
8

交通案内図
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会場フロア図

【ムーンライト】

ポスター＆機器展示
＆情報交換会
【コンコードA】

Poster&Exhibition
&Get Together
【CONCORD A】

参加受付・PC受付
Registration Desk・PC Preview

学会本部
Secretariat

第１会場&
バンケット
【コンコードB】

Room A & Banquet
【CONCORD B】

第２会場
【コンコードC】

Room B
【CONCORD C】

レセプション
【 花 】

Reception
【HANA】

常任理事会
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お知らせとお願い

参加費について

参加区分 カテゴリー
事前登録～ 7/31 迄 

※締切りました
事前登録～ 8/29 迄 当日登録

第46回国際妊娠病態生理学会 
第35回日本妊娠高血圧学会 

両学会にご参加
【9/18（木）～ 9/20（土）】

医師 ¥30,000 ¥35,000 ¥40,000

同伴者 ¥5,000

コメディカル 
（看護師、助産師など）

¥10,000 ¥12,000

学生、研修医 無料（受付にて学生証を掲示下さい）

その他 
（企業の方など）

¥30,000

第35回日本妊娠高血圧学会 
のみご参加

【9/20（土）】
¥8,000

バンケット
【9/18（木）】

¥10,000 事前登録のみ

情報交換会
【9/19（金）】

無料

  

日本妊娠高血圧学会・各会議のご案内
1．常任理事会

9 月 19 日（金）7：30 ～  9：00
京王プラザホテル 43 階「スターライトの間」

2．理事会
9 月 20 日（土）7：30 ～  8：30
京王プラザホテル 5 階「コンコード C」

3．評議員会・総会
9 月 20 日（土）8：30 ～  9：30
京王プラザホテル 5 階「コンコード C」

研修会シール・単位
日本産科婦人科学会専門医研修出席証明シール、日本産婦人科医会研修参加証を取得できます。
後日の所得はできませんので、必ず会場にてお受け取り下さい。

単位：日本周産期・新生児医学会周産期専門医：（学会参加 2 単位、筆頭演者 2 単位）
　　　日本高血圧学会（専門医更新認定単位 2 単位）
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座長および演者の方へ

1．口演座長の方へ
1）口演座長受付はございません。
2）ご担当セッション開始予定時刻 10 分前迄に会場内の次座長席にご着席下さい。
3）プログラムの時間通りの進行にご協力下さい。

2．口演演者の方へ
1）口演演者受付はございません。
2）ご口演時刻の 30 分前迄に PC 受付で試写をお済ませ下さい。持込 PC の方も同様です。
3）PC データにつきまして

・会場へは、1.USB メモリ、2.CD-R、3．パソコン本体、以上 1 ～ 3 のうち、いずれかの形
で発表データをお持ち込み下さい。

・パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません。
・PC 受付のパソコンは台数が限られておりますので、受付パソコンを独占しての長時間デー

タ修正はご遠慮願います。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下さい。

4）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
・ソフトは、以下のものをご使用下さい。
　Windows 版 PowerPoint 2003/2007/2010/2013
　※ Macintosh をご使用の方は、PC をお持ち込み下さい。
　※動画ファイルをご使用の方は、PC をお持ち込み下さい。
・フォントは OS 標準のもののみご使用下さい。
・画面の解像度は、XGA（1024 × 768）でお願い致します。

5）ノート PC をお持ち込みの方への注意事項
・バックアップとして、必ずメディアもご持参下さい。
・画面の解像度は、XGA（1024 × 768）でお願い致します。
・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下さい。PC の機種や OS

によって、出力設定方法が異なります。
・プロジェクターとの接続ケーブルは、Dsub 15 ピンです。PC によっては専用のコネクタ

が必要になりますので、必ずお持ち下さい。特に VAIO、iBook 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、くれぐれもご注意下さい。

・スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。
・コンセント用電源アダプタを必ずご持参下さい。内蔵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。
３．ポスター演者の方へ

