




一般社団法人 日本女性医学学会

日本女性医学学会
ワークショップ

第28回

プログラム・抄録集

Contents

ごあいさつ………………………………………………………… 1

参加者の皆さまへ………………………………………………… 2

座長・演者の皆様へ……………………………………………… 4

単位認定について………………………………………………… 5

会場のご案内……………………………………………………… 8

プログラム…………………………………………………………10

講演抄録……………………………………………………………11

次回学術集会・ワークショップ開催予定のご案内……………24

学会入会のご案内…………………………………………………25

共催 /展示 /広告協賛 /協力　企業・団体一覧………………26





1

ごあいさつ

第 28回　日本女性医学学会ワークショップを，獨協医科大学　産科婦人科学教室で主催させていただき

ます．会場は，JR宇都宮駅東口直結の新規コンベンションセンターの「ライトキューブ宇都宮」になります． 

今回メインテーマは「薬物治療の新たな展開」といたしました．女性医学の臨床現場ではホルモン剤を含

めた薬剤が日々使用されていますが，新たな知見を利用し，新しい製法による薬剤が，急速に治療の選択枝

となり，その原理や作成のメソッドのキャッチ・アップは，重要であると考えています．

本ワークショップで予定されている内容ては，最初のセッションとしてHRT治療の変遷について徳島大

学大学院医歯薬学研究部生殖・更年期医療学分野 安井敏之教授および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 寺内公ー教授にお話しいただきます．

さらに閉経前後に生じる頭痛は日本の更年期女性では高い頻度で認められる症状ですが，特別講演は「片

頭痛診療の新世紀」のタイトルで，獨協医大副学長，脳神経内科名誉教授で，日本頭痛学会　代表理事も務

められた平田幸一先生をお招きしています．頭痛への対応のみならず，本年に入って数社から一斉に発売が

開始されたCGRP（calcitonin gene-related peptide）の拮抗・抑制作用による片頭痛治療薬についても

お話をうかがう予定です．

また，もう一つ特別講演は，京都大学大学院医学研究科　社会健康医学系専攻健康情報学分野　教授の

中山健夫先生にお願いをしています．ご専門は健康情報学で，日本医療機能評価機構のマインズや各種

EBM・診療ガイドラインに関する厚生労働科学研究にもふかく携わっておられます．女性医学学会から多

く策定されている各種ガイドラインですが，「診療ガイドラインとは何か？ ―その適切な活用に向けて― 」

というタイトルで，ガイドラインの質の担保のために大切な点をお話しいただきます．

3年前から拡大がはじまった感染への緊急対応として，新型コロナウイルス感染症のワクチンも含めた各

種薬剤の急速な進歩は，目をみはるものがあります．創薬の視点からは新薬の開発時間が著しく短縮され，

2019年末に確認されたCOVID-19のワクチン創薬は，一躍脚光を浴びたmRNA医薬品であることもあり，

ウイルス・スパイクに対する塩基配列の目処は数十時間でたてられ，約 1年間で臨床応用まで展開されてい

ます．従来型の創薬とはかけ離れた時間軸の短縮はまさに驚異的であり，今回はファイザー㈱ワクチン・リ

サーチ部の小河原先生　他にお願いし，「COVID-19 ワクチン：迅速な開発と接種プログラムへの展開」の

タイトルでお話を伺います．

ランチョンセミナーでは，月経前障害（PMDs）への対応について東京歯科大学市川総合病院産婦人科 

小川真里子　准教授にお願いしています．

いずれの講演も、第一線で活躍される先生方のお話を聞ける機会となりますので、会員の先生方の日常診

療のお役に立てればさいわいです。

 第 28 回日本女性医学学会ワークショップ
 実行委員長　尾　林 　　聡
 （獨協医科大学 産科婦人科学講座 教授）



2

１. 参加登録について
本ワークショップではCOVID-19 対策の為、当日現地会場での参加登録は行いません。
必ず事前に参加登録を行った上で、会場へお越しください。
【参加登録受付期間】　2023 年 1月 18日（水）9：00～ 2023 年 3月 28日（火）17:00 まで
【参加登録】　https://jmwh28ws.com/registration/

２. 第 28回日本女性医学学会ワークショップ参加証明書の発行について
日本女性医学学会専門医（専門資格）の新規・更新申請時に、第 28回日本女性医学学会ワークショッ
プ参加の証明として参加証明書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は再発行できませんので、紛失しないよう大切に保管をお願いします。

現地参加 総合受付にて、ネームカード兼会場参加証明書をお渡しします。
※会場参加の方はWeb視聴も可能です。

Web参加 Web視聴期間内に視聴登録（ログイン ID・パスワード登録）※ 後、マイページにロ
グインすることで「参加証明書」がダウンロードできます。Web視聴期間終了後はダ
ウンロード不可となりますので、必ず下記Web視聴期間内にご自身で参加証明書を
ダウンロードしてください。
※視聴登録については、下記「5. Web 視聴登録について」をご確認ください。

３. 会場参加者へのお願い
●開場・受付開始：2023 年 3月 18日（土）9：00～

●総合受付にて、ネームカード兼会場参加証明書をお渡しします。参加費お支払い（決済）完了後に自
動配信される決済確認メールよりダウンロードできるチケット「会場参加証明書引換券（QRコード
あり）」を印刷して、当日必ず受付にお持ちください。

●ご入場時には、検温およびアルコールによる手指消毒にご協力をお願いします。

●マスクの着用は個人の判断におまかせいたします。

●ランチョンセミナーについては、セッション開始前にお弁当を配布いたします。

●クローク

　　設置場所）３F・総合受付付近　　預かり時間）16：45まで

●託児所については、COVID-19 対策のため開設いたしませんこと、ご了承のほどよろしくお願いします。

【 参加者の皆さまへ
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４. Web視聴登録について
Web視聴をされる方は、視聴前にご自身による「Web視聴登録（ログイン IDとパスワードの登録）」
が必要です。

●オンライン参加登録（参加費お支払い完了）された方へ、3月 19日以降、第 28回日本女性医学学会
ワークショップイベントマネージャー（info@eventmanager-plus.jp）より「Web視聴登録」につ
いてのメールをお送りします。3月29日までに「Web視聴登録」についてのメールが届かない場合は、
第 28回WS運営事務局（TEL：027-323-7417）までお問い合わせください。

●Web視聴登録の方法については、後日、WEBサイトにて詳細をお知らせします。

5. Web視聴期間について
Web視聴ページ内の動画の録画、静止画記録、録音での保存や転載は固く禁止いたします。

視聴期間①：2023 年 3 月 25日（土）  9：00 ～ 3 月 30日（木）23：00

取得可能単位 日本女性医学学会 参加単位：5単位
日本産科婦人科学会 専門医研修出席証明：10単位
日本専門医機構 学術集会参加単位：2単位
日本専門医機構 受講単位（共通講習、産婦人科領域講習）
日本産婦人科医会 研修参加証（医会シール）

