
参加者へのご案内
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響は，未だ先を見通せない状況が続いており，第 35
回日本女性医学学会学術集会の開催形態につきまして慎重な審議を重ねた結果，都市センターホテル
での会場開催およびWeb 開催（オンデマンド配信）の併用といたします．
　なお，本誌内の情報が発刊後に変更となる場合がございますので，最新の情報につきましては学術
集会ホームページ（http://jmwh35.umin.jp）を随時ご確認ください．

Ⅰ．参加登録・参加費
（1）参加費

会場参加者へのお知らせ Web視聴者へのお知らせ

参加受付は，感染防止のためすべてオンライン参加登録制とさせていただきます．

区　分
オンライン参加登録

【11/1（日）10：00 参加登録開始】
医師（会員・非会員） 15,000 円

企業（会員・非会員） 20,000 円

メディカルスタッフ他
（薬剤師・看護師・技師など）

8,000 円

初期研修医・学部学生　※ 1） 無料

※ 1）�オンライン参加登録時に必ず，各種証明書（初期研修医証明書・学生証）のコピーを，画像形式
（pdf，jpeg など）で添付してください．

・学会場での当日参加登録はできません．
・学術集会ホームページより各種オンライン参加登録期間をご確認ください．
・オンライン参加登録期間内に，参加者情報のご登録とお支払い手続きをお願いいたします．
・お支払方法は，クレジットカードおよび現金（コンビニ支払い）となります．
・決済完了後の返金はいたしませんので，ご了承ください．
・学会場にご参加される方は，一般演題視聴用など，Web 視聴もご参加可能です．
・�学会場への参加者につきましては，新型コロナウイルス感染症対策のため，人数を制限させていただ
きますのでご了承ください．

・�参加登録完了後，自動配信メールをお送りします．メールが届いていない場合は，ホームページより
お問合せください．

会期（都市センターホテル）：
2020 年 11 月 21 日（土）～22 日（日）

Web 視聴期間：
2020 年 11 月 21 日（土）～12 月 11 日（金）

・�お手続き完了後，自動配信メールにてQRコー
ド付の参加章引換券をお送りいたします．

・�当日は，QRコード付参加章引換券を印刷して，
必ず受付にお持ちください．

・�当日総合受付（都市センターホテル 2F：ロビー
フロア）

　第 1日　11 月 21 日（土）7：30～18：00
　第 2日　11 月 22 日（日）7：30～17：30
・会場参加の方は，Web 視聴も可能です．

・�お手続き完了後，自動配信メールにてログイン
ID・パスワードが配布されます．Web 視聴に
は，参加登録で取得した ID とパスワードが必
要ですので，視聴期間まで大切に保管していた
だくようお願いします．
・�視聴期間が開始しましたら，学術集会ホーム
ページ内の「Web 視聴ページ」よりログインし
ていただき，視聴してください．
・�Web 視聴ページ内の写真，スライド，映像・音
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・�参加単位は，事前にオンライン参加登録いただ
いた時点で付与されます．

・�日本専門医機構の認定講習は，下記Ⅱのとおり
聴講が必要となります．

声の著作権は，著作者，団体に帰属します．画面
の録画，静止画記録，録音での保存や転載は固く
禁止いたします．
（学会参加単位・日本専門医機構単位付与対象期
間）
2020 年 11 月 21 日（土）9：00～11 月 24 日（火）
17：00
※�参加単位，日本専門医機構単位が必要な方は，
上記期間内にオンライン参加登録，Web 視聴ロ
グインの両方を必ずお済ませください．
※�Web 視聴期間の終了時間を過ぎると視聴でき
なくなります．最後まで視聴完了していない講
演は単位取得が出来ませんのでご注意くださ
い．視聴完了までお時間に余裕をお持ちくださ
い．

※�演者の皆様：事前にオンライン参加登録いただきませんと，現地・Web ともにご発表が叶いませんの
で，ご注意ください．

（2）プログラム・要旨集について
　会員の方は，事前にお送りしているプログラム・要旨集をご確認ください．
　今回は，感染防止のため学会場での抄録集販売はいたしません．
　別途必要な方は，運営事務局宛にE-mail にてお問い合わせください．

Ⅱ．単位認定について

（1）日本産科婦人科学会専門医研修出席証明，日本産婦人科医会研修参加証について
　通常の学会参加と同様に，学会参加証明書の発行，日本産科婦人科学会専門医研修出席証明
および日本専門医機構学術集会参加単位が取得できます．
※�単位取得には，オンライン参加登録時に日本産科婦人科学会の会員番号入力が必須となりま
すのでご注意ください．
　日本産婦人科医会研修参加証明書（医会シール）は，日本産婦人科医会会員である方に限り
1枚発行申請が可能です．ご希望の方は，参加登録時に入力してください．（後日郵送予定．）

（2）日本薬剤師研修センターの認定シールについて（申請中）
　詳細は学術集会ホームページをご確認ください．

（3）日本専門医機構　単位付与講習について（申請中）

会場参加者へのお知らせ Web視聴者へのお知らせ

日本専門医機構の認定講習は，各講習会場で対象
セッション開始の 10分前から講習参加受付を開始
します．開始後 10分を過ぎた場合，聴講は可能で
すが，単位付与はされませんのでご了承くださ
い．

単位付与期間内にWeb 視聴した場合には，単位
取得が可能となる予定です．
【産婦人科領域講習について】
該当セッションの視聴が完了すると，受講証明書
PDFをダウンロード可能となります．
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【共通講習について】
該当セッションの視聴が完了すると，設問が出て
きます．5問中 4 問以上正解すると，受講証明書
PDFをダウンロード可能となります．設問は 4問
以上正解するまで，何度でも回答できます．

【日本専門医機構　単位付与講習一覧（予定）】

11 月 21 日（土）
8：30～
10：30

第 2 会場
（5F「オリオン」）

シンポジウム 1
子宮内膜症・子宮筋腫・
子宮腺筋症

産婦人科領域講習

10：50～
11：50

第 4 会場
（6F「606」）

教育講演 1・2 産後ケア/尿路系 産婦人科領域講習

13：50～
14：50

第 5 会場
（7F「701」）

共通講習 1 感染症
共通講習
（感染対策）

15：00～
16：00

第 1 会場
（3F「コスモス」）

抗加齢セッション 抗加齢 産婦人科領域講習

16：10～
18：10

第 2 会場
（5F「オリオン」）

シンポジウム 2 オフィスギネコロジー
共通講習
（医療安全）

11 月 22 日（日）
8：00～
9：00

第 1 会場
（3F「コスモス」）

共通講習 2 倫理
共通講習
（医療倫理）

9：00～
10：00

第 4 会場
（6F「606」）

教育講演 4・5
ゲノム医療と女性医学/
医療経済

産婦人科領域講習

10：10～
11：10

第 1 会場
（3F「コスモス」）

招請講演
我が国の女性を取り巻く
諸問題と今後の展望

産婦人科領域講習

14：10～
16：10

第 2 会場
（5F「オリオン」）

シンポジウム 3
オンコファーティリティ
とオンコヘルスケア

産婦人科領域講習

14：10～
16：10

第 3 会場
（5F「スバル」）

シンポジウム 4
リプロダクティブ・ヘル
ス　プレコンセプション
ケア

共通講習
（医療安全）

（4）プログラムについて
※本表は変更する可能性がありますので，学術集会ホームページにてご確認ください．

セッション名 会場開催 Web開催

会長講演 ○ ○

招請講演 ○ ○

特別講演 ○ ○

教育講演 1～5 ○ ○

シンポジウム 1～4 ○ ○

学会賞受賞講演 ○ なし
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セッション名 会場開催 Web開催

学会奨励賞受賞講演 ○ なし

学会指定プログラム ○ ○

抗加齢セッション ○ ○

共通講習 1～2 ○ ○

ワークショップ ○ ○

第 5回日本産婦人科医のための乳がん検診参画
に向けての講習会

○ ○

NPO法人HAP＠緊急避妊フォーラム 2020 なし ○

一般財団法人日本女性財団企画シンポジウム ○ なし

一般演題（口演）優秀演題賞候補 ○ ○

一般演題 なし ○

ハンズオンセミナー ○ なし

スポンサードセミナー 1～5 ○ 一部○

ランチョンセミナー 1～7 ○ 一部○

Ⅲ．来場される座長の方へ
※受付はありません．
・ご担当のセッション開始予定時刻の 15 分前までに，会場内次座長席に必ずご着席ください．
・プログラムの時間通りの進行にご協力ください．

Ⅳ．来場される演者の方へ
※参加受付後，ご発表セッション開始予定時刻の 30 分前までに，PC受付を行ってください．
・ご発表セッション開始 10 分前までに，会場内次演者席に必ずご着席ください．
■講演時間
・優秀演題賞候補：発表 10 分，質疑 2分
・その他：事前にご案内したとおり，各座長の指示に従ってください．
・時間が押しますので，発表時間は厳守ください．スムーズな進行にご協力をお願いいたします．

■PC発表に際してのお願い
1�．発表方法に関しまして
（1）�発表形式は，口頭による PC発表です．� �

スライドやビデオは使用できませんので，ご注意ください．
（2）�会場へは，1．USB メモリ，2．CD-R，3．パソコン本体，以上 1～3 いずれかの形で発表

データをお持ち込みください．
（3）講演開始 30 分前までに PC受付にて発表データの試写と受付を済ませてください．
（4）PowerPoint の「発表者ツール」機能は使用できません．
（5）�PC 受付のパソコンは台数が限られております．� �

受付パソコンを独占しての長時間のデータ修正はご遠慮ください．� �
学会場ではレイアウト修正のみとし，データ修正等は事前に済ませてから学会場へお越し
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ください．

2�．USBメモリ，またはCD-R（RW不可）をお持ち込みの方への注意事項
（1）�ソフトは，以下のものをご使用ください．� �

Windows 版 PowerPoint�2010/2013/2019（Windows�10）� �
※ Mac をご使用の方は，PCをお持ち込みください．� �
※ iPad 等タブレット PCはご使用できません．� �
※動画ファイルをご使用の方は，PCをお持ち込みください．

（2）フォントはOS標準のもののみご使用ください．
（3）会場スピーカーに音声は流せません．
（4）画面の解像度は，Full�HD（1920×1080）16：9 まで対応いたします．
（5）�CD-R（RW不可）への書き込みは，ISO9660 方式をお使いください．� �

※パケット方式ですと，会場 PCで読み込めない恐れがあります．

3�．ノート PCをお持ち込みの方への注意事項
（1）バックアップとして，必ずメディアもご持参ください．
（2）会場スピーカーに音声は流せません．
（3）画面サイズは 16：9 でお願いいたします．
（4）�PC 受付の液晶モニターに接続し，映像の出力チェックを行ってください．� �

