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第34回日本女性医学学会学術集会 日程表
第1日 11月2日(土) ヒルトン福岡シーホーク

第 1会場 第 2会場 第 3会場

1F アルゴスE・F 1F ナビスB・C 1F ナビスA

8：30〜10：30
シンポジウム 1

｢総排泄腔遺残症管理への産婦人科の役割（周産期，
小児科，小児外科，泌尿器科，産婦人科などの

多職種連携）」
座長：大須賀穣 江頭活子
演者：城戸 咲

木下義晶
位田 忍
浅沼 宏

8：30〜10：30
第 30 回産婦人科骨粗鬆症研究会

開会の挨拶 久保田俊郎
｢アンケート調査結果報告」牧田和也
特別講演「骨粗鬆症治療温故知新」
座長：倉林 工 演者：馬渡太郎

ワークショップ「女性の内分泌療法と骨管理」
座長：岡野浩哉 寺内公一
オーバービュー 茶木 修

症例提示 演者：藤野敬史 安井敏之 �口 毅
閉会の挨拶

共催：産婦人科骨粗鬆症研究会/中外製薬株式会社

8：30〜8：58 一般演題（口演）
｢骨盤臓器脱 1｣ 座長：佐々木浩

8：58〜9：26 一般演題（口演）
｢骨盤臓器脱 2｣ 座長：西ヶ谷順子

9：26〜9：54 一般演題（口演）
｢骨盤臓器脱 3｣ 座長：石谷 健

9：54〜10：29 一般演題（口演）
｢治療｣ 座長：五十嵐豪

10：30〜11：30
特別講演

｢PPIUD-A Global Opportunity to Address
Unmet Need for Contraception｣
座長：木村 正 演者：Anita Makins

10：29〜10：57 一般演題（口演）
｢悪性腫瘍・癌検診 1｣ 座長：澤田健二郎

10：57〜11：25 一般演題（口演）
｢悪性腫瘍・癌検診 2｣ 座長：平池 修

12：20〜13：20
ランチョンセミナー 1

｢エクオール含有食品」は安全か？
座長：加藤聖子 演者：髙松 潔 加藤聖子
共催：大塚製薬株式会社

ニュートラシューティカルズ事業部

12：20〜13：20
ランチョンセミナー 2

女性の下腹部痛マネジメント
〜月経困難症と消化器症状を含めて〜
座長：百枝幹雄 演者：平池 修
共催：持田製薬株式会社

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 3
生殖ライフサイクルから少子化を考える
―「魅力」，妊孕性，健康との関わり―

座長：矢野 哲
演者：楢原久司

共催：株式会社資生堂／富士製薬工業株式会社

13：30〜14：30
招請講演

｢女性医療職をとりまく今日的政策課題」
座長：水沼英樹 演者：自見はなこ

14：50〜15：50
専門医共通講習 1（感染対策）
｢感染制御からみた婦人科診療」
座長：大道正英 演者：下野信行

【第 1会場中継】
専門医共通講習 1

15：50〜17：50
NPO法人 HAP企画 ECP（緊急避妊ピル）に

ついて考えるセッション
〜ECP（緊急避妊ピル）の流通・適正使用の
あり方について，正しい情報を共有する〜

座長：野崎雅裕 宮原富士子
演者：野崎雅裕 北村邦夫

植田 啓 矢迫正幸
宮原富士子

※
16：00〜18：00
シンポジウム 2

基調講演「日本における性犯罪の現状」
座長：吉村𣳾典 演者：池田典昭

｢Sexual Reproductive Health in Asia
JMWH-JSOG-AOFOG Joint Symposium」

座長：Anita Makins 加藤聖子
演者：加藤治子 種部恭子

Shaikh Zinnat Ara Nasreen
パネリスト：Rowshan Ara Begum

※単位は退出時に付与．20頁参照．

16：30〜17：00 教育講演 1
｢卵母細胞が長生きするしくみ〜マウスの知見から〜」

座長：楢原久司 演者：林 克彦

17：00〜17：30 教育講演 2
｢大気汚染と女性医学〜周産期影響に着目して〜｣

座長：鮫島 浩 演者：諸隈誠一

17：30〜18：00 教育講演 3
｢胎児診断から小児そして思春期・成人への移行期医療」

座長：倉智博久 演者：田口智章
17：50〜19：10

イブニングセミナー 1
｢LEP連続投与と女性の活躍推進」

座長：大須賀穣
｢LEP連続投与と女性の健康活躍推進を
エビデンスからみる」演者：平池 修
｢女性の健康と活躍を推進するために

―LEP連続投与製剤の活用―」演者：対馬ルリ子
共催：バイエル薬品株式会社

18：10〜19：10
社員総会

18：10〜19：00 イブニングセミナー 2
乳類・MBPによる女性のフレイル対策

〜生活機能維持のために〜
座長：野崎雅裕 演者：太田博明
共催：雪印メグミルク株式会社
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第 4会場 ポスター会場 展示会場 中継会場
関連会議

