


 

 

第 23 回日本産婦人科・新生児血液学会学術集会概要 

日時：平成 25 年 6 月 7 日（金）から 6 月 8 日（土） 

場所：東大寺総合文化センター 

学術集会長：奈良県立医科大学産婦人科教授 小林浩 

 

特別講演 

 特別講演 平成 25 年 6 月 8 日（土）9:00-9:45 

  小児科学と血栓止血学への道に導かれて 

  座長：宮崎大学医学部附属病院            病院長 池ノ上 克 先生 

  演者：奈良県立医科大学                 学長  吉岡 章 先生 

 

シンポジウム 

 シンポジウム 平成 25 年 6 月 8 日（土） 9:50-11:30 

   妊娠高血圧症候群(PIH)の病態解明～母児間遺伝子衝突 Maternal-fetal conflict～ 

    座長： 奈良県立医科大学産婦人科         教授  小林 浩 先生 

  胎盤の遺伝子操作と基礎研究への応用 

～妊娠高血圧モデルマウスの作製と治療の試み～ 

演者：大阪大学微生物病研究所            教授   伊川 正人 先生 

妊婦の血圧、児の発育と(プロ)レニン受容体 

演者：東京女子医科大学高血圧・内分泌内科    教授   市原 淳弘 先生 

妊娠高血圧症候群におけるインスリン抵抗性と炎症 

～胎盤形成の母児間接点から病態へ～ 

演者：奈良県立医科大学産婦人科           助教   成瀬 勝彦 先生 

 

ワークショップ 

 ワークショップ１ 平成 25 年 6 月 7 日（金）13:55-15:25 

   絨毛付着部位異常妊娠への対応 

   座長：順天堂大学産婦人科                  教授   竹田 省 先生 

   共催：トーイツ㈱ 

   癒着胎盤に対する治療戦略 

   演者：大阪暁明館病院産婦人科              部長   佐道 俊幸 先生 

   頸管妊娠の取り扱い 

   演者：東京医科大学八王子医療ｾﾝﾀｰ産科婦人科   講師   野平 知良 先生 

   帝王切開後子宮搬痕部妊娠の取り扱い 

   演者：順天堂大学産婦人科                 准教授  牧野 真太郎 先生 

 



 

 

ワークショップ 2  平成 25 年 6 月 7 日（金）15:30-17:10 

   周産期血液疾患の Up to Date 

   座長：奈良県立医科大学新生児科             教授   高橋 幸博 先生 

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

   共催：バクスター（株） 

   先天性 ADAMTS-13 欠乏症：Upshaw-Schulman 症候群患者の周産期の管理 

   演者：奈良県立医科大学輸血部              准教授  松本 雅則 先生 

   先天性 ADAMTS-13 欠乏症：Upshaw-Schulman 症候群の小児期における診断のポイント 

   演者：日本海総合病院小児科                副部長  田邉 さおり 先生 

   先天性巨大血小板症の病態解明と鑑別診断の進歩 

   演者：国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター高度診断研究部 

                                      室長   國島 伸治 先生 

   血友病の周産期管理 

   演者：奈良県立医科大学小児科              准教授  野上 恵嗣 先生 

 

産婦人科・新生児領域血液疾患診療の手引き作成に向けて 

 パブリックオピニオンを聴く会 1 平成 25 年 6 月 7 日 （金）11:10-12:10 

   座長：埼玉医科大学産婦人科                教授   板倉 敦夫 先生 

   産科 DIC   

浜松医療センター                      病院長  小林 隆夫 先生 

   分娩時大量出血  

順天堂大学産婦人科                    教授   竹田 省 先生 

HELLP 症候群と AFLP 

北海道大学産婦人科                    教授   水上 尚典 先生 

羊水塞栓症 

浜松医科大学産婦人科                   教授   金山 尚裕 先生 

 パブリックオピニオンを聴く会 2 平成 25 年 6 月 8 日 （土）11:35-12:20 

   座長：日本大学医学部小児科                准教授  細野 茂春 先生 

   HUS ならびに TTP 

    奈良県立医科大学輸血部                  教授   藤村 吉博 先生 

   脳出血                   

    国立循環器病センター周産期・婦人科           部長   吉松 淳 先生 

   新生児血栓症 

    九州大学周産期・小児医療学                教授   大賀 正一 先生 

 

ランチョンセミナー 



 

 

 ランチョンセミナー 平成 25 年 6 月 7 日 （金）12:20-13:05 

  妊婦における大腸菌 O111 感染と HUS から学んだこと 

   座長：奈良県立医科大学輸血部               教授   藤村 吉博 先生 

   演者：富山大学産婦人科                    教授   齋藤 滋 先生 

   共催：旭化成ファーマ（株） 

 

ビタミン K フォーラム  平成 25 年 6 月 7 日 （金）17:20-18:40 

   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          ｾﾝﾀｰ長 西口 富三 先生 

   共催：エーザイ（株） 

   1. 寺尾先生を偲んで 

   2. ビタミン K 欠乏性出血症への取り組み：寺尾先生の足跡を辿って 

   演者：静岡県立こども病院周産期センター         ｾﾝﾀｰ長 西口 富三 先生 

   3.  山口県での週１回ビタミンＫ投与の全県的取り組み 

   演者：山口県小児科医会金子小児科             院長   金子 淳子 先生 
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