※ PCの機種やOSによって，出力設定方法が異なります．
（5）�プロジェクターとの接続ケーブル端子は，ミニDsub_15 ピンです．� �

PC によっては専用のコネクタが必要となりますので，必ずお持ちください．� �
※�特に VAIO，MacBook 等小型 PCは，別途付属コネクタが必要な場合がありますので，
くれぐれもご注意ください．

（6）スクリーンセーバー，省電力設定は事前に解除ください．
（7）�コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください．� �

※内臓バッテリー駆動ですと，ご発表中に映像が切れる恐れがあります．

V．ランチョンセミナーおよび特別企画について
ランチョンセミナーおよび特別企画はチケット制です．2F（ロビーフロア）「ランチョンセミ
ナー／特別企画チケット配布デスク（参加受付付近）」にてチケットをお受け取りのうえ，各会場
へお越しください．
《チケット配布時間》
11 月 21 日（土）7：30～セミナー／特別企画開始時間まで
11 月 22 日（日）7：30～セミナー開始時間まで
※当日開催分のみの配布，チケットは無くなり次第配布終了となります．
※チケット配布終了時にチケットが余った場合は，各会場前でチケットを配布いたします．

Ⅵ．託児所について
新型コロナウイルス感染症対策のため，今回託児所は開設いたしません．ご了承のほどよろしくお
願いいたします．
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Web学会演者の方へのお知らせ
■演者の方へ
ご発表データのご登録に，ご協力をお願いいたします．
ご発表データのご登録および参加費のお支払をもって，第 35 回日本女性医学学会学術集会にて発
表したものとみなします．
なお，ご登録いただいたデータは，Web 配信を許諾したものとみなします．

■データ登録について
データのご登録方法等の詳細については，学術集会ホームページをご確認ください．
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全ての演者の方へ
■演題発表時の利益相反状態開示方法について
学術集会における演題発表時の利益相反状態開示方法は以下の通りです．学術集会ホームページ
「演題募集」を参照のうえ，開示スライド様式をダウンロードしてご利用ください．
1�．開示しなくてはならない筆頭演者
臨床研究に関するすべての発表において，利益相反状態の有無にかかわらず開示しなくてはな
りません．

2�．口演発表における開示方法
演題名・演者名・所属のスライドの次のスライド（第 2スライド）に，以下に示すひな形に準
じたスライドを呈示したうえで，利益相反状態の有無を述べます．
演題名・演者名・所属のスライドがない場合は，このスライドを第 1スライドとします．
※�上記のひな形（PowerPoint プレゼンテーション）は本学術集会ホームページからダウン
ロードできます．
※�開示すべき利益相反状態は「日本女性医学学会雑誌」に掲載される抄録（もしくは講演要
旨）提出前 1年間に適用されます．

＜利益相反状態にある場合のひな形＞ ＜利益相反状態にない場合のひな形＞

上記は，抄録集発刊時点の情報となります．オンライン参加登録期間およびWeb 視聴期間
は変更となる場合もございますので，最新の情報につきましては，学術集会ホームページに
て随時ご確認ください．� �
学術集会ホームページ：http://jmwh35.umin.jp/
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日本女性医学学会 
専門医（専門資格）取得を検討中の方，資格を更新される会員の皆様へ

学術集会への参加，演題発表，学会指定プログラムの出席は，新規・更新申請時の研修単位として重要
な要素となります．下記に重要なポイントをまとめましたので必ずご確認いただき，対応に不備がな
いようご注意ください．詳しくは本学会専門医（専門資格）制度規則および細則をご確認ください．

新 規・更 新 共 通
1 ．単位加算について
学術集会中に加算できる単位は以下の通りです．新規申請の方と更新の方では加算できる単位が異な
りますのでご注意ください．

新　規 更　新

学術集会参加 10単位 10単位

筆頭演者として発表 5単位（1回／1学術集会） 5単位（1回／1学術集会）

共同演者として発表 − 2単位（1回／1学術集会）

学会指定プログラムに出席 −（出席することは可） 7単位

2 ．参加証について
新規・更新申請時に，学術集会参加の証明として参加証のコピーの提出が求められます．会期後に紛
失をした場合，再発行はできませんので，紛失しないよう大切に保管をお願いいたします．

更 新 の み
3 ．学会指定プログラムについて
学会指定プログラムに認定期間 5 年間の内 2回以上出席することが更新の要件となります．認定期間
中に必ず 2回以上出席してください．

会場参加者の方には，学会指定プログラムの前に半券のついた受講証明書が配布されます．半券に必
要事項を記入のうえ，切り離してプログラム終了後に係員にご提出ください．この半券をもって単位
登録をいたしますので，提出忘れのないようご注意ください．受講証明書は更新申請時に学会指定プ
ログラム出席の証明としてコピーの提出が求められますので，紛失しないよう大切に保管をお願いい
たします．受講証明書を紛失し，事務局でも半券がない場合，出席カウントおよび単位登録はできか
ねますのでご注意ください（学会は責任を負いません）．
※Web 視聴での参加者の方は，視聴完了後に発行される受講証を必ず印刷・保管してください．
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10：40～ 12：20
スポンサードセミナー 1

「女性のライフステージとホルモン依存性疾患」
座長：若槻明彦　大須賀穣
演者：塚田訓子　谷口文紀　篠原康一
　　　大須賀穣
　　　共催：あすか製薬株式会社/
　　　ノーベルファーマ株式会社

8：30～ 10：30
第 31回産婦人科骨粗鬆症研究会

共催：中外製薬株式会社

12：30～ 13：30
ランチョンセミナー 1

「産婦人科外来における局所麻酔の理論と実際～流産
手術，子宮頸部小手術の安全な麻酔について～」

座長：小林裕明　　演者：竹田　省
共催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

「思春期の月経困難症・子宮内膜症治療
～思春期の骨形成から考える～」

ランチョンセミナー 2
12：30～ 13：30

座長：甲賀かをり　　演者：太田郁子
共催：持田製薬株式会社

8：30～ 10：30
シンポジウム 1

「子宮内膜症・子宮筋腫・子宮腺筋症」
座長：北脇　城　髙松　潔
演者：谷口文紀　四元房典　荒川一郎
　　　百枝幹雄

13：40～ 14：40　特別講演
「働く女性の肩こり・腰痛・転倒予防対策」
「ロコモティブシンドロームの観点から女性の
生き方を考える」

座長：秋下雅弘
演者：松平　浩　大江隆史

15：00～ 16：00
抗加齢セッション

「人は血菅とともに老いる～毛細血管からの健康～」
座長：矢野　哲
演者：赤澤純代

「使用経験に基づく女性ホルモン製剤の
Safety Up-date」

スポンサードセミナー 2
16：10～ 17：50

座長：北脇　城　原田　省
演者：百枝幹雄　太田郁子　髙松　潔
共催：バイエル薬品株式会社　

「TRF SAMさんと踊ろう！ダレデモダンス」
特別企画

18：30～ 19：40

16：10～ 18：10

「オフィスギネコロジー」
シンポジウム 2

座長：齊藤寿一郎　平池　修
演者：北出真理　市川雅男　野見山真理
　　　中山敏男

14：10～ 16：10

「女性と少女の生きる力のための
母子支援活動について」

一般財団法人 日本女性財団企画シンポジウム

座長：対馬ルリ子
演者：吉村𣳾典　𣳾𣳾𣳾𣳾子　小野𣳾𣳾代
　　　落合香代子

「更年期障害の病態とプラセンタ
中枢神経系を中心に」

ランチョンセミナー 3
12：30～ 13：30

座長：尾林　聡　　演者：小池浩司
共催：株式会社日本生物製剤

8：20～ 8：30 開会の辞

【第一会場中継】
特別講演

13：40～ 14：40

【第一会場中継】
抗加齢セッション

15：00～ 16：00

3F　コスモス
第1会場

5F　オリオン
第2会場

5F　スバル
第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

第35回日本女性医学学会学術集会　日程表
第1日　11月21日（土）都市センターホテル

日本専門医機構認定講習（予定），中継会場は会場参加者数によっては，行わない場合があります。

Nakajima
楕円

Nakajima
テキストボックス
【プログラム・要旨集からの加筆・変更点】①第4会場(606)へ、会場移動いたしました。②テーマが以下に変更いたしました。女性と少女が生きていくための支援活動とは〜ヘルスリテラシーの向上を目指して〜

Nakajima
テキストボックス
10:50-11:50教育講演1教育講演2

Nakajima
テキストボックス
【プログラム・要旨集からの加筆・変更点】

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線
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10：40～ 12：20
スポンサードセミナー 1

「女性のライフステージとホルモン依存性疾患」
座長：若槻明彦　大須賀穣
演者：塚田訓子　谷口文紀　篠原康一
　　　大須賀穣
　　　共催：あすか製薬株式会社/
　　　ノーベルファーマ株式会社

