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第 8 回学術集会プログラム 
 2009 年 6 月 5 日（金） 

 
 

特 別 講 演  
第 1 会場（２F ホ－ル）14:25～15-20 

 
『ダウン症候群児の両親～次の妊娠への期待と悩み』 

 
 座 長：笠島道子 永井クリニック 
 演 者：月野隆一 和歌山つくし医療・福祉センター  
 
 
 
 

 
シンポジウム 

第 1 会場（２F ホ－ル）15:35～18:05 
 

『一般不妊治療を考える』 
 座長：横田佳昌（横田マタニティホスピタル） 

 
 １）男性不妊外来で起こっていること～射精障害 
  岡田 弘（獨協医科大学越谷病院 泌尿器科） 
 
 ２）laparoscopy により non-ART で 
    菅原 延夫（いわき婦人科） 
 
 ３）電話相談の中から感じること 
  浜崎京子（中央クリニック） 
 
 ４）自然に近く負担の少ないＡＩＨを見直そう 
  辰巳賢一（梅ヶ丘産婦人科） 
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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 ３分 
 

第１会場（ホ－ル） 10:00～12:50  
 
 
10:00～11:00 うつ、ストレス症例報告  座長  佐藤 孝道（聖路加国際病院） 
 

 

 A-01 不妊治療とストレスケア～グループにおける実践と効果～ 

  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-02 不妊治療における抑うつ状態とカウンセリング 
       1) 諏訪マタニティークリニックリプロダクションセンター ○渡辺みはる１）吉川文彦１） 
       2) 諏訪マタニティークリニック 根津八紘２）上條かほり２）清水強 3） 

3) 諏訪マタニティークリニック附属清水宇宙生理学研究所 

 

 A-03 第一子を出産後、種々の要因からステップアップに踏み切れず 

  初回体外受精まで６年間の歳月を要した一症例 

 蕙愛レディースクリニック ○伊月るりこ 内村真弓 木下治美 

   加川俊明 鎌田周作 

 

 A-04 17 回目のＡＲＴで不妊治療を終了した症例報告～47 歳での妊娠そして流産を経て～ 

 椎名レディースクリニック ○座光寺真紀 椎名一雄  

  佐々木麻美 矢澤裕美 

      
 A-05 管理栄養士連携による不妊治療の取り組みの役割 

  －多嚢胞性卵巣症候群の一症例を通して－ 

  都城市郡医師会病院 ○片木めぐみ 稲次里美 

 

 A-06 過去の妊娠・出産にまつわる否定感情が現在の不妊治療への戸惑いに影響している事例 

1)  割田助産院 ○割田節子１） 割田修平２） 
2)  トータルライフケアサポートどりいむ 

 

 
 
1100～12:00 自己注射・公開講座   座長 福田貴美子（蔵本ウイメンズクリニック） 
 
 A-07 当院における自己注射の現状の評価 
 吉田レディースクリニック生殖医療ＩＶＦセンター ○鈴木妙子 神山和枝 大村美由紀 

  丸子久美子 千葉洋子 境ひろみ 

  橋爪千穂 岩佐由紀 加茂野倫子 
  吉田仁秋 
 
 A-08 患者用に開発されたペン型自己注射用注射器 

  （フォリスチムペン®）の有効性と患者の負担軽減への効果 

  蔵本ウイメンズクリニック ○池田美樹 福田貴美子 園田敦子 

  中村静 金子清美 久保島美佳 
  河野照美 小畑栄子 山田絵美 
  川元美里 大塚未砂子 吉岡尚美 
  蔵本武志 
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 A-09 当クリニックの自己注射トラブルシューティング 
   神谷レディースクリニック ○中村康子 佐藤亜希子 浅野明恵 
    太田有美 富樫寿乃 安藤愛 
    越後恵美 神谷博文 
  

