
プログラム1日目 1月18日（土）

9：10〜 9：40� 第１会場　５F「大会議室３」

■理事長講演

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）

PL 循環器領域における性差医学・医療の進歩
下川 宏明
東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学

9：50〜 10：20� 第１会場　５F「大会議室３」

■基調講演

座長：安田 聡（国立研究開発法人　国立循環器病研究センター　心臓血管内科）

KL 健康寿命の性差を考える
秋下 雅弘
東京大学大学院医学系研究科老年病学

10：30〜 11：00� 第１会場　５F「大会議室３」

■教育講演１

座長：松田 昌子（山口大学医学部附属病院　女性診療外来）

EL-1 X、Y 染色体と Lyon 仮説
河野 宏明
熊本大学大学院生命科学研究部環境社会医学部門

11：10〜 11：40� 第１会場　５F「大会議室３」

■教育講演２

座長：尾崎 行男（藤田医科大学　循環器内科）

EL-2 アカデミックキャリアにおける「多様性の尊重」と「生産性」を意識した働き方
伊東 昌子
放送大学　長崎学習センター
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11：50〜 12：50� 第１会場　５F「大会議室３」

■ランチョンセミナー１

座長：野出 孝一（佐賀大学医学部内科学講座）

LS1 心房細動の管理～ Pitfall を識る
甲斐 久史
久留米大学医療センター　循環器内科

共催：バイエル薬品株式会社

13：40〜 15：10� 第１会場　５F「大会議室３」

■シンポジウム１　性差と消化器疾患

座長：塩谷 昭子（川崎医科大学　消化管内科学）　　　　　　　　　　
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）
鳥村 拓司（久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門）　

SY1-1 非アルコール性脂肪性肝疾患・非アルコール性脂肪肝炎における性差
江口 有一郎
佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター

SY1-2 膵腫瘍における性差の検討
根引 浩子
大阪市立総合医療センター消化器内科

SY1-3 機能性消化管疾患における性差
塩谷 昭子
川崎医科大学　消化管内科学

SY1-4 炎症性腸疾患合併妊娠の実際
吉岡 慎一郎	1,2、山内 亨介	1,2、光山 慶一	1,2、鳥村 拓司	１

久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門	1、久留米大学病院炎症性腸疾患センター	2
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15：20〜 16：10� 第１会場　５F「大会議室３」

■コメディカルダイバーシティセッション　コメディカルのダイバーシティを考える

座長：梅木 道（久留米大学病院　高度救命救急センター）

CDS-1 役に立つ人材であり続けるために～多様性を求めて臨笑工学技士に～
大塚 紹
杉循環器科内科病院　医療機器管理室

CDS-2 女性救急救命士のライフワークバランス実現を目指して
田中 聖子
久留米広域消防本部　救急防災課

CDS-3  ダイバーシティの実現に向けた「性差の理解」の必要性 
―教育的観点からの課題と展望―
永野 忍
九州医療スポーツ専門学校　理学療法学科／明星大学通信制大学院教育学研究科教育学専攻

16：20〜 17：50� 第１会場　５F「大会議室３」

■シンポジウム２　周産期における循環器疾患

座長：中川 幹子（大分大学医学部　医学教育センター）　　
小宮 ひろみ（福島県立医科大学　性差医療センター）

SY2-1 先天性心疾患女性の周産期管理と産後ケア
日高 庸博
九州大学病院総合周産期母子医療センター

SY2-2 周産期における不整脈の管理
中川 幹子
大分大学医学部　医学教育センター

SY2-3 周産期の下肢静脈血栓症
小島 聡子
鹿児島大学医学部　心臓血管・高血圧内科学

SY2-4 周産期心筋症：久留米大学病院の症例を通して
森川 渚
久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門
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13：40〜 15：00� 第２会場　５F「大会議室２」

■セッション「世代を超え、令和へ受け継ぐ性差・女性医療」

座長：天野 惠子（財団法人野中東晧会　静風荘病院）　　　　　　　　　
福本 義弘（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

S-1 性差医療の過去、現在、そして未来：Practice から AMED プロジェクトへ
片井 みゆき
東京女子医科大学　総合診療科／女性科（女性内科）

S-2 女性の視点による組織運営モデル
藤井 美穂
社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院　女性総合診療センター

15：20〜 16：10� 第２会場　５F「大会議室２」

■スポンサードシンポジウム

座長：大内田 昌直（地方独立行政法人　筑後市立病院）

SS-1 高度救命救急センターにおける頻脈性不整脈の治療
堀 賢介
久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門／久留米大学　高度救命救急センターCCU

SS-2 心不全急性期・慢性期における治療戦略
馬渡 一寿
久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門

共催：小野薬品工業株式会社
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14：00〜 15：10� ポスター会場　５F「大会議室１」