8：30～ 10：30
第 31回産婦人科骨粗鬆症研究会

共催：中外製薬株式会社

12：30～ 13：30
ランチョンセミナー 1

「産婦人科外来における局所麻酔の理論と実際～流産
手術，子宮頸部小手術の安全な麻酔について～」

座長：小林裕明　　演者：竹田　省
共催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

「思春期の月経困難症・子宮内膜症治療
～思春期の骨形成から考える～」

ランチョンセミナー 2
12：30～ 13：30

座長：甲賀かをり　　演者：太田郁子
共催：持田製薬株式会社

8：30～ 10：30
シンポジウム 1

「子宮内膜症・子宮筋腫・子宮腺筋症」
座長：北脇　城　髙松　潔
演者：谷口文紀　四元房典　荒川一郎
　　　百枝幹雄

13：40～ 14：40　特別講演
「働く女性の肩こり・腰痛・転倒予防対策」
「ロコモティブシンドロームの観点から女性の
生き方を考える」

座長：秋下雅弘
演者：松平　浩　大江隆史

15：00～ 16：00
抗加齢セッション

「人は血菅とともに老いる～毛細血管からの健康～」
座長：矢野　哲
演者：赤澤純代

「使用経験に基づく女性ホルモン製剤の
Safety Up-date」

スポンサードセミナー 2
16：10～ 17：50

座長：北脇　城　原田　省
演者：百枝幹雄　太田郁子　髙松　潔
共催：バイエル薬品株式会社　

「TRF SAMさんと踊ろう！ダレデモダンス」
特別企画

18：30～ 19：40

16：10～ 18：10

「オフィスギネコロジー」
シンポジウム 2

座長：齊藤寿一郎　平池　修
演者：北出真理　市川雅男　野見山真理
　　　中山敏男

14：10～ 16：10

「女性と少女の生きる力のための
母子支援活動について」

一般財団法人 日本女性財団企画シンポジウム

座長：対馬ルリ子
演者：吉村𣳾典　𣳾𣳾𣳾𣳾子　小野𣳾𣳾代
　　　落合香代子

「更年期障害の病態とプラセンタ
中枢神経系を中心に」

ランチョンセミナー 3
12：30～ 13：30

座長：尾林　聡　　演者：小池浩司
共催：株式会社日本生物製剤

8：20～ 8：30 開会の辞

【第一会場中継】
特別講演

13：40～ 14：40

【第一会場中継】
抗加齢セッション

15：00～ 16：00

3F　コスモス
第1会場

5F　オリオン
第2会場

5F　スバル
第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

第35回日本女性医学学会学術集会　日程表
第1日　11月21日（土）都市センターホテル

日本専門医機構認定講習（予定），中継会場は会場参加者数によっては，行わない場合があります。

「女性の美容はホルモンケアから！」
ランチョンセミナー 4
12：30～ 13：30

座長：青木大輔
演者：平池　修　植木理恵
共催：大塚製薬株式会社

8：30～ 10：30
一般演題（口演）

座長：尾林　聡　岩佐弘一
「優秀演題賞候補」

13：40～ 14：10　教育講演 3
「小児脳性麻痺に対する臍帯血治療研究の現状」

座長：田中　守　　演者：前田長正

13：50～ 14：50
共通講習 1

「先天性サイトメガロウイルス感染症―基礎および
臨床の視点からの知識の整理」

座長：横山良仁　　演者：永松　健

16：10～ 18：10
ワークショップ

「これからの女性スポーツ医学を考える」
座長：能瀬さやか
演者：中村寛江　中村真理子　上出杏里
　　　田舎中真由美

16：10～ 18：30
第 5回産婦人科医のための

乳がん検診参画に向けての講習会
挨拶：鈴木光明
座長：苛原　稔
演者：赤川　元　鎌田正晴　宮﨑千恵子
共催：公益社団法人日本産婦人科医会

ハンズオンセミナー 1
（13：30～15：30）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　　メディカルカンパニー　エチコン事業部

ハンズオンセミナー 2
共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン
　　　株式会社／エム・シー・メディカル株式会社

【第一会場中継】
抗加齢セッション

15：00～ 16：00

10：50～ 11：50
教育講演 1

「妊娠高血圧症候群の
予後と産後ケア」

座長：倉林　工
演者：熊澤惠一

「女性下部尿路症状診療の
キーポイント：

新ガイドラインを踏まえて」

教育講演 2

座長：樋口　毅
演者：三井貴彦

6F　606
第4会場

7F　701 各会場
第5会場 ハンズオンセミナー会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

Nakajima
楕円

Nakajima
取り消し線

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
テキストボックス
【プログラム・要旨集からの加筆・変更点】第2会場(オリオン)へ、会場移動いたしました。

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線
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12：30～ 13：30
ランチョンセミナー 5

「リスク低減のためのホルモン補充療法―
エストロゲンと黄体ホルモンの選択―」
座長：加藤聖子　　演者：若槻明彦

共催：久光製薬株式会社

「婦人科低侵襲手術を考える
～女性のトータルヘルスケアに寄り添う治療戦略～」

ランチョンセミナー 6
12：30～ 13：30

座長：明樂重夫　　演者：廣田　泰　八田幸治
共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー 7
12：30～ 13：30

「婦人科領域における様々なレーザー治療の紹介」
座長：佐々木寛
演者：江川晴人　八田真理子
共催：DKSHジャパン株式会社

8：00～ 9：00
共通講習 2

「生殖医療と生命倫理―日本産科婦人科学会の歩み―」
座長：大道正英
演者：三上幹男

9：00～ 10：00
学会指定プログラム

「更年期障害・原発性卵巣機能不全」
座長：牧田和也　明樂重夫
演者：寺内公一

10：10～ 11：10
招請講演

「女性活躍社会の光と影」
座長：大須賀穣
演者：上野千鶴子

10：10～ 11：10
【第一会場中継】

招請講演

13：40～ 14：10
【第一会場中継】

会長講演

13：40～ 14：10　会長講演
「女性医学の新時代を迎えるにあたり」
座長：木村　正　　演者：大須賀穣

「女性のリプロダクティブライツをめぐる諸問題と
安全な中絶について」

スポンサードセミナー 4
14：10～ 16：10

座長：白須和裕
演者：対馬ルリ子　石谷　健　大須賀穣
共催：ラインファーマ株式会社

14：10～ 16：10
シンポジウム 3

「オンコファーティリティとオンコヘルスケア」
座長：森重健一郎　永瀬　智
演者：小林陽一　高江正道　古井辰郎
　　　髙橋俊文
共催：日本がん・生殖医療学会

16：10～ 17：40
【第一会場中継】
授賞式・受賞講演

「リプロダクティブ・ヘルス　プレコンセプションケア」
シンポジウム 4
14：10～ 16：10

座長：岡野浩哉　加藤育民
演者：前田恵理　甲賀かをり　佐藤雄一
　　　荒田尚子

「多目的婦人科レーザー機器 “インティマレーザー®”
による各種臨床効果の検証～GSM症状＋α」

スポンサードセミナー 5
16：10～ 17：40

座長：太田博明
演題：満行みどり　宮内聡秀　宮崎綾子
共催：ハルテック株式会社／ Fotona d.o.o

17：40～ 17：50閉会の辞

9：00～ 10：00
【第一会場中継】
学会指定プログラム

16：10～ 17：40
授賞式

学会賞受賞講演
「女性のクオリティ・
オブ・ライフの向上を
めざした看護研究」

「女性のライフステージ
に応じた子宮内膜症管理

に関する研究」
座長：若槻明彦
演者：小松浩子

学会奨励賞受賞講演

座長：若槻明彦
演者：甲賀かをり

第35回日本女性医学学会学術集会　日程表
第2日　11月22日（日）都市センターホテル

3F　コスモス
第1会場

5F　オリオン
第2会場

5F　スバル
第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00
日本専門医機構認定講習（予定），中継会場は会場参加者数によっては，行わない場合があります。

Nakajima
楕円

Nakajima
テキストボックス
9:00-10:00教育講演4教育講演5

Nakajima
テキストボックス
【プログラム・要旨集からの加筆・変更点】

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線

Nakajima
線
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12：30～ 13：30
ランチョンセミナー 5

「リスク低減のためのホルモン補充療法―
エストロゲンと黄体ホルモンの選択―」
座長：加藤聖子　　演者：若槻明彦

共催：久光製薬株式会社

「婦人科低侵襲手術を考える
～女性のトータルヘルスケアに寄り添う治療戦略～」

ランチョンセミナー 6
12：30～ 13：30

座長：明樂重夫　　演者：廣田　泰　八田幸治
共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー 7
12：30～ 13：30

「婦人科領域における様々なレーザー治療の紹介」
座長：佐々木寛
演者：江川晴人　八田真理子
共催：DKSHジャパン株式会社

8：00～ 9：00
共通講習 2

「生殖医療と生命倫理―日本産科婦人科学会の歩み―」
座長：大道正英
演者：三上幹男

9：00～ 10：00
学会指定プログラム

「更年期障害・原発性卵巣機能不全」
座長：牧田和也　明樂重夫
演者：寺内公一

10：10～ 11：10
招請講演

「女性活躍社会の光と影」
座長：大須賀穣
演者：上野千鶴子

10：10～ 11：10
【第一会場中継】

招請講演

13：40～ 14：10
【第一会場中継】

会長講演

13：40～ 14：10　会長講演
「女性医学の新時代を迎えるにあたり」
座長：木村　正　　演者：大須賀穣

「女性のリプロダクティブライツをめぐる諸問題と
安全な中絶について」

スポンサードセミナー 4
14：10～ 16：10

座長：白須和裕
演者：対馬ルリ子　石谷　健　大須賀穣

共催：ラインファーマ株式会社

14：10～ 16：10
シンポジウム 3

「オンコファーティリティとオンコヘルスケア」
座長：森重健一郎　永瀬　智
演者：小林陽一　高江正道　古井辰郎
　　　髙橋俊文
共催：日本がん・生殖医療学会

16：10～ 17：40
【第一会場中継】
授賞式・受賞講演

「リプロダクティブ・ヘルス　プレコンセプションケア」
シンポジウム 4
14：10～ 16：10

座長：岡野浩哉　加藤育民
演者：前田恵理　甲賀かをり　佐藤雄一
　　　荒田尚子

「多目的婦人科レーザー機器 “インティマレーザー®”
による各種臨床効果の検証～GSM症状＋α」

スポンサードセミナー 5
16：10～ 17：40

座長：太田博明
演題：満行みどり　宮内聡秀　宮崎綾子
共催：ハルテック株式会社／ Fotona d.o.o

17：40～ 17：50閉会の辞

9：00～ 10：00
【第一会場中継】
学会指定プログラム

16：10～ 17：40
授賞式

学会賞受賞講演
「女性のクオリティ・
オブ・ライフの向上を
めざした看護研究」

「女性のライフステージ
に応じた子宮内膜症管理

に関する研究」
座長：若槻明彦
演者：小松浩子

学会奨励賞受賞講演

座長：若槻明彦
演者：甲賀かをり

第35回日本女性医学学会学術集会　日程表
第2日　11月22日（日）都市センターホテル

3F　コスモス
第1会場

5F　オリオン
第2会場

5F　スバル
第3会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00
日本専門医機構認定講習（予定），中継会場は会場参加者数によっては，行わない場合があります。

「PMS女性の味方になる診方」
ランチョンセミナー 8

12：30～ 13：30

座長：小林　浩　　演者：江川美保
共催：株式会社ツムラ

（9：30～11：30）
ハンズオンセミナー 1

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　　メディカルカンパニー　エチコン事業部

ハンズオンセミナー 2
共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン
　　　株式会社／エム・シー・メディカル株式会社

