエンザと抗インフルエンザ薬」「新型インフルエンザと抗インフルエンザ薬」「新型インフルエンザと抗インフルエンザ薬」    演者 柏木 征三郎先生 （国立病院機構九州医療センター） 

     （共催：第一三共株式会社） 

12:1512:1512:1512:15～～～～13:1513:1513:1513:15    ◆◆◆◆ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー4444                                                                                                    ＜＜＜＜８階８階８階８階    ８０４８０４８０４８０４会議室会議室会議室会議室＞＞＞＞        

 座長 福本 陽平先生 （宇部興産中央病院） 

「漢方薬はなぜ効くのか「漢方薬はなぜ効くのか「漢方薬はなぜ効くのか「漢方薬はなぜ効くのか    現代薬理学からみた漢方薬の作用と女性医療」現代薬理学からみた漢方薬の作用と女性医療」現代薬理学からみた漢方薬の作用と女性医療」現代薬理学からみた漢方薬の作用と女性医療」 

    演者 田代 眞一先生 （昭和薬科大学病態科学研究室） 

    （共催：株式会社ツムラ） 

    

13:2513:2513:2513:25～～～～14141414:25:25:25:25        ◆◆◆◆一般演題一般演題一般演題一般演題    ポスターポスターポスターポスター発表発表発表発表                                                                                                ＜＜＜＜９階９階９階９階    海峡ホール＞海峡ホール＞海峡ホール＞海峡ホール＞                                                                                                                                                                                                                                                                              

    

14141414:35:35:35:35～～～～15151515:15:15:15:15        ◆◆◆◆教育講演教育講演教育講演教育講演 4444                                                                                                                                                                                                                        ＜１０階＜１０階＜１０階＜１０階    国際会議場＞国際会議場＞国際会議場＞国際会議場＞                                                                            

    座長 鄭 忠和先生（鹿児島大学大学院循環器･呼吸器･代謝内科学） 

「ストレスと免疫と性差」「ストレスと免疫と性差」「ストレスと免疫と性差」「ストレスと免疫と性差」    演者 安保 徹先生 （新潟大学大学院免疫学・医動物学分野） 

    

15:1515:1515:1515:15～～～～    15151515：：：：30303030        ◆◆◆◆優秀演題表彰優秀演題表彰優秀演題表彰優秀演題表彰式式式式    

    ◆◆◆◆次期会長あいさつ次期会長あいさつ次期会長あいさつ次期会長あいさつ    

    ◆◆◆◆閉会の辞閉会の辞閉会の辞閉会の辞    

    

    

参加費参加費参加費参加費：：：：医師・大学教員医師・大学教員医師・大学教員医師・大学教員    10,00010,00010,00010,000 円円円円        その他その他その他その他    5,0005,0005,0005,000 円円円円        学生学生学生学生    無料無料無料無料                

（（（（会員懇親会無料）会員懇親会無料）会員懇親会無料）会員懇親会無料）    

主な講演の主な講演の主な講演の主な講演の DVDDVDDVDDVD：：：：2222,,,,000000000000 円（送料込）円（送料込）円（送料込）円（送料込）    

本学術集会は日本医師会生涯教育制度認定講座となりま本学術集会は日本医師会生涯教育制度認定講座となりま本学術集会は日本医師会生涯教育制度認定講座となりま本学術集会は日本医師会生涯教育制度認定講座となりますすすす（（（（１日参加５単位、２日参加１０１日参加５単位、２日参加１０１日参加５単位、２日参加１０１日参加５単位、２日参加１０単位）単位）単位）単位）。。。。    

    

                                              

2011201120112011 年年年年 2222 月月月月 6666 日日日日((((日日日日))))    9999：：：：00000000～～～～15151515：：：：30303030                                        ＜＜＜＜受付：受付：受付：受付：8888：：：：30303030～～～～14141414：：：：30303030        １０階国際会議場１０階国際会議場１０階国際会議場１０階国際会議場＞＞＞＞    

当日学会入会受け付けます。（当日学会入会受け付けます。（当日学会入会受け付けます。（当日学会入会受け付けます。（入会費：入会費：入会費：入会費：10,00010,00010,00010,000 円円円円））））    

学会員の特典：主な講演の学会員の特典：主な講演の学会員の特典：主な講演の学会員の特典：主な講演の DVDDVDDVDDVD を後日無料で送ります。を後日無料で送ります。を後日無料で送ります。を後日無料で送ります。    