1F アルゴスB 1F アルゴスC・D 3F 瑶（よう）

7：00〜8：00
第 1 回理事会
3F「ボードルーム」

8：00〜10：30
ポスター掲示

お
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様
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方
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8：30〜9：30
一般演題（口演）
｢優秀演題賞候補 1」
座長：矢野 哲

寺内公一

8：30〜18：30
企業展示

8：30〜
10：30
シンポ
ジウム 19：30〜10：30

一般演題（口演）
｢優秀演題賞候補 2」
座長：森重健一郎

明樂重夫

10：30〜10：51 一般演題（口演）
｢周産期｣ 座長：金井雄二

10：30〜11：40
ポスター閲覧

10：51〜11：12 一般演題（口演）
｢栄養｣ 座長：千場直美

11：00〜11：50
優秀演題賞
選考委員会
1F「樫」

11：12〜11：40 一般演題（口演）
｢OC・LEP｣ 座長：西尾永司

11：40〜12：10
フリーディス
カッション

12：10〜18：25
ポスター閲覧

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 4
HRTの始め方，続け方，止め方
〜臨床現場の疑問に答える〜

座長：寺内公一
演者：岡野浩哉

共催：久光製薬株式会社

14：30〜15：05 一般演題（口演）
｢更年期｣ 座長：橋本和法

14：50〜
15：50
専門医
共通講習 1

15：05〜15：40 一般演題（口演）
｢HRT｣ 座長：小川真里子

15：40〜16：15 一般演題（口演）
｢骨粗鬆症｣ 座長：牧田和也

※

16：00〜
18：00
シンポ
ジウム 2

16：15〜16：43 一般演題（口演）
｢月経異常 1｣ 座長：篠原康一

16：43〜17：04 一般演題（口演）
｢月経異常 2｣ 座長：高橋一広

18：25〜18：55
ポスター撤去

19：15〜20：45
総懇親会 アルゴス A・B
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｢疫学」
P-001〜P-009

｢骨粗鬆症」
P-010〜P-019

｢HRT」
P-020〜P-027

｢更年期障害」
P-028〜P-034

｢月経異常」
P-035〜P-056

｢悪性腫瘍」
P-057〜P-074

｢癌検診」
P-075〜P-078

｢検査」
P-079〜P-083

｢治療」
P-084〜P-102
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第34回日本女性医学学会学術集会 日程表
第2日 11月3日(日・祝) ヒルトン福岡シーホーク

第 1会場 第 2会場 第 3会場

1F アルゴスE・F 1F ナビスB・C 1F ナビスA

8：00〜8：50 モーニングセミナー 1
過多月経におけるマイクロ波子宮内膜

アブレーション（MEA）の実際と今後の展望
座長：西井 修 演者：柿沼敏行
共催：アルフレッサファーマ株式会社

8：00〜8：50 モーニングセミナー 2
低侵襲に行う手動真空吸引法（MVA）

〜クリニックにおけるこれからの経営戦略〜
座長：吉里俊幸 演者：谷口 武 佐野正敏 杉山太朗
共催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

