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教 育 講 演  
 

 2010 年 6 月 4 日（金）14:00～15:00（第 1 会場：２Ｆホ－ル） 
 

『危機から創造へ』 
 
 座 長：上澤悦子 北里大学看護学部 
 演 者：平山正実 聖学院大学大学院 
 
 
 

会 長 講 演 
 

 2010 年 6 月 4 日（金）15:10～15:30（第 1 会場：２Ｆホ－ル） 
 

『生殖性（genarativity）を意識した次世代健康教育の提案』 
 
 座 長：佐藤孝道 聖路加国際病院 
 演 者：上澤悦子 北里大学看護学部  
 
 

 
シ ン ポ ジ ウ ム 

 
 2010 年 6 月 4 日（金）15:45～17:45（第 1 会場：２Ｆホ－ル） 
 
『不妊カウンセラー・体外受精コーディネーターが目指すもの』 

  
 座長：大橋一友（大阪大学大学院保健学科） 
 座長：枝元直子（筑波学園病院） 

 
 理事長基調講演 佐藤孝道（聖路加国際病院） 
  
 シンポジスト：  
 前田真知子（いわき婦人科） 塩沢直美（浅田レディースクリニック）

 辻原科子 陳 志清（イスクラ産業㈱） 
 徐  大兼（アキュラ鍼灸院） 西澤 寿樹（＠はあと･くりにっく） 
 田中誠子（神奈川県藤沢市役所） 
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第 9 回学術集会プログラム 
 2010 年 6 月 4 日（金） 

 
 

教 育 講 演  
第 1 会場（２F ホ－ル）14:00～15:00 

 
『危機から創造へ』 

 
 座 長：上澤悦子 北里大学看護学部 
  演 者：平山正実 聖学院大学大学院 
 
 
 

会 長 講 演 
第 1 会場（２F ホ－ル）15:10～15:30 

 

『生殖性（genarativity）を意識した次世代健康教育の提案』 
 
 座 長：佐藤孝道 聖路加国際病院 

 演 者：上澤悦子 北里大学看護学部  
 

 
シンポジウム 

第 1 会場（２F ホ－ル）15:45～17:45 
 

『不妊カウンセラー・体外受精コーディネーターが目指すもの』 
 

 座長：大橋一友（大阪大学大学院保健学科） 
 座長：枝元直子（筑波学園病院） 

 
 理事長基調講演 佐藤孝道（聖路加国際病院） 

 

 シンポジスト：  
 前田真知子（いわき婦人科） 塩沢直美（浅田レディースクリニック）

 辻原科子 陳 志清（イスクラ産業㈱） 
 徐  大兼（アキュラ鍼灸院） 西澤 寿樹（＠はあと･くりにっく） 
 田中誠子（神奈川県藤沢市役所） 
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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） 10:00～12:30  
 
 
10:00～10:50 性・いのち・治療終期の意識  座長  福田貴美子（蔵本ウイメンズクリニック） 
 

 

 A-01 受精卵から始める「いのちの教育」を行なって 
  ～次世代を担う中学生の感想から考えること～ 
   国家公務員共済組合連合会浜の町病院 ○上野恭子 松尾則子 

 
 A-02 不妊に関わる不安を抱えた女子大学生の産婦人科受診に対する葛藤 
  1),2)徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部／ ○岸田佐智 1), 芝崎恵 2),  
  女性の健康支援看護学 井内めぐみ 3), 福田沙代 4) 
 3),4)徳島大学医学部保健学科看護学専攻  
  
  A-03 不妊治療経験者の治療終結期の心理―治療終結後に養親になった女性達の語りから― 

  法政大学大学院 人間社会研究科 臨床心理学専攻 ○堀弘子 小野純平 
 

 A-04 「卒院メッセージ」から 
 ～妊娠された患者さまが治療中の患者さまに伝えたいこと～ 
  岡山二人クリニック ○杉山喜代美 人見順子 門田貴子 
   青井陽子 林伸旨 