 A-10 体外受精の為に毎日注射を行っている患者の心理 

 いわき婦人科 ○駒場理恵 前田真知子 菅原延夫 
 
 A-11 公開講座「みんなで不妊を知ろう～専門家と経験者を交えて～」 

   1) 真島クリニック ○堀部美澄１）髙内美鈴１） 

   2) 不妊ピア・カウンセラー 猪鼻宏美１）真島洋子１） 

    真島久子１）斉藤眞一１） 

    真島靖重１）鳥羽悦子２） 

 

  A-12 公開講座「みんなで不妊を知ろう～専門家と経験者を交えて～」 

  －公開講座参加者についてのアンケート調査の分析より－ 

   1) 真島クリニック ○髙内美鈴１）堀部美澄１） 

   2) 不妊ピア・カウンセラー 猪鼻宏美１）真島洋子１） 

    真島久子１）斉藤眞一１） 

    真島靖重１）鳥羽悦子２） 

 
 
12:00～12:50 長期にわたるサポート・外来での工夫   座長 大橋一友（大阪大学大学院保健学科） 
 

 A-13 病院内における多胎妊娠カップルへの両親学級開催の試み 

   新潟医療福祉大学健康科学部看護学科 ○山口典子 

 
 A-14 不妊治療により母親となる自己の受け入れ状況 

  －治療中・分娩後・産後の自己肯定感－ 

 園田学園女子大学人間看護学科 ○宮田久枝 

 

 A-15 不妊外来におけるＳｅｘカウンセリングのためのアンケート調査 

   1)ソフィア祐子レディースクリニック ○山田君枝１）佐藤祐子１） 

   2)セックススクールａｄａｍ 赤石とも子１） 上田美奈子１） 

    黛美智子１）千葉綾１）  

    成田咲子１）澤田友美１）  

    工藤佐和子１）矢野和恵１） 

    潮田栄子２） 

 

 A-16 不妊外来におけるＳｅｘカウンセリングのためのアンケート調査 

   がん治療者のためのリプロダクション外来 

 （性腺機能保存治療外来）における外来看護 

 聖路加国際病院 女性総合診療部・生殖医療センター ○西平心華子 中曽根朋子 中村希 

  青木友紀子 出森彩乃 小松雅博 

  佐藤孝道 塩田恭子 町田弘子 

 
 A-17 当院のドクター・オピニオン外来について 

   浅田レディースクリニック ○浅田義正 園原めぐみ 立木都 

    桑原真弓 永井利佳 吉村久美子 

    佐々木美緒 吉村友邦 田村総子 

    福永憲隆 塩沢直美 
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第２会場（5F 大会議室）10:05～12:45 
 

10:05～11:05 院内での工夫   座長 佐藤節子（横田マタニティホスピタル） 
  
 B-01 当院における初診受診前説明会について 
   浅田レディースクリニック ○浅田義正 園原めぐみ 立木都 

    桑原真弓 永井利佳 吉村久美子 

    佐々木美緒 吉村友邦 田村総子 

    福永憲隆 塩沢直美 

 B-02 当院における不妊相談のあり方についての一検討 
～不妊アンケートと個人面接の結果から～ 

 西ウイミンズクリニック ○桑原美保 東野美津代  
  清水真理子 松本房代 辻 悠子 
  高橋さやか 西 道代 西 修  

        
 B-03 ART ステップアップに対する患者心理「トライアルコース」アンケート集計より 
   竹内病院トヨタ不妊センター ○長嶋有希子 山下祐香理  
    村田泰隆 
 
 B-04 当院における胚移植後の多胎妊娠を自然妊娠時と同程度にするための活動と成果 
   豊橋市民病院総合生殖医療センター ○安藤寿夫 若原靖典 佐藤博子 
    髙柳武志 榊原重久 鈴木範子 
    中西芳美 白井直美 岡田けい子 

 

