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 プログラム 1 日目 　 1 月 31 日（金）

8:25 － 8:30� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

開会の辞

開会の挨拶
白鳥 敬子
東京女子医科大学　消化器内科

8:30 － 10:00� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

シンポジウム1

男女共同参画の具現化に向けて

座長：鄭 忠和（和温療法研究所）　　　　　　　　
白鳥 敬子（東京女子医科大学　消化器内科）

会長講演	 男女共同参画の具現化に向けて -	女性医師リーダー育成の重要性
白鳥 敬子
東京女子医科大学　消化器内科

1	 キャリアをどう続ける、どう困難を乗り切るか？
加藤 庸子
藤田保健衛生大学　脳神経外科

2	 学会におけるGender	Equality
名越 澄子
埼玉医科大学総合医療センター　消化器・肝臓内科

3	 主治医制を見直す
山口 徹
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院

特別発言	
笠貫 宏
東京女子医科大学　学長

10:00 － 10:30� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

教育講演1

薬物代謝と性差関連

座長：齋藤 康（千葉大学　学長）
	 	薬物動態と薬効の性差

上野 光一、佐藤 洋美
千葉大学大学院薬学研究院　高齢者薬剤学研究室
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10:30 － 12:00� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

シンポジウム2

日常診療における性差

座長：佐久間 一郎（カレスサッポロ北光記念クリニック）　　　　　
片井 みゆき（東京女子医科大学東医療センター　性差医療部）

1	 逆流性食道炎と食習慣における性差の検討
志賀 智子、岩倉 容子
国立国際医療研究センター病院　人間ドック科

2	 	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が生命予後に及ぼす影響
	 - 千葉下志津リウマチコホート研究 -

南雲 彩子 1、杉山 隆夫 2、佐藤 悠太 1、鈴木 佐和子 3、田中 知明 3、龍野 一郎 1

1東邦大学医療センター佐倉病院　糖尿病・内分泌・代謝センター、
2国立病院機構下志津病院　リウマチ科、 3千葉大学医学部附属病院　糖尿病代謝内分泌内科

3	 ヘモグロビンがヘモグロビンA1c に与える影響
中神 朋子、大屋 純子、高橋 加奈子、田中 祐希、栗田 守敏、砂金 知里、長谷川 有希子、
内潟 安子
東京女子医科大学　糖尿病代謝内科

4	 	本邦の Stage	C/D 心不全の背景、治療、長期予後における性差
	 ―CHART-2 研究からの報告―

山内 毅 1、坂田 泰彦 1、宮田 敏 2、後岡 広太郎 1、三浦 正暢 1、高田 剛史 1、但木 壮一郎 1、
牛込 亮一 1、高橋 潤 1、下川 宏明 1,2

1東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学分野、 2同　循環器 EBM 開発学寄附講座

12:00 － 13:00� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

ランチョンセミナー

座長：山本 一彦（東京大学大学院医学系研究科　アレルギー・リウマチ学）
	 	リウマチ性疾患における性差

山中 寿
東京女子医科大学　附属膠原病リウマチ痛風センター

共催：エーザイ株式会社

13:10 － 13:30� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

総会
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13:30 － 14:30� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

優秀演題候補口演

座長：天野 惠子（財団法人野中東皓会静風荘病院）
鄭 忠和（和温療法研究所）　　　　　　　　

審査委員長 鄭 忠和（和温療法研究所）
審査委員 天野 惠子（財団法人野中東皓会静風荘病院）

佐久間 一郎（カレスサッポロ北光記念クリニック）
下川 宏明（東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学）
松田 昌子（山口大学附属病院　女性診療外来）

O-1	 	植込み型除細動器 (ICD) 治療が及ぼす気分障害および心的外傷後ストレス障害
(PTSD) における性差
宮園 真美 1、眞茅 みゆき 2、樗木 晶子 1、アニタ ラハマワティ 3、澤渡 浩之 3、石川 勝彦 4、
宮島 健 3、大塚 祐子 5、仲井 盛 7、櫻田 春水 6

1九州大学　大学院医学研究院保健学部門、 2北里大学　看護学部、 3九州大学　大学院医学系学府、
4熊本県立大学　学生 GP・学修評価プロジェクト室、 5東京都立広尾病院　循環器、
6東京都保健医療公社大久保病院　循環器、 7東京都保健医療公社大久保病院　救急科