対象プログラム 特別講演Ⅰ、特別講演Ⅱ、教育講演、モーニングセミナー、ランチョンセミナー

 

視聴期間②：2023 年 3 月 30日（木）23：00 ～ 4 月  3 日（月）17：00

取得可能単位 日本女性医学学会 参加単位：5単位

対象プログラム 特別講演Ⅰ、特別講演Ⅱ、教育講演、モーニングセミナー、ランチョンセミナー

６. プログラム・抄録集
プログラム・抄録集の冊子は現地参加者のみの配布となります。
WEB 参加のみの場合は、WEB 視聴サイトよりPDF ダウンロードが可能です。
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1. 座長の先生方へのお知らせ
１）ご担当セッション開始の 30分前までに「座長・演者受付」で来場受付をお済ませください。
２）ご担当セッション開始 15分前までに、発表会場内前方右手の次座長席にお着きください。

2. 演者の先生方へのお知らせ
１）ご担当セッション開始の 60分前までに「座長・演者受付」で来場受付をお済ませください。
２）PC受付について（※座長・演者受付内で承ります）
・  本学会での発表はすべてPC発表のみとなっております。スライドやビデオの使用はできません。
・  セッション開始の 60 分前までに PC受付へ PC本体またはデータ（USBまたはCD-R）をお持
ち込みください。受付終了後、PCオペレーター立会いのもとで動作確認（試写）を行ってください。

・  発表原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトをお持ちください。
会場でのプリントアウトは対応しておりません。

・  PC受付のパソコンは台数が限られております。
PC受付のパソコンを使用しての長時間のデータ修正はご遠慮ください。
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会場へお越しください。

・ 試写終了後、ご発表の 15分前までに発表会場内前方左手の次演者席にご着席ください。
・  発表後、発表データは第 28回日本女性医学学会ワークショップ事務局が責任を持って消去いたし
ます。

①発表データ（USB またはCD-R）をお持ち込みの方へ
・  OS、アプリケーションは以下のものをご用意いたします。
 OS：Windows10
 アプリケーション：Windows Power Point 2021
※ Macintosh をご使用の方は、PC をお持ち込みください。
※ 動画・音声を使用する場合、なるべく事前に第 28回日本女性医学学会ワークショップ事務局に
お知らせください。

※ 動画は、標準状態のWindows Media Player で再生できるファイルをPower Point 上にリン
クしてください。

　動画ファイルはWMV 形式（ビットレート 10Mbps）を推奨します。
 Power Point とのリンク状態を保つため、使用動画データも同じフォルダに一緒に保存してく
ださい。

 動画の再生に不安がある方は、ご自身のパソコンをご持参ください。
・  不測の事態に備えて、必ずバックアップデータをお持ちください。
・  フォントはWindows に標準搭載されているものをご使用ください。
　（MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝、Times New Roman、Arial など）
・ スライドの推奨サイズは 16：９です。
・ 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で読み込めないことがありますのでご使用にならないでください。

【 座長 · 演者の皆様へ
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②ノートPC本体をお持ち込みの方へ
・ パソコンのACアダプター、外部出力用変換ケーブルは必ずご自身でご用意ください。
 会場でご用意するPCケーブルコネクタの形状は、Mini D-Sub15 ピンまたはHDMI です。
 外付けコネクターを必要とする場合には必ずご自身でお持ちください。
　（※特に Windows Surface、MacBook 等小型 PCは、別途変換アダプ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。）

・ ご自身の PCと共に、バックアップ用のデータ（USBフラッシュメモリー、CD-R）をご持参く
ださい。

・ 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。

・ スクリーンセーバー、省電力設定は事前にご解除ください。
・ スリープからの復帰時および起動時のパスワードは解除しておいてください。
・ PC受付での試写後、ご発表の 20 分前までに会場内PCオペレーターデスクまで、ご自身でPC 
をお持ちください。またご発表終了時も、必ずお引き取りをお願いいたします。

3. 利益相反状態開示方法について
発表時の利益相反状態開示方法は以下の通りです。

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てください。

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、図に示すひな形に準じたスライドを呈示した
上で、利益相反状態の有無を述べてください。
演題名 · 演者名 · 所属のスライドがない場合は、このスラ
イドが第１スライドとしてください。
※利益相反に関する詳細は、下記「日本女性医学学会HP
の指針」ページをご確認ください。
　https://www.jmwh.jp/z-coi.html

4. オンデマンド配信掲載用データについて
現地での発表を収録したデータをオンデマンド配信に掲載させていただきます。
※オンデマンド配信につきましては、ご承諾いただけた演題のみ配信いたします。
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●単位取得方法はそれぞれ異なります。また、最新情報は随時更新していきますので、単位取得をご希
望の方は必ずWebサイトをご確認ください。　https://jmwh28ws.com/

●Web視聴登録（ログイン ID・パスワード登録）後、ご自身のマイページにログインすると、第 28
回日本女性医学学会ワークショップにおける単位取得状況をご確認いただけます。マイページをスク
リーンショットで撮影して保存されますことをお勧めします。

◆日本女性医学学会 参加単位：5単位

参加登録（参加費お支払い完了）することで単位が付与されます。
会員の方は、登録時に必ず日本女性医学学会の会員番号（7桁）を正確にご入力ください。

◆日本産科婦人科学会 専門医研修出席証明：10単位
◆日本専門医機構 学術集会参加単位：2単位 

参加登録時に、日本産科婦人科学会の会員番号（8桁）の入力が必須です。
入力内容に不備があった場合、単位登録は受理されませんので予めご了承ください。

現地参加 ご自身の責任において新会員証『JSOGアプリ』または『JSOGカード』で出席管理（当日
の受付）を行ってください。 受付場所：当日、総合受付にてご確認ください。

Web参加 参加登録時に必ず単位取得希望のチェックをしてください。
視聴期間①内に視聴登録（ログイン ID・パスワード登録）後、マイページから「単位取得」
手続き（ボタンをクリック）してください。視聴ログを確認の上単位付与いたします。
視聴期間①を過ぎた場合は単位を付与できません。
視聴期間① ： 2023 年 3月 25日（土）9：00～ 3月 30日（木）23：00

◆日本専門医機構 受講単位（共通講習、産婦人科領域講習）

参加登録時に、日本産科婦人科学会の会員番号（8桁）の入力が必須です。
入力内容に不備があった場合、単位登録は受理されませんので予めご了承ください。
また、Web視聴での参加の場合、視聴期間①の終了時間までに最後まで視聴完了していない講習は
単位を付与できませんので、視聴完了までお時間に余裕をお持ちください。