ハンズオンセミナー 3
共催：アルフレッサファーマ株式会社

ハンズオンセミナー 5
14：10～ 16：25

「漢方初学者の為の漢方入門セミナー」

共催：株式会社ツムラ

座長：望月善子
演者：岡村麻子　小倉絹子　中村優子

11：20～ 12：20
社員総会

ハンズオンセミナー 4
14：10～ 15：40

「手動真空吸引法（MVA）における疼痛管理
～傍頸管／頸管内ブロックの有用性～」

共催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

「HRT Past and Future」
スポンサードセミナー 3

9：00～ 10：30

座長：若槻明彦
演者：安井敏之　髙松　潔
共催：富士製薬工業株式会社

9：00～ 10：00

「ゲノム医療と女性医学」「女性の病気とオカネの話―
費用対効果評価とは？」

教育講演 4 教育講演 5

座長：澤田健二郎
演者：織田克利

座長：林　邦彦
演者：五十嵐中　　

6F　606
第4会場

7F　701 各会場
第5会場 ハンズオンセミナー会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

Nakajima
楕円

Nakajima
テキストボックス
【プログラム・要旨集からの加筆・変更点】第2会場(オリオン)へ、会場移動いたしました。

Nakajima
テキストボックス
【プログラム・要旨集からの加筆・変更点】第4会場(606)へ、会場移動いたしました。

Nakajima
取り消し線

Nakajima
線

Nakajima
線
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プ　ロ　グ　ラ　ム

第 1日　11 月 21 日（土）　第 1会場　3F　「コスモス」

8：20～8：30

開会の辞

8：30～10：30

第 31 回産婦人科骨粗鬆症研究会

共催：中外製薬株式会社

10：40～12：20

スポンサードセミナー 1「女性のライフステージとホルモン依存性疾患」

共催：あすか製薬株式会社/ノーベルファーマ株式会社

座長　　愛知医科大学病院　産科婦人科� 若　槻　明　彦
　　　　東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座� 大須賀　　　穣

1）思春期から始める月経困難症治療～子宮内膜症を防ぐために～
アトラスレディースクリニック
塚田　訓子

2）性成熟期におけるホルモン依存性疾患の管理
鳥取大学　生殖機能医学分野
谷口　文紀

3）過多月経に対する薬剤の使い分け―レルミナ ®錠と GnRHアゴニスト製剤を中心に―
愛知医科大学病院　産科婦人科
篠原　康一

4）子宮筋腫の最新の理解と今後の展望
東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座
大須賀　穣

第
1
日
　
11
月
21
日

（土）
　
第
1
会
場
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12：30～13：30

ランチョンセミナー 1「�産婦人科外来における局所麻酔の理論と実際～流産手術，
子宮頸部小手術の安全な麻酔について～」

共催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

座長　　鹿児島大学　産科婦人科学教室� 小　林　裕　明
演者　　順天堂大学　産婦人科学講座� 竹　田　　　省

13：40～14：40

特別講演
座長　　東京大学大学院医学系研究科　老年病学� 秋　下　雅　弘

1）働く女性の肩こり・腰痛・転倒予防対策
東京大学医学部附属病院　22 世紀医療センター
松平　　浩

2）ロコモティブシンドロームの観点から女性の生き方を考える
NTT東日本関東病院　整形外科／ロコモ チャレンジ！推進協議会
大江　隆史

15：00～16：00

抗加齢セッション
人は血菅とともに老いる～毛細血管からの健康～

座長　　JCHO 東京山手メディカルセンター　産婦人科� 矢　野　　　哲
演者　　金沢医科大学女性総合医療センター� 赤　澤　純　代

16：10～17：50

スポンサードセミナー 2「�使用経験に基づく女性ホルモン製剤の�
Safety�Up-date」

共催：バイエル薬品株式会社

座長　　京都府立医科大学大学院医学研究科　女性生涯医科学� 北　脇　　　城
　　　　鳥取大学医学部産科婦人科学分野� 原　田　　　省

1）LEP をさらに安全に処方するために
聖路加国際病院　女性総合診療部
百枝　幹雄

2）LNG-IUS をさらに安全に使用するために
倉敷平成病院　婦人科
太田　郁子

第
1
日
　
11
月
21
日

（土）
　
第
1
会
場
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3）HRTをさらに安全に施行するために
東京歯科大学市川総合病院　産婦人科
髙松　　潔

18：30～19：40

特別企画「TRF�SAMさんと踊ろう！ダレデモダンス」
※ 当日のダンスの様子などを収録し，学術集会にオンライン参加登録いただいた方限定でWeb 視聴ページ上にて
公開予定です．

第
1
日
　
11
月
21
日

（土）
　
第
1
会
場
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第 1日　11 月 21 日（土）　第 2会場　5F　「オリオン」

8：30～10：30

シンポジウム 1「子宮内膜症・子宮筋腫・子宮腺筋症」
座長　　京都府立医科大学大学院医学研究科　女性生涯医科学� 北　脇　　　城
　　　　東京歯科大学市川総合病院　産婦人科� 髙　松　　　潔

1）卵巣チョコレート嚢胞の癌化とその対応
鳥取大学　生殖機能医学分野
谷口　文紀

2）子宮内膜症の管理・治療に対する新しいアプローチ
福岡大学　産婦人科学教室
四元　房典

3）女性ホルモン関連疾患の疾病負担：労働生産性損失に焦点を当てて
東京大学大学院　医学系研究科・医学部
荒川　一郎

4）日本子宮内膜症啓発会議の活動紹介―行政との連携による女性健康推進―
日本子宮内膜症啓発会議（JECIE）実行委員長／聖路加国際病院　女性総合診療部
百枝　幹雄

12：30～13：30

ランチョンセミナー 2「�思春期の月経困難症・子宮内膜症治療～思春期の骨形成か
ら考える～」

共催：持田製薬株式会社

座長　　東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座� 甲　賀　かをり
演者　　倉敷平成病院　婦人科� 太　田　郁　子

16：10～18：10

シンポジウム 2「オフィスギネコロジー」
座長　　順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　婦人科 
� 齊　藤　寿一郎
　　　　東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座� 平　池　　　修

1）ERAS の導入によるminimally invasive reproductive surgery の提案
順天堂大学　産婦人科学講座
北出　真理

2）腹腔鏡手術に特化した医師目線からの子宮鏡手術
日本医科大学　産婦人科
市川　雅男

第
1
日
　
11
月
21
日
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3）外来子宮鏡で“see-and-treat”
医療法人社団高邦会　高木病院　産婦人科
野見山真理

4）オフィスギネコロジーにおける傍頸管ブロックの活用　―安全なMVAの施行について―
山王病院　産婦人科／国際医療福祉大学　臨床医学研究センター
中山　敏男

第
1
日
　
11
月
21
日

（土）
　
第
2
会
場
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第 1日　11 月 21 日（土）　第 3会場　5F　「スバル」

12：30～13：30

ランチョンセミナー 3「更年期障害の病態とプラセンタ　中枢神経系を中心に」

共催：株式会社日本生物製剤

座長　　獨協医科大学　産科婦人科学講座� 尾　林　　　聡
演者　　小池レディスクリニック� 小　池　浩　司

14：10～16：10

一般財団法人日本女性財団企画シンポジウム�
「女性と少女の生きる力のための母子支援活動について」

座長　　医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス　対馬ルリ子女性ライフクリニック 
� 対　馬　ルリ子

「安倍内閣の少子化対策，子育て支援対策担当参与を卒業して」
吉村やすのり生命の環境研究所所長／元内閣官房参与
吉村　𣳾典

「内容未定」
参議院議員
高階恵美子

「日本でも女性支援活動を始めた理由　JOICEFP ILADY活動を通じて～」
国際協力NGOジョイセフ　市民社会連携グループ長
小野美智代

「日本女性財団と進める支援者のプラットフォーム作り」
PWJプラットフォームウーマンジャパン／一般社団法人ママリングス
落合香代子

第
1
日
　
11
月
21
日
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【プログラム・要旨集からの加筆・変更点】①第4会場(606)へ、会場移動いたしました。②テーマが以下に変更いたしました。女性と少女が生きていくための支援活動とは〜ヘルスリテラシーの向上を目指して〜
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第 1日　11 月 21 日（土）　第 4会場　6F　「606」

8：30～10：30

一般演題（口演）「優秀演題賞候補」
座長　　獨協医科大学　産科婦人科学講座� 尾　林　　　聡
　　　　医療法人イワサレディースクリニック　産婦人科� 岩　佐　弘　一

HS-001． 更年期女性の動悸は不安と閉経状況に関連する
東京医科歯科大学　生殖機能協関学分野
榎本　　遥

HS-002． 近年の高齢者における子宮留膿腫の問題点
成田赤十字病院　地域周産期科
清水久美子

HS-003． 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨子宮靭帯固定術（L-USLS）と腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）における中
期的成績の比較検討
小田原市立病院　産婦人科
平田　　豪

HS-004． 妊娠初期の鉄欠乏と腸内細菌叢との関連
新潟医療福祉大学　健康栄養学科
渡辺　優奈

HS-005． 更年期後の肥満や骨量低下に対するエストロゲン様作用を有する漢方薬の有効性評価
小林製薬　中央研究所
橋本　統星

HS-006． 重症子宮内膜症患者におけるQOLの評価と経済損失
東京大学医学部附属病院／フェニックスアートクリニック
金谷真由子

HS-007． 地域在住中高年女性のホットフラッシュと不眠症状および抑うつ傾向の関連：老化に関する長期縦断疫学研
究（NILS-LSA）から
国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター　老年学・社会科学研究センター
富田真紀子

HS-008． 働く女性の体調不調・月経痛などが仕事の生産性（プレゼンティーイズム）に与える影響について
産科婦人科舘出張　佐藤病院／慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科／慶應義塾大学 SFC研究所　
健康情報コンソーシアム
本田　由佳

HS-009． 働く男女のプレコンセプションケアの知識に関する調査
産科婦人科舘出張　佐藤病院
佐藤　雄一

HS-010． 若年成人期の月経困難症は将来の妊娠高血圧症候群罹患と関連する
金沢大学　産科婦人科
小野　政徳

第
1
日
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月
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10：50～11：50

教育講演 1・2「産後ケア/尿路系」
座長　　新潟市民病院　産婦人科� 倉　林　　　工
　　　　弘前大学　大学院保健学研究科看護学領域� 樋　口　　　毅

1）妊娠高血圧症候群の予後と産後ケア
東京大学医学部附属病院　女性外科
熊澤　惠一

2）女性下部尿路症状診療のキーポイント：新ガイドラインを踏まえて
山梨大学大学院総合研究部　泌尿器科学講座
三井　貴彦

12：30～13：30

ランチョンセミナー 4「女性の美容はホルモンケアから！」

共催：大塚製薬株式会社

座長　　慶應義塾大学医学部　産婦人科学教室� 青　木　大　輔

1）女性の身体とエストロゲン～皮膚～
東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座
平池　　修

2）更年期女性の毛髪ケアにおける女性ホルモンの重要性～最新知見；エクオールへの期待～
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　皮膚科
植木　理恵

13：40～14：10

教育講演 3「再生医療関連」
小児脳性麻痺に対する臍帯血治療研究の現状

座長　　慶應義塾大学　産婦人科学教室� 田　中　　　守
演者　　高知大学　産科婦人科� 前　田　長　正

16：10～18：10

ワークショップ「これからの女性スポーツ医学を考える」
座長　　東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科� 能　瀬　さやか

