
プログラム1日目 1月31日（土）

10：50－11：00 第1会場（西中）

■開会の辞
開会の挨拶

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

11：00－12：00 第1会場（西中）

■スポンサードレクチャー①
座長：安井 敏之（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　生殖補助医療分野）

佐久間 一朗（カレスサッポロ　北光記念クリニック）　　　　　　　　　　　　

	 エストロゲンと女性のヘルスケア
倉智 博久
大阪府立母子保健総合医療センター

	 女性におけるアンドロゲンの効果
大道 正英
大阪医科大学産婦人科学教室

共催：持田製薬（株）

12：10－13：10 第1会場（西中）

■ランチョンセミナー
座長：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）

	 睡眠のメカニズム：胎児期における栄養環境の影響
勢井 宏義
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　統合生理学分野

共催：武田薬品工業（株）

13：10－13：30 第1会場（西中）

■総会
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13：30－14：00 第1会場（西中）

■優秀演題候補口演
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）

O-1	 左室収縮能が保たれた心不全患者における性差－CHART-2研究における知見－
辻 薫菜子、坂田 泰彦、三浦 正暢、但木 壮一郎、牛込 亮一、山内 毅、佐藤 謙二郎、 
小野瀬 剛生、阿部 瑠璃、後岡 広太郎、高橋 潤、宮田 敏、下川 宏明
東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学

O-2	 女性医療における女性外来の必要性～当センター受診患者（性成熟期）のメンタル
ヘルスとレプチン値の検討からみえたこと～
小宮 ひろみ1、高野 佳寿子2、丹羽 真一2、藤森 敬也3、佐藤 麻里1

1福島県立医科大学附属病院　性差医療センター、2福島県立医科大学　神経精神医学講座、 
3福島県立医科大学　産科婦人科学講座

O-3	 急性心筋梗塞発症率と院内死亡率の経年変化における性差の検討	
―	MIYAGI-AMI	Registry	Studyからの報告	―
羽尾 清貴、高橋 潤、伊藤 健太、崔 元吉、宮田 敏、西宮 健介、圓谷 隆治、松本 泰治、
坂田 泰彦、下川 宏明
東北大学大学院医学系研究科循環器内科学

14：00－16：00 第1会場（西中）

■シンポジウム①
各診療科における性差医学の進歩

座長：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）

S1-1	 脳神経外科での性差医学の進歩
加藤 庸子1、井川 房夫3、山田 康博1、川瀬 司1、吉田 耕一郎1、立山 慎一郎1、定藤 章代2、
稲桝 丈司2

1藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院脳神経外科、2藤田保健衛生大学医学部脳神経外科、 
3島根県立中央病院　脳神経外科

座長：鄭 忠和（和温療法研究所）

S1-2	 循環器内科領域における性差医学の進歩
下川 宏明
東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学

座長：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）

S1-3	 痛みの性差医学：最近の知見から
仙波 恵美子
大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科

座長：齊藤 英和（国立成育医療研究センター）

S1-4	 性同一性障害診療の実際：ホルモン療法を中心に
中塚 幹也
岡山大学大学院保健学研究科
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16：00－16：30 第1会場（西中）

■スポンサードレクチャー②
座長：大道 正英（大阪医科大学産婦人科学教室）

	 男性更年期　－LUTS・ED・うつに克つ－
岡田 弘
獨協医科大学越谷病院　泌尿器科学教室

共催：あすか製薬（株）

16：30－17：00 第1会場（西中）

■スポンサードレクチャー③
座長：山口 徹（虎の門病院）

	 閉経後骨粗鬆症診療の進歩
松本 俊夫
徳島大学　藤井節郎記念医科学センター

共催：第一三共（株）

18：00－19：00 第1会場（西中）

■イブニングセミナー
座長：若槻 明彦（愛知医科大学産婦人科）

	 現代女性のヘルスケアのために―大豆イソフラボン代謝物	エクオールの有用性―
髙松 潔
東京歯科大学市川総合病院産婦人科

共催：大塚製薬（株）
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プログラム2日目 2月1日（日）

8：10－8：40 第1会場（西中）

■スポンサードレクチャー④
座長：藤井 多久麿（藤田保健衛生大学産科婦人科教授）

	 遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）を理解する　	
－予防と治療の個別化に役立つ遺伝学－
井本 逸勢
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　人類遺伝学分野

