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プログラム1日目･ 1月28日（土）

9：10-11：40� 第1会場

■特別シンポジウム　各診療科におけるシンポジウム
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）　　　　　　　

片岡 仁美（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）

特別シンポジウム-1	 		虚血性脳卒中と性差
稲桝 丈司1、加藤 庸子2

栃木県済生会宇都宮病院　脳神経外科1、藤田保健衛生大学坂文種報德會病院　脳神経外科2

特別シンポジウム-2	 		虚血性心疾患と性差
尾崎 行男、元山 貞子、奥村 雅徳、村松 崇、河合 秀樹、橋本 羊輔、大田 将也、永原 康臣、
石川 正人、皿井 正義
藤田保健衛生大学　循環器内科

特別シンポジウム-3	 		健康寿命における精査とは～内分泌代謝学の視点より～
鈴木 敦詞
藤田保健衛生大学医学部　内分泌・代謝内科学

特別シンポジウム-4	 		性差のある皮膚疾患について
矢上 晶子
藤田保健衛生大学　坂文種報德會病院　総合アレルギー科

特別シンポジウム-5	 		消化管疾患の性差
大宮 直木
藤田保健衛生大学医学部　消化管内科学

特別シンポジウム-6	 		骨粗鬆症における性差と椎体骨折後のADL低下や手術治療の現状に
ついて

加藤 慎一1、寺田 信樹1、山田 治基2

藤田保健衛生大学整形外科機能再建学1、藤田保健衛生大学整形外科2

特別シンポジウム-7	 		膠原病・リウマチ性疾患における性差について
深谷 修作、吉田 俊治
藤田保健衛生大学医学部　リウマチ・感染症内科

特別シンポジウム-8	 		家庭医からみた性差医療～生物社会心理モデルと家族志向のプライマ
リ・ケア～

日比野 将也
藤田保健衛生大学医学部　救急総合内科
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11：50-12：50� 第1会場

■ランチョンセミナー1
座長：藤井 多久磨（藤田保健衛生大学医学部　産婦人科）

LS1	 		最近の静脈血栓塞栓症の診断と治療～性差医学の観点も含めて～
中村 真潮
三重大学大学院循環器・腎臓内科学／村瀬病院

共催：第一三共株式会社

13：40-16：10� 第1会場

■スポンサードシンポジウム1　BasicResearchandEducationofGender
Medicine．性差医学の基礎研究と教育

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）　　
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）

第１部　��Basic�Research�on�Gender�Medicine�in�Cardiovascular�Medicine�
循環器疾患における性差の基礎研究

SS1-1	 		Basic	research	on	sex	differences	in	cardiovascular	disease
Vera Regitz-Zagrosek
Institute Gender in Medicine, Charité University Hospital, Berlin, Germany, DZHK, Berlin, Germany

SS1-2	 		薬剤性不整脈の発症性差に関わる分子メカニズム
黒川 洵子
静岡県立大学薬学部生体情報分子解析学

第２部　��Education�of�Gender�Medicine�at�Medical�Schools�
医学部における性差医学教育

SS1-3	 		Gender	in	Medical	Education	at	Charité	-	Universitätsmedizin	Berlin
Vera Regitz-Zagrosek
Institute Gender in Medicine, Charité University Hospital, Berlin, Germany, DZHK, Berlin, Germany

SS1-4	 		福島県立医科大学における性差医学と男女共同参画教育の取組み
小宮 ひろみ
福島県立医科大学附属病院　性差医療センター

SS1-5	 		日本における性差医学・医療教育の導入	
～次世代への継承として、信州大学医学部2003年からの取り組み～
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（信州大学特別講師兼任）

共催：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
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16：20-17：50� 第1会場

■シンポジウム1　女性と防災
座長：天野 惠子（静風荘病院）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

堂本 暁子（男女共同参画と災害・復興ネットワーク代表、前千葉県知事）

SY1-1	 		災害多発時代における“性差医療”
堂本 暁子
男女共同参画と災害・復興ネットワーク代表、前千葉県知事

SY1-2	 		熊本地震　何が起こり、何を行ったか
橋本 洋一郎
熊本市民病院神経内科・リハビリテーション科

18：00-18：20� 第1会場

■招待講演
座長：加藤 庸子（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院　脳神経外科）

	 		最近の女性活躍促進の動きと今後求められる取組みについて	
－性差医学・医療に期待すること
堀井 奈津子
愛知県副知事

9：10-10：40� 第2会場

■シンポジウム2　性差における競争心と公平感
座長：佐々木 ひと美（藤田保健衛生大学医学部　腎泌尿器外科講座）

SY2-1	 		性の分化の起源-性差から考える競争と協調
坂東 昌子
愛知大学名誉教授．NPO法人知的人材ネットワーク・あいんしゅたいん

SY2-2	 		家庭における男女の役割をめぐって	
女性が多い家庭での夫・妻、男性が多い家庭での夫・妻
中村 彰
ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ／オフィスなかむら

