
8 第 14 回日本性差医学・医療学会学術集会

プログラム1日目 2月6日（土）

9：10 ～ 9：40 第 1 会場

■基調講演　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：秋下 雅弘（東京大学大学院医学系研究科　加齢医学）

KL 循環器医療のダイバーシティー
野出 孝一
佐賀大学　医学部　内科学講座
　

9：50 ～ 10：20 第 1 会場

■教育講演 1　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：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）

EL1 女性医療の多様性を理解するために
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
　

10：30 ～ 11：00 第 1 会場

■教育講演 2　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：安田 聡（東北大学大学院医学系研究科　循環器内科学分野）

EL2 百寿者研究と性差
新井 康通
慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター
　

11：10 ～ 11：40 第 1 会場

■教育講演 3　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：尾崎 行男（藤田医科大学　岡崎医療センター　循環器内科）

EL3 COVID-19 と性差
山口 泰弘
自治医科大学附属さいたま医療センター　呼吸器内科
　

12：00 ～ 12：50 第 1 会場

■ランチョンセミナー 1　 LIVE  
座長：野出 孝一（佐賀大学　循環器内科）

LS1 CKD 診療における多面的な治療介入と血圧管理
田中 哲洋
東京大学腎臓・内分泌内科

共催：第一三共株式会社
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14：00 ～ 15：30 第 1 会場

■シンポジウム 1　少子化の理由とその対策　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：苛原 稔（徳島大学大学院　医歯薬学研究部）　　　　　
　　　片井 みゆき（政策研究大学院大学　保健管理センター）

S1-1 統計データでみる男と女
小林 盾
成蹊大学　文学部　現代社会学科
　

S1-2 産業保健分野における少子化対策
荒木 葉子
荒木労働衛生コンサルタント事務所
　

S1-3 現代社会における男性不妊症の現状
辻村 晃
順天堂大学　医学部　附属浦安病院　泌尿器科
　

S1-4 卵巣の加齢と生殖医療
安井 敏之
徳島大学大学院　生殖・更年期医療学分野
　

16：10 ～ 18：10 第 1 会場

■シンポジウム 2　発達障害の性差　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：加茂 登志子（若松町こころとひふのクリニック、日本 PCIT 研修センター）
　　　宮尾 益知（どんぐり発達クリニック）

S2-1 発達障害の総論と性差
金生 由紀子 1,2

東京大学　大学院医学系研究科　こころの発達医学分野 1、
東京大学　医学部　附属病院　こころの発達診療部 2

　

S2-2 性差の観点から考えた発達障害の診断と治療
宮尾 益知
どんぐり発達クリニック
　

S2-3  親子相互交流療法 Parent-Child Interaction Therapy(PCIT) の視点から見た　　　
発達障害と子育てと性差
加茂 登志子 1,2

若松町こころとひふのクリニック 1、日本 PCIT 研修センター 2

　

S2-4 発達障害者を含むカップルを対象とした心理臨床の現場で求められること
滝口 のぞみ 1,2,3

青山こころの相談室 1、青山学院大学 2、どんぐり発達クリニック 3
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18：20 ～ 19：10 第 1 会場

■イブニングセミナー 1　 LIVE

座長：高塩 理（昭和大学　精神医学講座）

ES1 女性特有のうつ－月経関連障害を中心に－
大坪 天平
東京女子医科大学東医療センター　精神科

共催：武田薬品工業株式会社 / ルンドベック・ジャパン株式会社
　

10：00 ～ 11：50 第 2 会場

■老年薬学会合同シンポジウム　薬物療法と性差　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：山浦 克典（慶應義塾大学　薬学部　医療薬学・社会連携センター　社会薬学部門）　　　　
　　　小島 太郎（東京大学大学院医学系研究科　加齢医学、東京大学 医学部 附属病院 老年病科）

JS-1 薬物療法・ポリファーマシーにおける性差
小島 太郎
東京大学　医学部　附属病院　老年病科
　

JS-2 薬物動態に影響する高齢者の生理学的変化と性差
佐藤 洋美 1、副島 呉竹 1,2、樋坂 章博 1 
千葉大学　大学院薬学研究院　臨床薬理学 1、ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社 2

　

JS-3 感染症と性差
松元 一明
慶應義塾大学　薬学部　薬効解析学講座
　

JS-4 性差によるヒト皮膚生理機能と薬物治療への影響
大井 一弥
鈴鹿医療科学大学　薬学部　臨床薬理学研究室
　

12：00 ～ 12：50 第 2 会場

■ランチョンセミナー 2　 LIVE  
座長：堀江 重郎（順天堂大学大学院医学研究科 泌尿器外科学）

LS2 周閉経期女性の不眠症とその治療～レンボレキサントの使用経験を含む～
平池 修
東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科

