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第 6 回学術集会プログラム 
 2007 年 6 月 8 日（金） 

 
 

特 別 講 演 
第１会場（2F ホ－ル） 15:00～16:30 

 
『子どもを持つことの意味と不妊治療の現実』 

 座長：西澤  寿樹（＠はあと・くりにっく） 
 演者：野間  和子（野間メンタルヘルスクリニック） 

 

 
 

シ ン ポ ジ ウ ム 
第１会場（2F ホ－ル） 16:45～18:15 

 

『生殖医療現場における技術・法制度とこころの相克』 
 座長：横田  佳昌（横田産婦人科医院） 

 座長：浜崎  京子（中央クリニック） 

 

 

 １）不妊治療を経験して幸せになりました－私にとって子供は何なのかを考えた 10 年－ 
  もも ちえこ 
 
 ２）不妊治療の現実 
  辰巳 賢一（梅ヶ丘産婦人科） 
  
 ３）受療者の最も近くから見た不妊治療  
  浜崎 京子（中央クリニック） 
 
 ４）不妊治療の心理的意味 
  矢野 ゆき（東京大学ハラスメント相談所） 
 
 ５）不妊治療をめぐる哲学的、倫理的、法律的議論 
  坂本 百大（元日本生命倫理学会会長） 
 
 ６）凍結受精卵のその先にあるもの 
 不妊治療の患者やカウンセラーに知ってほしい先端医療研究のこと 
  最相 葉月（ノンフィクションライター） 
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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 ５分 
 

第１会場（ホ－ル） 10:00～13:24  
 
 
10:00～11:00 調査研究  座長  矢野 惠子（田中病院） 
 

 

 A-01 不妊カウンセラー・体外受精コーディネーター認定者の集い－報告－ 

 1) 筑波学園病院不妊カウンセラー ○野村紀美代 1）枝元直子 1） 

 2) 筑波学園病院体外受精コーディネーター 原 由紀子 2）板垣和子 3） 

 3) 茨城県県央不妊専門相談センター不妊カウンセラー 小田倉和江 3）佐藤三恵子 4） 

 4) 茨城県県西不妊専門相談センター 助産師 坂根 薫 5) 
 5) 茨城県県南不妊専門相談センター 助産師 

 

 A-02 不妊症・不育症への経済的支援に対する立場による認知度や考え方の相違について 

 1) 岡山県不妊専門相談センタ－ ○江見弥生 1) 2)藤原順子 1) 

 2) 岡山大学大学院保健学研究所 相澤亜紀 1) 3) 秦久美子 1) 4) 

 3) 岡山中央奉還町病院 佐藤久恵 1) 4) 江國一二美 1) 4) 

 4) 岡山大学医学部産科病棟  中塚幹也 1) 2) 

 

 A-03 愛知県不妊専門相談事業としての「治療の終結」に対する支援について 

   1) 名古屋大学医学部産科婦人科学教室 ○佐藤博子 1)2)岩瀬 明 1)2) 

   2) 名古屋大学医学部附属病院 後藤真紀 1) 原田統子 1) 

   3) 中部大学生命健康科学研究所 吉川史隆 1) 渡邊実香 2)3) 

   4) 豊橋市民病院不妊センタ－ 塩見明美 2) 安藤寿夫 4) 

   5) 愛知県健康福祉部児童家庭課 長谷川勢子 5) 

 

 A-04 男性患者の不妊カウンセリング利用状況 

 筑波学園病院 ○枝元直子 1)野村紀美代 1） 

 1) 不妊カウンセラー 高野久美子 2）原 由紀子 2） 

 2) 体外受精コーディネーター 北 直喜 3）田中智子 3） 

 3) 産婦人科 近藤一成 3）川崎彰子 3） 

 4) 泌尿器科 相野谷陽子 3）和田篤 3） 

  佐加奈子 3）岡本一 3） 

  鈴木正彦 4）遠藤文康 4） 
  塚本 定 4） 
 

 A-05 不妊カウンセリングスキルアップセミナーにおけるカウンセリングスキル修得の効果と課題 

  日本不妊カウンセリング学会研修委員会・認定委員会 ○上澤悦子 浜崎京子 遊佐浩子 

     廣川理恵 杉山智子 枝元直子 

     福田喜美子 橋村富子 佐藤孝道 
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11:00～12:12 情報提供の工夫   座長 上澤 悦子（北里大学看護学部） 
 
 A-06 不妊外来におけるメール相談の有用性についての検討 
   諏訪マタニティクリニックリプロダクションセンター ○小林由美 中島伸子 保科洋美 
    小平深雪 岡村杏子 
    渡辺みはる 吉川文彦 
 