現地参加 セッション開始の 10分間前から新会員証『JSOGアプリ』または『JSOGカード』で出席
管理（当日の受付）を開始します。講習会開始 10 分を過ぎた場合は、聴講可能ですが、単
位付与はできません。 受付場所：当日、総合受付にてご確認ください。

Web参加 〇産婦人科領域講習について
視聴期間①内に視聴登録（ログイン ID・パスワード登録）後、該当講習の視聴を最後まで
完了することで単位が付与されます。最後まで視聴完了していない場合は単位を付与でき
ません。

〇共通講習（感染対策）について
視聴期間①内に視聴登録（ログイン ID・パスワード登録）後、該当講習の視聴を最後まで
完了し、講習に続く設問 5問中 4問以上正解することで単位が付与されます。設問は 4問
以上正解するまで、何度でも回答できます。

視聴期間① ： 2023 年 3月 25日（土）9：00～ 3月 30日（木）23：00

【 単位認定について
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日本専門医機構 単位付与講習一覧

HRTの進歩 産婦人科領域講習 １単位

片頭痛診療の新世紀 産婦人科領域講習 １単位

月経前障害（PMDs）女性への包括的アプローチを考える 産婦人科領域講習 １単位

診療ガイドラインとは何か？ ―その適切な活用に向けて― 産婦人科領域講習 １単位

COVID-19 ワクチン：迅速な開発と接種プログラムへの展開 共通講習（感染対策） １単位

◆日本産婦人科医会 研修参加証（医会シール）

日本産科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、参加登録時に必ず
単位取得希望のチェックをしてください。なお、再発行はできませんので、お受け取り後は大切に保
管をお願いします。

現地参加 会場にて医会シールを配布します。参加費お支払い時の決済確認メール※を印刷してお持ちく

ださい。 配付場所：当日、総合受付にてご確認ください。

※「会場参加証明書引換券」とは別に、医会シール引換用に印刷してお持ちください。

Web参加 視聴期間①内に視聴登録（ログイン ID・パスワード登録）後、マイページから「発行申請」

手続き（ボタンをクリック）をすることで発行対象となり、会期後に第 28 回WS事務局よ

り医会シールを郵送します。視聴期間①を過ぎた場合は医会シールを発行できません。

視聴期間① ： 2023 年 3月 25日（土）9：00～ 3月 30日（木）23：00

◆日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師制度 研修受講単位（4単位）

単位取得にはあらかじめ日本薬剤師研修センター 薬剤師研修・認定電子システム (PECS）へのご登
録が必要です。
当日は下記を必ずご持参ください。
　・ご本人確認ができるもの（写真付き身分証明書）
　・PECSより出力したQRコード

現地参加 現地参加の方で、単位対象講演に全て参加された方のみ、単位交付対象となります。PECS

より出力したQRコードを入場時および退場時の 2回読み取ることで単位が付与されます。

受付時間内にQRコードを読取装置に提示し読み取りを行ってください。

単位対象講演 ：　9：45～ 16：00

受付場所 ：　総合受付でご確認ください。

受付時間 ：　入場受付　9：00～ 9：45　　退場受付　16：00～ 16：45

Web参加 Web視聴での参加の方には配付できません。
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会場： ライトキューブ宇都宮　3F 中ホール
 〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい1-20

ライトキューブ宇都宮　3F 中ホール
〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい1-20

宇都宮

福島

大宮
上野

東京

高崎

新潟

長野

至名古屋
　大阪

至仙台

至富山
　金沢

鬼
怒
川

121

4

4

119

日光線

宇都
宮線

東
武
宇
都
宮
線

東
北
新
幹
線

宇都宮

東武
宇都宮

岡本

鶴田

西川田

宇都宮IC

鹿沼IC

宇都宮
上三川IC

北関東
自動車道

東
北
自
動
車
道

ライトキューブ
宇都宮

ACCESS
主な駅から宇都宮駅までの
所要時間（新幹線利用） 

宇都宮駅へのJR路線図

周辺案内図

東　京 約49分 

仙　台 約1時間5分

福　島 約41分

新　潟 約1時間45分

金　沢 約2時間37分

名古屋 約2時間34分

京　都 約3時間9分

新大阪 約3時間23分

お車の場合

ライトキューブ
宇都宮

J
R
宇
都
宮
駅

東
口

２階
東西自由通路

山形新幹線
東北新幹線
上越新幹線
北陸新幹線
東海道新幹線

在来線

●東京方面から
川口JCT 鹿沼ＩＣより　　約10km東北自動車道

●仙台方面から
村田JCT 宇都宮ＩＣより　約10km東北自動車道

●水戸方面から
友部JCT 約10km宇都宮

上三川ＩＣより北関東自動車道

●高崎方面から
高崎JCT 岩舟JCT 鹿沼ＩＣ約10km北関東自動車道 東北自動車道

JR宇都宮駅改札口から徒歩2分

会場に専用駐車場はございません。
公共交通機関でご来場いただくか、
近隣の有料駐車場をご利用ください。

【 会場のご案内
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3階交流広場

デ
ッ
キ

ホワイエ ステージ

4階

3階

中ホール上部

給
湯
室

給湯
室

小会議室
401

小会議室
402

小会議室
403

PC受付
企業展示

会  場  図

会　場
中ホール

総合受付

本  部

新幹線
ホーム

改札口
フロア

在来線
ホーム

宇都宮駅
◀西口   東口▶

ライトキューブ宇都宮

4階

3階

1階

2階
エントランス
ホール

会 場
中ホール

小会議室
401～403

大会議室
201～202

大ホール
小会議室
101～108

東西自由通路東西自由通路

タクシー
乗場

タクシー
乗場

LRT
停留場
LRT
停留場
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P : 日本専門医機構産婦人科領域講習

Ⓟ : 日本専門医機構共通講習（感染対策）

 9:40 ～ 9:45 開会挨拶
 実行委員長： 尾林　聡（獨協医科大学 産科婦人科学講座 教授）

 9:45 ～ 10:45 モーニングセミナー

　　　  P HRTの進歩  （共催：富土製薬工業株式会社）

  座  長： 望月 善子（医療法人もちづき女性クリニック 理事長）

 講演① HRTの歴史からみえてきた女性ホルモン
  演  者： 安井 敏之（徳島大学大学院医歯薬学研究部生殖・更年期医療学分野 教授）

 講演② 天然型黄体ホルモンのHRTにおける役割と今後の展望
  演  者： 寺内 公ー（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 教授）

