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プログラム 

9 月 3 日(金) 

一般演題Ⅰ(9:00～9:50) 

座長  東京慈恵会医科大学 田中忠夫 

横浜船員保険病院 畑 俊夫 

 

１．悪阻の時期に飴が何故美味しくないか 

東京慈恵会医科大学産婦人科1) 、同大学内分泌・代謝内科2)

恩田威一1)、田中忠夫1) 、横田邦信2)

 

２．貧血妊婦の鉄剤治療における亜鉛補充の影響 

浜松医科大学産婦人科 

内田季之、伊東宏晃、仲谷傳生、大川直子 

堀越義正、菊池 卓、平井久也、谷口千津子   

鈴木一有、杉原一廣、金山尚裕 

 

３．非妊時肥満、妊娠中肥満妊婦に対する食事指導 

金沢医科大学産科婦人科 

荒木英治、富澤英樹、閨谷奈津子 

高木弘明、笹川寿之、牧野田 知 



 

４．母体の BMI と帝王切開術合併症との関連に関する検討 

川崎医科大学産婦人科 

石田 剛、張 良実、中井祐一郎、潮田至央 

郭 翔志、中村隆文、下屋浩一郎 

 

５．埼玉県内の GDM スクリーニング検査の現状 

埼玉医科大学産科婦人科1)、越谷市立病院産婦人科2)

水上順智1)、西林 学1)、三木明徳1)

板倉敦夫1)、石原 理1)、山本 勉2)

 

 

 

一般演題Ⅱ(9:55～10:45) 

座長  大阪市立大学   石河  修 

国際医療福祉大学  太田博明 

 

６．肥満妊娠におけるインスリン抵抗性(IR)と脂肪組織のマクロファージ（ATM） 

亜型M1とM2の動態変化の関連：  

diet induced obesity（DIO）マウスモデルを用いた検討 

三重大学産科婦人科 

張 凌雲、杉山 隆、紀平知久、村林奈緒 

梅川 孝、長尾賢治、神元有紀、佐川典正 

 

７．正常妊娠と妊娠高血圧症における遊離脂肪酸(FFA)とアディポネクチンの連関 

奈良県立医科大学産婦人科 

成瀬勝彦、大野木輝、小山恵美、米田聡美、西岡和弘 

野口武俊、佐道俊幸、北中孝司、小林 浩 

 

８．早発型と遅発型妊娠高血圧症候群妊婦における活性酸素の産生機序の検討 

～ヒポキサンチン-尿酸代謝について～ 

愛知医科大学産婦人科  



木村千晴、渡辺員支、森 稔高 

藤牧 愛、篠原康一、若槻明彦 

 

９．2-Methoxyestradiol（2ME2）の膵β細胞保護作用の検討 

順天堂大学産婦人科1) 、順天堂大学代謝内分泌内科2)

 依藤崇志1)、黒川敦子1)、竹田 省1)

       内田豊義2)、藤谷与士夫2)、綿田裕孝2)

 

１０．若年女性における高骨密度獲得のための目標とすべき体格指標について 

東京女子医科大学産婦人科学教室1) 、国立国際医療研究センター病院産婦人科2)

パブリックヘルスリサーチセンター3) 、国際医療福祉大学 山王メディカルセンター4)

吉形玲美1)、折戸征也2)、中野千枝1)

尾上佳子1)、黒田龍彦3)、太田博明4)

教育講演(11:00～11:40) 

座長  三重大学     佐川典正 

妊娠糖尿病の新しい診断基準について 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科  

平松祐司 

 

 

多施設共同研究案(11:45～12:00) 

座長  岡山大学     平松祐司  

妊娠糖尿病の管理に関する臨床研究について 

三重大学産科婦人科  

杉山 隆 

 

 

ランチョンセミナー（12:00～13:00） 

座長  三重大学     佐川典正 

女性のヘルスケアにおける栄養管理：現状と展望    

東京医科歯科大学  

麻生武志  



 

 

 

 

ワークショップⅠ．「GDM 新診断基準」（13:00～14:40） 

座長  岡山大学     平松祐司 

       愛育病院     中林正雄 

 

１．当院における妊娠糖尿病の診断基準改定に伴う診断率の変化 

医療法人泰誠会 永井クリニック1) 、日本医科大学産婦人科2)

