第4回学術集会

16:00〜17:30

「日本人における性差のエビデンスを求めて」
日時

（土） 9:30〜18:30
2007年2月10日
（日） 9:15〜15:05
2月11日

会場

コクヨホール

会長

山口

徹

東京都港区港南1-8-35

〈指定発言〉

TEL:03-3450-3712（代表）
TEL:03-3474-6092（学術集会期間中）
17:30〜18:30

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 院長

司会：山口
鄭

徹 先生（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
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）

「メタボリックシンドロームと肥満」

演者：山下

静也 先生（大阪大学大学院 医学系研究科内科学講座循環器内科学）

「冠動脈疾患二次予防とコレステロール」

木下

「冠動脈疾患と女性のコレステロール」

田中

裕幸 先生（医療法人ニコークリニック 内科・循環器科・皮膚科）

「急性心筋梗塞の危険因子」

河野

宏明 先生（熊本大学医学部附属病院 循環器内科）

「降圧薬の予後改善効果と性差」

苅尾

七臣 先生（自治医科大学 COE内科学講座循環器内科学部門）

9:00 〜 9:30

受

恵子 先生（千葉県衛生研究所）
靖博 先生（国家公務員共済組合連合会虎の門病院 内分泌センター）

懇親会〈会場：多目的ホール〉

18:30〜20:00

■ 開会の辞

第4回学術集会会長 山口

9:35 〜 9:45

■ 来賓挨拶

西山

9:45 〜10:45

■ 教育講演 1・2 「肝臓と性差」

徹 先生（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）

司会：池田

健次 先生（国家公務員共済組合連合会虎の門病院 肝臓科）

演者：森屋

恭爾 先生（東京大学医学部附属病院 感染制御部）

9:15 〜10:15

自己免疫性肝疾患における性差」 橋本

■ 教育講演 3・4 「くすりと性差」

10:15〜11:45

平島 奈津子 先生（昭和大学病院附属東病院 精神神経科）

「メランコリーと退行期うつ病」

濱田

「精神科薬物療法における性差への配慮」

坂元

上野

龍平 先生（東京大学医学部附属病院 薬剤部)
光一 先生（千葉大学大学院薬学研究院 高齢者薬剤学研究室）

司会：天野
矢崎

恵子 先生（千葉県衛生研究所）
義雄 先生（独立行政法人国立病院機構）

演者：川上

順子 先生（東京女子医科大学 第一生理学教室）

「女性医師再就職のサポートを目指して

（女性医師再教育センター設立）」

秀伯 先生（慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室）
薫 先生（東京女子医科大学 神経精神科）

昌洋 先生（国家公務員共済組合連合会虎の門病院 薬剤部）

■ シンポジウム 4 「女性医師の就労を考える」

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）

「女性とうつ病」

司会：林

薬物トランスポーターと性差」 演者：高田

司会：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）
坂元
薫 先生（東京女子医科大学 神経精神科）