共催：（株）ファルコバイオシステムズ

8：40－9：45 第1会場（西中）

■教育講演
座長：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）

	 胎児超音波スクリーニングの現状
加地 剛
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

	 本邦における少子化問題とその対策
齊藤 英和
国立成育医療研究センター、周産期・母性診療センター

10：00－12：00 第1会場（西中）

■女性アスリート診療のための講習会
座長：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）

三谷 弘（徳島県産婦人科医会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	 女性のライフスタイルと疾患	
～すこやかな人生を送るための月経とのつきあい方～
百枝 幹雄
聖路加国際病院

	 女性アスリートに見られる疾患と治療	
アンチ・ドーピングの基礎知識
能瀬 さやか
国立スポーツ科学センターメディカルセンター

主催　 徳島産科婦人科学会、徳島県産婦人科医会、日本性差医学・医療学会、 
女性アスリート健康支援委員会

共催　日本産婦人科医会、日本産科婦人科学会
協力　 日本医師会、国立スポーツ科学センター、日本体育協会、日本オリンピック委

員会、日本アンチ・ドーピング機構、女性スポーツ医学研究会、全国養護教諭
連絡協議会、日本子宮内膜症啓発会議

後援　徳島県医師会
協賛　バイエル薬品株式会社
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12：00－13：00 第1会場（西中）

■特別講演
座長：野出 孝一（佐賀大学医学部　循環器内科）

	 閉経後女性と脂質異常症～その病態と管理～
若槻 明彦
愛知医科大学産婦人科

13：00－14：00 第1会場（西中）

■招請講演
座長：天野 惠子（静風荘病院）

	 男女共同参画と女性の健康・医療
堂本 暁子
男女共同参画と災害・復興ネットワーク代表／女性と健康ネットワーク代表

14：00－16：30 第1会場（西中）

■シンポジウム②
座長：天野 惠子（静風荘病院）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

加藤 庸子（藤田保健衛生大学　坂文種報徳會病院　脳神経外科）　　　　　　
山本 明美（旭川医科大学　医学部　皮膚科）　　　　　　　　　　　　　　　

コメンテーター：下川 宏明（東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学）　　　　　　　　　
山本 蒔子（日本禁煙学会、宮城県女性医師支援センター、森洋子クリニック）

S2-1	 女性医師のキャリア形成に女性外来の果たす役割は
松田 昌子
山口大学附属病院　女性診療外来

S2-2	 医師会の男女共同参画への取組とアウトカムを検証しよう
藤井 美穂
カレスッサッポロ時計台記念病院女性総合診療センター

S2-3	 21世紀におけるキャリア教育とは	
～卒前から卒後までのシームレスなサポートを目指して
蓮沼 直子1 
樗木 晶子2、片岡 仁美3、佐々木 ひと美4、矢上 晶子5 
アカデミックキャリアサポート委員会　教育/医学生/研修医
1秋田大学医学部総合地域医療推進学講座、2九州大学大学院医学研究院保健学部門、 
3岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座、4藤田保健衛生大学腎泌尿器科、 
5藤田保健衛生大学皮膚科
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S2-4	 女性医師のキャリアステージで考える～臨床医として進化し続けるために～
宮尾 益理子
公立学校共済組合　関東中央病院 健康管理科 
アカテミックキャリアサホート委員会 再教育復職支援・スキル/臨床教育

S2-5	 女性医師専門医育成・再教育委員会：日本内分泌学会の取組みを紹介
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・内科

S2-6	 女性医師支援ネットワーク
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

S2-7	 男女医師間のキャリア格差解消をめざした取組
須崎 康恵
奈良県立医科大学　女性研究者支援センター

S2-8	 地方におけるキャリア支援を考える
望月 善子
獨協医科大学医学部産科婦人科・女性医師支援センター

S2-9	 きらめきプロジェクトのめざすもの
樗木 晶子
九州大学大学院医学研究院　保健学部門

S2-10	 徳島大学における女性研究者支援について～徳島から四国 4県への広がり～
山本 恭代
徳島大学　医学部　泌尿器科、AWAサポートセンター　ワークライフバランス部門

