
 

 

第 24 回日本産婦人科・新生児血液学会学術集会概要 

 
日  時  ： 平成 26 年 6 月 13 日（金）・14 日（土） 

場  所  ： ワークピア横浜 

学術集会長 ： 聖マリアンナ医科大学小児科学教授 瀧 正志 

 

 特別講演  

  6 月 13 日（金）13:30～14:30 

 「血栓止血学研究のすすめ」 

  座長：聖マリアンナ医科大学小児科         教授   瀧 正志 先生 

  演者：早稲田大学理工学術院先進理工学研究科 教授 池田 康夫 先生 

 

 教育講演  

 教育講演１  6 月 13 日（金）10:50～11:35  

  「将来を目指した新しい妊孕性温存療法」 

   座長：浜松医療センター        病院長 小林 隆夫 先生 

   演者：聖マリアンナ医科大学産婦人科学 教授 鈴木 直 先生 

    

 教育講演 2  6 月 14 日（土）13:20～14:05     

  「周術期及び周産期における静脈血栓塞栓症」 

                          座長：順天堂大学産婦人科 教授    板倉 敦夫 先生 

演者：北里大学医学部麻酔科学 講師 黒岩 政之 先生 

   共催：科研製薬（株） 

 

 シンポジウム  

 シンポジウム１  6 月 13 日（金） 8:45～10:45 

  「新生児 DIC の診断と治療－新しい指針の提案」 

    座長：産業医科大学           名誉教授 白幡 聡 先生 

       奈良県立医科大学付属病院総合周産期母子医療センター          

教授 高橋 幸博 先生 

１．新生児 DIC の診断基準（案） 

演者：東大寺福祉療育病院小児科 川口 千晴 先生 

２．アンチトロンビン製剤の再評価 

演者：福田病院小児科 高橋 大二郎 先生 

３．新生児ＤＩＣに対する遺伝子組換えトロンボモジュリン製剤の使用指針 

演者：聖マリアンナ医科大学小児科  長江 千愛 先生 



 

 

４．補充療法の適応 

    演者：山口大学大学院医学系研究科小児科  大賀 正一 先生 

 

 シンポジウム 2  6 月 14 日（土） 9:00～11:00 

 「産婦人科領域における血栓塞栓症 up to date」 

    座長：総合母子保健センター愛育病院 副院長・産婦人科部長 安達 知子 先生 

       聖マリアンナ医科大学産婦人科学 教授 鈴木 直 先生 

          共催：バイエル薬品（株） 

１．産婦人科領域における血栓塞栓症 up to date -overview- 

演者：総合母子保健センター愛育病院 産婦人科 安達 知子 先生 

２．妊娠・分娩・産褥期の血栓塞栓症予防法の課題」 

    演者：順天堂大学産婦人科  依藤 崇志 先生 

３．婦人科領域における静脈血栓塞栓症の危険因子－新たな抗凝固療法の使用経験から－ 

     演者：聖マリアンナ医科大学産婦人科  吉岡 範人 先生 

４．ホルモン療法と血栓症（1） OC/LEP 製剤と血栓症 

     演者：飯田橋レディースクリニック  岡野 浩哉 先生 

５．ホルモン療法と血栓症（2）HRT が静脈血栓･塞栓症リスクに与える影響  

-エストロゲンの種類、投与経路の差異に注目して- 

    演者: 愛知医科大学産婦人科  二井 章太 先生 

  

 ワークショップ  

  ワークショップ 1  6 月 13 日 （金）14:35～16:05   第 1 会場 

  「産科的大量出血とその対策」 

   座長：三重大学医学部産科婦人科学 教授 池田 智明 先生 

順天堂大学産婦人科        教授  竹田 省 先生 

１．産科大量出血に対するフィブリノゲン濃縮製剤の使用実態調査 

演者：順天堂大学産婦人科  牧野 真太郎 先生 

２．産科出血における生存例と死亡例の検討  

演者：国立循環器病研究センター周産期・婦人科 田中 博明 先生 

３．羊水塞栓症における C1 インヒビター活性の検討 

演者：浜松医科大学産婦人科  田村 直顕 先生 

 

 

 

 



 

 