共催：エーザイ株式会社
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13：30 ～ 15：00 第 2 会場

■性差医学・医療認定講座　Part1　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：天野 惠子（財団法人野中東皓会静風荘病院）

N1-1 性差医学総論 －循環器内科医の立場から－
下川 宏明 1,2

国際医療福祉大学　大学院 1、東北大学大学院医学系研究科 2

　

N1-2 エストロゲンと一生～その多面作用～
大道 正英
大阪医科大学産婦人科学教室
　

N1-3 テストステロンと一生
堀江 重郎
順天堂大学大学院　医学研究科　泌尿器外科学
　

15：10 ～ 16：00 第 2 会場

■アフターヌーンセミナー 1　 LIVE  
座長：神﨑 恒一（杏林大学医学部高齢医学）

AS1 健康長寿とメディカルニュートリション
桜田 真己
医療法人社団桜友会　所沢ハートセンター

共催：アスタリール株式会社
　

16：10 ～ 18：10 第 2 会場

■性差医学・医療認定講座　Part2　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：下川 宏明（国際医療福祉大学大学院）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　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）

N2-1 女性外来から性差医療センターへ～性差を考慮した外来に求められること～
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
　

N2-2 メンズヘルス外来の実情
辻村 晃
順天堂大学　医学部　附属浦安病院　泌尿器科
　

N2-3 循環器疾患と性差
中川 幹子
大分大学　医学部　医学教育センター
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N2-4 脳神経疾患の性差について
井川 房夫
島根県立中央病院　脳神経外科
　

N2-5 消化器疾患における性差
谷合 麻紀子、徳重 克年
東京女子医科大学　消化器内科
　

N2-6 高齢者医療と性差
小川 純人
東京大学　大学院医学系研究科　老年病学
　

18：20 ～ 19：10 第 2 会場

■イブニングセミナー 2　 LIVE  
座長：下川 宏明（国際医療福祉大学大学院）

ES2 循環器診療の性差：出血リスクを考える
安田 聡
東北大学大学院医学系研究科循環器内科学分野

共催：バイエル薬品株式会社
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プログラム2日目 2月7日（日）

9：00 ～ 10：20 第 1 会場

■シンポジウム 3　サルコペニア・フレイル　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：伊東 昌子（放送大学 長崎学習センター）　　　　　
　　　小川 純人（東京大学大学院医学系研究科 老年病学）

S3-1 サルコペニア・フレイルとその診断
小川 純人
東京大学　大学院医学系研究科　老年病学
　

S3-2 サルコペニアと骨粗鬆症 - 筋・骨のクロストークと性差 -
伊東 昌子
放送大学　長崎学習センター
　

S3-3 フレイル・サルコペニアの性差と漢方
七尾 道子 1、孫 輔卿 1,2、秋下 雅弘 1 
東京大学　医学部　附属病院　老年病科 1、東京大学高齢社会総合研究機構 2

　

S3-4 フレイルの社会的側面における性差：閉じこもり，社会的孤立の実態から
山𥔎 幸子
文京学院大学　人間学部　心理学科
　

10：30 ～ 12：00 第 1 会場

■優秀演題候補口演　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：龍野 一郎（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）　　　　　　　
　　　井上 聡（東京都健康長寿医療センター研究所　老化機構研究チーム　システム加齢医学研究）

審査員：柴 信行（国際医療福祉大学病院　循環器センター）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
塩谷 昭子（川崎医科大学　消化管内科学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
橋本 正良（埼玉医科大学病院　総合診療内科）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
横田 仁子（東京女子医科大学　保健管理センター）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Y-1  生体内でコラーゲンを可視化する偏光測定 OCT を用いた冠動脈プラーク性状の　
性差に関する検討
大塚 憲一郎 1,2,3、Villiger Martin3、Nadkarni Seemantini3、Daemen Joost4、葭山 稔 1、
Bouma Brett3 
大阪市立大学　大学院医学研究科　循環器内科 1、医療法人藤井会　香芝生喜病院　循環器内科 2、
ハーバード大学　医学部　マサチューセッツ総合病院 3、
エラスムス大学　医療センター　インターベンショナルカーディオロジー 4

　