1）ポスター受付はありません。プログラムに掲載されている演題番号と同じパネルに掲示して
下さい。

2）パネルの有効部分は、縦 210cm ×横 90cm です。演題名、所属、演者名は、縦 20cm ×横
70cm の枠内におさめて下さい。演題番号は事務局で用意致します。パネルへの掲示には、
事務局用意の画鋲をご使用下さい。

3）パネルに演者の目印となる「黄色リボン」をご用意いたしますので、常時ご着用下さい。
4）ポスター掲示・撤去時間は以下の通りです。

掲示時間：9 月 20 日（土）9：30 ～ 11：45
討論時間：9 月 20 日（土）11：45 ～ 12：00
　　　　　（15 分間のフリーディスカッションとなりますので、パネル前に待機して下さい。）
撤去時間：9 月 20 日（土）15：15 ～ 16：00

5）時間内に撤去されないポスターは処分します。処分ご希望の方も必ずポスターをパネルから
外し、付近の床にまとめておいて下さい。
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日程表

9月18日（木）  第46回国際妊娠病態生理学会
第１会場　コンコード B 第２会場　コンコード C コンコード A

8:00 朝食サービス
8:30 入場（着席）
9:00 開会式
9:30 オープニングレクチャー

Preeclampsia and eclampsia -the evolution and  
current status

演者　S. Arulkumaran（FIGO 会長）
座長　小西郁生（日本産科婦人科学会理事長）

10:00 海外招請講演

ISSHP 2014 Classification and diagnosis of hypertensive 
pregnancies: Proteinuria in perspective

演者　Mark Brown（ISSHP 会長）
座長　齋藤　滋（JSSHP 理事長）

10:30 海外招請講演

Preeclampsia – a disease of an individual couple

演者　Gus Dekker　(Australia)
座長　座長： 竹田　省（JSSHP 常任理事）

11:00 Coffee Break
11:15

11:50

スポンサードレクチャー　（ジャパンワクチン株式会社）

Mechanism of perinatal brain injury

演者　Henrik Hagberg (UK)
座長　岡井　崇（愛育病院）

スポンサードレクチャー　（旭化成ファーマ株式会社）

The challenges to introducing internationally 
acceptable criteria for GDM

演者　Jeremy J N Oats (Australia)
座長　大森安恵（東京女子医科大学名誉教授）

12:00

12:50

Educational Lecture 1（有限会社胎児生命科学センター、Natera）

Second generation single nucleotide polymorphism 
based non-invasive prenatal testing

演者　Zachary P. Demko (USA)
座長　末岡　浩（慶應義塾大学）

Educational Lecutre 2　（フェリング・ファーマ株式会社）

Cervical maturation and labor induction

演者　Bruno Carbonne (France) 
　　　金山尚裕（浜松医科大学）
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第１会場　コンコード B 第２会場　コンコード C コンコード A

13:00

14:40

Workshop 1

Pathophysiology of PE: I

演者　Gregory E. Rice(Australia)
Exosomal signalling in complications of 
pregnancy

瀧澤俊広（日本医科大学）
Involvement of microRNAs in pathophysiology of 
preeclampsia

深水昭吉（筑波大学）
Biology and chemistry of a mouse model with 
pregnancy-associated hypertension

熊澤恵一（大阪大学）
Exploration of preeclampsia model mice

金崎啓造（金沢医科大学）
Pathogenesis of preeclampsia: COMT deficiency 
and its relevance

座長　Gregory E. Rice(Australia)
　　　工藤　美樹（広島大学）

Workshop 2　　（日本イーライリリー株式会社）

GDM

演者　H. Divakar (India)
Rising prevalance of GDM in India-challenges 
and opportunities

L. Battini (Italy)
Screeining and managing diabetes in pregnancy: 
the Italian model

宮越　敬（慶應義塾大学）
Clinical features of gestational diabetes mellitus 
by the new consensus criteria: Three year 
experience in a single institution in Japan

杉山　隆（東北大学）
Management for mild gestational diabetes in 
Japan: Messages from a retrospective multi-
institutional study

増山　寿（岡山大学）
Adipocytokines in gestational diabetes mellitus 
and offspring’s metabolic syndrome

