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第 4 回学術集会プログラム 
 ２００5 年 6 月１7 日（金） 

 
 

特 別 講 演 
第１会場（ホ－ル） 13:40～14:40 

 
「医療への不満・不信の構造～患者はなぜ不満・不信を抱くのか？相談事例より検討～」 
 座長：佐藤 孝道（聖路加国際病院） 
 演者：川村 治子（杏林大学保健学部） 
 
 
 
 

教 育 講 演 
第１会場（ホ－ル） 14:40～15:40 

 
「カウンセリングとことば～一般意味論の立場から～」 
 座長：矢野 惠子 
 演者：福沢 周亮（聖徳大学人文学部児童学科） 
 
 
 
 

シ ン ポ ジ ウ ム 
第１会場（ホ－ル） 15:55～17:55 

 
「不妊治療およびカウンセリングケアにおける多職種連携」  
 
 座長：小田原  靖（小田原ウイメンズクリニック） 
 座長：福田貴美子（蔵本ウイメンズクリニック） 
 

シンポジスト 
 

１）不妊治療およびカウンセリングケアにおける多職種連携 

～医師の立場から～ 

 浅田義正（浅田レディ－スクリニック） 
 

２）多職種が関わった不妊治療後の双胎育児が困難な事例を通して 
  加藤佳代子（名古屋第二赤十字病院） 
 

３）生殖補助医療における職種連携 
～エンブリオロジストに求められるもの～ 

 青野展也（吉田レディ－スクリニック） 
 

４）三重県不妊専門相談センターにおける多職種連携 
 

 成松英範（三重県健康福祉部こども家庭室） 
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一 般 演 題 
 

口頭発表時間：  一般演題  講演７分、質疑応答 ４分 
 

第１会場（ホ－ル） 9:35～12:09  
 
9:35～10:19 カウンセリングとこころのケア 座長 塩沢 直美（聖隷三方原病院） 
 
 A-01 当院における不妊カウンセリング利用状況～アンケート調査の結果から～ 
   筑波学園病院 ○枝元直子 岡本一 河村睦美 
   高野久美子 野村紀美代 
   布施真由味 原由紀子 豊田真紀 
   田中智子 近藤一成 安積瑞博 
 
 A-02 岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころ

．．．
の相談室」の活動の現状 

 岡山県不妊専門相談ｾﾝﾀ-・岡山大学医学部・歯学部附属病院 ○佐藤久恵 小橋尚子 江國一二美  
 岡山県不妊専門相談センタ－・岡山大学医学部産婦人科  中塚幹也 佐々木愛子 
   野口聡一  鎌田泰彦 平松祐司 
 岡山県不妊専門相談センタ－・岡山大学大学院保健学研究所  村上ひとみ 江見弥生 
 
 A-03 不妊患者のカウンセリングにおける心の動き 

 レディースクリニック京野 ○佐々木恵子 笠島道子  

 京野リプロダクションリサーチセンター 佐々木幸子 佐々木敏恵  

 鈴木明香 中条友紀子 京野廣一 
 
 A-04 個人での不妊カウンセリング活動報告－不妊カップルが治療を選択しなかったケース－ 
   新潟県立津川病院 ○丸山理佳 

 
 
 
10:19～11:14 チ－ム医療の拡大   座長 吉川 典子（トヨタ記念病院） 
 
 A-05 ART 後に妊娠・出産した夫婦の心理状態に関する検討－夫婦の認識の相違に焦点を当てて－ 
   愛知医科大学看護学部 ○坂上明子 
   名古屋第二赤十字病院  加藤佳代 
   トヨタ記念病院  吉川典子 
    矢野惠子 

 
 A-06 症例報告：入院管理は心理的ストレスを緩和するか？ 
   －不妊症・不育症での妊娠成立周辺における配慮 
   名古屋大学医学部附属病院 ○安藤寿夫 加藤啓子 鈴木 雅 
    原田統子 岩瀬 明 山下克美 

    吉川史隆 

   同 保健学科 渡邊実香 

 
 A-07 不妊治療後の継続看護 
  ～患者が不妊治療から出産後地域に戻るまで、 
  どの施設からでもフィードバック可能な看護添書の検討～ 
   蔵本ウィメンズクリニック ○中村静 久保島美 森優織江 
    福田貴美子 吉岡尚美 蔵本武志 

   浜の町病院 上野恭子 松尾則子 峯松昌子 

    金丸道子 松島理恵 
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 A-08 不妊症クリニックにおける ISO 取得の試み 
   神谷レディースクリニック ○太田有美 富樫寿乃 松田美紀  
   安藤 愛 浅野明恵 神谷博文 
 
 A-09 不妊コーディネーターとしてできること 
   キネマアートクリニック ○岡村和江 井足智恵子 福島鮎美 
    田宮 親 
   東邦大学医学部第１産科婦人科教室 安部裕司 花岡嘉奈子 
    渋井幸裕 久保春海 
 
 
 
11:14～12:09 わかりやすい情報提供   座長 坂上明子（愛知医科大学看護学部） 
 
 A-10 エンブリオロジストからの情報提供 
   トヨタ記念病院 ○日比博子 早川美奈 吉川典子 
 
 
 A-11 不妊治療開始時における情報提供のありかた 
  聖路加国際病院産婦人科・生殖医療センター ○小松雅博 中村希 小川さゆり 
   木村美奈子 阿部朋子  
   宜野座しのぶ 草間良子 
   前岳実由紀 渡辺浩二  
   酒見智子 塩田恭子 佐藤孝道 
 
