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日程表	［第1日目］1月21日（土）

高知県立県民文化ホール ザ	クラウンパレス新阪急高知

第1会場　1F	グリーンホール 第2会場　4F	第6多目的室 第3会場　3F	花の間① 第4会場　3F	花の間②

10：00
9：55～10：00　開会式 10：00

10：00～10：55
一般演題1

「子宮内膜症：基礎1」（O1-1～O1-6）
座長：丸山　哲夫

10：00～10：45
一般演題3

「子宮内膜症：基礎3」（O3-1～O3-5）
座長：甲賀かをり

10：00～10：55
一般演題5

「子宮内膜症：診断・画像検査」（O5-1～O5-6）
座長：山口　　建

10：00～10：45
一般演題7

「子宮内膜症：手術療法1」（O7-1～O7-5）
座長：楠木　　泉

10：45～11：20
一般演題4

「子宮内膜症：疫学・治療」（O4-1～O4-4）
座長：鎌田　泰彦

10：45～11：35
一般演題8

「子宮内膜症：手術療法2」（O8-1～O8-5）
座長：藤下　　晃

11：00 11：0010：55～11：50
一般演題2

「子宮内膜症：基礎2」（O2-1～O2-6）
座長：吉野　　修

10：55～11：40
一般演題6

「子宮内膜症：悪性化」（O6-1～O6-5）
座長：西　　洋孝

12：00 12：00
12：00～13：00　ランチョンセミナー1
「いま一度、子宮内膜症に対する手術と

薬物療法の意義を再考しよう」
座長：廣田　　泰　演者：小堀　宏之

共催：持田製薬株式会社／持田製薬販売株式会社

12：00～13：00
ランチョンセミナー2

「月経困難症の痛みについて」
座長：加藤　聖子　演者：百枝　幹雄／丸山　哲夫
共催：ノーベルファーマ株式会社／あすか製薬株式会社

12：00～13：00
理事会

13：00 13：00

13：10～14：10
特別講演

「子宮腺筋症の現状と今後の課題」
座長：原田　　省
演者：大須賀　穣14：00 14：00

14：10～14：50　教育講演1
「Pathogenesis of human adenomyosis: current 
understanding and its association with infertility」

座長：北脇　　城　演者：Khaleque N Khan

14：10～14：50　教育講演2
「子宮内膜症の癌化とその対応」

座長：京　　　哲　演者：谷口　文紀

15：00 15：00
15：00～16：30

ワークショップ1
「子宮腺筋症の病態から治療まで」

座長：木村　文則／森　　泰輔
演者：廣田　　泰／須田　一暁
　　　太田　郁子／板垣　博也

梶村　　慈　　　

15：00～16：30
WES/JES	joint	web	seminar

座長：原田　　省
演者：Luk Rombauts／Neil Johnson
　　　Kaori Koga／Fuminori Taniguchi

16：00 16：00

16：30～18：30
シンポジウム1

「子宮内膜症の病態」
座長：村上　　節／岩瀬　　明
演者：升田　博隆／小川佳奈絵
　　　中村　智子／福井　淳史
　　　佐竹絵里奈／今野　　良

17：00 17：00
17：00～18：00

イブニングセミナー
「心血管疾患リスクを見据えた子宮内膜症の薬物療法

～内視鏡手術との順列・組み合わせは？～」
座長：百枝　幹雄　演者：篠原　康一

共催：バイエル薬品株式会社
18：00 18：00

P：日本専門医機構認定講習
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日程表	［第2日目］1月22日（日）

高知県立県民文化ホール ザ	クラウンパレス新阪急高知

第1会場　1F	グリーンホール 第2会場　4F	第6多目的室 第3会場　3F	花の間① 第4会場　3F	花の間②

9：00 9：00

9：00～10：00
特別企画

「器質性月経困難症に対する管理料」
座長：北脇　　城　演者：泉　玄太郎／宮﨑亮一郎

9：00～9：45
一般演題11

「子宮内膜症：稀少部位1」（O11-1～O11-5）
座長：福井　淳史9：30～10：10

一般演題9
「子宮内膜症：不妊」（O9-1～O9-4）

座長：北島　道夫

9：30～10：35
一般演題10

「子宮腺筋症・子宮筋腫」（O10-1～O10-7）
座長：沖　　利通

9：45～10：30
一般演題12

「子宮内膜症：稀少部位2」（O12-1～O12-5）
座長：加藤　剛志

10：00 10：00

10：15～12：15
シンポジウム2

「子宮内膜症と子宮腺筋症の周産期予後」
座長：田中　　守／板倉　敦夫
演者：銘苅　桂子／和田真一郎
　　　平田　哲也／松崎　慎哉

共催：あすか製薬株式会社

11：00 11：00

12：00 12：00

12：15～13：15
ランチョンセミナー3

「女性のライフプランと内膜症治療戦略
～生殖外科医としてのBest Practice～」

座長：原田　　省　演者：小山瑠梨子／福井　淳史
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

12：15～13：15
漢方教育セミナー（ランチョンセミナー4）
「子宮内膜症治療における漢方療法の効果」

座長：村上　　節　演者：谷口　文紀
共催：株式会社ツムラ

13：00 13：00

13：20～13：50
総会

14：00
13：50～14：00　JECIE	2021年度活動報告　座長：原田　　省　演者：百枝　幹雄 14：00

14：05～14：45　教育講演3
「胸腔内子宮内膜症における最近の話題（月経随伴性

気胸の特殊性と胸腔内子宮内膜組織の動態）」
座長：奈須　家栄　演者：栗原　正利

14：05～14：50
一般演題13

「子宮内膜症：周産期1」（O13-1～O13-5）
座長：銘苅　桂子

14：45～16：15
ワークショップ2

「子宮内膜症の手術」
座長：安藤　正明／北出　真理
演者：村上　圭祐／安藤　正明
　　　可世木華子／川崎　　優

青山　幸平　　　

15：00 14：50～15：35
一般演題14

「子宮内膜症：周産期2」（O14-1～O14-5）
座長：五十嵐敏雄

15：00

16：00 16：00

16：15～16：25　閉会式

17：00 17：00

P：日本専門医機構認定講習
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