Y-2  非弁膜症性心房細動患者におけるエドキサバン内服下の抗 Xa 活性及び　　　　　
凝固マーカー動態の性差
小野 亮平 1、福島 賢一 2、高橋 秀尚 2、堀 泰彦 2、小林 欣夫 1

千葉大学医学部附属病院　循環器内科 1、松戸市立総合医療センター 2
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Y-3  入院高齢者の体組成・血液栄養状態と高齢者総合機能評価（CGA）の関連性および
その性差
澤田 実佳 1、窪田 直人 1、関根 里恵 1、矢可部 満隆 2、小島 太郎 2、亀山 祐美 2、宇佐美 慧 3、
小川 純人 2、秋下 雅弘 2 
東京大学　医学部　附属病院　病態栄養治療センター 1、東京大学　医学部　附属病院　老年病科 2、
東京大学　高大接続研究開発センター 3

　

Y-4 Coronary Plaque Burden に対する喫煙の影響：血管内超音波（IVUS）を用いた検討
橋本 羊輔 1、吉木 優 1、宮島 桂一 1、野村 佳広 1、坂口 英林 1、パトリック シェライシス 2、
尾崎 行男 1

藤田医科大学病院岡崎医療センター 1、エラスムス大学医療センター 2

　

Y-5 精巣摘出による筋量低下と炎症関連因子の発現上昇：マウスモデルを用いた検討
大浦 美弥 1、孫 輔卿 1,2、七尾 道子 1、小川 純人 1、秋下 雅弘 1

東京大学　医学部　附属病院　老年病科 1、東京大学　高齢社会総合研究機構 2

　

Y-6 敗血症性筋炎症に対するエストロゲンの作用
坂本 多穗、日比 千尋、竹下 舜也、黒川 洵子
静岡県立大学　薬学部　生体情報分子解析学分野
　

Y-7 卵巣摘出は大動脈瘤形成と局所炎症を促進する：マウスモデルを用いた検討
七尾 道子 1、孫 輔卿 1,2、豊島 弘一 1、大浦 美弥 1、小室 絢 1、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、東京大学高齢社会総合研究機構 2

　

12：10 ～ 13：00 第 1 会場

■ランチョンセミナー 3　 LIVE  
座長：大道 正英（大阪医科大学）

LS3 診察技術と問診と漢方薬の使い方　～三黄瀉心湯を軸に～
鶴田 統子
甲府共立病院　産婦人科

共催：株式会社ツムラ
　

13：10 ～ 13：40 第 1 会場

■教育講演 4　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：松田 昌子（山口大学医学部附属病院　女性診療外来）

EL4 これからの質の高い医療 - 標準化と多様性 -
安田 あゆ子
藤田医科大学病院　医療の質・安全対策部　医療の質管理室
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14：00 ～ 16：00 第 1 会場

■シンポジウム 4　老年医学の重要課題とその性差　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：大内 尉義（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院）
　　　森本 茂人（金沢医科大学 高齢医学科）　　　　　　

S4-1 老年医学と性差－オーバービュー
大内 尉義
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院
　

S4-2 認知症と性差
森本 茂人
金沢医科大学　認知症センター
　

S4-3 人生 100 年時代を元気で乗り切るために－ジェロントロジーと性差の視点から－
飯島 勝矢
東京大学 　高齢社会総合研究機構・未来ビジョン研究センター
　

S4-4 エンドオブライフと性差－倫理思想の観点から
会田 薫子
東京大学　大学院人文社会系研究科　死生学・応用倫理センター上廣講座
　

9：00 ～ 11：45 第 2 会場

■アカデミックキャリア委員会特別企画　各学会の取り組み　 LIVE  オンデマンド（後日）
座長：加藤 庸子（藤田医科大学ばんたね病院　脳神経外科）　　　　　
　　　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）

井川 房夫（島根県立中央病院　脳神経外科）　　　　　　　　　

AC-1 日本内科学会での取り組み
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
　

AC-2 消化器病学会における取り組み
谷合 麻紀子 1、橋本 悦子 2

東京女子医科大学　消化器内科 1、西武鉄道健康支援センター 2

　

AC-3  日本内分泌学会の男女共同参画の取り組み「JES-We-Can」について：    
10 年間（2019 年時点）の総括研究結果を中心に
片井 みゆき
政策研究大学院大学　保健管理センター・政策研究科
　

AC-4 日本循環器学会の取り組み
樗木 晶子
福岡歯科大学
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AC-5 脳外科学会での取り組み
前原 健寿 1,3、下川 尚子 2,3