茆原弘光1) 2)、永井 泰1)、渡辺恒治1) 、足立 匡1)

永井 敦1)、今井史江1)、三輪淳子1)  

 

２．妊娠糖尿病診断基準の改訂は当院の臨床はどう影響するか？ 

東京医科大学八王子医療センター 産科・婦人科 

野平知良、清水巴菜、岩佐朋美、小野寺高幹、岡部一裕 

 

３．妊娠初期における随時血糖カットオフ値95 mg/dlの妥当性と新国際基準との整合性 

高槻赤十字病院 産婦人科1）、同 糖尿病・内分泌・生活習慣病科2）

熊谷広治1）、安田勝行1）、金子至寿佳2）

 

４．新定義・診断基準にもとづく妊娠糖尿病の周産期事象の解析 

総合母子保健センター愛育病院産婦人科 

中林 靖、竹田善治、川名有紀子、錢 瓊毓、橋本誠司、野間 桃 

松井大輔、中山敏男、湯 暁暉、小山 哲、桧垣 博 

鶴賀香弥、中山摂子、坂元秀樹、安達知子、中林正雄 

 

５．妊娠糖尿病の新診断基準（案）によって新たに追加診断される症例の周産期予後 

国立病院機構長崎医療センター産婦人科、長崎大学産婦人科* 

安日一郎、山下 洋、釘島ゆかり、福田雅史* 

橋本崇史、杉見 創、片野坂舞、古賀 恵 

八並直子、梅崎 靖、菅 幸恵、楠田展子 



 

６．JAGS trial による新基準 GDM スクリーニング法に関する検討 

JAGS trial 産科施設代表：三重中央医療センター産科 

三重大学産科婦人科    

日下秀人、杉山 隆、豊田長康、佐川典正 

 

シンポジウム「肥満とやせ」(14:50～16:50) 

座長  宮崎大学     池ノ上 克 

          東京医科歯科大学 久保田俊郎 

 

１．妊娠中のアディポサイトカインの動態とインスリン抵抗性への関与 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科 

増山 寿、赤堀洋一郎、岸本佳子、沖本直輝 

井上誠司、瀬川友功、平松祐司 

２．妊娠前体格と理想体重増加量・体形意識 

国立保健医療科学院1)、女子栄養大学2)、川口工業病院3)

東京医科歯科大学周産・女性診療科4)

瀧本秀美 1)、林 芙美2)、草間かおる1)、石橋智子3)

宮坂尚幸4)、久保田俊郎4)加藤則子1)

 

３．若年女性のライフスタイル管理における BMI 22 の意義と重要性 

東京女子医科大学産婦人科学教室1) 、パブリックヘルスリサーチセンター2)

国立国際医療研究センター病院産婦人科3) 、国際医療福祉大学山王メディカルセンター4) 

尾上佳子1)、黒田龍彦2)、中野千枝1)  

折戸征也3)、吉形玲美1)、太田博明4)

 

４．妊婦自身の低出生体重は妊娠結果および次世代へ悪影響を及ぼすか？ 

   国立成育医療センター母性医療診療部母性内科 

   荒田尚子 

 

５．Bioelectrical Impedance Analysisダイアグラム解析による新しい栄養アセスメント 

兵庫県立柏原病院1)、タニタ体重科学研究所2)

丸尾原義1)、上田康夫1)、野村和久1)、本田由佳2)



 

 

特別講演(17:00～18:00) 

座長  三重大学     佐川典正 

慢性炎症：生活習慣病・癌に共通する基盤病態 

東京医科歯科大学難治疾患研究所分子代謝医学分野 

小川佳宏 

 

 

 

 

 

 

9 月 4 日(土) 

一般演題Ⅲ(9:15～9:55) 

座長  順天堂大学    竹田 省 

                        広島大学     工藤美樹 

 

１１．母体尿酸値からみた子宮内胎児発育の検討 

岡山大学産科婦人科 

赤堀洋一郎、岸本佳子、沖本直輝、井上誠司 

瀬川友功、増山 寿、平松祐司 

 

