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2012 年 2 月 4 日（土） 
9：30 ~ 18：35（受付開始：9：00 ~）

■開会の辞
　笠貫  宏先生（第 5 回学術集会 会長）
■来賓挨拶
　岡島 敦子先生（内閣府男女共同参画局 局長）
■会長講演
　座長：鄭  忠和先生（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科循環器・呼吸器・代謝内科学）
　「日本の少子高齢社会における家族の在りようを考える」  
　　演者：笠貫  宏先生（早稲田大学理工学術院）
■教育講演 1
　座長：友池 仁暢先生（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）
　「科学技術とジェンダー  ―科学史の観点から―」 
　　演者：小川 眞里子先生（三重大学人文学部文化学科）
■教育講演 2
　座長：松田 昌子先生（山口大学大学院医学系研究科保健学系学域）
　「ジェンダー法からみたワーク・ライフ・バランス政策」 
　　演者：浅倉 むつ子先生（早稲田大学法学学術院）
■ランチョンセミナー 1
　座長：萩原 誠久先生（東京女子医科大学循環器内科）
　「高血圧と臓器障害の源流をたどる  ―未だ戦後は終わっていない―」
　　演者：柏原 直樹先生（川崎医科大学腎臓高血圧内科）
　　共催：ノバルティスファーマ株式会社
■ランチョンセミナー 2
　座長：志賀  剛先生（東京女子医科大学循環器内科）
 　「不整脈の性差」
　　演者：中川 幹子先生（大分大学医学部循環器内科）
　　共催：第一三共株式会社
■理事会・評議員会
■優秀演題候補口演
　座長：齋藤  康先生（千葉大学）
　座長：倉智 博久先生（山形大学医学部産科婦人科）
■教育講演 3
　座長：白鳥 敬子先生（東京女子医科大学消化器内科）
 　「高齢者とジェンダー」
　　演者：小川 純人先生（東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座）
■総会
■シンポジウム 1
　「高齢社会を豊かに生き抜くために ~ 男女共同参画の視点から ~」
　座長：原 ひろ子先生（城西国際大学国際人文学部国際文化学科）
　座長：山口  徹先生（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
　 1) 基調講演「自立し共生する安心の老後 ~ 老若男女共同参画社会を目指して ~」
　　演者：袖井 孝子先生（お茶の水女子大学名誉教授）
　 2)「祖父の孫育てを中心に 高齢期の男性の生き方を問う」
　　演者：中村  彰先生（とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ）
　3)「豊かな高齢社会のために」
　　演者：内田 千惠子先生（日本介護福祉士会）
　4)「看取りができる町をつくろう ~ 訪問看護の実践から暮らしの保健室まで ~」
　　演者：秋山 正子先生（白十字訪問看護ステーション）
■シンポジウム 2
　「子育て支援・家族支援とジェンダー」
　座長：村田 晶子先生（早稲田大学文学学術院）
　座長：中林 正雄先生（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院）
　 1) 基調講演「支援のまなざしとジェンダー」
　　演者：村田 晶子先生（早稲田大学文学学術院）
　2)「親支援の日中韓比較  ―ジェンダーの視点から―」
　　演者：安部 芳絵先生（早稲田大学文化構想学部）
　　　　　申  東華（早稲田大学大学院文学研究科修士課程）
　　　　　南  銀伊（早稲田大学大学院文学研究科修士課程）
　　　　　竹内 麻子（早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程）
　3)「産婦人科から発信する家庭に夢を持つための働き方支援とは ?」 
　　演者：安達 知子先生（社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院産婦人科）
　4)「男性の育児参画 ~ 父親が変われば、家庭も職場も変わる」 
　　演者 : 安藤 哲也先生（NPO 法人 Fathering Japan）
■会員交流会（参加無料）
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9：20 ~ 11：15

11：25 ~ 12：20

12：25 ~ 13：25

12：25 ~ 13：25

13：30 ~ 13：45

13：50 ~ 16：00

2012 年 2 月 5日（日） 
9：20 ~ 16：00（受付開始：9：00 ~）

■シンポジウム 3
　「東日本大震災とジェンダー」
　座長：天野 恵子先生（財団法人野中東皓会静風荘病院）
　座長：下川 宏明先生（東北大学大学院医学系研究科循環器内科学）
　1) 基調講演「東日本大震災における「災害・復興と男女共同参画」活動」
　　演者：堂本 暁子先生（女性と健康ネットワーク）
　2) 基調講演「科学・技術の役割と科学・夢ロードマップ」
　　演者：後藤 俊夫先生（中部大学）
　3) 基調講演「ジェンダーに配慮した災害対応の標準化に向けて」
　　演者：大原 美保先生（東京大学 大学院情報学環総合防災情報研究センター / 
　　　　　　　　　　　　 東京大学生産技術研究所都市基盤安全工学国際研究センター）
　4)「地震・津波・原発事故を振り返り思うこと」 
　　演者：小宮 ひろみ先生（福島県立医科大学附属病院性差医療センター）
■ポスターセッション
　一般演題口演 ポスター A
　座長：佐久間 一郎先生（カレスサッポロ北光記念クリニック）
　座長：志賀 剛先生（東京女子医科大学循環器内科） 
　一般演題口演 ポスター B
　座長：名越 澄子先生（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）
　座長：橋本 悦子先生（東京女子医科大学消化器内科）
■ランチョンセミナー 1
　座長：加茂 登志子先生（東京女子医科大学附属女性生涯健康センター）
　「生命長寿な女性における骨の健康管理の必要性と対策」
　　演者：太田 博明先生（国際医療福祉大学臨床医学研究センター / 山王メディカルセンター 女性医療センター）
　　共催：エーザイ株式会社 
■ランチョンセミナー 2
　座長：永井 厚志先生（東京女子医科大学第一内科学教室）
　「漢方医学のエビデンスと臨床応用のコツ」
　　演者：加藤 士郎先生（野木病院 / 筑波大学附属病院）
　　共催：株式会社ツムラ
■表彰式・閉会の辞

■特別フォーラム
　「児童虐待を考える  ―男性と女性の視点から―」 
　座長：野村 武司先生（獨協大学大学院法務研究科 /弁護士）
　座長：加茂 登志子先生（東京女子医科大学附属女性生涯健康センター）
　1)「虐待相談から見える家庭の苦悩と子どもの権利」
　　演者：野村 武司先生（獨協大学大学院法務研究科 /弁護士）
　2)「DV 被害者支援から見たこども虐待へのアプローチ」
　　演者：加茂 登志子先生（東京女子医科大学附属女性生涯健康センター）
　3)「子ども虐待の発生機序に関する社会・心理的モデルの検討」
　　演者：西澤  哲先生（山梨県立大学人間福祉学部）
　4)「ゼロ歳児の子ども虐待予防のために」
　　演者：水主川 純先生（国立国際医療研究センター病院産婦人科）
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