O-2	 更年期女性における dehydroepiandrosterone-sulfate	(DHEAS) 欠乏による
	 血管内皮障害

佐藤 加代子、萩原 誠久
東京女子医大　循環器内科

O-3	 	関節リウマチ患者における骨折頻度、部位、関連因子の男女差；
	 IORRAコホートにおける検討

古谷 武文、越智 健介、石田 治、井上 永介、猪狩 勝則、谷口 敦夫、桃原 茂樹、山中 寿
東京女子医科大学　附属膠原病リウマチ痛風センター

O-4	 2 型糖尿病患者の網膜症及び腎機能低下における性差の検討
梶原 彩文 1、北 愛矢菜 1、宮崎 裕子 1、守田 和憲 1、内屋敷 佳弘 1、居塚 智子 1、
熊谷 直樹 1、河田 優希 1、田中 雄大 1、鬼木 健太郎 1、猿渡 淳二 1、吉田 陽 2、岩下 薫子 2、
井島 廣子 2、宮本 文夫 2、稗島 州雄 2、陣内 冨男 2、梶原 敬三 2、陣内 秀昭 2、中川 和子 1,3

1熊本大学大学院生命科学研究部　薬物治療学分野、 2陣内病院、
3熊本大学　薬学部附属育薬フロンティアセンター

O-5	 自己免疫性膵炎の膵外病変の性差に関する検討
田原 純子、清水 京子、貝瀬 智子、塩賀 太郎、門前 正憲、長尾 健太、高山 敬子、
白鳥 敬子
東京女子医科大学　消化器内科
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14:30 － 15:00� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

教育講演2

循環器疾患と性差関連

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榊原記念病院）
	 	循環器疾患と性差

下川 宏明
東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学

15:00 － 16:00� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

スポンサードシンポジウム1-1　性差からみた癌診療の展望

性差からみたがん診療の最新トピックス

座長：高野 利実（虎の門病院　臨床腫瘍科）
	 	遺伝性乳がん・卵巣がん症候群に対する予防的切除

山内 英子
聖路加国際病院　ブレストセンター

	 	テストステロンと発癌
堀江 重郎
順天堂大学大学院医学研究科　泌尿器外科学

共催：日本イーライリリー株式会社

16:00 － 17:00� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

スポンサードシンポジウム1-2　性差からみた癌診療の展望

化学療法における個別化へのアプローチ

座長：古瀬 純司（杏林大学　腫瘍内科）
	 	大腸がんにおける性差を利用した個別化医療の可能性

川上 和之
東京女子医科大学　化学療法・緩和ケア科

	 	性差と癌
佐々木 康綱
昭和大学医学部　内科学講座腫瘍内科学部門

共催：大鵬薬品工業株式会社
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17:00 － 17:30� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

教育講演3

更年期関連

座長：天野 惠子（財団法人野中東皓会静風荘病院）
	 	男性更年期とアンドロゲン

大内 尉義
国家公務員共済組合連合会虎の門病院

17:40 － 18:40� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

イブニングセミナー1

座長：高木 耕一郎（東女女子医科大学東医療センター　産婦人科）
	 子宮内膜症のホルモン療法～最近の動向～

苛原 稔
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　産科婦人科学分野

共催：持田製薬株式会社

17:40 － 18:40� 第 2会場　地下1階　臨床講堂1

イブニングセミナー2

座長：坂本 長逸（日本医科大学　消化器内科）
	 腸からヒト全身を繙く新しい時代

渡辺 守
東京医科歯科大学　消化器病態学

共催：株式会社ツムラ
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 プログラム 2 日目 　 2 月 1 日（土）

10:00 － 11:30� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

スポンサードシンポジウム2

生活習慣病

座長：下川 宏明（東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学）
滝川 一（帝京大学医学部　内科）　　　　　　　　　　　

	 高血圧と性差
長谷部 直幸
旭川医科大学　循環・呼吸・神経病態内科

	 性差からみる糖尿病
内潟 安子
東京女子医科大学　糖尿病センター

	 NAFLDの診断と治療 --- 性差の観点から
橋本 悦子
東京女子医科大学　消化器内科

共催：MSD 株式会社

11:30 － 12:00� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

教育講演4

女性外来関連

座長：原 ひろ子（城西国際大学大学院　人文科学研究科）
	 女性外来の現状と将来

松田 昌子
山口大学附属病院　女性診療外来

12:00 － 12:10� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

優秀演題口演表彰式

12:10 － 12:20� 第 1会場　1階　弥生記念講堂

閉会の辞

閉会の挨拶
白鳥 敬子
東京女子医科大学　消化器内科
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一�般�演�題

 プログラム 2 日目 　 2 月 1 日（土）

9:00 － 9:36� ポスター会場　地下1階　ホワイエ

ポスター 1-1　循環器①

座長：川名 正敏（東京女子医科大学附属青山病院）　　　
柴 信行（国際医療福祉大学病院　循環器センター）

P-A-1	 女性の頸動脈プラーク形成に対する各危険因子の比較検討
近藤 奈々絵、佐藤 眞理子、加塚 希、山田 理恵子、轟  慶子、能登谷 淳子、佐藤 美枝子、
宮村 康子、平 久美子、新井 寧子、川真田 美和子、片井 みゆき
東京女子医科大東医療センター　性差医療部