11:00 ～ 12:00 特別講演Ⅰ

　　　  P 片頭痛診療の新世紀
  座  長： 牧田 和也（牧田産婦人科医院 院長・日本女性医学学会 特任理事）
  演  者： 平田 幸一（獨協医科大学 副学長・脳神経内科 名誉教授）

12:20 ～ 13:20 ランチョンセミナー

　　　  P 月経前障害（PMDs）女性への包括的アプローチを考える
  （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）

  座  長： 若槻 　明彦（愛知医科大学産婦人科学講座 教授）
  演  者： 小川 真里子（東京歯科大学市川総合病院産婦人科 准教授）

13:40 ～ 14:40 特別講演Ⅱ

　　　  P 診療ガイドラインとは何か？ －その適切な活用に向けて－
 座  長： 三橋　 暁（獨協医科大学産科婦人科学講座 主任教授）

  演  者： 中山 健夫（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学 教授）

15:00 ～ 16:00 教育講演

　　　  Ⓟ COVID-19 ワクチン：迅速な開発と接種プログラムへの展開
  （共催：栃木県産科婦人科学会）

  座  長： 髙松 　潔（東京歯科大学市川総合病院 産婦人科 教授）
  演  者：伊藤 修平（ファイザー株式会社ワクチンメディカル・アフェアーズ部 担当部長）
  演  者：小河原 修（ファイザーR&D合同会社ワクチン・リサーチ部 部長）

16:00 ～ 16:05 閉会挨拶
日本女性医学学会理事長：若槻 明彦（愛知医科大学産婦人科学講座 教授）

16:05 ～ 16:10 第 29回日本女性医学学会ワークショップ実行委員長挨拶
   寺内 公ー（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 教授）

【 プログラム
受付開始　9:00
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モーニングセミナーP

（共催：富土製薬工業株式会社）

座  長：望月 善子（医療法人もちづき女性クリニック 理事長）

HRTの進歩

講演① HRTの歴史からみえてきた女性ホルモン
　演者：  安井 敏之

 　　　　（徳島大学大学院医歯薬学研究部生殖・更年期医療学分野 教授）

講演② 天然型黄体ホルモンのHRTにおける役割と
 今後の展望

　演者：  寺内 公ー（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 教授）
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講演①  HRTの歴史からみえてきた女性ホルモン

 演 者：安井 敏之（徳島大学大学院医歯薬学研究部生殖・更年期医療学分野 教授）

昭和59年 3 月 徳島大学医学部医学科卒業
昭和59年 4 月 徳島大学医学部附属病院産科婦人科入局
昭和60年 4 月 徳島大学大学院医学研究科（外科系専攻）入学
 平成3年3月　医学博士取得
平成元年 4 月 大阪大学医学部病理病態学教室で研究に従事
平成 2 年 1 月 香川県立津田病院産婦人科勤務
平成 2 年 4 月 徳島大学医学部附属病院産科婦人科医員
平成 2 年 7 月 徳島大学医学部附属病院産科婦人科助手
平成 7 年10月 米国国立衛生研究所（National Institutes of Health, NIDDK）留学
平成10年 3 月 徳島大学医学部附属病院産科婦人科助手
平成11年 4 月 徳島大学医学部産科婦人科講師
平成14年 4 月 徳島大学医学部附属病院周産母子センター助教授
平成19年 4 月 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 産科婦人科准教授
平成22年 3 月 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 保健科学部門
 生殖補助医療学分野教授
平成27年 4 月 徳島大学大学院医歯薬学研究部 保健科学部門
 生殖・更年期医療学分野教授
令和元年 4 月 徳島大学大学院保健科学研究科長、医学部保健学科長
 （現在に至る）

【専門領域】 生殖内分泌学、更年期および加齢医学

【役　　職】 日本女性医学学会理事、日本内分泌学会代議員、日本生殖内分泌学会理事

 略 歴

モーニングセミナー　HRTの進歩

更年期障害の改善や骨量増加に対して、エストロゲンを用いたホルモン補充療法（HRT）は有効な治療法であり、
子宮を有する女性では黄体ホルモンが必要である。Women's Health Initiative の報告後に様々な見直しが行わ
れ、安心安全なHRTの方向性が示された。心血管疾患リスクの増加を防ぐために投与時期、静脈血栓塞栓症リス
クの増加を防ぐために投与経路、乳癌リスクの増加を防ぐために黄体ホルモンの種類が考慮されるようになった。
現在、本邦では天然型エストロゲンと天然型黄体ホルモンを用いたHRTの有用性について検証が行われ、次世代
に向けたHRTが確立されようとしている。
歴史的に見ると、本邦でHRTのレジメンに用いるホルモン製剤が揃ってきたのは最近のことであり、欧米諸国
と比較すると 30年ほど遅れている。かつては、ホルモン製剤に選択の余地はなく、結合型エストロゲンとメドロ
キプロゲステロン酢酸エステルを用いたHRTであったが、今では、投与量、投与方法、投与経路など工夫し、適
切なエストロゲンと黄体ホルモンを組み合わせ、一人一人の患者さんに合わせたベストな方法を選択することが可
能である。黄体ホルモン製剤には、天然型とともに合成型の黄体ホルモンが存在し、それらの種類によって受容体
への結合は異なり、生物学的活性も異なる。これらの特性を十分に理解した上で、適切な黄体ホルモンを選択する。
ただし、HRTにおける黄体ホルモンの役割を再認識しておく必要がある。子宮内膜増殖抑制作用を有し、エス
トロゲンの良い効果を妨げないことが求められる。子宮内膜については、周期投与では分泌期の内膜に変化させ
ること、持続投与では内膜の萎縮がみられることが必要であり、これまでの疫学研究の結果、内膜組織診や超音
波検査による子宮内膜の厚さに焦点をおいた研究結果を理解しておくことが必要である。また、エストロゲンに
よる更年期障害への改善効果、脂質代謝、糖代謝、骨代謝におけるエストロゲンの良い効果を黄体ホルモンが妨
げることなく保つことができることも重要である。もちろん、静脈血栓塞栓症や乳癌の発症といった有害事象に
影響しないことも重要である。これらの結果を理解して、エストロゲンとともにパートナーである黄体ホルモン
の適切な選択が必要である。
HRTのレジメンを説明する際には、なぜ黄体ホルモンの内服が必要なのかを理解してもらい、黄体ホルモンの
投与方法を考慮する。また黄体ホルモンがきちんと内服できているかどうかを定期的にチェックし、定期的な子
宮内膜や乳房の観察も怠らないようにする。今後、エストロゲンの用量にあわせた黄体ホルモンの用量、BMI に
合わせた黄体ホルモンの用量、周期投与から持続投与への切り替えといったことを考えることが必要である。
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講演② 天然型黄体ホルモンのHRTにおける役割と今後の展望