東京医科歯科大学　脳神経外科 1、高木病院　脳神経外科 2、
日本脳神経外科学会男女共同参画検討委員会 3

　

AC-6 日本泌尿器科学会におけるダイバーシティ推進の取り組み
小林 知子
鴻仁会　岡山中央病院　泌尿器科
　

AC-7 日本老年医学会の取り組み～男女共同参画委員会からダイバーシテイ推進委員会へ～
宮尾 益理子 1,2

アットホーム表参道クリニック 1、東京大学大学院医学系研究科加齢医学 2

　

12：10 ～ 13：00 第 2 会場

■ランチョンセミナー 4　 LIVE  
座長：大内 尉義（虎の門病院）

LS4 高齢者の栄養管理－性差の視点で考える
葛谷 雅文
名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療学・老年科学

共催：アボットジャパン合同会社
　

13：10 ～ 14：00 第 2 会場

■アフターヌーンセミナー 2　 LIVE  
座長：苛原 稔（徳島大学大学院医歯薬学研究部）

AS2 更年期からのヘルスケア：プラセンタ療法の役割
小池 浩司
小池レディスクリニック

共催：株式会社日本生物製剤
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O-1 安定冠動脈疾患における冠動脈機能異常の性差についての検討
福井 健人 1、高橋 潤 1、須田 彬 1、菊地 翼 1、西宮 健介 1、神戸 茂雄 1、進藤 智彦 1、白戸 崇 1、
安田 聡 1、下川 宏明 1,2

東北大学　大学院　医学系研究科　循環器内科学分野 1、国際医療福祉大学　大学院 2

　

O-2 後期高齢者における誤嚥性肺炎の関連因子
大橋 美穂 1、青柳 陽一郎 2、舟橋 怜佑 3、田矢 理子 3、溝越 恵里子 3、蛭牟田 誠 1、本多 舞子 1、
山本 聖美 1、伊藤 百合子 1、渥美 雅子 4

藤田医科大学ばんたね病院　リハビリテーション部 1、
日本医科大学大学院医学研究科　リハビリテーション医学分野 2、
藤田医科大学　医学部　リハビリテーション医学 I 講座 3、藤田医科大学ばんたね病院　看護部 4

　

O-3 卵巣ホルモンが胆汁脂質分泌に与える影響についての検討
山崎 泰広、吉村 英憲、黒川 洵子 
静岡県立大学　薬学部　生体情報分子解析学分野
　

O-4 トルバプタン治療を経て妊娠、出産に至った ADPKD 症例の経験
河野 春奈、堀江 重郎、武藤 智 
順天堂大学大学院　医学研究科　泌尿器外科学講座
　

O-5  地域在住高齢者におけるフレイル発症の予測因子としての社会的要因の同定と　　
性差の検討－柏スタディー
田中 友規 1、呂 偉達 1,2、孫 輔卿 1,3、飯島 勝矢 1,3

東京大学　高齢社会総合研究機構 1、東京大学大学院　医学系研究科 2、
東京大学　未来ビジョン研究センター 3

　

O-6 性差と脂肪量に注目した産後うつとレプチンの関連についての検討
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

　

O-7 SRY 遺伝子改変マウスを用いた腎臓尿細管膜タンパク質の網羅的性差解析
黒川 洵子 1、橋口 丈晃 1、Pornparn Kongpracha2、Pattama Wiriyasermkul2、杉本 早穂 1、
永森 收志 2 
静岡県立大学　薬学部　生体情報分子解析学分野 1、東京慈恵会医科大学　臨床検査医学講座 2

　

O-8 QT 延長毒性におけるエストロゲン類の影響
杉本 真菜 1、杉本 真太朗 1、岡 貴之 2、Vorobyov Igor3、坂本 多穂 1、黒川 洵子 1 
静岡県立大学　薬学部　生体情報分子解析学 1、ナニオンテクノロジーズジャパン 2、
カリフォルニア大学デービス校 3

　

O-9 地域在住高齢者における、内服薬処方内容の性差について
濵谷 広頌、服部 ゆかり、小島 太郎、秋下 雅弘
東京大学　医学部　附属病院　老年病科
　

一般演題 オンデマンド配信
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O-10 胎生マウス冠血管の機能形態における雌雄差の解析
長沢 思音 1、児玉 昌美 2、西山 功一 3、有馬 勇一郎 3、坂本 多穗 1、黒川 洵子 1 
静岡県立大学　薬学部　生体情報分子解析学分野 1、東京大学　定量生命研 2、
熊本大学　国際先端医学研究機構 3