座長　J. N. Oats (Australia)
　　　平松祐司（岡山大学）

ポスター
掲示

14:50 Workshop 3

Pathophysiology of PE: II

演者　松原　圭一（愛媛大学 )
Endothelial dysfunction in the pathogenesis of 
preeclampsia

永松　健（東京大学）
Lysophosphatidic acid signaling as a functional 
modulator of trophoblasts and its relevance to 
the pathology of preeclampsia

成瀬　勝彦（奈良医科大学）
Adipocytokine and inflammation in preeclampsia 

甲賀　かをり（東京大学）
Angiogenic factors in preeclampsia

Gus Dekker (Australia)
Management preeclampsia

座長　Gus Dekker (Australia)
山本　樹生（日本大学）

Workshop 4　（一般社団法人日本血液製剤機構）

Postpartum Hemorrhage

演者　S. Arulkumaran (UK) 
PPH – Lessons from confidential inquiries – 
thoughts for the future 

Jin-chung Shih(Taiwan)
Massive primary postpartum hemorrhage: 
embolization or hysterectomy? 

牧野　真太郎（順天堂大学）
Usefulness of balloon tamponade and 
compression suture for massive uterine bleeding

近藤　英治（京都大学）
Management of postpartum hemonhage

板倉　敦夫（順天堂大学）
Management of coagulopathy (Obstetrical DIC)

座長　S. Arulkumaran (UK)
下屋　浩一郎（川崎医科大学）

16:30 ポスター
討論

18:00 ポスター
撤去

～ 20:0019:00 Banquet
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9月19日（金）  第46回国際妊娠病態生理学会
第１会場　コンコード B 第２会場　コンコード C 43階スターライト

8:00

8:50

Morning Lecture 1

Peri-implantation origins of pregnancy complications 

演者　Jan Brosens(UK)
座長　杉浦真弓（名古屋市立大学）

Morning Lecture 2　（株式会社東機貿）

Uterine tamponade in management of PPH-Malaysian 
experience

演者　Carol KK LIM(Malaysia)　
座長　久保隆彦（国立成育医療研究センター）

7:30-9:00
JSSHP
常任理事会

9:00 海外招請講演

Modeling the earliest events in preeclampsia using 
stem cells

演者　Danny J Schust (USA)　
座長　藤井知行（東京大学）

海外招請講演

What is new in placenta accreta in 2014: from 
diagnosis to management

演者　Jin-Chung Shih (Taiwan)　
座長　片渕秀隆（熊本大学）

9:30 海外招請講演

Recent advances in the pathogenesis and 
management of preeclampsia

演者　Janos Rigo (Hungary)
座長　松原茂樹（自治医科大学）

海外招請講演

Issues of multi-fetal pregnancy reduction

演者　Aris Antsaklis（Greece）
座長　安達知子（愛育病院）

10:00 Coffee　Break
10:10

11:50

Workshop 5　　　

HELLP syndrome and eclampsia

演者　渡辺員支（愛知医科大学）
Incidence of eclampsia in Japanese women

大野泰正（大野レディスクリニック）
Management of eclampsia and stroke during 
pregnnacy

水上尚典（北海道大学）
Determination of antithrombin activity (AT) 
enhances “Safety” of the management of 
pregnant women, especially in women with 
multifetal pregnancies, hypertension, proteinuria, 
or edema 

Girija Wagh (India)
Emergency Critical care in pregnant women in 
India

中本　收（大阪市立総合医療センター）
The effective and maintained antihypertensive 
management in eclampsia and HELLP syndrome 
by the stepwise protocol of nicardipine drip 
infusion with starting at low dose under referring 
to diastolic blood pressure

座長　Girija Wagh (India)
　　　水上尚典（北海道大学）

Workshop 6   （キッセイ薬品工業株式会社）

Preterm labor

演者　廣田　泰（東京大学）
Decidual cellular senescence contributes to 
preterm delivery

竹田　純（順天堂大学）
Leukocyte activation before term and preterm 
labour

大槻克文（昭和大学）
Trial for prevention of preterm birth in Japan    

米田　哲（富山大学）
The effect of appropriate antibiotic therapy to 
preterm labor with intraamniotic infection

A. C. Vidaeff (USA)
Antenatal corticosteroids; anything new after 
Liggins?

座長　A. C. Vidaeff (USA)
高木健次郎（自治医大埼玉医療センター）

12:00 Educational Lecutre 3 　（トーイツ株式会社）

Standardization of fetal heart rate pattern management: 
is international consensus possibible?