 A-05 卒業するということ 

 1）プラスハート ○山中陽子１）  小島章子１） 

 2）プラス会スタッフ  辻原科子１） 中田尚子１） 

  小野りえ子２） 

  

 
 
10:50～11:40 不妊症患者のストレス・不安とその支援   座長 矢野惠子（明治国際医療大学看護学部） 
 
 A-06 通院されているカップルの意識調査～通院状況とストレスとの関係～ 
 亀田総合病院 ○細川裕子 丸山祝子 己斐秀樹  
  
 A-07 体外受精– 胚移植周期における心理ストレスの周期的変動や患者背景についての検討 
 1)名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学 ○後藤真紀 1)原田統子 2) 
 2)トヨタ記念病院不妊センター 廣川和加奈 1）中原辰夫 1） 
  小林浩治 1）滝川幸子 1） 
   眞鍋修一 1）黒土升蔵 1）  
   岩瀬明 1） 吉川史隆 1） 
 
 A-08 不育症女性の抑うつ傾向と顕在性不安の検討：K6，MAS を使用して 
 1) 岡山大学大学院保健学研究科 ○江見弥生 1, 2) 藤原順子 2) 
 2) 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」 中塚幹也 1, 2, 3) 
 3) 岡山大学病院産科婦人科 
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 A-09 不妊治療を受けている患者のストレスと看護者に求める支援について 
  キネマアートクリニック ○芳賀由紀子 倉本幸代 岩本照美 
   畑中恵 西郷里味 廣田智美 
   山本愛子 髙橋洋子 渋井幸裕 
  
 A-10 不妊治療後妊婦への妊娠適応支援プログラムによる介入前後の不安を分析して 

 1)北里大学病院看護部産婦人科外来 ○遊佐浩子 1) 磯谷早苗 1)  
 2)北里大学看護学部 上澤悦子 2) 髙橋眞理 2) 

 
  
 

11:40～12:30  ART と遺伝情報、sexless, 症例報告 座長 笠島道子（永井クリニック・京野アートクリニック） 
 

 A-11 セックスレス傾向と不妊治療に関する予備的検討 
 豊橋市民病院総合生殖医療センター ○安藤寿夫 岡田けい子 福中智子 
  中西芳美 白井直美 鈴木範子 
  矢野有貴 若原靖典 
 
 
 A-12 逆行性射精障害患者のカウンセリング―膀胱洗浄後の回収精液にて人工授精で妊娠― 
 横田マタニティーホスピタル 生殖医療婦人科 ○佐藤節子 槙田まさみ  
  小松原麻紀 本田順子 閑野宏美 
  椛沢時子 横田佳昌 
  
 A-13 ART 妊娠症例の治療経過から得られた妊娠率の提案 
 吉田レディースクリニック生殖医療 IVF センター ○加茂野倫子 岩佐由紀 神山和枝 
   鈴木妙子 橋爪千穂 千葉洋子 
   境ひろみ 大村美由紀 澤野由季 
   吉田仁秋 
  
 A-14 PGD を実施した相互転座を伴う習慣流産患者 2例 

 1) 英ウィメンズクリニック ○水田真平 1) 後藤 栄 1) 

 2) 兵庫医科大学産科婦人科 橋本洋美 1) 松本由紀子 1) 

  古橋孝祐 1) 苔口昭次 1)  

  塩谷雅英 1) 澤井英明 2) 

  

 A-15 がん患者の配偶子・接合子の保存に年令制限は必要か？ 
 聖路加国際病院 女性総合診療部・生殖医療センター ○塩田恭子 酒見智子 西平心華子 
  小松正博 佐藤孝道 

 

 

 
第２会場（5F 大会議室）10:10～12:20 
 
 