 A-07 当科で望まれる不妊クラスに関する検討 
 虎の門病院 産婦人科 ○大野雅代 北川浩明 古屋智 
   東梅久子 山口隆 山本和枝 
    村松恵 高村浩美 藤澤佳子 

    関美穂子 
 
 A-08 体外受精説明会に関する考察～体外受精説明会アンケートの分析～ 
 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 
    桑原真弓 佐々木美緒 

    立木都 塩沢直美 浅田義正 
 
 A-09 年齢別不妊アンケート調査の結果と考察 
 神谷レディースクリニック ○越後恵美 安藤愛 
   太田有美 富樫寿乃 
    浅野明恵 神谷博文 
 

 A-10 不妊治療における情報提供のありかた 
  聖路加国際病院 生殖医療センター ○小松雅博 石井絵理 中村希 

   小川さゆり 草間良子 

   酒見智子 塩田恭子 佐藤孝道 

 
 A-11 夫の悪性腫瘍発病により体外受精を選択せざるを得なかった１症例 
  聖路加国際病院 生殖医療センター ○石井絵理 小松雅博 中村希 

   小川さゆり 草間良子 

   酒見智子 塩田恭子 佐藤孝道 

 
 
 
12:12～13:24 心理支援と技法   座長 光延 京子（＠はあと・くりにっく） 
 

 A-12 胚移植後患者に対するアロマセラピートリートメントの有用性について 
 キネマアートクリニック ○倉本幸代 渋井幸裕 田宮親 

  花岡嘉奈子 岡村和江 

  山口和枝 岩本照美 小島恵 

  三谷麻美 

 

 A-13 不妊治療中の女性患者の心理プロセスから心理支援を考える 
 神谷レディースクリニック ○西村淑恵 浅野明恵 神谷博文 
 

 

 A-14 不妊治療に対する意識と夫婦間コミュニケーションの関係－自尊感情に着目して－ 
   1) ト－タルライフケアサポ－ト どりいむ ○割田修平 1) 割田節子 2) 

   2) 割田助産院 
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 A-15 不妊治療を受けている女性と夫婦を対象にした 
  ソルーション・フォーカス・アプローチによるグループ心理教育プログラムの効果の検討 
   1）北里大学看護学部 ○上澤悦子 1）中山美由紀 2） 

   2）大阪府立大学看護学部     遊佐浩子 3）小泉智恵 4） 

 3）北里大学病院家族計画外来 草野いづみ 5）鈴木一基 6） 
 4) 国立精神･神経センター精神保健研究所 
 5）帝京大学文学部 
 6）こころの健康クリニック津田沼 
 

 A-16 生殖補助医療現場での『いのち』へのまなざし～臨床倫理の事例分析～ 
   筑波大学大学院人間総合科学研究科 ○阿部正子 

 
 A-17 電話相談における心理的支援へのかかわり～相談事例から心理的支援を考える～ 
   1）滋賀医科大学医学部附属病院 ○橋村富子1）

   2）滋賀医科大学産婦人科学講座 藤原睦子2） 木村文則2）

    高橋健太郎2） 野田洋一2）

 
 
 
第２会場（5F 大会議室）10:00～13:24 
 

10:00～11:00 妊娠・出産・育児の葛藤   座長 安藤 寿夫（豊橋市民病院総合生殖医療センター） 
  
 B-01 不妊治療後の褥婦の母子同室に関する検討 
 虎の門病院 ○高村浩美 北川浩明 古屋智 
   東梅久子 山口隆 山本和枝 
    大野雅代 村松恵 藤澤佳子 

    関美穂子 
 

 B-02 不妊治療後出産した母親のこだわりに関する一考察－夫婦・家族を継続的に支援する取り組み－ 

   1) 割田助産院 ○割田節子 1) 割田修平 2) 
  2) ト－タルライフケアサポ－ト どりいむ  
 

 B-03 子どもをなくした母親への精神的支援～胎児死亡となった不育症症例を通じて～ 

 1) 岡山大学病院産科病棟 ○佐藤久恵 1) 江國一二美 1) 

 2) 岡山大学大学院保健学研究所 秦久美子 1) 田部尚子 1) 
  中塚幹也 2) 

 

 B-04 繰り返される妻の流産とそれを支えた夫の心理過程―夫婦のインタビュー分析より― 

 1) 独立行政法人国立病院機構呉医療センター ○大秦千恵 1) 中島通子 2) 