1２．軽度の糖代謝異常を有する日本人妊婦における胎児発育は 

糖負荷前血糖値ならびに母体BMIと相関する 

北海道大学産科・周産母子センター 

森川 守、山田 俊、山田崇弘、小山貴弘、赤石理奈 

武田真光、西田竜太郎、荒木直人、長 和俊、水上尚典 

 

1３．当センターにおける巨大児症例についての検討 

大阪府立母子保健総合医療センター産科 

中山聡一朗、神谷まひる、嶋田真弓、川口晴菜 



山本 亮、岸本聡子、米田佳代、清水彰子 

倉橋克典、林 周作、楠本裕紀、光田信明 

 

1４．早産児の分娩時臍帯血中逸脱酵素と母体への長期間の塩酸リトドリン 

投与に関する検討 

東京女子医科大学八千代医療センター母性胎児科 

中島義之、草西多香子、千葉純子、袖山雅子 

都築陽欧子、本田能久、坂井昌人、正岡直樹 

 

 

 

 

 

一般演題Ⅳ(9:55～10:35) 

座長  川崎医科大学  下屋浩一郎 

          神戸大学    山田 秀人 

 

１５．妊娠・授乳期におけるシクロスポリン代謝の検討／生体腎移植後の1症例 

大阪市立大学産婦人科1)、泌尿器科2) 

和田夏子1)、井上 裕1)、北村美帆1) 、栗原 康1) 、長嶋愛子1)  

吉田紗織1) 、安部佳代子1)、月岡美穂1)、延山裕之1) 、中野朱美1)

橘 大介1)、角 俊幸1) 、石河 修1)、内田潤次2)

 

１６．髄膜腫、原発性アルドステロン症を合併した妊娠の１例 

聖マリアンナ医科大学産婦人科 

吉岡伸人 

 

１７．高度なやせを伴う、摂食障害、血小板減少合併妊娠の一例 

広島大学医歯薬学総合研究科産科婦人科 

坂下知久、工藤美樹 

 

１８．妊娠糖尿病（gestational diabetes mellitus : GDM ）の血糖コントロール 



に対し CGMS（Continuous Glucose Monitoring System）を用いた一例 

東京慈恵会医科大学産婦人科 

山本瑠伊、池谷美樹、田沼有希子、松井仁志、佐藤陽一、高橋一彰 

土橋麻美子、上田 和、斎藤元章、礒西成治、田中忠夫 

 

 

ワークショップⅡ．「IUGR の管理」（10:40～12:05） 

座長  日本大学     山本樹生 

       北海道大学       水上尚典 

１．当院で管理した severe IUGR 症例の検討 

三重中央医療センター総合周産期母子医療センター 産科 

前川有香、日下秀人、紀平 力、伊藤譲子 

吉村公一、澤木泰仁、前田 眞 

２．子宮収縮抑制および人工羊水注入療法を用いた重症 FGR の新しい管理法  

国立病院機構長良医療センター産科 

  高橋雄一郎、岩垣重紀、西原里香、岩砂智丈 

木越香織、反中志緒理、川鰭市郎 

 

３．Light for gestational age (LGA)児出現に及ぼす母体体重の影響に関する検討 

北海道大学病院産科・周産母子センター 

森川 守、山田 俊、山田崇弘、赤石理奈、小山貴弘 

武田真光、西田竜太郎、荒木直人、長 和俊、水上尚典 

 

４．早産 IUGR における EUGR（Extrauterine Growth Restriction）発症の 

産科的リスク因子についての検討 

岡山大学病院産科婦人科学 

井上誠司、赤堀洋一郎、岸本佳子 

沖本直輝、瀬川友功、増山 寿、平松祐司 

 

５．妊娠 37 週以降の子宮内胎児発育遅延症例の分娩時期の検討 

大阪府立母子保健総合医療センター  

嶋田真弓、神谷まひる、川口晴菜、山本 亮 



岸本聡子、中山聡一朗、米田佳代、清水彰子 

 倉橋克典、林 周作、楠本裕紀、光田信明 

 

 

ランチョンセミナー（12:05～13:05） 

座長  三重大学     佐川 典正 

効かせる漢方 

肥える漢方薬と痩せ薬 

― ストレスを緩める薬 ― 

かげやま医院  蔭山 充 

〔共催：小太郎漢方製薬株式会社〕  

 