S2-11	 東北大学病院における女性医師支援
藤原 実名美1、福與 なおみ2

1東北大学病院　輸血・細胞治療部、女性医師支援推進室、 
2東北大学病院　小児科、女性医師支援推進室

16：30－16：40 第1会場（西中）

■優秀演題表彰式
■閉会の辞

閉会式
閉会の挨拶
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一般演題

プログラム1日目 1月31日（土）

17：10－17：50 第1会場（西中）

■ポスターセッション1
座長：佐久間 一朗（カレスサッポロ北光記念クリニック）

性差一般

P1-1	 放射能汚染に不安をもつ住民に保健サービスを提供する保健師への活動支援モデル
小宮 ひろみ1、我妻 沙織2、橋本 万里2、後藤 あや2

1福島県立医科大学附属病院　性差医療センター、2福島県立医科大学医学部　公衆衛生学講座

P1-2	 千葉市骨粗鬆症検診の解析と閉経後骨粗鬆症への影響する因子の検討
番 典子1、佐藤 悠太1、南雲 彩子1、鈴木 佐和子2、吉田 知彦2、田中 知明2、中村 貢3、 
山口 淳一4、寺野 隆5、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、 
2千葉大学　糖尿病内分泌代謝センター、3千葉市医師会、4千葉市役所、5千葉市立青葉病院

P1-3	 人間ドック受診者における 4年後の 1秒率低下に関わる要因の性差
柳堀 朗子、山地 治子、杉山 園美、鈴木 公典、藤澤 武彦
公益財団法人　ちば県民保健予防財団

P1-4	 健常人における和温療法の効果：性差及び体格差における検討
小島 聡子1、嘉川 亜希子2、窪薗 琢郎2、新里 拓郎2、川添 晋2、宮田 昌明2、濱崎 秀一2、 
大石 充2

1鹿児島赤十字病院　循環器内科、2鹿児島大学病院　心臓血管内科

P1-5	 肝臓における薬物代謝の性差を制御する新規分子の探索
紙谷 聡英1、近田 裕美1、井田 絹代1、坂本 明美2

1東海大学・創造科学技術研究機構・医学部門、2千葉大学・大学院医学研究院・粘膜免疫学

P1-6	 閉経後骨粗鬆症に適した治療法は？	
―女性専門外来・骨粗鬆症患者の治療経過から解析する―
佐藤 眞理子、近藤 奈々絵、柳堀 朗子、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

P1-7	 中高年男女における尿酸と骨密度の関連および性別による関連への影響
楊 宇龍1、石井 伸弥2、宮尾 益理子3、田中 真理子3、須藤 紀子3、水野 有三4、秋下 雅弘2

1東京大学医学部附属病院、2東京大学医学部附属病院老年病内科、3関東中央病院健康管理科、 
4関東中央病院代謝内分泌科

第 8回日本性差医学・医療学会学術集会 17



17：10－17：50 第1会場（西中）

■ポスターセッション2
座長：松田 昌子（山口大学）

循環器と性差

P2-1	 女性狭心症患者における自覚症状の検討
松田 昌子1、内田 萌子2、平山 香莉3、岡村 誉之4、名尾 朋子4

1山口大学附属病院　女性診療外来、2済生会下関総合病院検査部、3山口大学附属病院検査部、 
4山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学

P2-2	 心サルコイドーシスの臨床的特徴の性差に関する検討
青木 竜男
東北大学　循環器内科学

P2-3	 慢性心不全患者においてメタボリック症候群が予後に及ぼす影響と性差
但木 壯一郎1、坂田 泰彦1、福本 義弘3、三浦 俊郎4、門上 俊明5、代田 浩之6、北風 政史7、 
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、 
3久留米大学医学部心臓血管内科学、4JCHO徳山中央病院総合診療内科、 
5済生会二日市病院循環器内科、6順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学、 
7国立循環器病研究センター心臓内科学

