
第 14 回⽇本周産期メンタルヘルス学会学術集会 ポスターセッション１〜6 10 ⽉ 28 ⽇（⼟）14︓40〜15︓40(予定) 

 

セッション P1 「研究・調査発表」   

座⻑︔⽵内 崇/東京医科⻭科⼤学医学部附属病院精神科/精神科医 
 

演題番号 演 題 名 ⽒ 名 所 属 職 種 

P1-1 岐⾩県での周産期メンタルヘルスケアに関する現状と 
医療従事者の意識調査 

志賀 友美 岐⾩⼤学医学部附属病院 成育医療科・⼥性科 産婦⼈科医 

P1-2 分娩恐怖の有病率 丸⽥ 眞由⼦ 航空⾃衛隊⽊更津基地 医務室 精神科医 

P1-3 精神疾患治療歴の抽出⽅法︓横断研究 ⻑坂  桂⼦ ＮＴＴ東⽇本関東病院 看護部 助産師 

P1-4 妊娠中期から産後１か⽉間の不安・抑うつと産後うつの要因 佐藤 真⼦ 広島市⽴広島市⺠病院 助産師 

P1-5 周産期メンタルヘルスケア推進のためのアンケート調査 星 真⼀ 公益社団法⼈ ⽇本産婦⼈科医会 産婦⼈科医 

P1-6 グリーフケアにおける退院後⾯接の現状と課題 古⾕ 真実 岡⼭⼤学病院 周産⺟⼦センター 助産師 

P1-7 精神疾患をもつ⼥性における⺟乳哺育断念例 森⼭ 佳則 名古屋⼤学 産婦⼈科 産婦⼈科医 

P1-8 NICU 看護師による出⽣前訪問の⽅法による⽐較介⼊研究 ⽊⼾⼝ 綾奈 JA ⻑野厚⽣連佐久総合病院 佐久医療センター  
周産期病棟 NICU 

看護師 

P1-9 出⽣前訪問に⽤いるパンフレットの検討 ⼭⼝ 夏⽣ JA ⻑野厚⽣連佐久総合病院 佐久医療センター  

周産期病棟 NICU 

看護師 
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セッション P2 「活動報告」 

座⻑︔宗⽥ 聡/広尾レディース/産婦⼈科医 

 

演題番号 演 題 名 ⽒ 名 所 属 職 種 

P2-1 多職種協働⽀援システムによる周産期メンタルヘルス⽀援の実際 松岡 裕美 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院 看護部 看護師 

P2-2 産科から精神神経科への依頼の現状と今後の役割 髙橋 茜⾥ 昭和⼤学病院附属東病院精神神経科 精神科医 

P2-3 当院助産外来における⼼理･社会的ハイリスク妊婦の実態  

第２報 ―精神疾患合併妊婦に焦点を当てて― 

⾕内 彩乃 ⾼知⼤学医学部附属病院 看護部 助産師 

P2-4 予後不良な重症疾患児妊娠に対するペリネイタルビジットを 

振り返って 

野元 正崇 名古屋⼤学 産婦⼈科 産婦⼈科医 

P2-5 宿泊型産後ケア施設の実態と今後の課題 

―A 宿泊型産後ケア施設を利⽤した⺟親を対象に― 

桑原 さやか 武蔵野⼤学附属 産後ケアセンター桜新町 ⺟性看護専⾨看護師、

助産師 

P2-6 ⼤阪府妊産婦こころの相談センター活動報告 岡本 陽⼦ ⼤阪⺟⼦医療センター 産科 産婦⼈科医 

P2-7 当院助産外来における⼼理･社会的ハイリスク妊婦の実態 

－背景とソーシャルサポート－ 

松⾼ 早紀江 ⾼知⼤学医学部附属病院 看護部 助産師 

P2-8 当院における精神疾患合併妊婦の現状と今後の取り組み 衛藤 英理⼦ 岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科 

産科・婦⼈科学教室 

産婦⼈科医 

P2-9 当院 NICU における⺟親への⺟乳育児⽀援の現状 ⻑友 太郎 愛媛県⽴中央病院 総合周産期⺟⼦医療センター 

新⽣児内科 

新⽣児科医 
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セッション P3 「産後の課題・対応」 

座⻑︔清野 仁美/兵庫医科⼤学精神科神経科学講座/精神科医 

 

演題番号 演 題 名 ⽒ 名 所 属 職 種 

P3-1 精神疾患合併⺟体から出⽣した児の検討 四⼿井 綱則 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院 ⼩児科 ⼩児科医 