8：00〜8：50 モーニングセミナー 3
更年期からのヘルスケアとアンチエイジング：

プラセンタ療法の役割
座長：北澤正文 演者：小池浩司
共催：株式会社日本生物製剤

9：00〜10：00
学会指定プログラム

｢思春期から老年期までの漢方治療」
座長：髙松 潔
演者：武田 卓

9：00〜9：30 教育講演 4
｢栄養学から見た女性のがん予防―基礎研究から臨床応用へ―」

座長：堂地 勉 演者：中野修治 【第 1会場中継】
学会指定プログラム9：30〜10：00 教育講演 5

｢女性におけるテストステロンの意義」
座長：秋下雅弘 演者：柳瀬敏彦

10：00〜10：30 教育講演 6
｢コホート研究から学ぶ脳卒中の予防と管理」

座長：林 邦彦 演者：北園孝成

10：40〜11：40
専門医共通講習 2（医療安全）
｢医療安全の基本と最近の話題」

座長：森重健一郎
演者：後 信

【第 1会場中継】
専門医共通講習 2

12：20〜13：20 ランチョンセミナー 5
妊娠を目指した子宮腺筋症の管理
〜漢方治療による炎症制御の視点〜

座長：西 洋孝
演者：永松 健

共催：株式会社ツムラ

12：20〜13：20
ランチョンセミナー 6

婦人科領域における鉄欠乏性貧血の重要性
座長：牛嶋公生
演者：生田克哉 阪埜浩司

共催：ゼリア新薬工業株式会社

12：20〜13：20
ランチョンセミナー 7

GSM，見ているようで見えていなかった
古くて新しい疾患

座長：古山将康 演者：二宮典子
共催：DKSHジャパン株式会社

13：30〜13：55 会長講演
｢―女性の一生を診る―」

座長：大須賀穣 演者：加藤聖子

14：00〜16：00
シンポジウム 3

｢女性アスリートの健康管理 地域の育成現場を考える」
座長：久保田俊郎

若槻明彦
演者：鯉川なつえ

鈴木志保子
m西隆敏
北出真理
松田貴雄

ゲスト：川澄奈穂美
共催：ノーベルファーマ株式会社

あすか製薬株式会社

14：00〜18：00
福岡県産婦人科医会 HPVVフォーラム

｢子宮頸がんワクチンを考える―公開フォーラム福岡―」
開会：深川良二
挨拶：平川俊夫
座長：牛嶋公生 濵口欣也
演者：吉野 潔 上田 豊

岡田賢司 前田愛子
ビデオメッセージ：自見はなこ

福岡県立大学看護学部学生ディスカッション
監修：松浦賢長

司会・進行：上田 豊
共催：福岡県産婦人科医会

14：00〜14：21 一般演題（口演）
｢検査｣ 座長：内田聡子

14：21〜14：49 一般演題（口演）
｢疫学 1｣ 座長：北島道夫

14：49〜15：10 一般演題（口演）
｢その他｣ 座長：小林範子

15：20〜17：50
第 4 回産科婦人科医のための

乳がん検診参画に向けての講習会
(九州産婦人科乳腺医学会第 6回学術集会)

挨拶：鈴木光明
座長：大村峯夫
演者：加藤栄一

野村長久
濱田信一

共催：（公社）日本産婦人科医会
(一社）日本産婦人科乳腺医学会九州支部

16：05〜16：20 授賞式・推戴式

16：20〜16：40 学会賞受賞講演
座長：若槻明彦 演者：大道正英

16：40〜17：30
学会奨励賞受賞講演
座長：若槻明彦
演者：伊藤文武

廣瀬明日香

17：30〜17：35 閉会の辞
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第 4会場 ポスター会場 展示会場 中継会場 関連会議

1F アルゴスB 1F アルゴスC・D 3F 瑶（よう） 3F ボードルーム

7：00〜8：00
臨時理事会

8：00〜8：50 モーニングセミナー 4
婦人科クリニックにおける VEL（Vaginal Er：
Smooth Laser）の有用性についての検討
座長：太田博明 演者：田島紀和子 佐々木淑
共催：ハルテック株式会社/Fotona d.o.o.

8：00〜10：30
ポスター掲示

8：00〜17：30
企業展示
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10：10〜10：31 一般演題（口演）
｢月経異常 3｣ 座長：茶木 修

10：31〜10：52 一般演題（口演）
｢基礎研究｣ 座長：加藤育民

10：30〜11：40
ポスター閲覧

10：40〜
11：40
専門医
共通講習 2

10：52〜11：20 一般演題（口演）
｢更年期･漢方｣ 座長：江川美保

11：40〜12：10
フリーディス
カッション

12：10〜16：00
ポスター閲覧

12：20〜13：20
ランチョンセミナー 8

更年期障害におけるヒト胎盤抽出物の可能性 part 3
座長：可世木久幸
演者：田辺晃子

共催：メルスモン製薬株式会社

14：00〜16：00
シンポジウム 4

｢心臓疾患の移行期医療
(周産期―小児循環器―循環器内科―周産期）」

座長：池田智明
田中 守

演者：北代祐三
河田政明
城戸佐知子
日高庸博
吉松 淳

14：00〜
16：00
シンポ
ジウム 3

16：00〜16：28 一般演題（口演）
｢看護・保健｣ 座長：飯岡由紀子

16：00〜17：40
ポスター撤去

16：28〜16：49 一般演題（口演）
｢疫学 2｣ 座長：駒井 幹
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｢漢方」
P-103〜P-116

｢OC」
P-117〜P-121

｢骨盤臓器脱・排
尿障害」

P-122〜P-130

｢オフィスギネコ
ロジー」

P-131〜P-135

｢心血管系疾患」
P-136〜P-138

｢看護・保健」
P-139〜P-143

｢栄養・運動」
P-144〜P-152

｢その他」
P-153〜P-197
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