演者　Julian T. Parer(USA)
座長　池田智明（三重大学）

Educational Lecture 4　（あすか製薬株式会社）

Pathways to preterm birth

演者　D. Olson (Canada)
座長　田中　守（慶應義塾大学）
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第１会場　コンコード B 第２会場　コンコード C コンコード A

12:50 Workshop 7

Early prediction of PE

演者　塩﨑　有宏（富山大学）
Epidiology of preeclampsia in Japan

森川　守（北海道大学）
Outcome of pregnancy with isolated proteinuria 
- gestational proteinuria can detect the onset of 
preeclampsia

三木明徳（埼玉医科大学）
Standard range of home blood pressure during 
pregnancy

目時弘仁（東北大学）
Out-of-office blood pressure monitoring during 
pregnancy

大口昭英（自治医科大学）
Prediction of preeclampsia using angiogenesis-
related factors or home blood pressure 
monitoring

座長　Mark Brown (Australia)
　　　今井　潤（東北大学）

Workshop 8　（GE ヘルスケア・ジャパン株式会社）

Ultrasonography

演者　Tullio Ghi　(Italy） 
The occiput spine angle: a new sonographic 
index of fetal head deflexion during the first 
stage of labor

Alexander M. Papitashivli (Georgia)
The effectiveness of ultrasound examination to 
detect the antenatal viral infection in normal and 
preeclampsia complicated pregnancy 

Allesandra Curti (Italy)
Uterine artery doppler longitudinal changes and 
early-onset intrauterine growth restriction: a 
case-control study

Alpesh Gandhi (India) 
Prediction of preeclampsia (Mainly by uterine 
artery study)

Michal Sindos (Greece)
First trimester prediction of ischemic placental 
disease

座長　Aris Antsaklis (Greece)
　　　馬場一憲（埼玉医科大学）  

ポスター
掲示

14:30 Workshop 9

Treatment and management of PE

演者　Sanjay Gupte (India)
Preeclampsia complicated by other medical 
disorders

赤堀太一（埼玉医科大学）
Management of preeclampsia (PE) in Japan

鈴木佳克（名古屋市立西部医療センター）
Antihypertensive drugs for pregnancy induced 
hypertension

高橋信行（東北大学薬学）
A novel pharmacotherapy of preeclampsia

Attila Molvarec (Hungary) 
Increased placental expression of cannabinoid 
receptor 1 in preeclampsia

Yuditiya Purwosunu（Indonesia）
Recent pathophysiology of cell-free nucleic acid in 
pregnancy

座長　Sanjay Gupte (India)　
　　　関沢　明彦（昭和大学）　

Workshop 10

CP

演者　飛田秀樹（名古屋市大学脳神経生理学）
Arrested lineage progression of oligodendrocytes 
with minor damage in the corticospinal tracts in 
developmental white matter injury model rat 

早川昌弘（名古屋大学小児科）
Current perspectives in hypoxic-ischemic 
encepaphalopathy in Japan

鮫島　浩（宮崎大学）
Trends in perinatal brain damage in our 
population-based study

岡井　崇（愛育病院）
The Japan obstetric compensation system for 
cerebral palsy

藤森敬也（福島医科大学）
Analyses of 39 cases of cerebral palsy caused 
by placental abruption on the Japan obstetric 
compensation system for cerebral palsy

座長　H. Hagberg (UK)
　　　池ノ上克（宮崎大学）

16:10 ポスター
討論

18:00 ポスター
撤去

18:30
20:00 情報交換会
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9月20日（土）  第35回日本妊娠高血圧学会学術集会
第１会場　コンコード B 第２会場　コンコード C コンコード A