「精神疾患の性差
-気分障害と不安障害を中心に-」

付

4. 「くすりと性差」

悦子 先生（東京女子医科大学大学院医学研究科 消化器内科学）

■ シンポジウム 1 「うつ病と性差」

受

3. 「薬の代謝と性差：

2. 「アルコール性・非アルコール性脂肪性肝疾患と

11:45〜12:45

「女性医師の勤務環境改善プロジェクトに取り組んできて」

山崎

麻美 先生（国立病院機構大阪医療センター）

「女性産婦人科医師の継続的就労への課題」

宮城

悦子 先生（横浜市立大学医学部 産婦人科）

「東北地方（福島県）の現状と問題点」

佐藤

章 先生（福島県立医科大学医学部産婦人科学講座）

■ ランチョンセミナー 3 「急性心筋梗塞に対する再灌流療法の進歩」
−女性の予後はどのように変わったか−

■ ランチョンセミナー 1「生活習慣の性差と動脈硬化に対する影響」
司会：宇井
演者：秋下
■ ランチョンセミナー 2「心不全と性差」

■ ポスターセッション

司会：河野
演者：石原

共催：持田製薬株式会社

進 先生（東京都済生会中央病院 循環器科）
雅弘 先生（東京大学大学院 医学系研究科加齢医学講座）

光章 先生（東京医科歯科大学附属病院 循環器内科）
伸一 先生（自治医科大学附属大宮医療センター 循環器科）

多目的ホール

14:00〜14:30

■総

14:30〜16:00

■ シンポジウム 2 「更年期障害と骨粗鬆症」

12:45〜13:30

■ ポスターセッション

13:30〜15:00

■ シンポジウム 5 「男性更年期障害の現状と将来」

会

博久 先生（山形大学医学部 発達生体防御学講座女性医学分野）
博明 先生（東京女子医科大学 産婦人科学教室）

「更年期障害におけるパラダイムシフト」
−更年期障害治療のポイント−

演者：高松

潔 先生（東京歯科大学市川総合病院 産婦人科）

望月

善子 先生（獨協医科大学 産科婦人科学教室）

「ライフステージに沿った
骨粗鬆症予防の必要性」

太田

博明 先生（東京女子医科大学 産婦人科学教室）

「骨粗鬆症性骨折発生リスクの性差」

萩野

15:00〜15:05

浩 先生（鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部）

共催：株式会社ツムラ

恵子 先生（千葉県衛生研究所）
孝和 先生（産業医科大学 医学部神経内科学［心療内科部門］）

多目的ホール

「泌尿器科の立場から：
男性ホルモンの有用性」

司会：倉智
太田

−日本における更年期障害のいま−

司会：天野
演者：岡

多目的ホール

共催：中外製薬株式会社

宏明 先生（熊本大学集中治療部）
正治 先生（広島市立広島市民病院 循環器科）

■ ランチョンセミナー 4「男性更年期障害に対する漢方療法」

共催：万有製薬株式会社
司会：磯部
演者：百村

多目的ホール

13:15〜14:00

＊懇親会費無料

2007年2月11日（日） 9:15〜15:05（受付開始：8:45〜）
8:45 〜 9:15

正徳 様（厚生労働省大臣官房 技術総括審議官）

1. 「ウイルス肝炎と性差」

12:15〜13:15

共催：帝人ファーマ株式会社

付

9:30 〜 9:35

10:45〜12:15

誠 先生（帝京大学 医学部内科学教室）

■ イブニングセミナー 〈アンチエイジングとしての骨粗鬆症治療〉
司会：天野
演者：竹内

2007年2月10日（土） 9:30〜18:30（受付開始：9:00〜） 終了後：懇親会開催

共催：ファイザー株式会社

■ シンポジウム 3 「心血管病の性差： 日本と欧米との差」

司会：石蔵
佐藤

文信 先生 （大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻医療技術科学分野機能診断科学講座）
嘉一 先生（医療法人三樹会病院 泌尿器科）

演者：安田

弥子 先生（帝京大学 医学部泌尿器科学講座）

「泌尿器科の立場から：
男性ホルモンの使用の問題点」

佐藤

嘉一 先生（医療法人三樹会病院 泌尿器科）

「心療内科の立場から：
男性更年期障害とうつ病の関連」

熊野

宏昭 先生（東京大学大学院 医学系研究科ストレス防御・心身医学）

「内科の立場から」

石蔵

文信 先生 （大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻医療技術科学分野機能診断科学講座）

■ 閉会の辞

■参加費 医師・教官：￥10,000 コメディカル・その他（企業・公官庁関係者など）：￥5,000
研修医・学生：無料 〈＊懇親会費無料〉
■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。■研究会ホームページ http://www.pin-japan.com/gender/
（3単位）
＊演題等につきましては、今後変更の可能性がございます。
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文信 先生 （大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻医療技術科学分野機能診断科学講座）
嘉一 先生（医療法人三樹会病院 泌尿器科）

演者：安田

弥子 先生（帝京大学 医学部泌尿器科学講座）

「泌尿器科の立場から：
男性ホルモンの使用の問題点」

佐藤

嘉一 先生（医療法人三樹会病院 泌尿器科）

「心療内科の立場から：
男性更年期障害とうつ病の関連」

熊野

宏昭 先生（東京大学大学院 医学系研究科ストレス防御・心身医学）

「内科の立場から」

石蔵

文信 先生 （大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻医療技術科学分野機能診断科学講座）

■ 閉会の辞

■参加費 医師・教官：￥10,000 コメディカル・その他（企業・公官庁関係者など）：￥5,000
研修医・学生：無料 〈＊懇親会費無料〉
■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。■研究会ホームページ http://www.pin-japan.com/gender/
（3単位）
＊演題等につきましては、今後変更の可能性がございます。