P2-4	 心血管病患者における東日本大震災後の心的外傷後ストレス障害と性差	
－CHART-2研究からの報告－
小野瀬 剛生1、坂田 泰彦1、宮田 敏2、三浦 正暢1、但木 壮一郎1、牛込 亮一1、山内 毅1、 
佐藤 謙二郎1、高橋 潤1、後岡 広太郎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東北大学大学院　医学系研究科　循環器EBM開発学

P2-5	 女性の頸動脈プラーク形成に影響する受動喫煙歴は「成人前」より「成人後」が重要
である
近藤 奈々絵、佐藤 眞理子、柳堀 朗子、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

P2-6	 冠動脈疾患診断における冠動脈石灰化評価の意義に関する性差研究：NADESICO
研究

中尾 葉子1、東 将浩2、西村 邦宏3、筒井 裕之4、久保田 功5、吉村 道博6、宮田 昌明7、 
野口 輝夫8、宮本 恵宏2,3、友池 仁暢9、内藤 博昭10、NADESICO study group 
1国立循環器病研究センター　予防医学・疫学情報部、2国立循環器病研究センター 放射線部、 
3国立循環器病研究センター　循環器病統合情報センター、 
4北海道大学大学院医学研究科　循環病態内科学、5山形大学大学院医学研究科　内科学第一講座、 
6東京慈恵会医科大学　内科学講座 循環器内科、 
7鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心臓血管・高血圧内科学、 
8国立循環器病研究センター　心臓血管内科、9日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院、 
10国立循環器病研究センター
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P2-7	 植込み型除細動器患者のQuality	of	Lifeにおける性差

澤渡 浩之1、樗木 浩朗2、アニタ・ラハマワティ3、真茅 みゆき4、大塚 祐子5、仲井 盛6、 
宮園 真美7、橋口 暢子8、櫻田 春水6、向井 靖3、井上 修二朗3、砂川 賢二3、樗木 晶子8

1九州大学大学院医学研究院保健学部門、2保健医療経営大学、 
3九州大学大学院医学研究院循環器内科学、4北里大学看護学部、5東京都立広尾病院、 
6東京都保健医療公社大久保病院、7福岡県立大学看護学部、8九州大学大学院医学研究院保健学部門

17：10－17：50 第1会場（西中）

■ポスターセッション3
座長：加藤 剛志（徳島大学　産科婦人科学分野）

産婦人科

P3-1	 当院における若年性子宮体癌の妊孕性温存療法の検討
河北 貴子、炬口 恵理、阿部 彰子、吉田 加奈子、西村 正人、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

P3-2	 周閉経期における血中MCP-1とIl-8の動態に関する検討
毛山 薫、谷 杏奈²、松井 寿美佳1、加藤 剛志1、安井 敏之3、苛原 稔1

1徳島大学　産科婦人科学講座、2ベリタス病院、 
3徳島大学大学院　ヘルスバイオサイエンス研究部　生殖補助医療分野

P3-3	 卵巣摘出が中枢・末梢のストレス反応に与える影響
岩佐 武、松崎 利也、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

P3-4	 高度生殖医療（ART）における卵巣機能低下の指標としてのAMHとFSHの比較検討
山崎 幹雄1、桑原 章1、谷口 友香1、矢野 裕也1、山本 由理1、岩佐 武1、檜尾 健二2、 
松崎 利也1、苛原 稔1

1徳島大学産婦人科、2四国こどもとおとなの医療センター

P3-5	 当院における婦人科がん患者に対するホルモン補充療法施行の現状
加藤 剛志、毛山 薫、松井 寿美佳、苛原 稔
徳島大学　産科婦人科学分野

P3-6	 周閉経期女性におけるアディポネクチンの動態には、テストステロンが関与する
松井 寿美佳1、安井 敏之2、毛山 薫1、加藤 剛志1、上村 浩一3、苛原 稔1

1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、2生殖補助医療学分野、 
3予防医学分野

P3-7	 若年悪性腫瘍女性患者の妊孕性温存に対する意識調査
阿部 彰子1、西村 正人2、炬口 恵理2、河北 貴子2、谷口 友香2、山本 由里2、山崎 幹雄2、 
岩佐 武2、桑原 章2、松崎 利也2、苛原 稔2

1徳島大学　産婦人科、2徳島大学病院産婦人科
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