ワークショップ 2  6 月 13 日 （金）14:35～16:05    第 2 会場 

   「新生児・乳児の貧血」 

座長：福島県立医科大学付属病院輸血・移植免疫部 教授 大戸 斉 先生 

弘前大学大学院医学研究科小児科      教授 伊藤 悦朗 先生 

   １．新生児・乳児期に発症する先天性溶血性貧血の病因と診断 

   演者：東京女子医科大学輸血・細胞プロセシング科  菅野 仁 先生 

   ２．Diamond-Blackfan 貧血の病態と診断  

   演者：弘前大学大学院医学研究科小児科  伊藤 悦朗 先生 

   ３．母児間血液型不適合妊娠、特に抗 M の再評価 

演者:福島県立医科大学付属病院輸血・移植免疫部  大戸 斉 先生 

   ４．胎盤血輸血と新生児・乳児の貧血予防 

   演者：日本大学医学部小児科学系小児科学分野  細野 茂春 先生 

 

ワークショップ 3  6 月 14 日 （土）14:10～15:40   第 1 会場 

   「先天性凝固異常症の周産期管理」 

座長：浜松医科大学産婦人科            教授 金山 尚裕 先生 

    国立循環器病研究センター周産期・婦人科 部長 吉松 淳 先生 

共催：バクスター（株） 

１．先天性無フィブリノゲン血症」 

演者：富士市立中央病院産婦人科 小田 智昭 先生 

２．先天性第 XII 因子、第 XIII 因子等欠乏症の妊娠、および周産期管理 

演者：浜松医科大学産婦人科 朝比奈 俊彦 先生 

３．血友病・von Willebrand 病の周産期管理 

演者：奈良県立医科大学小児科  野上 恵嗣 先生 

４．先天性プロテイン C 欠乏症、先天性アンチトロンビン欠乏症 

演者：国立循環器病研究センター周産期婦人科 根木 玲子 先生 

５．プロテイン S 欠乏症と妊娠について 

演者：大阪医科大学産婦人科  藤田 太輔 先生 

６．先天性 PAI-1 欠損症の妊娠・分娩管理 

演者：浜松医科大学産婦人科 伊熊 ことみ 先生 

 

 



 

 

ワークショップ 4  6 月 14 日 （土）14:10～15:40    第 2 会場 

   「新生児の白血球異常症」 

   座長：山梨大学医学部小児科 教授 杉田 完爾 先生  

       広島大学小児科 教授 小林 正夫 先生 

   共催：中外製薬（株） 

   １．新生児白血病 （先天性白血病） 

   演者：岡山大学病院小児科  嶋田 明 先生 

   ２．ダウン症候群に伴う TAM 発症の分子機構 

   演者：弘前大学大学院医学研究科小児科  照井 君典 先生 

   ３．新生児期の好中球減少症 

   演者：広島大学病院小児科  岡田 賢 先生 

   ４．新生児期における血球貪食性リンパ組織球症 

   演者：聖マリアンナ医科大学小児科  慶野 大 先生 

 

ラランチョンセミナー  

  ランチョンセミナー１  6 月 13 日（金）11:40～12:40   

   「妊娠・分娩期の後天性血友病 A」 

   座長：名古屋市立大学院医科学研究科産科婦人科 教授 杉浦 真弓先生 

   演者：奈良県立医科大学小児科             教授  嶋 緑倫 先生 

共催：ノボノルディスクファーマ（株） 

   

  ランチョンセミナー2   6 月 14 日（土）12:15～13:15   

   「新生児の血栓症と血栓性素因」 

   座長：九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野(小児科） 教授 原 寿郎 先生 

     演者：山口大学大学院医学系研究科小児科              教授 大賀 正一 先生 

共催：一般財団法人 化学及血清療法研究所    

     

 ビタミン K フォーラム   

6 月 13 日 （金）17:30～18:50  

 座長：産 業 医 科 大 学     名誉教授   白幡 聡 先生 

       静岡県立こども病院 周産期ｾﾝﾀｰ長 西口 富三 先生 

共催：エーザイ（株） 

   1. 改訂ガイドライン（修正版）発表後の北海道におけるビタミン K 製剤投与状況 

    演者：北海道立子ども総合医療・療育センター 新生児内科 野口 聡子 先生 

   2. ビタミン K 欠乏による乳児頭蓋内出血－成育医療センターでの経験 

   演者：独立行政法人 国立成育医療研究センター 教育研修部部長 石黒 精 先生 