「主旨説明：東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて」
東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科
能瀬さやか

第
1
日
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月
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1）Beyond Female Athlete Triad～女性アスリートの三主徴からRED-S へ～
東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科
中村　寛江

2）ホルモン療法が運動パフォーマンスへ及ぼす影響
国立スポーツ科学センター　スポーツ科学部
中村真理子

3）障がい特性に配慮した女性パラアスリート支援
国立成育医療研究センター　リハビリテーション科
上出　杏里

4）産後の腹部及び骨盤底機能評価とトレーニング
インターリハ株式会社　フィジオセンター事業部
田舎中真由美
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第 1日　11 月 21 日（土）　第 5会場　7F　「701」

13：50～14：50

共通講習 1「感染対策」
先天性サイトメガロウイルス感染症―基礎および臨床の視点からの知識の整理

座長　　弘前大学　大学院医学研究科産科婦人科学講座� 横　山　良　仁
演者　　東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科� 永　松　　　健

16：10～18：30

第 5 回産婦人科医のための乳がん検診参画に向けての講習会

共催：公益社団法人日本産婦人科医会

挨拶　　日本産婦人科医会／新百合ヶ丘総合病院　がんセンター産婦人科�
� 鈴　木　光　明
座長　　日本産婦人科医会がん対策委員会／徳島大学大学院　医歯薬学研究部�
� 苛　原　　　稔

1）有床診療所における妊婦乳房スクリーニングの実際
医療法人社団赤恵会　赤川クリニック
赤川　　元

2）FADの読影実習　―カンファレンス症例を中心に―
公益社団法人日本産婦人科医会
鎌田　正晴

3）必ず知っておきたい乳房超音波診断のポイント～目の前の画像をきちんと説明できますか？～
医療法人社団萌生会　宮﨑クリニック
宮﨑千恵子

第
1
日
　
11
月
21
日

（土）
　
第
5
会
場

― 29 ―

Nakajima
楕円



第 1日　11 月 21 日（土）　ハンズオンセミナー会場　各会場

ハンズオンセミナー 1「腹腔鏡下結紮縫合セミナー」

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　メディカルカンパニー　エチコン事業部

ハンズオンセミナー 2「子宮鏡ハンズオンセミナー」

共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社／エム・シー・メディカル株式会社
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第 2日　11 月 22 日（日）　第 1会場　3F　「コスモス」

8：00～9：00

共通講習 2「医療倫理」
生殖医療と生命倫理―日本産科婦人科学会の歩み―

座長　　大阪医科大学　産婦人科学教室� 大　道　正　英
演者　　東海大学　専門診療学系産婦人科／日本産科婦人科学会　倫理委員会 
� 三　上　幹　男

9：00～10：00

学会指定プログラム
更年期障害・原発性卵巣機能不全

座長　　牧田産婦人科医院　産婦人科� 牧　田　和　也
　　　　日本医科大学　産婦人科学教室� 明　樂　重　夫
演者　　�東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　茨城県地域産科婦人科学講座 

� 寺　内　公　一

10：10～11：10

招請講演「我が国の女性を取り巻く諸問題と今後の展望」
女性活躍社会の光と影

座長　　東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座� 大須賀　　　穣
演者　　�社会学者／東京大学名誉教授／認定 NPO 法人ウィメンズ 

アクションネットワーク（WAN）� 上　野　千鶴子

12：30～13：30

ランチョンセミナー 5「�リスク低減のためのホルモン補充療法―エストロゲンと黄
体ホルモンの選択―」

共催：久光製薬株式会社

座長　　九州大学大学院医学研究院　生殖病態生理学� 加　藤　聖　子
演者　　愛知医科大学病院　産科婦人科� 若　槻　明　彦

13：40～14：10

会長講演
女性医学の新時代を迎えるにあたり

座長　　大阪大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座� 木　村　　　正
演者　　東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座� 大須賀　　　穣
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14：10～16：10

スポンサードセミナー 4「�女性のリプロダクティブライツをめぐる諸問題と安全な
中絶について」

共催：ラインファーマ株式会社

座長　　公益社団法人日本産婦人科医会� 白　須　和　裕

1）医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス　対馬ルリ子女性ライフクリニック
対馬ルリ子

2）北里大学　北里研究所病院　婦人科
石谷　　健

3）東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座
大須賀　穣

16：10～17：40

授賞式
学会賞受賞講演「�女性のクオリティ・オブ・ライフの向上をめざした看護研究」

座長　　愛知医科大学病院　産科婦人科　� 若　槻　明　彦
演者　　日本赤十字九州国際看護大学� 小　松　浩　子

学会奨励賞受賞講演「�女性のライフステージに応じた子宮内膜症管理に関する研
究」

座長　　愛知医科大学病院　産科婦人科　� 若　槻　明　彦
演者　　東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座� 甲　賀　かをり

17：40～17：50

閉会の辞
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第 2日　11 月 22 日（日）　第 2会場　5F　「オリオン」

12：30～13：30

ランチョンセミナー 6「�婦人科低侵襲手術を考える～女性のトータルヘルスケアに
寄り添う治療戦略～」

共催：テルモ株式会社

座長　　日本医科大学　産婦人科学教室� 明　樂　重　夫
演者　　東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座� 廣　田　　　泰
　　　　日本生命病院　産婦人科� 八　田　幸　治

14：10～16：10

シンポジウム 3「オンコファーティリティとオンコヘルスケア」

共催：日本がん・生殖医療学会

座長　　岐阜大学大学院医学系研究科　産科婦人科学分野� 森　重　健一郎
　　　　山形大学　産科婦人科学講座� 永　瀬　　　智

1）婦人科がんにおけるCardio-Oncology の重要性について
杏林大学　産科婦人科
小林　陽一

2）小児・思春期がんサバイバーのリプロダクティブヘルス
聖マリアンナ医科大学　産婦人科学
高江　正道

3） がん患者およびサバイバーの生殖機能低下に関する支援の現状と課題 
～妊孕性および内分泌学的フォローアップ体制～

岐阜大学大学院医学系研究科　産科婦人科学分野
古井　辰郎

4）小児・AYAがんサバイバー女性のヘルスケア（オンコウィメンズヘルス）
福島県立医科大学　ふくしま子ども・女性医療支援センター
髙橋　俊文
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第 2日　11 月 22 日（日）　第 3会場　5F　「スバル」

12：30～13：30

ランチョンセミナー 7「婦人科領域における様々なレーザー治療の紹介」

共催：DKSHジャパン株式会社

座長　　東京慈恵会医科大学／千葉徳洲会病院　婦人科� 佐々木　　　寛
演者　　産科・婦人科江川クリニック� 江　川　晴　人
　　　　聖順会ジュノ・ヴェスタクリニック八田� 八　田　真理子

14：10～16：10

シンポジウム 4「リプロダクティブ・ヘルス　プレコンセプションケア」
座長　　飯田橋レディースクリニック� 岡　野　浩　哉
　　　　旭川医科大学　産婦人科� 加　藤　育　民

1）公衆衛生学的視点からみたプレコンセプションケア
秋田大学大学院医学系研究科　衛生学・公衆衛生学講座
前田　恵理

2）本邦におけるプレコンセプションケア啓発に関する取り組み
東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座
甲賀かをり

3）開業医の立場で行うプレコンセプションケアの実績と今後の展望・可能性
産科婦人科舘出張佐藤病院
佐藤　雄一

4）母性内科的視点でみたプレコンセプションケア
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
荒田　尚子

16：10～17：40

スポンサードセミナー 5「�多目的婦人科レーザー機器“インティマレーザー�®”に
よる各種臨床効果の検証～GSM症状＋α」

共催：ハルテック株式会社／Fotona�d.o.o

座長　　�藤田医科大学病院国際医療センター／ 
山王メディカルセンター・女性医療センター� 太　田　博　明

1）美容婦人科でのインティマレーザー治療：婦人科アンチエイジング治療 10 年の経験
みどり美容クリニック・広尾
満行みどり
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2）泌尿器科でのインティマレーザー治療：POP・尿失禁・便失禁＆more
医療法人圭成会　大分泌尿器科病院
宮内　聡秀

3）婦人科でのインティマレーザー治療：コロナ禍下での導入経験・自費診療集患のポイント
W　CLINIC 梅田院　婦人科
宮崎　綾子，田井　祐貴，足立真由美

パネルディスカッション／質疑応答

第
2
日
　
11
月
22
日

（日）
　
第
3
会
場

― 35 ―

Nakajima
楕円



第 2日　11 月 22 日（日）　第 4会場　6F　「606」

9：00～10：00

教育講演 4・5「ゲノム医療と女性医学/医療経済」
座長　　大阪大学　産婦人科� 澤　田　健二郎
　　　　群馬大学　保健学研究科� 林　　　邦　彦

1）ゲノム医療と女性医学
東京大学大学院　総合ゲノム学
織田　克利

2）女性の病気とオカネの話―費用対効果評価とは？
横浜市立大学医学群　健康社会医学ユニット/データサイエンス研究科　ヘルスデータサイエンス専攻／
東京大学大学院　薬学系研究科　医薬政策学
五十嵐　中

14：10～15：40

ハンズオンセミナー 4「�手動真空吸引法（MVA）における疼痛管理～傍頸管／頸
管内ブロックの有用性～」

共催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

メインファシリテータ　　東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科 
� 永　松　　　健
ファシリテータ　　東京大学医学部附属病院　女性外科� 佐　山　晴　亮
　　　　　　　　　東京大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター 
� 利　光　正　岳
　　　　　　　　　東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科 
� 久保田　佳穂里
　　　　　　　　　東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科 
� 中　西　恵　美
講師（産科麻酔医）　　東京大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター�
� 坊　垣　昌　彦
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第 2日　11 月 22 日（日）　第 5会場　7F　「701」

9：00～10：30

スポンサードセミナー 3「HRT�Past�and�Future」

共催：富士製薬工業株式会社

座長　　愛知医科大学病院　産科婦人科� 若　槻　明　彦

1）将来のために知っておきたいHRTの基礎
徳島大学大学院医歯薬学研究部　生殖・更年期医療学分野
安井　敏之

2）将来のために知っておきたいHRTの臨床
東京歯科大学市川総合病院　産婦人科
髙松　　潔

11：20～12：20

社員総会

12：30～13：30

ランチョンセミナー 8「PMS女性の味方になる診方」

共催：株式会社ツムラ

座長　　医療法人平治会ミズクリニックメイワン� 小　林　　　浩
演者　　京都大学大学院医学研究科　婦人科学産科学� 江　川　美　保

14：10～16：25

ハンズオンセミナー 5「漢方初学者の為の漢方入門セミナー」

共催：株式会社ツムラ

座長　　医療法人もちづき女性クリニック／獨協医科大学医学部産科婦人科�
� 望　月　善　子
演者　　つくばセントラル病院　産婦人科／東西結合医療研究所／東邦大学薬学部 
� 岡　村　麻　子
　　　　つくばセントラル病院　産婦人科／筑波大学附属病院� 小　倉　絹　子
　　　　筑波大学附属病院� 中　村　優　子
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第4会場(606)へ、会場移動いたしました。