■一般演題　ポスター発表１

座長：後岡 広太郎（東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学）
足達 寿（久留米大学医学部　地域医療連携講座）　　　　　

P1-1 産婦とそのパートナーにおける産後うつと背景因子の検討
菅野 亜矢	1,2、山口 明子	2、小野 美穂	2、小宮 ひろみ	1,2、藤森 敬也	2

福島県立医科大学付属病院　性差医療センター	1、福島県立医科大学　産科婦人科学講座	2

P1-2 乳がん患者における化学療法前後のマルチモダリティを用いた心機能評価
杉村 宏一郎	1、照井 洋輔	1、大田 英揮	2、多田 寛	3、佐藤 遥	1、後岡 広太郎	1、石田 孝宣	3、
高瀬 圭	2、下川 宏明	1

東北大学　循環器内科学	1、東北大学　放射線診断学	2、東北大学　乳腺内分泌外科学	3

P1-3 骨格筋の敗血症性炎症反応における17βエストラジオールの作用
坂本 多穗、桑原 泰斗、日比 千尋、黒川 洵子
静岡県立大学　薬学部　生体情報分子解析学分野

P1-4 地域一般住民における血中および便中 Chitinase 3-like 1の性差に関する疫学的検討
深水 亜子	1、足達 寿	1,2、榎本 美佳	1、中村 佐知子	1、野原 夢	1、阪上 暁子	1、濱村 仁士	1、
豊増 謙太	1、山本 麻紀	1、福本 義弘	1

久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門	1、久留米大学医学部　地域医療連携講座	2

P1-5 失神発作があり Brugada 型心電図所見を有した40代男性２症例
森田 浩介、打和 大幹、日野 昭宏、大坪 仁
済生会日田病院

P1-6  一般住民検診における認知機能とデヒドロエピアンドロステロン値の男女別での検討：
田主丸検診から
榎本 美佳	1、足達 寿	1,2、深水 亜子	1、野原 夢	1、阪上 暁子	1、濱村 仁士	1、豊増 謙太	1、
山本 麻紀	1、福本 義弘	1

久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門	1、久留米大学医学部　地域医療連携講座	2

P1-7 職域世代における心房細動発症予測因子の性差
五十嵐 侑	1、後岡 広太郎	2、玉井 ときわ	1、大河内 眞也	1、色川 俊也	1、小川 浩正	1、林 秀華	2、
藤橋 敬英	2、青柳 肇	2、山中 信介	2、白戸 崇	2、宮田 敏	2、坂田 泰彦	2、山田 章吾	3	、黒澤 一	1、
下川 宏明	2

東北大学大学院医学系研究科産業医学分野	1、東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野	2、
杜の都産業保健会	3
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プログラム2日目 1月19日（日）

9：00〜 10：15� 第１会場　５F「大会議室３」

■シンポジウム３　性差と中高年循環器疾患

座長：坂田 泰彦（東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学）　　　　　　　　　　　　　　
嘉川 亜希子（医療法人腎愛会　上山病院／鹿児島大学医学部　心臓血管・高血圧内科学）

SY3-1  高齢急性心筋梗塞患者に対するプライマリー冠動脈インターベンション治療における
性差
高橋 潤、佐藤 公一、羽尾 清貴、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

SY3-2 日本人の慢性心不全における性差：CHART-2研究より
後岡 広太郎、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

SY3-3 たこつぼ症候群の性差について
村上 力
東海大学医学部循環器内科

SY3-4 肺高血圧症と性ホルモン
阿部 弘太郎
九州大学循環器内科
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10：20〜 11：50� 第１会場　５F「大会議室３」

■優秀演題候補口演

座長：松田 昌子（山口大学医学部附属病院　女性診療外来）　　　　　　
下川 宏明（東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学）　　　　

審査員：田中 裕幸（医療法人　ニコークリニック内科・循環器科・皮膚科）
小林 範子（北海道大学病院婦人科）　　　　　　　　　　　　　　
横田 仁子（東京女子医科大学　保健管理センター学生健康管理室）

O-1 慢性心不全患者における尿酸値と予後の性差 ―CHART-2研究―
藤橋 敬英	1、坂田 泰彦	1,2、後岡 広太郎	1,2、青柳 肇	1、山中 信介	1、林 秀華	1、白戸 崇	1、
杉村 宏一郎	1、高橋 潤	1、宮田 敏	3、下川 宏明	1,2,3

東北大学循環器内科学	1、東北大学ビッグデータメディシンセンター	2、東北大学循環器EBM開発学	3

O-2  ラット視床下部・下垂体におけるオキシトシンおよびバゾプレッシン動態の性差に
ついて
西村 和朗	1,2、馬場 一彦	1、眞田 賢哉	1、秋山 泰樹	1、西村 春来	1、田中 健太郎	1、園田 里美	1、
上野 啓通	1、吉村 充弘	1、丸山 崇	1、吉野 潔	2、上田 陽一	1