 2) 県立広島大学保健福祉学部看護学科 

 
 B-05 不妊治療後に子育てする母親の心理 

 1) 医療法人假野クリニック ○橋本富子 1) 假野隆司 1) 

 2) 武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科 古殿正子 1) 小林剛 2) 
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11:00～12:12 医学的問題への対応   座長 東梅 久子（虎の門病院） 
  

 B-06 幹細胞移植を控えた白血病患者に採卵を試みた一事例 

   聖隷浜松病院 H・ART 外来 ○田中敦子 斉藤佳代 

 

 B-07 精液所見から見た ART 移行への指標 

  横田産婦人科医院 ○佐藤節子 浅田照美 

   槙田まさみ 石川恭子 

   横田美賀子 横田英巳 

   横田佳昌 

 

 B-08 不妊治療不成功後に頚部悪性腫瘍が疑われたため重症なうつ病を発症した閉経女性の１例 

 虎の門病院 産婦人科 ○藤澤佳子 関美穂子 村松恵 
  大野雅代 山口隆 東梅久子 
  古屋智 北川浩明 
 

 B-09 母児分離を要した IVF-ET 後の統合失調症合併妊娠の１例 

 虎の門病院 産婦人科 ○関美穂子 藤澤佳子 村松恵 
  大野雅代 山口隆 東梅久子 
  古屋智 北川浩明 

     
 B-10 がん治療における性腺保存のカウンセリング 

  聖路加国際病院 生殖医療センター ○塩田恭子 石井絵理 小松雅博 

   酒見智子 佐藤孝道 

 

 B-11 不妊治療のステップアップ法 2006 年豊橋改変版 

  1) 豊橋市民病院総合生殖医療センタ－ ○安藤寿夫 1)若原靖典 1) 

  2) 豊橋市民病院産婦人科 篠原宏枝 2)牧野由紀子 2) 

  3) 名古屋大学産婦人科 福中智子 2)中西芳美 2) 

   白井直美 2)岡田けい子 2) 

   榊原重久 1)鈴木範子 1) 

   鈴木雅 3)佐藤博子 3) 

   後藤真紀 3)原田統子 3) 

   岩瀬明 3)吉川史隆 3) 

 

 

12:12～13:24 さまざまなアプローチ   座長 真島 久子（ 真島クリニック） 
 

 B-12 求められる不妊フォーラムの検討― 

  「子どもがいても、いなくても、大切なわたし＊大切なあなた 

  ～不妊の視点から女性と社会を考える～」を開催して― 

   福岡県立大学看護学部女性看護学講座 ○石村美由紀 

 

 B-13 生殖細胞・生殖組織・胚の凍結保存に伴って生じる複雑な倫理的問題 

  聖路加国際病院 生殖医療センター ○佐藤孝道 石井絵理 小松雅博 

   鈴木麻水 酒見智子 塩田恭子  

 

 B-14 不妊医療における多職種連携に求められる条件と期待される看護の役割 

  1) 田中病院 ○矢野惠子 1)大橋一友 2) 

  2) 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 八木橋香津代 3) 塩沢直美 4) 

  3) スズキ記念病院 此川愛子 5) 

  4) 浅田レディースクリニック 

  5) 渋川中央病院 
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 B-15 公的相談センターでの医師面接に求められているものとは？ 

  －愛知県不妊専門相談センターでの事例解析－ 

  1) 名古屋大学医学部 産婦人科学教室 ○後藤真紀 1) 岩瀬明 1) 

  2) 愛知県健康福祉部 児童家庭課 佐藤博子 1)鈴木恭輔 1) 

  3) 豊橋市民病院 総合生殖医療センター 真鍋修一 1)黒土升蔵 1) 

   原田統子 1)吉川史隆 1) 

   長谷川勢子 2)安藤寿夫 3) 

  

 B-16 産婦人科外来における不妊症患者と妊婦の距離 

  －豊橋市民病院不妊専門外来のフロアー移転にあたって 

  1) 豊橋市民病院総合生殖医療センター ○安藤寿夫 1)若原靖典 1) 

  2) 豊橋市民病院産婦人科 篠原宏枝 2)牧野由紀子 2) 

  3) 名古屋大学産婦人科 福中智子 2)中西芳美 2) 

   白井直美 2)岡田けい子 2) 

   榊原重久 1)鈴木範子 1) 

   鈴木雅 3)佐藤博子 3) 

   後藤真紀 3)原田統子 3) 

   岩瀬明 3)吉川史隆 3) 

 

 B-17 相談窓口コーナーの役割 

   岡山二人クリニック ○杉山喜代美 定本幸子 

    金子京子 林伸旨 