第 2日　11 月 22 日（日）　ハンズオンセミナー会場　各会場

ハンズオンセミナー 1「腹腔鏡下結紮縫合セミナー」

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　メディカルカンパニー　エチコン事業部

ハンズオンセミナー 2「子宮鏡ハンズオンセミナー」

共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社／エム・シー・メディカル株式会社

ハンズオンセミナー 3「�マイクロ波子宮内膜アブレーションハンズオンセミナー」
演者　　久我山病院　産婦人科� 山　本　泰　弘

共催：アルフレッサファーマ株式会社
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Web掲載のみ

NPO法人HAP＠緊急避妊フォーラム 2020	
	 「緊急避妊ピル＠プレコンセプションケア」

共催：NPO法人HAP

座長　　野崎ウィメンズクリニック	 野　崎　雅　裕
　　　　特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women 
	 宮　原　富士子

1）緊急避妊薬について考える～日本産科婦人科学会の立場から～
日本産科婦人科学会　女性ヘルスケア委員会／九州大学大学院医学研究院　生殖病態生理学
加藤　聖子

2）緊急避妊ピルの供給に関する薬剤師・薬局の関わりの現状と課題とこれから
特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women（NPO 法人 HAP）
宮原富士子

3）薬学部でのプレコンセプションケア教育の試み
帝京平成大学　薬学部
井手口直子

4）看護学部における教育
神戸大学大学院保健学研究科　看護学領域
千場　直美

5）オンライン診療かリアル診療か？
一般社団法人日本家族計画協会　家族計画研究センター
北村　邦夫

一般演題（Web掲載）

一般演題（Web掲載）「基礎研究」
W-001． 生薬配合薬による GABAA 受容体発現調節を介した月経前症候群モデル動物の不安様症状改善効果

福岡大学　薬学部　臨床疾患薬理学教室
射場日佳里

W-002． 閉経前女性と閉経後女性における尿中と血清中の女性ホルモン量の相関関係の検討
群馬大学大学院　保健学研究科
長井　万恵

W-003． 子宮内膜症に対する味噌の有効性の検討
京都府立医科大学大学院　女性生涯医科学
垂水　洋輔

W-004． ニューロエストロゲンは視床下部での食欲抑制因子を増加させる
藤田医科大学　医学部　産婦人科学
會田　訓子
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W-005． 内因性 SERM である 27-Hydroxycholesterol は ER βを介し，肺癌の細胞増殖に関与する
東京医科歯科大学　生殖機能協関学
平光　史朗

W-006． Equol と Tamoxifen 代謝物の併用に関する基礎的検討
九州大学大学院医学研究院　生殖病態生理学分野
河村　圭子

一般演題（Web掲載）「疫学」
W-007． 治療と仕事の両立に悩む働く女性に対する支援ニーズ

東京慈恵会医科大学　環境保健医学講座
須賀　万智

W-008． ベトナム・ホーチミン市のインターナショナルクリニックにおける婦人科受診理由とその背景
東京大学　産婦人科／Family Medical Practice HCMC
秋野　なな

W-009． 日本人女性における定義に基づいた閉経年齢とゴナドトロピンの推移について
飯田橋レディースクリニック
岡野　浩哉

W-010． 当院における梅毒合併妊娠 7 例の検討
独立行政法人国立病院機構　埼玉病院
世良亜紗子

W-011． 日本語版 Daily Records of Severity of Problems（DRSP）の信頼性・妥当性
京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系健康情報学分野
池田裕美枝

W-012． 当院における産後うつに関する因子の検討
鹿児島市立病院　産婦人科
中川映理子

W-013． 妊孕性温存のカウンセリングを実施した AYA 世代女性がん患者 7 例の転帰
山梨大学　医学部　産婦人科
小川　達之

W-014． 当院における 40 歳以上の高年妊娠の検討
大阪府済生会吹田病院　産婦人科
丸岡　　寛

W-015． 産婦人科母性医師の産後復職時の問題点　－医局内アンケートの結果から－
千葉大学　婦人科　周産期母性科
廣澤　聡子

一般演題（Web掲載）「骨粗鬆症・骨代謝」
W-016． 当院で行っている骨粗鬆症外来の現状

医療法人社団　慈恵会　新須磨病院
谷　　杏奈

W-017． 婦人科癌術後患者における骨量管理の現状
越谷市立病院　産婦人科
糸賀　知子

W-018． 偽閉経療法後の著明な骨密度低下で判明した副甲状腺機能亢進症による続発性骨粗鬆症の 1 例
横浜南共済病院　産婦人科
岩泉ゆき葉
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W-019． 当院骨粗鬆症センターの設置と横断的診療の取り組みについて
東京大学医学部附属病院　産婦人科
鍋島　珠恵

W-020． 妊娠授乳関連骨粗鬆症の骨折連鎖を回避するために～3 症例の経験
獨協医科大学　産婦人科
茂木　絵美

W-021． 長期間の低エストロゲン状態により骨端線未閉鎖および骨量減少を認めた原発性無月経の 1 例
東京慈恵会医科大学附属病院　産婦人科学講座
中島　恵子

W-022． 若年婦人科がん治療後の骨への影響およびホルモン補充療法の効果
大阪医科大学　産婦人科
佐々木　浩

W-023． GnRH アゴニスト反復投与後に椎体骨折をおこした一例
岐阜大学　医学部　産婦人科
波多野香代子

W-024． 骨粗鬆症予防には早期からの医学的介入が有用である
御茶ノ水・浜田病院　産婦人科
合阪　幸三

W-025． 性別適合術後の骨粗鬆症症例に対するホルモン補充療法の経験
京都府立医科大学
遠藤　理恵

W-026． 血液がん治療後の AYA 世代における骨量管理
獨協医科大学
添田わかな

W-027． アロマターゼ阻害剤関連骨量減少に対する Denosumab 製剤と Bisphosphonate 製剤の有効性～DXA 法によ
る BMD および TBS の後方視的検討～

横浜市立大学附属市民総合医療センター　婦人科
大沼　えみ

W-028． ジエノゲストの長期投与例における骨密度に関する検討
徳島大学　産科婦人科
門田　友里

W-029． SERM の骨密度に対する長期的治療効果に関する検討
北海道大学病院　婦人科
小林　範子

W-030． 妊娠経過において，一過性大腿骨頭萎縮症を認めた 1 例
大原綜合病院　産婦人科
鈴木　七生

一般演題（Web掲載）「HRT」
W-031． Turner 症候群（TS）患者における Kaufmann 療法（KT）への移行時期についての検討

鹿児島大学　産婦人科
崎濱　ミカ

W-032． 日本人女性におけるホルモン補充療法の利用状況と利用者特性
群馬大学　数理データ科学教育研究センター
井手野由季
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W-033． 関節リウマチ（RA）とホルモン補充療法（HRT）
東京衛生アドベンチスト病院　婦人科／福島労災病院　産婦人科／上野皮膚科婦人科クリニック
栗下　昌弘

W-034． 子宮頸部腺癌治療後のホルモン補充療法
大阪大学　大学院　医学系研究科　産科学婦人科学教室
小川　美祈

W-035． 当科における悪性卵巣腫瘍術後患者へのホルモン補充療法（HRT）の有用性に関する検討
慶應義塾大学　医学部　産婦人科学教室
谷本　慧子

W-036． 子宮欠損と診断されていた Turner 症候群の二例
愛媛大学　産婦人科
内倉　友香

W-037． 閉経後ホルモン補充療法で併用する黄体ホルモンのテストステロン作用が血管内皮機能に及ぼす影響
愛知医科大学　産婦人科
花井　莉菜

W-038． 婦人科がんサバイバーに対するヘルスケア外来開設とその有効性の検討
東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科・女性外科
稲葉　洋文

一般演題（Web掲載）「更年期障害」
W-039． 閉経後女性の BMI と体脂肪率は重度の性交痛と負に相関する

東京医科歯科大学　茨城県地域産科婦人科学講座
寺内　公一

W-040． わが国における更年期障害治療の実態について　―日本産科婦人科学会女性ヘルスケア委員会全国調査よ
り―

東京医科歯科大学　茨城県地域産科婦人科学講座
寺内　公一

W-041． ローヤルゼリーが閉経後女性の更年期症状に及ぼす影響
愛知医科大学　産婦人科
守田　紀子

W-042． 対人関係が更年期症状に与える影響に関する検討
東京歯科大学市川総合病院　産婦人科
白橋　真由

W-043． 術前診断しえた高齢女性の子宮捻転の一例
甲南医療センター　産婦人科
田邉　　文

W-044． ローヤルゼリー摂取が閉経後早期女性の精神症状に及ぼす影響　-無作為化二重盲検プラセボ対照比較試験-
愛知医科大学　産婦人科学講座
清水　沙希

W-045． 開発した新型パッチ式脳波計測シートの更年期診療への応用の可能性の検討
大阪大学　医学部　産婦人科学教室
志村宏太郎

W-046． 周更年期における病悩期間の長い患者の特徴
長野県立病院機構　長野県立木曽病院　産婦人科
吉岡　郁郎
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W-047． 当院における女性ヘルスケア外来の取り組み
杏林大学医学部付属病院
片山　紗弥

一般演題（Web掲載）「月経異常」
W-048． 当院で診断および治療施行した腸管子宮内膜症の 3 例

大原綜合病院
若木　　優

W-049． リュープロレリン酢酸塩注射薬による子宮腺筋症治療中に急性大動脈解離を発症した 1 例
佐賀県医療センター好生館　産婦人科
八並　直子

W-050． 抗凝固療法中の機能性過多月経に対して MEA（Microwave Endometorial Ablation）を施行した一例
香川県立中央病院
堀口　育代