産業医科大学医学部第1生理学	1、産業医科大学医学部産科婦人科学	2

O-3 慢性心不全患者における突然死発症と予後規定因子の性差についての検討
林 秀華	1、坂田 泰彦	1,2、後岡 広太郎	1,2、青柳 肇	1、山中 信介	1、藤橋 敬英	1、白戸 崇	1、
中野 誠	1、杉村 宏一郎	1、高橋 潤	1、宮田 敏	3、下川 宏明	1,2,3

東北大学循環器内科学	1、東北大学ビッグデータメディシンセンター	2、
東北大学循環器EBM開発学寄附講座	3

O-4 地域在住高齢者におけるテストステロンとフレイルの関連性
松下 一仁	1、栗田 宜明	2、堀江 重郎	1

順天堂大学大学院医学研究科　泌尿器外科学	1、福島県立医科大学附属病院　臨床研究教育推進部	2

O-5  左室駆出率が保たれた心不全患者における BMI の関与と性差 ―CHART-2研究か
らの報告―
山中 信介	1、坂田 泰彦	1,2、後岡 広太郎	1,2、青柳 肇	1、藤橋 敬英	1、林 秀華	1、白戸 崇	1、
杉村 宏一郎	1、高橋 潤	1、宮田 敏	1,3、下川 宏明	1,2,3

東北大学循環器内科学	1、東北大学ビッグデータメディシンセンター	2、東北大学循環器EBM開発学	3

O-6  薬物誘発性心室性不整脈の発症リスクに対する経口避妊薬含有合成エストロゲンの
影響
黒川 洵子	1、杉本 真太朗	1、田村 文弥	2、岩崎 菜々美	1、家田 真樹	3、Igor Vorobyo	4、
坂本 多穗	1

静岡県立大学薬学部	1、慶應義塾大学医学部	2、筑波大学医学部	3、カリフォルニア大学デービス校	4

O-7  心房細動患者における抗凝固薬・抗血小板薬併用の有効性と安全性に関する性差の
検討
白戸 崇	1、坂田 泰彦	1,2、後岡 広太郎	1,2、青柳 肇	1、山中 信介	1、藤橋 敬英	1、林 秀華	1、
杉村 宏一郎	1、高橋 潤	1、宮田 敏	3、下川 宏明	1,2,3

東北大学循環器内科学	1、東北大学ビッグデータメディシンセンター	2、東北大学循環器EBM開発学	3

プログラム2日目 1月19日（日）
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O-8  冠動脈閉塞を伴わない心筋梗塞（MINOCA）患者の性差についての検討 ―宮城県
AMI 登録研究―
羽尾 清貴、高橋 潤、佐藤 公一、須田 彬、進藤 智彦、神戸 茂雄、西宮 健介、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

O-9  本邦における目撃のある院外心停止患者に対する市民・救急隊による救命処置施行
率の性差とその経年的変化
市原 慎也	1、平山 敦士	1,2、川越 康仁	1、田原 良雄	1、野口 暉夫	1、安田 聡	1、西村 邦宏	1、
米本 直裕	3、野々木 宏	3、長尾 建	3、池田 隆徳	3、佐藤 直樹	3、筒井 裕之	3

国立循環器病研究センター	1、大阪大学医学系研究科	社会医学講座	公衆衛生学教室	2、
日本循環器学会蘇生科学検討会（JCS-ReSS	study	group）	3

12：00〜 13：00� 第1会場　5F「大会議室3」

■ランチョンセミナー2

座長：髙田 晃男（朝倉医師会病院）

LS2 肝疾患におけるサルコペニアと栄養・運動療法～性差含めて～
川口 巧
久留米大学医学部　内科学講座　消化器内科部門

共催：大塚製薬株式会社

13：10〜 13：40� 第１会場　５F「大会議室３」

■教育講演３

座長：柴 信行（国際医療福祉大学病院循環器センター）

EL-3 医療人としての男女共同参画：長い人生を見据えた戦略を
石蔵 文信
大阪大学　人間科学研究科未来共創センター
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13：40〜 14：10� 第１会場　５F「大会議室３」

■教育講演４

座長：天野 惠子（財団法人野中東晧会　静風荘病院）

EL-4  男女更年期外来診療時に必要な問診、検査：および取得しておくことが望ましい認
定医・専門医資格
佐久間 一郎
社会医療法人社団カレスサッポロ　北光記念クリニック

14：10〜 15：40� 第１会場　５F「大会議室３」

■日本母性内科学会共同企画　合併症妊娠

座長：村島 温子（日本母性内科学会　理事長／国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター／妊娠と薬情報センター）
宮尾 益理子（アットホーム表参道クリニック）