 演 者：寺内 公ー（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 教授）

1994 年東京医科歯科大学医学部卒業。東京医科歯科大学医学部附属病院、国保旭中央病院、都
立大塚病院産婦人科にて研修。2003 年医学博士。2005 年米国エモリー大学リサーチフェロウ。
2012 年東京医科歯科大学女性健康医学講座准教授。2016 年同教授。2020 年東京医科歯科大学
茨城県地域産科婦人科学講座教授。

【学会活動・資格】
日本産科婦人科学会代議員・認定産婦人科専門医・指導医、日本女性医学学会理事・認定女性ヘ
ルスケア専門医・指導医、日本女性心身医学会理事・認定医、日本骨粗鬆症学会理事・認定医、
日本心身医学会代議員、日本抗加齢医学会評議員・専門医、北米閉経学会（NAMS）認定医。

 略 歴

モーニングセミナー　HRTの進歩

ホルモン補充療法（HRT）あるいは閉経期ホルモン療法（MHT）において、エストロゲン（E）によっ
てもたらされる子宮内膜増殖症・子宮内膜癌リスクを低下させるために様々なプロゲストーゲン（P）が併
用されてきたが、その保険診療上の位置づけは長い間曖昧であり、「黄体機能不全」等の実態にそぐわない
保険病名と共に用いられてきた。
最近発売された天然型黄体ホルモン製剤（エフメノ ®カプセル 100mg）は、「更年期障害及び卵巣欠落症

状に対する卵胞ホルモン剤投与時の子宮内膜増殖症の発症抑制」という本来の効能・効果を有する日本初の
薬剤であり、その成分は天然型黄体ホルモンのプロゲステロン（P4）である。
これまでわが国でMHTに用いられてきたPは、P4類縁化合物のプレグナン誘導体（PD）に分類される
ジドロゲステロン（DYD）やメドロキシプロゲステロン酢酸エステル（MPA）、testosterone 類縁化合物
のノルテストステロン誘導体（NTD）に分類されるエストラン系の酢酸ノルエチステロン（NETA）やゴナ
ン系のレボノルゲストレル（LNG）ラセミ混合物などである。Pの活性は様々な指標によって表されるが、
それらを総合すると、NET 0.35mg、NG 0.075mg、MPA 5mg、DYD 10mg、P4 200mgが Pとして
等価であると考えられる。
本講演では、MHTに P4をした場合にどのようなことに注意すべきか、以下の諸点に注目して概説する

予定である。
（1） 子宮内膜増殖症・子宮体癌
 P4やDYDを5年間以上使用した場合に子宮体癌リスクが上昇するとした観察研究があるが、その一

方で複数のRCTの結果からは、P4にはMPAと同等の子宮内膜保護作用があると考えられる。
（2） 血清脂質
 CEEによるHDLコレステロール上昇効果をMPAは打ち消すが、P4は打ち消さない。
（3） 乳癌
 P4とDYDを用いたMHTでは乳癌リスクが増加しないことを示す観察研究が複数あり、さらにDYD

を5年間以上使用した場合に増加する小葉癌のリスクがP4では増加しなかったことを示す観察研究が
ある。

（4） 静脈血栓塞栓症（VTE）
 経皮E2を使用すればVTEリスクは増加せず、また経口E2を使用する場合にもP4またはDYDを使用

すればVTEリスクは増加しない。
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特別講演ⅠP

座  長：牧田 和也（牧田産婦人科医院 院長・日本女性医学学会 特任理事）

演  者：平田 幸一（獨協医科大学 副学長・脳神経内科 名誉教授）

片頭痛診療の新世紀
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特別講演Ⅰ

頭痛は第1線の診療において最も多い疾患の1つで、きわめて重要な症状・疾患であることは周知の事実である。
風邪に伴った頭痛で来院する患者さんもいる一方で、死に直結する頭痛もある。そして重要なのはこの少子高齢
化社会での働き手、未来の働き手あるいは子育て世代が困っている片頭痛をはじめとする一次性頭痛、しかも慢
性・難治化した頭痛に困って、困り果てて来院するのが頭痛患者である。たかが頭痛されど頭痛という古くから
の表現はまさにこれを表すものと感じ取ることができるのである。
そもそも頭痛を感じたことのない人は 2人に 1人しかいないといわれている。この中で 1次性頭痛で最も手強
いとされる片頭痛患者さんは人口の8.4%との報告がある。しかも片頭痛が多いのは20代から40代の働き盛り、
しかもその世代の女性の 5人に 1人は片頭痛なのである。繰り返しになるが少子高齢化が最大の問題ともいわれ
るわが国にあって若年女性を苛む片頭痛にどう対処していくかは、今後の我が国の存亡にも関与すると言っても
過言ではない。
1990 年代の後半に多くの先進国で認可されたトリプタン製剤は 2000 年になり日本市場に上市された。急性期
治療薬であるトリプタンは片頭痛患者に多くの福音をもたらしたがときには有効でなかったり、副作用がみられ
たりして投与できない場合もあることが次第に明らかにされてきた。また、片頭痛の予防薬としてカルシウム代
謝拮抗薬が開発されたり、抗てんかん薬、抗うつ薬、さらにはβ遮断薬が、適応を拡げあるいは適応外で投薬さ
れてきたがその効果は限定的であった。本発表では、まず片頭痛診療の現状と課題から始まって、片頭痛の疫学、
その支障度の高さが認知されていないこと、それがQOLへ及ぼす影響について述べていく。次に長きにわたり
議論されてきた片頭痛の発症機序につきかなり解明が進んできたこと、さらに片頭痛の誘因、随伴症状について
述べる。片頭痛の診療に欠かせない慢性頭痛の診療ガイドラインが 2021 には大幅に改定され、新時代の片頭痛
診療のナビゲーターになることについても概説し、既存の急性期治療、予防治療についてもまとめて述べる。
前述した片頭痛の病態生理の中心となるものの一つがカルシトニン遺伝子関連ペプチド（calcitonin gene-
related peptide: CGRP）であるが、すでにわが国でも抗CGRP抗体のガルカネズマブとフレマネズマブ、抗
CGRP受容体抗体のエレヌマブが発売されている。これらにつき客観的な評価と新薬 3剤の特徴からみた投与の
方針について述べる。さらに新たな片頭痛急性期治療薬としての経口治療薬 Lasmiditan、さらには片頭痛に対す
るニューロモデュレーション治療などについても言及する予定である。
以上述べたように、片頭痛診療は 4半世紀に一回の大変革を迎えている。本講演が本学会員の方々の明日の片
頭痛診療の糧となることを祈っている。