W-051． 小建中湯が奏効した思春期女性の続発性無月経の 1 例
浜松医科大学　産婦人科／JA 静岡厚生連　静岡厚生病院　産婦人科
中山　　毅

W-052． 当院で経験した 13 歳女児の腟留血腫の 2 例
京都山城総合医療センター
北岡　由衣

W-053． Kallmann 症候群の 2 例
岐阜大学　医学部　産婦人科
山本志緒理

W-054． 帝王切開術後に腹直筋内に発症した腹壁子宮内膜症の一例
ベルランド総合病院　産婦人科
仲尾　有美

W-055． ジエノゲストの 2 年間の投与が子宮内膜症女性の炎症や酸化ストレスマーカーに及ぼす影響
愛知医科大学　産婦人科
篠原　康一

W-056． 医学生に対する女性ヘルスケア講義の成果
産業医科大学　産婦人科
星野　　香

W-057． 早発卵巣不全症例への取り組み
あい ART クリニック
副田　　翔

W-058． 神経性やせ症による原発性無月経に対しエストロゲン補充漸増法が有効であった一例～月経を生じさせない
ホルモン補充の工夫～

横浜市立大学附属市民総合医療センター　婦人科
粒来　　拓

W-059． 当院における希少部位子宮内膜症の経験
独立行政法人　国立病院機構　九州医療センター　産婦人科
林　　魅里

W-060． 血中 AMH 値が高値を示す女性での月経異常の病型と AMH 値との関連
長崎大学病院　産婦人科
佐藤　千明
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W-061． レルゴリクスを術前投与した子宮鏡下子宮筋腫摘出術症例の検討
群馬大学　医学部　産婦人科
平石　　光

一般演題（Web掲載）「悪性腫瘍」
W-062． 末期卵巣癌に伴う多量の胸水及び腹水コントロールに難渋した二症例

公立甲賀病院
村山　有美

W-063． 子宮体癌手術に伴う外科的閉経が QOL（quality of life）および感情に及ぼす影響に関する検討
鹿児島大学　医学部　産科婦人科
唐木田智子

W-064． 手術歴やホルモン療法歴のない腹膜播種性平滑筋腫症の 1 例
徳島大学　産科婦人科
笠井　可菜

W-065． 当院で経験した脳梗塞・深部静脈血栓症から発見された卵巣明細胞癌症例
千船病院　産婦人科
河谷　春那

W-066． 当院における婦人科がん患者における外科的閉経後の骨密度異常の現状
聖マリアンナ医科大学　産婦人科学
澤田　紫乃

W-067． 当院女性健康外来における若年婦人科癌患者に対する取り組みについて
立正佼成会附属佼成病院　産婦人科
長内喜代乃

W-068． 閉経前乳がん患者におけるタモキシフェン内服による E2，FSH の経時的変化－約 2 年間にわたる 20 例の観
察から－

香川県立保健医療大学　保健医療学部　看護学科
塩田　敦子

W-069． 婦人科がんヘルスケアにおけるモバイルアプリケーションの有用性―フィジビリティスタディ中間報告
京都大学大学院　医学研究科　婦人科産科学
東山　希実

W-070． 術前診断が困難であった子宮腺筋症から発生した子宮体癌の 2 例
国立国際医療研究センター病院
干場みなみ

W-071． 新型コロナウイルス感染症拡大下，緊急事態宣言中の婦人科がん患者に対する不安・抑うつスコアにおける
後方視的研究

横浜市立大学附属市民総合医療センター　婦人科
最上　多恵

W-072． 閉経後不正性器出血を契機に判明した多血症を伴った卵巣　Leydig cell tumor
滋賀医科大学　産婦人科
樋口明日香

W-073． 術前化学療法によって硬化性苔癬が肉眼的に明らかになった外陰癌の一例
兵庫県立がんセンター
中澤　浩志

W-074． 小児悪性腫瘍に対する造血細胞移植後女性の晩期合併症についての検討
愛知県へき地医療支援機構
福原　伸彦
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W-075． 妊娠 13 週で診断した子宮頸部小細胞癌の一例
富山県立中央病院　産婦人科
浅井　隆之

W-076． 婦人科悪性腫瘍化学療法に伴う排便障害に対する PAC-QOL を用いた検討
東京大学医学部附属病院　女性外科・女性診療科
吉田　光代

W-077． 同時化学放射線療法後に母乳育児を継続した子宮頸癌の一例
横浜市立大学附属病院　産婦人科
牛尾江実子

W-078． 乳癌治療が妊孕性に及ぼす影響の実態調査に関する全国アンケート結果
金沢大学　医学部　産婦人科
山崎　玲奈

W-079． 子宮内膜癌に対する子宮鏡下生検の有用性
獨協医科大学埼玉医療センター　産科婦人科
濱田　佳伸

一般演題（Web掲載）「癌検診」
W-080． 当院婦人科乳腺外来の乳がん検診の現状

徳島大学　産科婦人科
河北　貴子

一般演題（Web掲載）「検査」
W-081． 不妊女性に対する人工授精においての子宮内フローラ検査の検討

つばきウイメンズクリニック
鍋田　基生

W-082． Fitz-Hugh-Curtis 症候群の CT 所見：症例報告
国立病院機構小倉医療センター　産婦人科
元島　成信

W-083． Edwardsiella tarda 感染による両側卵管膿瘍に対し，待機的に腹腔鏡下卵管切除術を行った 1 例
横浜南共済病院　産婦人科
萩原　有子

W-084． 抗 NMDA 受容体脳炎を疑ったが，単純ヘルペスウイルスによる無菌性髄膜炎であった 1 例
京都府立医科大学　大学院医学研究科　生涯女性医科学
大谷　真弘

W-085． 正常卵巣より有茎性に発育し捻転した充実性卵巣腫瘍の 2 例
福井赤十字病院　産婦人科
福田　　真

W-086． 卵管切除術が卵巣予備能に及ぼす影響－システマティックレビューによる検討
群馬大学　医学部　産婦人科
中里　智子

W-087． 胞状奇胎術後の hCG 低単位持続分泌症の 1 例
日本赤十字社医療センター　産婦人科
有馬　香織

W-088． 子宮奇形を伴わずに，14 歳で発症した卵巣子宮内膜症性嚢胞の 1 例
福島県立医科大学　ふくしま子ども・女性医療支援センター
太田　邦明
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一般演題（Web掲載）「治療」
W-089． 子宮筋腫に対し GnRH 誘導体製剤を投与後に発症した薬剤誘発性甲状腺中毒症

愛媛県立中央病院　産婦人科
越智　良文

W-090． TLH 症例からみた子宮腺筋症サブタイプ分類の特徴
鳥取大学　医学部　産科婦人科
東　　幸弘

W-091． 術前投与としてのレルゴリクスと GnRH について，その効果および女性ホルモン欠落症状の比較検討
八尾市立病院　産婦人科
永井　　景

W-092． Skene 腺膿瘍に対して開窓術が有効であった一例
社会福祉法人　三井記念病院
小泉美奈子

W-093． 卵子提供－自己卵による妊娠を断念した不妊治療当事者の選択－
HORAC グランフロント大阪クリニック／関西医科大学　産科学婦人科学講座
小宮慎之介

W-094． サルモネラ感染と判明した卵巣膿瘍の一例
鹿児島市立病院　産婦人科
橋爪　綾帆

W-095． 未婚女性の選択肢：社会的妊孕性温存治療（卵子凍結）についての現状
HORAC グランフロント大阪クリニック
浅井古元淑子

W-096． 分娩後月経再開前に子宮頸部円錐切除術を施行し腟閉鎖をきたした 1 例
筑波学園病院　産婦人科
伊東　菜摘

W-097． 当科におけるジェノゲスト内服中の不正性器出血に対する治療経験（内服コンプライアンスをあげるために）
朝日大学病院
川島英理子

W-098． 外科的治療を行った陰唇癒着症の 5 例
筑波学園病院
越智　有美

W-099． タモキシフェン投与中の卵巣腫大に対しリュープロレリン投与を行った周閉経期の症例
甲南医療センター　産婦人科
小嶋　伸恵

W-100． 選択的プロゲステロン受容体調節剤「ウリプリスタル酢酸エステル」の過多月経を伴う子宮筋腫患者におけ
る第 3 相長期投与試験

同愛記念病院　産婦人科
平田　哲也

W-101． 当院における流産手術に対する手動真空吸引法での合併症の検討
佼成病院
安部美由紀

W-102． 複数の併存疾患治療薬を内服中の症例における子宮腺筋症の疼痛に対するジエノゲスト使用の経験
国立研究開発法人国立国際医療研究センター　産婦人科
高本　真弥

W-103． 患者アンケートを用いたレルゴリクス錠の効果と副作用についての調査
大津赤十字病院
家村　洋子
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W-104． レルゴリスク錠の長期間投与における効果と副作用
順天堂大学医学部附属練馬病院　産婦人科
増田　彩子

W-105． 腹腔鏡下手術にて診断できた卵巣莢膜細胞腫の一例
香川県立中央病院
中西　美恵

W-106． 子宮粘膜下筋腫に対する GnRH アンタゴニストの術前投与は有用か
日本医科大学　産婦人科
白石　達典

W-107． 妊孕性温存に配慮した子宮鏡下子宮筋腫摘出術
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
齊藤寿一郎

W-108． 子宮筋腫に対する UAE 治療の患者満足度は保険適用により変化したか？
大阪大学　産婦人科
山本　実咲

W-109． 陰唇癒着症の 1 例
岡山市民病院　産婦人科
徳毛　敬三

W-110． 当院における経口レルゴリクス製剤の使用経験
白子ウィメンズホスピタル
二井　章太

W-111． 急性腹症を呈した卵巣チョコレート嚢胞患者における急性期管理プロトコール作成に向けて
日本医科大学　医学部　産婦人科
可世木華子

W-112． 当院での子宮内黄体ホルモン放出システムの使用経験
東邦大学医療センター　大橋病院　婦人科
高橋　怜奈

W-113． 水様性帯下を訴えた卵管捻転の 1 例
国立病院機構横浜医療センター　産婦人科
平原　裕也

W-114． 生殖年齢女性における卵巣奇形腫の手術時内容液漏出の問題点；術後発症の抗 NMDAR 脳炎と化学腹膜炎
帝京大学ちば総合医療センター
土田　千尋

W-115． 妊孕能温存を希望しない女性に対する子宮筋腫の治療～腹腔鏡下子宮全摘術と子宮動脈塞栓術における患者
満足度調査結果～

順天堂大学　医学部　産婦人科学講座
尾崎　理恵

W-116． 中期中絶後に発生する RPOC の大量出血予測の検討
東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科
秋葉　直也

W-117． 当院における細径硬性子宮鏡を使用した内膜ポリープ切除術の経験
つばきウイメンズクリニック
須賀　真美

W-118． 当院における子宮鏡下子宮筋腫摘出術の術前 GnRH 製剤投与についての検討
日本赤十字社医療センター
関　　章秀
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W-119． COVID-19 感染拡大によるロボット手術中断と，手術待機時期における経口 GnRH アンタゴニスト製剤の有
用性