SY2-3	 		男性社会で働く男女
束村 博子
名古屋大学大学院生命農学研究科

SY2-4	 		女性社会で働く男女の競争心と公平性
前田 貴彦
三重県立看護大学　全国男性看護師会
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11：10-11：40� 第2会場

■教育講演1
座長：加藤 庸子（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院　脳神経外科）

EL1	 		女性医療職の離職を予防するために	
－女性医療職の環境、	処遇改善に関するアンケート調査より－
井川 房夫1、加藤 庸子2

広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　脳神経外科学1、
藤田保健衛生大学坂文種報德會病院　脳神経外科2

13:40-15:10� 第2会場

■スポンサードシンポジウム2　性差とQualityofDeath（QOD）
座長：東口 髙志（藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座）

SS2-1	 		よりよき死を迎えるための力～男性と女性どちらが持っている？～
月山 淑
和歌山県立医科大学附属病院　腫瘍センター・緩和ケアセンター

SS2-2	 		緩和ケアチームによるがん療養支援イメージ	
～男も女もその人らしく、ともに生ききるために
岡島 明子
総合上飯田第一病院

SS2-3	 		がん終末期患者のサルコペニアと性差
森 直治、東口 髙志
藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座

共催：ネスレ日本株式会社
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プログラム2日目･ 1月29日（日）

9：00-10：30� 第1会場

■シンポジウム3　循環器疾患における性差とその対応
座長：樗木 晶子（九州大学大学院医学研究院）

野出 孝一（佐賀大学医学部循環器内科）

SY3-1	 		不整脈診療に性差医療を活かす
中川 幹子1,2、江崎 かおり1、高橋 尚彦1

大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座1、医学教育センター2

SY3-2	 		冠循環機能異常における性差
髙橋 潤、須田 彬、下川 宏明
東北大学　循環器内科

SY3-3	 		熊本の地震―身近で起こったこと―
河野 宏明
熊本大学医学部循環器内科

SY3-4	 		男性ホルモンと冠血管疾患
小川 純人
東京大学大学院医学系研究科加齢医学

10：40-11：40� 第1会場

■優秀演題候補講演
座長：天野 惠子（静風荘病院）

O-1	 		女性において血清尿酸値は心房細動発症の独立した予測因子である
小島 聡子1、川添 晋1、窪薗 琢郎1、嘉川 亜希子1、吉福 士郎2、桶谷 直也1、宮原 広典2、
宮田 昌明1、前之原 茂穂2、大石 充1

鹿児島大学大学院心臓血管・高血圧内科学1、鹿児島県厚生連健康管理センター2

O-2	 		心筋梗塞患者の予後に対するスタチン治療の影響の男女差
及川 卓也1、坂田 泰彦1、後岡 広太郎1、小野瀬 剛生1、辻 薫菜子1、笠原 信太郎1、佐藤 雅之1、
白戸 崇1、宮田 敏2、下川 宏明1,2

東北大学大学院　循環器内科学1、東北大学大学院　循環器EBM開発学2

O-3	 		左室駆出率が慢性心不全患者のBNP値と予後との関連に及ぼす影響と性差：
CHART-2研究からの報告
笠原 信太郎1、坂田 泰彦1、後岡 広太郎1、小野瀬 剛生1、辻 薫菜子1、阿部 瑠璃1、及川 卓也1、
白戸 崇1、宮田 敏2、下川 宏明1,2

東北大学循環器内科学1、東北大学循環器EBM開発学2
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O-4	 		単一施設における肺高血圧症全臨床分類の長期予後の検討
神津 克也、杉村 宏一郎、青木 竜男、建部 俊介、山本 沙織、佐藤 遥、後岡 広太朗、
佐藤 公雄、宮田 敏、下川 宏明
東北大学　循環器内科学

O-5	 		冠攣縮性狭心症患者における冠微小血管機能障害の性差についての検討
須田 彬、高橋 潤、羽尾 清貴、菊地 翼、進藤 智彦、小松 真恭、小鷹 悠二、松本 泰治、
坂田 泰彦、下川 宏明
東北大学大学院循環器内科学

O-6	 		free	androgen	index	と内皮機能との関連	
-低用量エストロゲン･プロゲスチン製剤に注目して-
篠原 康一、二井 章太、若槻 明彦
愛知医科大学　産婦人科

O-7	 		軽度認知障害患者における大豆摂取と骨代謝の検討
軸丸 美香、佐々木 雄基、堀 大滋、片山 徹二、薮内 健一、仲田 崇、麻生 泰弘、花岡 拓哉、
木村 成志、松原 悦朗
大分大学医学部神経内科学講座

11：50-12：50� 第1会場

■ランチョンセミナー2
座長：片野 義明（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院　消化器内科）

LS2	 		超高齢社会の進展と患者中心の糖尿病治療
林 正幸
地域医療機能推進機構中京病院　内分泌・糖尿病内科、糖尿病センター

共催：武田薬品工業株式会社

13：30-14：00� 第1会場

■教育講演2
座長：井川 房夫（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　脳神経外科学）

EL2	 		加齢と認知症における性差の諸課題
武地 一
藤田保健衛生大学医学部　認知症・高齢診療科
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14：00-15：30� 第1会場