 B-05 無精子症患者に対する不妊カウンセリングの検討―遺伝相談に関する情報提供の在り方― 
  1) 筑波学園病院診療部リプロダクションチーム ○枝元直子１） 原 由紀子１） 
  2) 筑波学園病院診療部泌尿器科 安東 聡２） 塚本 定２） 
  3) 筑波学園病院診療部産婦人科 北 直喜３） 安部加奈子３） 

  近藤一成３） 田中智子 3） 

  川崎彰子３） 相野谷陽子３） 

  和田 篤３） 岡本 一３） 

 
 B-06 不妊治療における漢方の役割 
  イスクラ産業株式会社 ○陳 志清 
 
 
 

11:05～11:55 意識調査・電話相談・子宮鏡   座長 浅田義正（浅田レディースクリニック） 
 
 B-07 妊娠したい女性に対して行った夫婦の関係性に関する意識調査の報告 
  － 夫婦間で大切にしていること、夫婦間の悩み、パートナーへの期待 － 

1) トータルライフケアサポートどりいむ ○割田修平１） 割田節子２） 
2) 割田助産院 

 
 B-08 不妊症女性の日常生活意識と生活の質に関する要因分析 
  1）北里大学看護学部 上澤 悦子１）○遊佐浩子２） 
  2）北里大学病院 河井清佳２） 割田修平３）  

 3）トータルライケアサポートどりいむ 割田節子３） 菊嶋水緒４） 

 4）調布市子ども家庭支援センター 草野いづみ６） 

 5）帝京大学文学部 
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B-09 不妊治療後妊婦のボディーイメージと低出生体重児に関する意識 

 虎の門病院 ○大野雅代 東梅久子 矢野美穂子 
  藤澤佳子 八下田 恵 須藤なほみ 
  山口 隆 古屋 智 北川浩明 
 
 B-10 非治療夫婦の葛藤の背景に関する検討 

  ～滋賀県不妊専門相談センターにおける電話相談の分析から～ 

 1) 滋賀医科大学医学部附属病院 ○橋村富子１）鹿苑摩耶 2） 段亜儒 2） 

 2) 滋賀医科大学産婦人科学講座 高島明子２）清水良彦２） 

  高橋健太郎２） 村上節２） 
 
 
 
 
 B-11 不妊の基本的検査としての子宮鏡の意義 
 聖路加国際病院、女性総合診療部・生殖医療センター ○佐藤孝道 塩田恭子 酒見智子  
   熊耳敦子、小松雅博 

   
 
 

11:55～12:45 さまざまなアプローチ   座長 塩田 恭子（聖路加国際病院） 
 
 B-12 海外の不妊治療サポートグループと日本のサポートグループの役割について 
 1）キネマアートクリニック   ○岡村和江１） 渋井幸裕１） 
 2）花岡レディースクリニック  花岡嘉奈子２） 田宮親３） 
 3）田宮クリニック 
 
 B-13 治療経験者から見た不妊医療チームにおける「橋渡し」－連想法を取り入れた面接調査より－ 
  1）中部大学 ○矢野惠子 1）2）大橋一友 2） 
  2）大阪大学大学院医学系研究科 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 
 
 B-14 採卵数 3 個以下の Poor responder は ICSI 適応か 
 横田マタニティーホスピタル ○佐藤節子 槙田まさみ 浅田照美 

   横田佳昌 

 
 B-15  福岡市での「人権フェスティバル」参加者への不妊に関しての意識調査 
  ～「不妊」ということばに焦点をあてた啓蒙活動のとりくみ～ 
  国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 ○松尾則子 上野恭子 峯松昌子 
  福岡市助産師会  松島利恵   
 
 

 B-16  カウンセリングスキルアップセミナーにおける 
  カウンセリング不妊スキル修得の効果と課題（３） 
           －3 年間３回のスキルアップセミナーのまとめ－ 
 日本不妊カウンセリング学会研修委員会・認定委員会 ○浜崎京子 上澤悦子 遊佐浩子 

  廣川理恵 後藤智子 枝元直子 

  福田貴美子 橋村富子 菅野伸俊 

  佐藤孝道 

 