日本赤十字社医療センター
渡邊　理子

W-120． 当科における子宮筋腫に対するレルゴリクス術前投与の検討
長崎大学病院　産婦人科
梶村　　慈

一般演題（Web掲載）「漢方」
W-121． 尿道痛を主訴とした更年期女性の慢性骨盤痛に対し桂枝茯苓丸が奏功した 1 例

箕面市立病院
大武　慧子

W-122． 閉経後に顕著になった持続性性喚起症候群の一例
国家公務員共済組合連合会　斗南病院　婦人科・生殖内分泌科
池田　詩子

W-123． 当院における褥婦に対する人参養栄湯の効果を検討する
飯田市立病院　産婦人科
池田　枝里

W-124． 月経困難症に対して腸癰湯を使用した 3 症例
関西電力病院　婦人科
寺川　耕市

W-125． 難治性の手湿疹と精神症状に漢方治療が有効であった更年期女性の 1 例
金沢医科大学　総合内科学　女性総合外来
澤田　未央

W-126． 咽頭部違和感症を訴える更年期女性に対する，半夏厚朴湯の効果と検討
慶應義塾大学医学部　産婦人科
大野あゆみ

W-127． 更年期肥満に対する漢方薬「防已黄耆湯」の抗肥満作用および活性寄与成分の検討
小林製薬　中央研究所
山口　朋子

W-128． 月経前不快気分障害（PMDD）の漢方治療中に失声症を発症した患者に対し逆方位の漢方薬で声が戻った 1
症例

東北大学病院　産科婦人科
大澤　　稔

一般演題（Web掲載）「OC」
W-129． 緊急避妊ピルの供給に関する薬剤師の関わりの現状と課題とこれから

NPO 法人 HAP（Healthy Aging Projects for Women）／ケイ薬局
宮原富士子

W-130． 起立性調節障害に LEP が著効した一例
諏訪赤十字病院　産婦人科
牧野内理子

W-131． 子宮内膜症女性に対する低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤が酸化ストレスマーカーに及ぼす影響につ
いて　－年齢に注目して－

愛知医科大学　産婦人科
櫻田　昂大
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W-132． レボノルゲストレル内服後に異所性妊娠の診断となった 1 例
日本赤十字社医療センター　産婦人科
鈴木　研資

W-133． 漢方薬併用により LEP 治療の有効性が向上した 51 症例の検討
つくばセントラル病院／日立総合病院
岡村　麻子

一般演題（Web掲載）「骨盤臓器脱・排尿障害」
W-134． 妊娠が骨盤底構造へ与える影響についての MRI による検討

大阪大学
八木　太郎

W-135． 当院での骨盤臓器脱に対するロボット支援仙骨腟固定術（Robot-assisted sacrocolpopexy；RSC）の現状
昭和大学病院　産婦人科
石川　哲也

W-136． 経入口 3 次元超音波画像による陳旧性骨盤底筋損傷の観察
三井記念病院　産婦人科
中田　真木

W-137． 子宮筋腫により発症した尿閉の 1 症例
甲南医療センター
山崎　友維

W-138． 排尿障害をきたした陰唇癒着症の 2 例
屋島総合病院
河西　邦浩

W-139． 産褥排尿障害が遷延し自己導尿の維持が困難であった 1 例
三井記念病院　産婦人科
上島　千春

W-140． 子宮全摘術後の骨盤臓器脱に対し腹腔鏡下仙骨腟固定術を施行した 6 例
済生会長崎病院　産婦人科
福島　　愛

W-141． 膀胱瘤症状にて受診した異所開口尿管の 2 例
第一東和会病院　婦人科／第一東和会病院　ウロギネコロジーセンター
柏原　宏美

W-142． 当院における骨盤臓器脱に対するリングペッサリー療法の現況
大阪大学医学部附属病院　産婦人科
文　美智子

W-143． 膀胱腟間 fascia の構造と変化
富山県立中央病院　産婦人科
谷村　　悟

W-144． 当院における骨盤臓器脱手術の術式選択―治療成績と合併症―
公益法人　湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院　産婦人科
鈴木　博志

W-145． ペッサリー自己着脱についての検討
越谷市立病院　産婦人科
青木　志保

W-146． 中高年女性を対象とした骨盤底筋群への適切なアプローチ方法の検討～オンライン遠隔指導を活用して～
日本コアコンディショニング協会
岡橋　優子
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W-147． 閉経後の陰唇癒着症の 2 例
東京都保健医療公社　東部地域病院
宮国　泰香

一般演題（Web掲載）「オフィスギネコロジー」
W-148． 当院での子宮内避妊具（IUD）留置例の診療実績：全 83 例の後方視的検討

帝京大学ちば総合医療センター　産婦人科
本城　晴紀

W-149． 乳癌内分泌療法が子宮内膜へ与える影響の検討
公立学校共済組合　関東中央病院　産婦人科
岡部　葉子

W-150． 当院における思春期女子アスリート外来の現状
三重レディースクリニック／三重中央医療センター　産婦人科
神元　有紀

W-151． 当院の HPV ワクチンの接種状況とアンケートによって分かったワクチン啓発のために必要なこと
藤沢女性のクリニックもんま
門間　美佳

一般演題（Web掲載）「メタボリック症候群」
W-152． 当科における女性ヘルスケア外来での妊娠高血圧症候群患者の産後フォローアップの報告

九州大学病院　産婦人科
宮崎　順秀

W-153． 外科的閉経となった子宮内膜癌サバイバーの内臓脂肪量変化の検討
浜松医科大学　産婦人科学講座
成味　　恵

W-154． 妊娠糖尿病と診断した症例を内科外来フォローアップにつなげることで，将来的なメタボリックシンドロー
ムを予防できる

板橋中央総合病院
長谷川澄子

一般演題（Web掲載）「看護・保健」
W-155． 当市役所における女性職員への女性の健康支援とアンケート調査結果

松山赤十字病院　産婦人科／高知医療センター
上野　晃子

W-156． 職域における更年期世代への健康づくり活動「骨美人セミナー」の報告
大阪ガス株式会社　人事部　Daigas グループ健康開発センター
松本真奈美

W-157． 女子大学生の握力と月経随伴症状との関係
徳島大学大学院　医歯薬学研究部　生殖・更年期医療学分野
松浦　幸恵

W-158． 地域の薬剤師による女性の健康支援～現状と課題
NPO 法人 HAP（Healthy Aging Projects for Women）
若林由香子
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W-159． 中年期就労女性は更年期症状の捉え方によってその対処方法は異なるか-テキストマイニング法を用いて-
東北大学大学院　医学系研究科
吉沢豊予子

W-160． 骨盤臓器脱手術を受ける患者の看護～術後処置のイメージ化を図ったオリエンテーションの取り組み～
（公財）東京都保健医療公社　東部地域病院　看護部
三上加奈子

W-161． 埼玉県在住の中高年女性における生活習慣病予防に関する認識・行動および身体情報の実態
県立広島大学　助産学専攻科
宮下ルリ子

W-162． 就労女性が有する更年期症状の保有数と労働遂行能力との関係
東北大学大学院医学系研究科　ウィメンズヘルス・周産期看護学分野
橋本　恵子

W-163． 産後うつと甲状腺機能異常の関連性
東京北医療センター　産婦人科
松本佳余子

W-164． キャリア後期にある女性看護職に対するヘルスプロモーション行動の促進が更年期症状とワーク・エンゲイ
ジメントに及ぼす影響

埼玉県立大学　保健医療福祉学部　看護学科
兼宗　美幸

W-165． 更年期女性の睡眠を改善・促進する包括的アプローチを用いたプログラムの介入効果
順天堂大学　医療看護学部
高島えり子

W-166． COVID-19 と女性をめぐる諸課題をもとにした女子大学生のリプロダクティブヘルスアンドライツへの意識
調査と女性医学の役割

奈良大学　社会学部　総合社会学科／奈良県立医科大学　産婦人科
島本太香子

一般演題（Web掲載）「栄養・運動」
W-167． 女性アスリートに対する LEP 投与の治療効果と副作用の検討

順天堂大学　産婦人科
北村　絵里

W-168． 女性の加齢に伴う Waist to hip ratio 変化とエクオール産生能の関連性－横断研究－
大塚製薬株式会社　ニュートラシューティカルズ事業部　佐賀栄養製品研究所
居田　　萌

W-169． 保険薬局薬剤師による葉酸摂取啓蒙活動の実践
株式会社スギ薬局　青山店
世古　敬一

W-170． 高たんぱく質食は食品摂取の多様性に共起し，適正な体格に関連する
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　茨城県地域産科婦人科学講座
加藤　清子

W-171． 地方都市で思春期スポーツ外来を開設して
マミーローズクリニック　産婦人科／小石マタニティクリニック
宮本　由記

W-172． トラウマインフォームドケアとしてのヨガで更年期症状が緩和された一例
大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科／一般社団法人 WiTHs
荒木　智子
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一般演題（Web掲載）「ヘルスケア」
W-173． 内科クリニックにおける女性専門外来の実情

池田内科御池クリニック
池田　文彦

W-174． 授乳中のカフェイン摂取は控えるべきか～母乳を用いた検討～
JA 香川厚生連　屋島総合病院　産婦人科／香川大学大学院　医学系研究科　小児科学講座
香西　祥子

W-175． COVID－19 患者に対するトラウマインフォームドケアプログラムの試み
兵庫県立尼崎総合医療センター
田口　奈緒

W-176． 妊娠を契機に診断された先天性腟横隔膜症の一例
大阪医科大学附属病院
森田奈津子

W-177． 診断に苦慮した性器結核の一例
中通総合病院　産婦人科
利部　徳子

W-178． Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 症候群患者に対する腹腔鏡補助下骨盤腹膜利用造腟術後の腟内細菌の変
化

浜松医科大学　産婦人科学教室
松家まどか

W-179． 当科で診療を行った 46, XY 性分化疾患 10 症例の後方視的解析
大阪大学医学部　産婦人科
清水　亜麻

W-180． 当院における産婦健康診査の取り組みについて-EPDS を中心に-
香川大学医学部附属病院　周産期学婦人科学
新田絵美子

W-181． 当院における 40 歳以上の高齢妊娠におけるハイリスク合併症とエジンバラ産後うつ病自己評価表（EPDS）
高得点との関連性

大阪市立総合医療センター　総合周産期母子医療センター　産科
小松　摩耶

W-182． 当院における妊娠糖尿病褥婦の外来管理と転帰
社会医療法人　愛仁会　千船病院
安田　立子

W-183． 帝王切開術後抗生剤による薬剤熱の 1 症例
京都第一赤十字病院
松本真理子

W-184． 全国ワースト 3 位の岡山県でみる梅毒感染症の当院での診療経験と取り組みについての報告
岡山赤十字病院　産婦人科
江口　武志
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