 A-12 「体外受精申し送り書」作成の効果について考える 
   浜の町病院 ○松尾則子 上野恭子 

 

 A-13 これからの不妊カウンセリングとインターネットの活用 
  聖路加国際病院産婦人科・生殖医療センター ○佐藤孝道 

 
 A-14 サ－ドオピニオンが必要であった単眼症合併全前脳胞症の１症例 
  岩城産婦人科 ○伏見綾子  田村悦子  

   筑紫真奈美 岩城留美子 

   岩城雅範 
 
 
 
第２会場（７Ｆクラブ）9:35-12:09 
 

9:35～10:30 不妊カップルの悩みと心理（１）   座長 小川 さゆり（聖路加国際病院） 
  
 B-01 不妊患者の意識調査（出産を終えて・・・） 

   西ウイミンズクリニック ○市波雪江 西 道代 清水真理子 

    野路理恵子 松本房代 

    東野美津代 西 修 
 
 B-02 多胎に関する患者の意識調査 
   浅田レディースクリニック ○園原めぐみ 長嶋有希子 

     永井利佳 服部久美子 

     太田亜希 内藤真弓 安藤理恵 

     浅田義正 
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 B-03 不妊女性における精神的健康度の規定要因－効果的な支援の検討－ 
 国立精神・神経センター精神保健研究所 ○小泉智恵 
 大阪府立大学看護学部  中山美由紀 
   北里大学看護学部 上澤悦子 

   北里大学病院産婦人科 遊佐浩子 中村水緒 川内博人 
 
 B-04 不妊夫婦のためのストレスマネージメント教室を実施して－今後の課題の検討（１）－ 
   大阪府立大学看護学部 ○中山美由紀 

   国立精神・神経センター精神保健研究所  小泉智恵 

   北里大学看護学部  上澤悦子 

   北里大学病院産婦人科  遊佐浩子中村水緒 川内博人 

   帝京大学文学部 草野いづみ 

   元三芳病院 鈴木一基 
 
 B-05 不妊夫婦のためのストレスマネージメント教室を実施して－心理教育の課題検討（２）－ 
   北里大学病院産婦人科 ○遊佐浩子 中村水緒 川内博人 

   北里大学看護学部  上澤悦子 

   大阪府立大学看護学部  中山美由紀 

   国立精神・神経センター精神保健研究所  小泉智恵 

   帝京大学文学部 草野いづみ 

   元三芳病院 鈴木一基 
 
 
 
 
 

10:30～11:14 不妊カップルの悩みと心理（２）   座長 上澤 悦子（ 北里大学） 
 
 B-06 子宮内膜症症例の自尊感情についての検討-自尊感情尺度を用いて－ 
   岡山大学大学院保健学研究科 ○江見弥生 
   岡山大学医学部産科婦人科  中塚幹也 
   岡山大学医学部保健学科母子保健学講座  奥田博之 
 
 B-07 「子どもがいない」ことに関する認識の年代別比較 
   山田赤十字病院産婦人科 ○木下有子 
     矢野惠子 
 
 B-08 初診時問診表による患者ニーズの把握と今後の課題 
  聖路加国際病院産婦人科・生殖医療センター ○宜野座しのぶ阿部朋子 
    小川さゆり 木村美奈子 
    草間良子 小松雅博 中村希 
    永松史 前岳実由紀 佐藤孝道 
    塩田恭子 酒見智子 
   臨床実践研究支援センタ－ 操華子 
 
 B-09 不妊治療中女性の対処行動の特徴 
   中部大学生命健康科学研究所 ○渡邊実香 
   名古屋大学医学部附属病院       安藤寿夫 岩瀬 明 
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11:14～12:09 症例から学ぶ   座長 神谷博文（ 神谷レディ－スクリニック） 
 

 B-10 難治性排卵障害でメトフォルミンが奏功した 2 例 
   聖路加国際病院産婦人科・生殖医療センター ○佐藤孝道 塩田恭子 酒見智子 
     渡辺浩二 真島洋子 

 

 B-11 症例から学ぶ相互転座のカウンセリング 

   中央クリニック ○笠島道子 本山光博 小川修一 

     浜崎京子 

   永井クリニック  永井 泰 大月純子 笠島道子 

   レディースクリニック京野  京野廣一 中条有紀子 
      佐々木幸子 笠島道子 

 

 B-12 不妊治療におけるセックス・カウンセリングの必要姓について 
  —新薬レビトラ錠の使用経験について— 
   五輪橋産科婦人科小児科病院 ○真名瀬賢吾 
 
 B-13 不妊治療後妊娠の看護―妊娠の受容が困難だった事例への関わり― 
   神谷レディースクリニック ○浅野明恵 
 
 B-14 着床期子宮内膜所見の改善後に妊娠成立した ART2 症例の検討 
  豊見城中央病院 不妊・内分泌センター ○東久保明日香 與儀沙織 
    佐喜真斉 比嘉みさえ 
    大田ゆかり 国吉郁江 吉村章子 
    出村登司美 野原理 佐久本哲郎 
 