8:00
8:45 理事会　7:30～8:30

評議員会・総会　8:30～9:308:30 Morning Lecture 3　　（スミスメディカル・ジャパン株式会社）
Should we promote labor analgesic for Japanese 
parturients?
演者　角倉弘行（順天堂大学）　　　
座長　竹下俊行（日本医科大学）

9:00 Morning Lecture 4
病態から考える妊娠高血圧症候群（PIH）の抗凝固療法
- 世界の VTE 予防ガイドラインを病態生理の観点から考
える -
演者　杉村　基（浜松医科大学）　
座長　小林隆夫（浜松医療センター）

9:30 平成24年度 課題研究報告
「分娩時高血圧の臨床的意義の検討」
演者　大野泰正（大野レディスクリニック）
座長　関　博之（埼玉医科大学総合医療センター）

Workshop 11
Screening of fetal abnormality

ポスター
掲示

演者　松岡　隆（昭和大学）
What is the problem with echo screening for 
congenital heart disease?

長谷川潤一（昭和大学）　
Ultrasound screening of umbilical cord and 
perinatal outcomes

山本祐華（順天堂大学）　
Fetal echocardiography-cardiac function-

堤　誠司（山形大学）
Fetal bone dysplasia and analysis of 
pathophysiological mechanisms

Bhumija (India) 
Correlation of thrombocytopenia and LDH levels 
in patients with pregnancy hypertension and its 
comparison with normotensive pregnant women 

10:00 平成25年度 学術奨励賞受賞講演
座長　杉村　基（浜松医科大学）
　　　松原圭一（愛媛大学）
川崎　薫（京都大学）

複数の遺伝子発現データを用いた統合的解析による妊
娠高血圧腎症に特異的な遺伝子群（pathway）の同定

10:25 小出馨子（昭和大学）
絨毛における生理的 DNA メチル化変化の異常と妊娠
高血圧腎症

10:50 米田徳子（富山大学）
妊娠 20 週以前に重症妊娠高血圧腎症様症状を呈した
部分胞状奇胎合併妊娠 2 症例と腎不全を呈した間葉性
畏形成胎盤症例

11:15 平成24年度 学術奨励賞受賞講演
飯野香理（弘前大学）

妊娠時の血圧値と将来の cardiovascular disease risk 
factor との関連性について

座長
（11:10
終了）

Alexander Papitasivili (Georgia)　
吉田幸洋（順天堂大学医学部附属浦安病院）

11:40 表彰　関　博之（埼玉医科大学総合医療センター）
11:45 ポスター

討論
12:00

12:50

Educational Lecture 5　　（東亜薬品工業株式会社）
硫酸マグネシウムと周産期医療
演者　池田智明（三重大学）
座長　左合治彦（国立成育医療研究センター）

Educational Lecutre 6　
Preeclampsia の病態論と病態論から見た管理・治療
演者　関　博之（埼玉医科大学総合医療センター）
座長　古谷健一（防衛医科大学）

13:00

15:00

分娩管理研究会
角倉弘行（順天堂大学）
　超緊急帝王切開の麻酔
亀井良政（埼玉医科大学）
　鉗子分娩術を安全に行うための工夫
牧野真太郎（順天堂大学）
　帝王切開時の止血方法
ウッドハムス　玲子

（北里大学医学部放射線科学（画像診断学））
　産科危機的出血への対応；IVR
座長　宮越　敬（慶應義塾大学）
　　　近藤英治（京都大学）

15:00
15:15 閉会式

16:00
ポスター

撤去
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第35回日本妊娠高血圧学会　プログラム

Morning Lecture 3（無痛分娩） 第1会場（コンコードB）

▲

9 月 20 日（土）8：30 ～ 9：00

「Should we promote labor analgesic for japanese parturients?」

座長：竹下　俊行（日本医科大学産婦人科学教室）
　順天堂大学医学部麻酔科学ペインクリニック講座
○角倉　弘行

共催：スミスメディカル・ジャパン株式会社

Morning Lecture 4 （PIHの抗凝固療法） 第1会場（コンコードB）

▲

9 月 20 日（土）9：00 ～ 9：30　　

「病態から考える妊娠高血圧症候群（PIH）の抗凝固療法 
- 世界の VTE 予防ガイドラインを病態生理の観点から考える -」

座長：小林　隆夫（浜松医療センター）
　浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座
○杉村　基

