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2017 年 1月 28日（土）

第 1会場
（5F 小ホール 1）

9：10～ 10：40

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
演者：坂東 昌子　中村 彰

　　　　束村 博子　前田 貴彦

8：00～ 8：40
理事会・評議員会

キャッスルプラザ　孔雀の間（南）

9：00～ 11：00

ポスター貼付

9：00～ 18：00

企業展示
書籍展示

11：00～ 18：00

ポスター閲覧

9：00～ 10：30

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　野出 孝一
演者：中川 幹子　髙橋 潤
　　　　河野 宏明　小川 純人

10：40～ 11：40

14：00～ 15：30

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

演者：米本 倉基　蓮沼 直子
木戸 道子

14：00～ 15：30

シンポジウム 4
「女性医療従事者の健康」

座長：伊東 昌子
演者：伊東 昌子　清田 真由美

内藤 宏　

13：30～ 14：00

10：40～ 11：40

パネルディスカション
「栄養と性差医学」

演者：東口 髙志　三原 千恵

「脳神経外科救急医療
における性差について」
演者：黒岩 敏彦

「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」
演者：周郷 延雄

13：40～ 15：10

スポンサードシンポジウム 2
「性差とQuality of Death（QOD）」

座長：東口 髙志
演者：月山 淑　岡島 明子

森 直治　　 
共催：ネスレ日本株式会社

18：30～ 20：30

懇親会  
6F　展示室　605

11：10～ 11：40
教育講演 1

座長：加藤 庸子　演者：井川 房夫

9：10～ 11：40
9：00～ 9：10

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　片岡 仁美
演者：稲桝 丈司　尾崎 行男
　　　鈴木 敦詞　矢上 晶子
　　　大宮 直木　加藤 慎一

　　　　深谷 修作　日比野 将也

11：50～ 12：50

13：00～ 13：30

ランチョンセミナー 1
「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～」
座長：藤井 多久磨
演者：中村 真潮
共催：第一三共株式会社

総会

開会式

15：30～ 15：40 閉会式

第 2会場
（5F 小ホール 2）

ポスター会場／企業展示休憩コーナー
（6F 展示室 602～ 604）

第 1会場
（5F 小ホール 1）

第 2会場
（5F 小ホール 2）

ポスター会場／企業展示休憩コーナー
（6F 展示室 602～ 604）
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16：00
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2017 年 1月 29日（日）

13：40～ 16：10

スポンサードシンポジウム 1
「Basic Research and Education of Gender Medicine．

性差医学の基礎研究と教育」
座長：下川 宏明　片井 みゆき
演者：Vera Regitz-Zagrosek
　　　黒川 洵子　小宮 ひろみ

片井 みゆき
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

16：20～ 17：50

シンポジウム 1
「女性と防災」

座長：天野 惠子　堂本 暁子
演者：堂本 暁子　橋本 洋一郎

教育講演2
「加齢と認知症における性差の諸課題」
座長：井川 房夫　演者：武地 一

9：00～ 13：00 9：00～ 15：30

ポスター閲覧

企業展示
書籍展示

13：00～ 13：20
一般演題　ポスター発表
13：20～ 15：30

ポスター閲覧

11：50～ 12：50
ランチョンセミナー 2

「超高齢社会の進展と患者中心の糖尿病治療」
座長：片野 義明
演者：林 正幸

共催：武田薬品工業株式会社

11：50～ 12：50

ランチョンセミナー 3
座長：塩川 芳昭

共催：サンエー精工株式会社

18：00～ 18：20 招待講演
座長：加藤 庸子　演者：堀井 奈津子

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

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－
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優秀演題候補講演
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2017 年 1月 29日（日）

13：40～ 16：10

スポンサードシンポジウム 1
「Basic Research and Education of Gender Medicine．

性差医学の基礎研究と教育」
座長：下川 宏明　片井 みゆき
演者：Vera Regitz-Zagrosek
　　　黒川 洵子　小宮 ひろみ

片井 みゆき
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

16：20～ 17：50

シンポジウム 1
「女性と防災」

座長：天野 惠子　堂本 暁子
演者：堂本 暁子　橋本 洋一郎

教育講演2
「加齢と認知症における性差の諸課題」
座長：井川 房夫　演者：武地 一

9：00～ 13：00 9：00～ 15：30

ポスター閲覧

企業展示
書籍展示

13：00～ 13：20
一般演題　ポスター発表
13：20～ 15：30

ポスター閲覧

11：50～ 12：50
ランチョンセミナー 2

「超高齢社会の進展と患者中心の糖尿病治療」
座長：片野 義明
演者：林 正幸

共催：武田薬品工業株式会社

11：50～ 12：50

ランチョンセミナー 3
座長：塩川 芳昭

共催：サンエー精工株式会社

18：00～ 18：20 招待講演
座長：加藤 庸子　演者：堀井 奈津子

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

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－