■シンポジウム4　女性医療従事者の健康
座長：伊東 昌子（長崎大学ダイバーシティ推進センター）

SY4-1	 		医療従事者における燃え尽き症候群とワークライフバランス
伊東 昌子
長崎大学ダイバーシティ推進センター

SY4-2	 		更年期を乗り越える働き方
清田 真由美
春日クリニック

SY4-3	 		働く女性の心の健康
内藤 宏
藤田保健衛生大学医学部　精神神経科学講座

10：40-11：40� 第2会場

■パネルディスカッション　栄養と性差医学

PD-1	 		高齢者の肺炎予防効果と性差について考える
東口 髙志
藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座

PD-2	 		脳卒中の栄養管理における性差医学
三原 千惠
医療法人信愛会　日比野病院　脳ドック室・NST

11：50-12：50� 第2会場

■ランチョンセミナー3
座長：塩川 芳昭（杏林大学医学部　脳神経外科）

LS3-1	 		脳神経外科救急医療における性差について
黒岩 敏彦、川端 信司
大阪医科大学　脳神経外科

LS3-2	 		全国医学部における男女共同参画推進センターの活動調査
周郷 延雄
東邦大学医学部医学科脳神経外科学講座(大森)

共催：サンエー精工株式会社
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14：00-15：30� 第2会場

■シンポジウム5　医師のWLB～医療人にとってイクボスとはどうあるべきか
座長：蓮沼 直子（秋田大学医学部総合地域医療推進学講座／秋田大学医学部附属病院皮膚科）

SY5-1	 		女性医師のワークライフバランスの現状　－政策の視点から－
米本 倉基
藤田保健衛生大学医療科学部医療経営学

SY5-2	 		医療の現場における「イクボス」の重要性
蓮沼 直子
秋田大学医学部総合地域医療推進学講座／秋田大学医学部附属病院皮膚科

SY5-3	 		イクボス　日本産科婦人科学会の取り組み
木戸 道子
日本赤十字社医療センター　産婦人科

13：00-13：20� ポスター会場

■一般演題　ポスター発表

P-1	 		雌ラットにおいてテストステロンが体重・摂食量・脂肪量に与える影響はエストロ
ゲン環境により変化する
岩佐 武、松崎 利也、矢野 清人、Yiliyasi Maira，苛原 稔
徳島大学大学院医歯薬学研究部産科婦人科学分野

P-2	 		Influence	of	gender	on	the	sleep-disordered	breathing-related	signs	and	symptoms	
in	people	with	Down	syndrome
Anita Rahmawati1，樗木 晶子1、大草 知子2、黒田 裕美1、澤渡 浩之1、橋口 暢子1、安藤 眞一3

九州大学大学院医学研究院保健学部門1 
九州大学病院　きらめきプロジェクトキャリア支援センター2、九州大学病院睡眠時無呼吸センター3

P-3	 		NDBレセプト情報オープンデータにみる薬剤提供実態の男女差
上野 光一1、佐藤 洋美2

千葉大学予防医学センター1、千葉大学大学院薬学研究院2

P-4	 		慢性心不全患者の左室駆出率の経時変化と性差	-	CHART-2研究からの報告	-
辻 薫菜子、坂田 泰彦、後岡 広太郎、三浦 正暢、小野瀬 剛生、及川 卓也、笠原 信太郎、
白戸 崇、宮田 敏、下川 宏明
東北大学　循環器内科学



第10回日本性差医学・医療学会学術集会� 21

P-5	 		先天性心疾患のひとつである単心室における性差の検討
姜 旻廷1、Anita Rahmawati1，山崎 啓子1,2、新原 亮史1,3、藤田 香奈恵1、坂本 一郎3、
山村 健一郎3、樗木 浩朗4、筒井 裕之3、樗木 晶子1

九州大学大学院医学研究院保健学部門1、地域医療機能推進機構九州病院2 
九州大学病院3、保健医療経営大学4

P-6	 		一般住民における心房細動発症の性差に関する検討	
―栃木県保健衛生事業団からの報告―
高田 剛史1、武田 守彦1、佐竹 洋之1、斎藤 大樹1、兼光 伯法1、柴 信行1、白河 千秋2、植木 恵二2

国際医療福祉大学病院1、栃木県保健衛生事業団2

P-7	 		高齢心筋梗塞患者の患者背景と院内死亡率における性差についての検討
崔 元吉、羽尾 清貴、高橋 潤、宮田 敏、進藤 智彦、菊地 翼、松本 泰治、坂田 泰彦、下川 宏明
東北大学　循環器内科学分野

P-8	 		心房細動患者の病期による左心耳血流速度低下予測因子の性差に関する検討
三木 景太、福田 浩二、中野 誠、長谷部 雄飛、平野 道基、木村 義隆、千葉 貴彦、
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