
 
 

日本周産期・新生児医学会 

第 38 回 周産期学シンポジウム開催概要 
（2019 年 10 月 7 日現在） 

 

テーマ：母児の予後改善を目指した合併症妊娠の管理 

会 長：村越 毅（聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター） 

会 期：2020年1月31日（金），2月1日（土） 

会 場：アクトシティ浜松（中ホール） 

 

■1月 31 日(金) 

16：00〜18：30 プレコングレス：合併症妊娠に対する最新の知見と治療戦略 

 座長：伊東 宏晃先生 浜松医科大学産婦人科 
 
講演1．膠原病合併妊娠 

 村島温子先生 国立成育医療研究センター 
 
講演2．ハイリスク心疾患合併妊娠の診療 

 神谷千津子先生 国立循環器病研究センター病院 
 
講演 3．てんかん合併妊娠 - 分娩状況により誘発される特発性全般てんかんを中心に- 

 藤本礼尚先生 聖隷浜松病院てんかんセンター 
 
講演4．膠原病母体児の高サイトカイン血症と長期予後 

 高橋尚人先生 東京大学医学部附属病院 

 

ミニコンサート：須川展也（Sax），小柳美奈子（Piano） 

 

【懇親会】マイン・シュロス はままつ地ビールレストラン 

 

■2月 1日(土)  

9：00～16：30 周産期学シンポジウム：母児の予後改善を目指した合併症妊娠の管理 

 

【午前の部】内科的合併症（古典的な合併症） 9：00～12：00 

 座長：菅 幸恵（長崎医療センターセンター産科） 

    内山 温（東海大学小児科産婦人科） 

 

委員会報告 

 宮越 敬, 飛彈 麻里子（周産期学シンポジウム運営委員会） 

 

1. 母体肥満と Parturition dysfunction–母児の分娩予後改善を目指した母体体重管理– 

田中 啓（杏林大学産科婦人科） 

2.当院で出生した糖尿病母体児の臨床的特徴 

今井 憲（東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科） 

3.バセドウ病合併妊娠における児の甲状腺機能異常の予測因子の探索 

城 道久（大阪母子医療センター産科） 

4.母児の予後からみた自己免疫疾患罹患女性への妊娠支援 

～全国実態調査と富山大学における試み～ 

津田 さやか（富山大学附属病院産科婦人科） 

 

 



 
 

【ランチョンセミナー】 12：10～13：10  

 

1.妊娠高血圧腎症のリスク評価と発症予防戦略 

 座長：高橋 雄一郎先生 岐阜県総合医療センター胎児診療科 

 演者：松岡 隆先生 昭和大学医学部産婦人科学講座 

 

2.小児期から始める妊娠前カウンセリング 

 座長：松下 充先生 聖隷浜松病院産科 

 ①てんかん 

    榎 日出夫先生 聖隷浜松病院小児てんかん科 

 ②心疾患 

    吉松 淳先生 国立循環器病研究センター産婦人科 

 

【午後の部】外科的合併症，精神神経合併症（これから取り組んでいく合併症，カウンセリング） 

13：20～16：30 

 座長：大槻克文（昭和大学江東豊洲病院産婦人科） 

    木下義晶（新潟大学小児外科） 

 

1.てんかん女性への妊娠に関する情報提供における課題 

江川 真希子（東京医科歯科大学小児・周産期地域医療学講座） 

2.精神疾患合併妊娠の現状の問題点と次世代へ与える影響の可能性 

森山 佳則（名古屋大学医学部附属病院産科婦人科） 

3.小児期発症疾患合併妊娠における母児の転帰 

-消化器、腎泌尿器生殖器への小児期手術歴のある妊婦と児の検討 

川口 晴菜（大阪母子医療センター産科） 

4.子宮腺筋症合併妊娠における周産期予後改善を目指して 

-山梨県における過去 10年のデータを用いた多施設共同研究- 

篠原 諭史（山梨大学産婦人科） 

5.当院における広汎性子宮頸部摘出術後妊娠に対する取り組み 

春日 義史（慶應義塾大学産婦人科） 

 

シンポジウム参加費：事前登録期間 9月 2 日（月）～11 月 28 日（木） 

 会員および医療従事者 ：11,000 円（事前受付），13,000 円（当日） 

 （但し、2月 1日（土）のみ参加）  ：9,000 円（事前受付）, 11,000 円（当日） 

 看護師，保健師および助産師 ：5,000 円（事前受付），6,000 円（当日） 

 初期研修医，大学生，専門学校生 ：無料 

 *事前登録はホームページ上からクレジットカード決済にて行います。当日，会場での参加受付

は現金のみとなります。 

 