JS-1 合併症妊娠の現状と課題：気管支喘息
駒瀬 裕子
聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院　呼吸器内科

JS-2 神経疾患合併妊娠症：免疫性神経疾患における現状と課題
清水 優子
東京女子医科大学　脳神経内科

JS-3 妊娠前から妊娠中、産後における、膠原病疾患合併妊娠の治療と管理
金子 佳代子
国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター　母性内科

JS-4 妊娠と肺動脈性肺高血圧症
平方 佐季
久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門

第13回日本性差医学・医療学会学術集会20



9：00〜 11：30� 第２会場　５F「大会議室２」

■アカデミックキャリア委員会特別企画　働き方改革と共存する男女共同参画医療

　　　　　座長：加藤 庸子（藤田医科大学　ばんたね病院　脳神経外科）
　　　　　　　　福本 義弘（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）
　　　　　　　　井川 房夫（島根県立中央病院　脳神経外科）
コメンテーター：片井 みゆき（東京女子医科大学　総合診療科／女性科（女性内科））
　　　　　　　　下川 尚子（高邦会高木病院　脳神経外科）
　　　　　　　　小宮 ひろみ（福島県立医科大学　性差医療センター　漢方内科／産婦人科／男女共同参画支援室）

AC-1 働き方改革と女性医師のキャリア支援
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

AC-2 急性期脳卒中治療にかかわる女性医師の在り方
森岡 基浩
久留米大学医学部　脳神経外科

AC-3 筑波大学附属病院における女性医師キャリアサポート体制について
松村 明	1、瀬尾 恵美子	2、小川 良子	2、沼尻 晴子	2

筑波大学医学医療系脳神経外科	1、筑波大学附属病院総合臨床教育センター	2

AC-4 急性期診療においてワークライフバランスは実現可能か
大塚 麻樹
久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門／久留米大学　高度救命救急センター

AC-5 医師の働き方改革の進め方と同時に男性の意識改革を！
石蔵 文信
大阪大学　人間科学研究科未来共創センター

AC-6 医師の働き方改革の取り組みについて
松浦 祐史
厚生労働省医政局医事課

14：30〜 15：30� 第２会場　５F「大会議室２」

■GID学会共同企画

座長：守屋 普久子（久留米大学医学部病理学講座（久留米大学病院元気プロジェクト委員会））

GS LGBT/SOGI と医療
中塚 幹也
GID（性同一性障害）学会　理事長／岡山大学大学院保健学研究科／岡山大学ジェンダークリニック
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14：20〜 15：20� ポスター会場　５F「大会議室１」

■一般演題　ポスター発表２

座長：横山 晋二（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）
清田 真由美（春日クリニック内科）　　　　　　　　　　　　　　

P2-1 若手女性脳神経外科医による CEA 連続15例の治療成績
藤森 香奈	1、岡本 右滋	1、杉 圭祐	1、宮城 尚久	1、梶原 収功	1、青木 孝親	2、森岡 基浩	3

済生会八幡総合病院	1、一ノ宮脳神経外科	2、久留米大学病院脳神経外科学講座	3

P2-2 医療系女子学生における月経前症候群に関連する因子の検討
中村 夕樹	1、福島 敬子	2、横田 仁子	2、内田 啓子	2

東京女子医科大学医学部	1、東京女子医科大学保健管理センター学生健康管理室	2

P2-3 年齢別にみた IMT に対するリスク因子の男女比較
小島 聡子、窪薗 琢朗、川添 晋、川畑 孟子、嘉川 亜希子、大石 充
鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学

P2-4  閉塞性睡眠時無呼吸患者における CPAP アドヒアランスの性差に関する影響要因の
検討
藤田 香奈恵	1、西坂 麻里	2、姜 旻廷	1、安藤 眞一	3、樗木 晶子	1

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	2、
九州大学病院睡眠時無呼吸センター	3

P2-5 見た目年齢と認知機能の相関における性差
亀山 祐美	1、亀山 征史	2、小島 太郎	1、石井 正紀	1、矢可部 満隆	1、木棚 究	1、宮尾 益理子	3、
浦野 友彦	4、小川 純人	1、秋下 雅弘	1

東京大学大学院医学系研究科　加齢医学講座	1、東京都健康長寿医療センター　放射線診断科	2、
アットホーム表参道クリニック	3、国際福祉医療大学　老年医学	4

P2-6 一般住民を対象とした血清 PCSK9値および血清 Lp（a）値の性差の検討
濱村 仁士	1、足達 寿	1,2、榎本 美佳	1、深水 亜子	1、中村 佐知子	1、野原 夢	1、阪上 暁子	1、
豊増 謙太	1、山本 麻紀	1、福本 義弘	1

久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門	1、久留米大学医学部　地域医療連携講座	2
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