片頭痛診療の新世紀
演 者：平田 幸一（獨協医科大学 副学長・脳神経内科 名誉教授）

1980年 3 月 獨協医科大学医学部卒業
1986年 3 月 獨協医科大学院修了
1986年 8 月 Zurich大学神経学教室研究員
1996年 4 月 獨協医科大学内科学（神経）主任教授（2020年3月まで）
2004年 4 月 認知症疾患医療センター長併任（2010年3月まで）
2010年 4 月 獨協医科大学病院臨床研修センター長併任（2014年3月まで）
2011年 4 月 獨協医科大学付属看護専門学校長併任（2016年3月まで）
2014年 4 月 獨協医科大学病院副院長（2017年3月まで）
2017年 4 月 獨協医科大学病院長（2020年3月まで） 獨協学園理事
2019年10月 獨協医科大学 副学長
2020年 4 月 獨協医科大学 副学長 大学病院・臨床医学担当

日本頭痛学会理事・前代表理事、日本睡眠学会前副理事長、日本神経治療学会名誉会員・前理事長、日本
神経学会名誉会員・元理事、日本自律神経学会理事、日本臨床神経生理学会名誉会員・元理事、日本てん
かん学会元理事、日本栓子検出と治療学会元理事、日本薬物脳波学会副理事長、日本認知神経科学会理
事、日本内科学会功労会員

 略 歴
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ランチョンセミナーP

（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）

座  長：若槻 　明彦（愛知医科大学産婦人科学講座 教授）

演  者：小川 真里子（東京歯科大学市川総合病院産婦人科 准教授）

月経前障害（PMDs）女性への
包括的アプローチを考える
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ランチョンセミナー

月経前症候群（PMS）および月経前不快気分障害（PMDD）は、近年では女性の月経前に起こる不調を包括す
る概念として、premenstrual disorders（PMDs）とも呼ばれる。PMDsには、中等度以上のPMSや PMDD
に相当する core PMD 以外に、variant な PMDとして、内在する精神的・身体的疾患の月経前増悪である
premenstrual exacerbation（PME）も含まれる。実際、PMSを主訴として外来を訪れる女性の訴える症状や
重症度は、極めて多彩である。また、PMSを主訴とする女性の多くが身体的症状と同時に精神的症状を訴えるた
め、我々医療者としても、他科疾患や重度の精神疾患の可能性を考慮に入れつつ、月経前の症状に対して包括的
な治療を行うことが求められる。
女性が月経前に心身の不調を訴える原因は、いまだ明らかになっていないが、女性ホルモンであるエストロゲ
ンやプロゲステロンの変動による反応として生じていることは、ほぼ間違いないと考えられる。エストロゲンレ
ベル低下がセロトニン分泌に与える影響、そしてプロゲステロンの代謝物であるアロプレグナノロンの変動に対
するGABA-A 受容体への反応の障害などについて、世界的に研究され議論されている。OC・LEPは排卵を抑
制することからホルモンの変動を抑制するため、月経前症状を軽減させることから、世界的にも広く用いられて
いる。
一方、PMDsは女性心身症の代表的疾患のひとつとされている。心身症は、「身体疾患の中で、その発症や経過
に心理社会的な因子が密接に関与し、器質的ないし機能的障害が見られる病態をいう。ただし、神経症やうつ病
など、他の精神障害に伴う身体症状は除外する」と定義される。また、心身症の基本概念である心身相関は、「精
神的葛藤や行動様式が体の状態に影響を与えて病気を作り、逆に体の状態が心の働きに影響を及ぼすこと」であ
る。すなわち、PMDsへの心身医学的な見地からの対応として、更年期障害と同様に、女性の症状だけでなく心
理社会的な背景にも目を向け、心身一如のよりトータルな立場から診るアプローチが有用である。
PMDsの治療法としては、先に述べたOC・LEPの他に、漢方療法や利尿薬、選択的セロトニン再取り込み阻
害薬（SSRIs）などが用いられる。漢方療法は心身医学的アプローチと同様に、全人的に患者をみる治療法とい
える。また近年、黄体期の水分貯留症状は、否定的感情因子と相関していることが示された。さらに、ナトリウ
ム利尿作用を有するγ-トコフェロールとγ-トコトリエノール、エクオールそしてカルシウムを含有する食品の
黄体期摂取により、女性の浮腫みに関連する症状だけでなく、「イライラ・怒りやすさ」や「気分の落ち込み」といっ
た精神症状も軽減したことが、プラセボ対照二重盲検クロスオーバー比較試験の結果として報告された。そのよ
うな食品も取り入れつつ、心身両面からのより包括的な治療を行うことが、今後PMDs女性のQOL向上のため
に役立つと考えられる。

月経前障害（PMDs）女性への包括的アプローチを考える
演 者：小川 真里子（東京歯科大学市川総合病院産婦人科 准教授）

 略 歴 【学歴】 1995 年　福島県立医科大学卒業

【職歴】 1995 年　慶応義塾大学産婦人科研修医
 2007 年　東京歯科大学市川総合病院産婦人科 助教
 2011 年　東京歯科大学市川総合病院産婦人科 講師
 2015 年　東京歯科大学市川総合病院産婦人科 准教授
 2022 年　福島県立医科大学 特任教授

【所属学会】 日本産科婦人科学会
 日本女性医学学会 幹事
 日本女性心身医学会 幹事長
 日本心身医学会 代議員
 その他

【専門医等】 日本産科婦人科学会専門医、指導医
 日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医、指導医
 日本心身医学会 心身医療専門医、指導医
 日本女性心身医学会認定医師
 日本臨床細胞学会細胞診専門医、指導医
 日本がん治療認定医機構がん治療認定医
 国際閉経学会（IMS） IMPART LEVEL1 修了

【その他】 産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編
 　2020/2023 作成委員
 OC・LEPガイドライン 2020 年度版 作成委員
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特別講演ⅡP

座  長：三橋　 暁（獨協医科大学産科婦人科学講座 主任教授）

演  者：中山 健夫（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学 教授）

診療ガイドラインとは何か？
－その適切な活用に向けて－
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特別講演Ⅱ