平成24年度  課題研究報告 第1会場（コンコードB） 

▲

9 月 20 日（土）9：30 ～ 10：00

「分娩時高血圧の臨床的意義の検討」

座長：関　博之
（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科 •

総合周産期母子医療センター）
　大野レディスクリニック
○大野　泰正
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平成24年度・平成25年度   学術奨励賞受賞講演 第1会場（コンコードB） 

▲

9 月 20日（土）10：00～12：00

 座長：杉村　　基（浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座）
 　　　松原　圭一（愛媛大学医学部産婦人科）

「複数の遺伝子発現データを用いた統合的解析による 
妊娠高血圧腎症に特異的な遺伝子群（pathway）の同定」

　京都大学大学院医学研究科　婦人科学産科学教室 1)

　順天堂大学　産婦人科学講座 2)

○川﨑　薫 1)　近藤　英治 1)　千草　義継 1)　村上　隆介 1)　宇治田　麻里 1)

　清川　晶 1)　西村　史朋 1)　最上　晴太 1)　竹田　省 2)　小西　郁生 1)

「絨毛における生理的 DNA メチル化変化の異常と妊娠高血圧腎症」

　昭和大学医学部産婦人科学講座 1)、山形大学医学部第 3 内科 2)、
　山梨大学医学部環境遺伝医学 3)、大岡山ウィメンズクリニック 4)、北村医院 5)

○小出　馨子 1)、堀　恭子 1)、佐藤　秀則 2)、久保田　健夫 3)、竹中　慎 1)、
　川嶋　章弘 1)、丸山　大介 1)、大石　親護 4)、北村　修一 5)、千葉　博 1)、
　松岡　隆 1)、関沢　明彦 1)

「妊娠 20 週以前に重症妊娠高血圧腎症様症状を呈した 
部分胞状奇胎合併妊娠 2 症例と腎不全を呈した間葉性畏形成胎盤症例」

　富山大学産科婦人科 1)、長崎大学産婦人科 2)

○米田　徳子 1)，竹村　京子 1)，鮫島　梓 1)，米澤　理可 1)，米田　哲 1)，塩﨑　有宏 1)，
　齋藤　滋 1)，三浦　清徳 2)，増﨑　英明 2)

「妊娠時の血圧値と将来の cardiovascular disease risk factor との関連性について」

　弘前大学医学部医学研究科　産科婦人科学講座
○飯野　香理、大石　舞香、石原　佳奈、伊東　麻美、田中　幹二、水沼　英樹

Educational Lecture 5 第1会場（コンコードB）

▲

9 月 20日（土）12：00～12：50

「硫酸マグネシウムと周産期医療」

座長：左合　治彦（国立成育医療研究センター）
　三重大学大学院医学系研究科産科婦人科学
○池田　智明

共催：東亜薬品工業株式会社
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Educational Lecutre 6 第2会場（コンコードC） 

▲

9 月 20 日（土）12：00 ～ 12：50

「Preeclampsia の病態論と病態論から見た管理 • 治療」

座長：古谷　健一（防衛医科大学校産科婦人科学講座）
　埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター産婦人科
○関　博之

分娩管理研究会 第1会場（コンコードB） 

▲

9 月 20 日（土）13：00 ～ 15：00

 座長：宮越　　敬（慶應義塾大学医学部産婦人科）
 　　　近藤　英治（京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学）

「超緊急帝王切開の麻酔」

　順天堂大学医学部麻酔科学
○角倉　弘行

「鉗子遂娩術を安全に行うための工夫」

　埼玉医科大学病院産婦人科
○亀井　良政

「帝王切開時の止血方法」

　順天堂大学医学部産婦人科
○牧野　真太郎

「産科危機的出血への対応；IVR」

　北里大学医学部放射線科学（画像診断学）
○ウッドハムス　玲子

一般演題（ポスター討論）