10:10～10:50 不妊カウンセリングのアプローチ方法   座長 橋村富子（滋賀医科大学病院） 
  
 B-01 事務職からの経済的不安緩和のためのアプローチ 
   岡山二人クリニック ○門田貴子 杉山喜代美 人見順子 
    青井陽子 林伸旨 
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 B-02 付箋紙を使った思考整理法の不妊カウンセリングへの適用 
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-03 不妊外来におけるＳｅｘカウンセリングの実際 
  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） 
   薗田咲子１）澤田友美１） 
   工藤佐和子１） 矢野和恵１） 
    潮田英子２） 
 
 B-04 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) 同 看護部 野村紀美代２）高野久美子２) 

3) 同 診療部泌尿器科 岸 かおる２）安東 聡３） 
4) 同 診療部産婦人科   塚本 定３）岡本 一４ 

  

 
 
10:50～11:30 医療へのニーズ   座長 菅野伸俊（木場公園クリニック） 

 
 B-05 参加者が求める不妊学級のあり方について考える～不妊学級アンケートの分析～ 
  はるねクリニック銀座 ○白田浩美 小林由樹子 柴田阿季 
    齋藤麻衣子 皆川恵美 菊池優子 
     大竹宏美 松山節子 早川敦子 
   広畑晴美 永井静香 三橋章代 
   堀出由里 中村はるね 
  
 B-06 ART（高度生殖医療）移行期における挙児希望女性の看護職に求めるニーズ 
 1) 名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程 ○新井さおり 1) 北川眞理子 2) 
 2) 名古屋市立大学大学院看護学研究科 
 
 B-07 医療者と患者との間に生じる、誤解、勘違い、気持ちのずれについて事例を通して考える 

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 

  

B-08 流産のケアに対する看護師の意識 

  虎の門病院 産婦人科 ○大野雅代 東梅久子 矢野美穂子 
    藤澤佳子 宮内真奈美  
   佐久川直子 清水なほみ  
   山口 隆 北川浩明 
 
 

 
11:30～12:20 不妊カップルの意識と様々な活動     座長 小島章子（プラスハート） 

 
 B-09 実践活動報告「公開講座の在り方」 

  神谷レディースクリニック ○浅野明恵 太田有美 富樫寿乃 
    安藤愛 中村康子 佐藤亜希子 
   越後恵美 澤谷由美子 
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 B-10 当事者がのぞむ‘語りの場’についての検討 
  ―患者サポートグループに関するアンケート調査の分析より―  
  1）内田クリニック  ○永島百合子 1） 荒木晃子 2） 
  2）立命館グローバル・イノベーション研究機構    西村佳子 1）白根美倫 1） 
    内田昭弘 1） 
 

 B-11 不妊専門相談センターによる遠隔地の出張相談 
 1) 岡山県不妊専門相談センター ○石丸文穂 1) 藤原順子 1) 
  「不妊・不育とこころの相談室」 江見弥生 1,2) 中塚幹也 1, 2) 
 2) 岡山大学大学院保健学研究科  
 

 B-12 滋賀県不妊専門相談センターにおけるメール相談の特徴 
        ～過去 2 年間の電話相談とメール相談との比較から～ 
 滋賀医科大学医学部附属病院 1） ○橋村富子 1） 鹿苑摩耶 2） 

 滋賀医科大学産婦人科学講座 2） 段亜儒 2） 伊津野美香 2） 

   高島明子 2） 山口和香佐 2） 

   清水良彦 2） 高橋健太郎 2） 

   村上節 2） 
 
 B-13 不妊カウンセリングスキルアップセミナー2010 の報告と今後の課題（実践報告） 

  １）日本不妊カウンセリング学会研修委員会・認定委員会 ○遊佐浩子１） 浜崎京子１） 

  ２）トータルライフケアサポートどりいむ 福田貴美子１） 枝元直子１） 

   橋村富子１） 後藤智子１） 

   矢野惠子１） 上澤悦子１） 

   佐藤孝道１） 割田修平２） 

   割田節子２） 