エビデンスに基づく医療（evidence-based medicine: EBM）は臨床疫学者・Guyatt の提案から

四半世紀が経過し、今日の医療の基本原則の一つとなった。EBM は臨床家の勘や経験ではなく科学的根

拠（エビデンス）を最重視して行う医療と誤解される場合が多いが、本来は「臨床研究によるエビデンス、

医療者の専門性・熟練と患者の価値観、状況・環境（個々の患者の臨床状況と、医療の行われる場の 4

要素を統合し、よりよい患者ケアのための意思決定を行うものである。診療ガイドラインは「健康に関

する重要な課題について、医療利用者と提供者の意思決定を支援するために、システマティックレビュー

によりエビデンス総体を評価し、益と害のバランスを勘案して、最適と考えられる推奨を提示する文書」

とされる。2002年に発足した日本医療機能評価機構Mindsは、EBMと診療ガイドラインの情報センター

として広く知られるようになった。現在は、厚生労働省委託事業、そして日本医学会連合の診療ガイド

ライン検討委員会とも連携して、活動を展開している。

医療においては、患者の価値観を尊重するニーズの高まりと、深化した EBM の方法論で明らかにされ

てきた「エビデンスの信頼性（確からしさ）とその限界（不確実性）」を調和させ、患者と医療者の意思

決定と合意形成を導くコミュニケーションとして Shared decision making（SDM）が注目されてい

る。一方、優れた効果のある医薬品・医療行為の経済負担や、利用可能な医療資源の地域差など、厳し

さを増す医療を囲む社会環境からも私たちは目を背けることができない。様々な課題を包含し、臨床医

療だけでなく、社会的な影響力の大きい診療ガイドラインの作成者には、利益相反のマネジメントもよ

り高い透明性と説明責任が求められている。

講演では EBM の原点から、診療ガイドラインの意義・役割、最近の作成の考え方を紹介したい。

診療ガイドラインとは何か？ －その適切な活用に向けて－
演 者：中山 健夫（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学 教授）

1987年 東京医科歯科大学医学部卒業。内科研修後、同大難治疾患研究所、米国カルフォルニア
大学ロサンゼルス校フェローを経て、国立がんセンター研究所がん情報研究部室長、2000年京
都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻系助教授、2006年同教授（健康情報学分野）、2016-
2019年 同医学研究科副研究科長・社会健康医学系専攻長
社会医学系専門医・指導医、日本疫学会功労賞（2020年度）
日本医療機能評価機構Minds運営委員長、日本医学会連合診療ガイドライン検討委員、日本神経
学会・日本緩和医療学会・日本内視鏡外科学会診療ガイドライン統括委員、経済産業省・厚生労
働省予防・健康づくりの大規模実証に関する有識者会議座長、厚生労働省 費用対効果専門組織委
員、日本医療研究開発機構（AMED）プログラムスーパーバイザー（予防・健康づくりヘルスケ
ア社会実装事業）、他

 略 歴
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教育講演Ⓟ

（共催：栃木県産科婦人科学会）

座  長：髙松 　潔（東京歯科大学市川総合病院 産婦人科 教授）

演  者：伊藤 修平（ファイザー株式会社ワクチンメディカル・アフェアーズ部 担当部長）

演  者：小河原 修（ファイザーR&D合同会社ワクチン・リサーチ部 部長）

COVID-19 ワクチン：
迅速な開発と接種プログラムへの展開
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教育講演

2019 年 12 月末に中国の武漢から原因不明の肺炎が報告され、2020 年 1 月には SARS-CoV-2 の遺伝

子配列が特定された。この遺伝子配列の特定から約9か月という短い期間でmRNAワクチンが開発され、

世界で初めて英国で承認後、世界中でワクチン接種が行われた。

日本では 2020 年 2 月のダイアモンドプリンセス号内でのアウトブレイクに始まり、その後の国内での

感染伝播によりCOVID-19 により 3年間翻弄されている。オミクロン株による 2022 年夏の第 7波は収束

したものの、2023 年 1 月現在、第 8波が到来し過去を超える死者数が報告されている。

2021 年 2 月 14 日に“コミナティ筋注”が 16 歳以上を対象に承認を受け、国の臨時の予防接種事業と

して接種が開始された。その後、12 歳以上への年齢拡大や追加免疫の適応を取得した。また新たな製剤と

して“コミナティ筋注 5歳 -11 歳用”、起源株とオミクロン株の Sタンパク質をコードするmRNAを成分

とする 2価ワクチンである“コミナティ RTU筋注（2価：起源株／オミクロン株 BA.1）”、“コミナティ

RTU筋注（2価：起源株／オミクロン株BA.4-5）”、“コミナティ筋注 6か月～ 4歳用”と承認を受けてきた。

2023 年 1 月 1 日現在コミナティ筋注として 5製剤が存在することになり、その適正使用の普及と実践が

より重要となっている。

本講演では、新型コロナウイルスをめぐるこれまでの経緯と新型コロナワクチン接種に関わる国内安定

供給への取り組み・頻回に更新される適正使用情報提供について解説する。また、間違い接種の報告も散

見されていることから間違い接種防止対策へのファイザーの取り組みにも言及する。

COVID-19 ワクチン：迅速な開発と接種プログラムへの展開
新型コロナウイルス感染症と企業としてのワクチン接種事業への協力
－安定供給と適正使用への取り組み－

 演 者：伊藤 修平（ファイザー株式会社ワクチンメディカル・アフェアーズ部　部長）
【学 歴】 2010 年 3月　　東京大学農学部獣医学卒業
 2014 年 3月　　東京大学大学院 農学生命科学研究科 獣医学専攻 博士課程修了

【学 位】 2014 年 3月 24日　　博士（獣医学）（東京大学：博農 4092 号）

【職 歴】 2014 年 4月～ 2017 年 7月
  グラクソ・スミスクライン株式会社 MA呼吸器部
  COPD・喘息の治療薬を担当

 2017 年 7月～ 2019 年 9月

   ファイザー株式会社 ワクチン メディカルアフェアーズ部 マネージャー
  パイプライン製品を担当

 2019 年 10 月～現在

  ファイザー株式会社 ワクチン メディカルアフェアーズ部 シニアマネージャー
  パイプライン製品を担当、2020 年後半より新型コロナワクチンの主担当

 2023 年 1月～現在

  ファイザー株式会社 ワクチン メディカルアフェアーズ部 リード（代理）
  肺炎球菌ワクチンおよびその他のパイプライン製品を有する部の部長

 略 歴
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教育講演

      重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2（SARS-CoV-2）に起因する新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）は急激に感染拡大し、2020 年 3 月に世界保健機関（WHO）よりパンデミックと評価され、