P-A-2	 2 型糖尿病患者の大血管障害における性差の検討
河田 優希 1、梶原 彩文 1、北 愛矢菜 1、守田 和憲 1、宮崎 裕子 1、熊谷 直樹 1、居塚 智子 1、
田中 雄大 1、空岡 裕美 1、鬼木 健太郎 1、猿渡 淳二 1、吉田 陽 2、岩下 薫子 2、井島 廣子 2、
宮本 文夫 2、稗島 州雄 2、陣内 富男 2、梶原 敬三 2、陣内 秀昭 2、中川 和子 1,3

1熊本大学大学院 生命科学研究部　薬物治療学分野、 2陣内病院、
3熊本大学　薬学部附属育薬フロンティアセンター

P-A-3	 通常型心房粗動の臨床的特徴における性差に関する検討
長谷部 雄飛、福田 浩二、中野 誠、近藤 正輝、佐竹 洋之、平野 道基、下川 宏明
東北大学　循環器内科学

P-A-4	 東日本大震災後に認められた心肺停止症例の増加に関する性差の検討
羽尾 清貴、高橋 潤、青木 竜男、宮田 敏、圓谷 隆治、白戸 崇、松本 泰治、伊藤 健太、
坂田 泰彦、下川 宏明
東北大学病院　循環器内科学

9:36 － 10:03� ポスター会場　地下1階　ホワイエ

ポスター 1-2　循環器②

座長：野出 孝一（佐賀大学医学部　循環器内科）
志賀 剛（東京女子医科大学　循環器内科）

P-B-1	 産褥性心筋症患者における経時的変化
小島 聡子、嘉川 亜希子、川添 晋、窪薗 琢郎、大石 充
鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学

P-B-2	 左心疾患に伴う後毛細管性肺高血圧症における血行動態的男女差の検討
山本 沙織、杉村 宏一郎、建部 俊介、後岡 広太郎、三浦 正暢、佐藤 公雄、下川 宏明
東北大学大学院　循環器内科学

P-B-3	 心不全患者におけるメタボリック症候群の意義と性差の検討
但木 壯一郎、坂田 泰彦、後岡 広太郎、三浦 正暢、高田 剛史、宮田 敏、下川 宏明
東北大学大学院医学系研究科　循環器内科
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9:00 － 9:27� ポスター会場　地下1階　ホワイエ

ポスター 2-1　消化器・その他①

座長：龍野 一郎（東邦大学医学部医学科　内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野（佐倉））
宮尾 益理子（関東中央病院　健康管理科）　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　

P-C-1	 女性外来における尿潜血陽性患者の割合と原因疾患に関する検討
佐藤 眞理子、近藤 奈々絵、加塚 希、轟 慶子、山田 理恵子、宮村 康子、平 久美子、能登谷 淳子、
新井 寧子、川真田 美和子、片井 みゆき
東京女子医大東医療センター　性差医療部

P-C-2	 健診受診者における血管弾性指標CAVI と血清尿酸値の関連
永山 大二
東邦大学医療センター佐倉病院　糖尿病内分泌代謝センター

P-C-3	 	1 型糖尿病患者における三大栄養素エネルギー摂取比率と血糖コントロール　第２報
	 ―性差による検討―

柴崎 千絵里 1、高池 浩子 2、朝長 修 3、立松 栄次 1、内潟 安子 2

1東京女子医科大学病院　栄養管理部、 2東京女子医科大学　糖尿病センター、
3ともながクリニック　内科

9:30 － 9:57� ポスター会場　地下1階　ホワイエ

ポスター 2-2　消化器・その他②

座長：岡 政志（埼玉医科大学病院　消化器内科・肝臓内科）
谷合 麻紀子（東京女子医科大学　消化器内科）　　　

P-D-1	 鳥肌胃炎の臨床的検討（第２報）-	鳥肌胃炎に伴った胃癌の検討
宮方 千春、岸野 真衣子、山本 果奈、石川 一郎、小西 洋之、中村 真一、橋本 悦子、
白鳥 敬子
東京女子医科大学　消化器内科

P-D-2	 食欲亢進ホルモングレリンの血中濃度における性差とその意義
林 健次郎、石田 周幸、山本 龍一、大野 志乃、名越 澄子、屋嘉比 康治
埼玉医科大学総合医療センター　消化器・肝臓内科

P-D-3	 原発性硬化性胆管炎の性差の観点からみた特徴
戸張 真紀、谷合 麻紀子、橋本 悦子、児玉 和久、松下 典子、小木曽 智美、鳥居 信之、徳重 克年、
白鳥 敬子
東京女子医科大学　消化器内科