懇親会参加費：無料 

 

事務局(連絡先)：株式会社 日本旅行 西日本ＭＩＣＥ営業部 

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4 大阪駅前第 4 ビル 5F 

TEL：（06）6342-0212 FAX：（06）6342-0214 

E-mail：sympo38@nta.co.jp 
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1 月 31 日㈮　【プレコングレス】  16:00 〜 18:30

2月1日㈯　周産期学シンポジウム：母児の予後改善を目指した合併症妊娠の管理  9:00〜16:30

会長挨拶
　村越 毅（聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター・産婦人科）

教育講演
　  『合併症妊娠に対する最新の知見と治療戦略』
❶膠原病合併妊娠
　村島 温子（国立成育医療研究センター）

❷ハイリスク心疾患合併妊娠の診療
　神谷 千津子（国立循環器病研究センター）

❸てんかん合併妊娠
　- 分娩状況により誘発される特発性全般てんかんを中心に -
　藤本 礼尚（聖隷浜松病院てんかんセンター）

❹膠原病母体児の高サイトカイン血症と長期予後
　高橋 尚人（東京大学医学部附属病院）

ミニコンサート
　須川 展也（Sax）、小柳 美奈子（Piano）

懇親会  19:00 〜 21:00
　マイン・シュロス　はままつ地ビールレストラン

【午前の部】 
内科的合併症（古典的な合併症） 
座長：菅 幸恵（長崎医療センター産婦人科）
　　　内山 温（東海大学小児科）

委員会報告 
　宮越 敬、飛彈 麻里子（周産期学シンポジウム運営委員会）

❶母体肥満とParturition dysfunction
　– 母児の分娩予後改善を目指した母体体重管理 –
　田中 啓（杏林大学産科婦人科）

❷当院で出生した糖尿病母体児の臨床的特徴
　今井 憲（東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科）

❸ バセドウ病合併妊娠における児の甲状腺機能異常の
　予測因子の探索
　城 道久（大阪母子医療センター産科）

❹母児の予後からみた自己免疫疾患罹患女性への妊娠支援
　〜全国実態調査と富山大学における試み
　津田 さやか（富山大学附属病院産科婦人科）

【ランチョンセミナー】2 セミナー

【午後の部】 
外科的合併症，精神神経合併症

（これから取り組んでいく合併症，カウンセリング） 
座長：大槻 克文（昭和大学江東豊洲病院産婦人科）
　　　木下 義晶（新潟大学小児外科）

❶てんかん女性への妊娠に関する情報提供における課題
　江川 真希子（東京医科歯科大学小児・周産期地域医療学講座）

❷精神疾患合併妊娠の現状の問題点と次世代へ与える影響の可能性
　森山 佳則（名古屋大学医学部附属病院産科婦人科）

❸小児期発症疾患合併妊娠における母児の転帰
　– 消化器，腎泌尿器生殖器への小児期手術歴のある妊婦と児の検討 –
　川口 晴菜（大阪母子医療センター産科）

❹子宮腺筋症合併妊娠における周産期予後改善を目指して
　– 山梨県における過去 10 年のデータを用いた多施設共同研究 –
　篠原 諭史（山梨大学産婦人科）

❺当院における広汎性子宮頸部摘出術後妊娠に対する取り組み
　春日 義史（慶應義塾大学産婦人科）

シンポジウム参加費：事前登録期間 9 月 2 日（月）～ 11 月 28 日（木）
　会員および医療従事者 ：11,000 円（事前受付），13,000 円（当日）
　（但し、2 月 1 日（土）のみ参加） ：   9,000 円（事前受付），11,000 円（当日）
　看護師、保健師、助産師、
　初期研修医および大学院生 ：   5,000 円（事前受付），    6,000 円（当日）
　大学生、専門学校生 ：無料
＊ 事前登録はホームページ上からクレジットカード決済にて行います。当日、会場での参加

受付は現金のみとなります。
懇親会参加費：無料

周辺宿泊施設の混雑が予想されます。
ご予約は参加者の皆様ご自身にて
お早めにお済ませください。

運営事務局：株式会社日本旅行 西日本 MICE 営業部
〒 530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4 大阪駅前第 4ビル 5 階
TEL：06-6342-0212　FAX：06-6342-0214
E-mail：sympo38@nta.co.jp
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