現在も様々な変異株に変化しながら世界中で蔓延している。

ファイザー社とビオンテック社は、COVID-19 ワクチンとして、SARS-CoV-2 のスパイクたんぱく質

を抗原としたmRNA ワクチン（開発コード：BNT162b2）の開発に着手し、2020 年 12 月に米国およ

び欧州でそれぞれ緊急使用承認および条件付き承認を取得した。本邦では、2021 年 2 月に 16 歳以上に

おける「SARS-CoV-2 による感染症の予防」を効能・効果とした特例承認を取得し、その後、接種対象

者の年齢拡大およびブースター接種の適応を取得している。

また、小児への適応拡大も進めており、2022 年 1 月に 5 ～ 11 歳の小児に対する特例承認を取得し、8

月には 5 ～ 11 歳の小児に対するブースター接種の適応を取得した。さらに 10 月には接種対象者の年齢

を 6ヵ月～ 4 歳に拡大する適応を取得している。

一方、SARS-CoV-2 のオミクロン株に対応した変異株対応としては、2022 年 9 月に SARS-CoV-2

の起源株とオミクロン株 BA.1 系統のmRNA を含む 2 価ワクチンに対する承認を取得しており、さらに

起源株とオミクロン株 BA.4-5 系統のmRNA を含む 2 価ワクチンについても 10 月に承認を取得した。

現在、5 ～ 11 歳の小児に対する起源株とオミクロン株 BA.4-5 系統のmRNA を含む 2 価ワクチンを申

請中である。

本講演では、本邦における COVID-19 の感染拡大防止に貢献したこれらの経緯について説明するとと

もに、最新の話題として、オミクロン株に対する 2 価ワクチン（起源株、BA.4-5 株）の免疫原性・安全

性などのデータや米国における最新トピックについて解説する。

COVID-19 ワクチン：迅速な開発と接種プログラムへの展開

 演 者：小河原 修（ファイザーR&D合同会社ワクチン・リサーチ部 部長）

1988年 筑波大学大学院医科学研究科卒

1988年 アップジョン・ファーマシュウティカルズ・リミテッド入社

2000年 日本ワイスレダリー株式会社 主席部員

2004年 北里研究所 生物製剤研究所（北里第一三共ワクチン株式会社）臨床開発部門長

2012年 武田薬品工業株式会社 ワクチンビジネス部 臨床開発グループ長

2016年～ 現職

 略 歴
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■ 第38回日本女性医学学会学術集会

 学術集会長： 安井 敏之（徳島大学大学院 生殖・更年期医療学分野 教授）

 会　期： 2023 年 12 月 2日（土）・3日（日）

 会　場： あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

 テーマ： 「女性医学でつながろう」

■ 第29回日本女性医学学会ワークショップ

 実行委員長： 寺内 公一（東京医科歯科大学　茨城県地域産科婦人科学講座 教授）

 会　期： 2024 年 3月 3日（日）

 会　場： 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

■ 第39回日本女性医学学会学術集会

 学術集会長： 尾林　聡（獨協医科大学　産科婦人科学教室 教授）

 会　期： 2024 年 11 月 9日（土）・10日（日）

 会　場： ライトキューブ宇都宮

【 次回学術集会・ワークショップ開催予定のご案内
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（1）入会申込
Web申請にて受付けいたします。
ホームページ（https://www.jmwh.jp）「入会のご案内」をご確認のうえお手続きください。
＊賛助会員ご希望の企業様は、事務局へお問合せください。

（2）入会金および年会費
下記の銀行口座または郵便振替口座にご本人名にてお振込みください。（かかる振込手数料はご負担くだ
さい）。領収証はお手元の振込控えをもって代えさせていただきます。なお「学部学生」の方が下記年会
費適用を受ける場合は、有効期限内の「学生証」を事務局にメールでお送りだくさい。

医　師 医師以外
入　 会　 金   4,000 円   4,000 円
年　 会　 費 10,000 円   8,000 円
合　計 14,000 円（合計金額をお振込みください） 12,000 円（合計金額をお振込みください）

銀行口座ご利用の場合

銀行・支店名 三菱UFJ銀行　麹町支店
口 座 名 一般社団法人　日本女性医学学会
口 座 番 号 普通 0121864

郵便振替口座ご利用の場合

加 入 者 名 一般社団法人　日本女性医学学会

口 座 番 号 東京 00180-9-566271

上記、（１）・（２）両方を確認後に「入会手続き完了」のメールが届きます。
その後、登録した「雑誌送付先」に学会誌・ニューズレター等が送付されます。

〈注意事項〉
１. 本学会の会計年度は 9月 1日～翌 8月 31日です。
２. 年度途中でのご入会でも、入会時には初年度会費全額をお支払いいただきます。
３. 専門医資格取得に関わる「会員継続歴」は、入会金の入金日を以て起算されます。
４. ご入会後、住所、所属先等が変更になった際には「会員マイページ」よりご自身で修正登録をして
ください。

５. 退会をされる場合、退会届をメール・郵送または FAXにてお送りください。退会届のフォームは会
員専用ページにございます。なお、退会に当たっては在籍した年度までの年会費納入と退会届の提
出が必要です。

【お問合せ】
一般社団法人日本女性医学学会事務局
E-mail：info-jmwh@congre.co.jp

【 学会入会のご案内
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【 共催 /展示 /広告協賛 /協力　企業・団体一覧

【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

富士製薬工業株式会社

栃木県産科婦人科学会

【展　示】

株式会社ウェミアス /株式会社NBC International Japan

大塚製薬株式会社・ニュートラシューティカルズ事業部

株式会社日本生物製剤

【広告協賛】

あすか製薬株式会社

アストラゼネカ株式会社

株式会社ウェミアス

科研製薬株式会社

中外製薬株式会社

株式会社ツムラ

日本化薬株式会社

バイエル薬品株式会社

久光製薬株式会社

富士製薬工業株式会社

持田製薬株式会社

ワークショップ開催にあたり、下記の企業・団体には多大なるご支援・ご協力を賜りました。
心より御礼申し上げます。
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【協力（企業）】

あすか製薬株式会社

江崎グリコ株式会社

株式会社明治

持田製薬株式会社

森永乳業株式会社

雪印ビーンスターク株式会社

【協力（団体）】

一般社団法人 宇都宮観光コンベンション協会 

NPO法人 Healthy Aging Projects for Women (HAP)

（50 音順）

2023 年 3月 3日現在









＊注意-医師等の処方箋により使用すること

薬価基準収載

’20.10作成

日本化薬 医薬品情報センター
0120-505-282（フリーダイヤル）

日本化薬 医療従事者向け情報サイト
https://mink.nipponkayaku.co.jp

婦人科領域の製品

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

文献請求先及び
問い合わせ先

※効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む使用上
の注意等については添付文書をご参照ください。



TEL. 0120－956－792（富山工場  学術情報課）

製造販売元（輸入）、文献請求先及び問い合わせ先

Ⓡ：登録商標（BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG S.A.R.L. 所有）

2022年9月作成

「効能又は効果」「用法及び用量」「禁忌を含む注意事項等情報」等につきましては、
電子化された添付文書等をご参照ください。 