P3-2 千葉県における病院内⼦ども虐待対応組織の専⾨職ニーズに 

関するアンケート調査︓産科施設有無による⽐較検討 

橋本 佐 千葉⼤学⼤学院医学研究院 精神医学教室 精神科医 

P3-3 ⺟親の孤独感とメンタルヘルスとの関連 ⾼橋  秋絵 神⼾⼥⼦⼤学看護学部看護学科医療看護分野 看護師 

P3-4 産後の児童虐待の危険因⼦としての妊婦の衝動コントロールの 

困難さと発達障害傾向について 

⽴花 良之 国⽴成育医療研究センターこころの診療部 

乳幼児メンタルヘルス診療科 

精神科医 

P3-5 EPDS およびボンディングスコア導⼊の効果の検討 佐藤 陽⼦ 昭和⼤学病院 総合周産期⺟⼦医療センター 

産科部⾨／昭和⼤学助産学専攻科 

看護師 

P3-6 無痛分娩によるマタニティ―ブルーズと 

産後うつ病への影響についての検討 

⽥村 未来 はぐくみ⺟⼦クリニック 助産師 

P3-7 NICU に⼊院となった児の⺟親のメンタルヘルスケアについて 佐⽥富 浩⼦ 佐賀⼤学医学部附属病院 NICU 助産師 

P3-8 産後うつ病ハイリスクに関する影響要因の検討と 

早期介⼊・統⼀⽀援に向けた取り組み 

菊池 薫 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 看護部 助産師 

P3-9 過去 9 年間のエジンバラ質問票調査から⾒えてきたもの 志賀 友美 岐⾩⼤学医学部附属病院 成育医療科・⼥性科 産婦⼈科医 
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セッション P4 「産後対⼈関係障害予防介⼊プログラム」 

座⻑︔鈴⽊ 利⼈/順天堂⼤学医学部附属順天堂越⾕病院メンタルクリニック/精神科医 

 

演題番号 演 題 名 ⽒ 名 所 属 職 種 

P4-1 産後対⼈関係障害予防介⼊プログラムの 

効果に関する多施設共同研究（Research Protocol） 

北村 俊則 北村メンタルヘルス研究所 精神科医 

P4-2 埼⽟医科⼤学総合医療センター総合周産期⺟⼦医療センターにおける 

「産後うつ予防プログラム」の実践 

（産後対⼈関係障害予防介⼊プログラムの効果に関する多施設共同研究より） 

岡部 菜摘 埼⽟医科⼤学総合医療センター 

総合周産期⺟⼦医療センター 

助産師 

P4-3 聖⺟病院における「産後うつ病予防プログラム」の実践 

（産後対⼈関係障害予防介⼊プログラムの効果に関する多施設共同研究より） 

佐藤 奈津⼦ 社会福祉法⼈聖⺟会 聖⺟病院 助産師 

P4-4 国⽴病院機構甲府病院における「産後うつ病予防プログラム」の実践 

（産後対⼈関係障害予防介⼊プログラムの効果に関する多施設共同研究より） 

⼋巻 和⼦ 国⽴病院機構甲府病院 助産師 

P4-5 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院における「産後うつ病予防プログラム」の実践 

（産後対⼈関係障害予防介⼊プログラムの効果に関する多施設共同研究より） 

岩⽥ 真由美 順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 助産師 

P4-6 順天堂⼤学医学部附属練⾺病院における「産後うつ病予防プログラム」の実践 

（産後対⼈関係障害予防介⼊プログラムの効果に関する多施設共同研究より） 

倉持 昌美 順天堂⼤学医学部附属練⾺病院 助産師 

P4-7 ⼭王病院における「産後うつ病予防プログラム」の実践 

（産後対⼈関係障害予防介⼊プログラムの効果に関する多施設共同研究より） 

⽟⽥ さおり 医療法⼈財団 順和会 ⼭王病院 産婦⼈科医 
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セッション P5 「⼼理⽀援」 

座⻑︔富⽥ 拓郎/中央⼤学⽂学部⼼理学専攻/臨床⼼理⼠ 

 

演題番号 演 題 名 ⽒ 名 所 属 職 種 

P5-1 不妊治療経験者へのメンタルケア 〜臨床⼼理⼠の役割とは〜 井上 ⾥美 ミオ・ファティリティ・クリニック 臨床⼼理⼠ 

P5-2 精神科的ハイリスクをともなう周産期症例の報告  

－第⼆報・臨床⼼理⼠の視点から－ 

松本 真穂 朋佑会札幌産科婦⼈科 臨床⼼理⼠ 

P5-3 地域中核病院でおこなう、院内と院外機関がつながるための連携会議 

「気になる親⼦のケースカンファレンス」実践報告と今後の課題 

相川 祐⾥ 済⽣会横浜市東部病院、患者サービス室 臨床⼼理⼠ 

P5-4 当院臨床⼼理⼠における精神⽀援の取り組み︓ペリネイタルロス外来の 

関わりを中⼼に 

伊藤 ⿇⾥ 東北⼤学病院 総合周産期⺟⼦医療センター 臨床⼼理⼠ 

P5-5 妊娠 28 週で診断された無頭蓋症の⼀例  

̶達成感をもたらす⼼理⽀援－ 

⼭⼝ 順⼦ ⾃治医科⼤学附属病院 

総合周産期⺟⼦医療センター産科病棟 

助産師 

（臨床⼼理⼠） 

P5-6 出産による⺟親の幼児への感情認知の変化 ⾓⽥ 智哉 福島県⽴⽮吹病院 精神科医 

P5-7 不妊治療中の流産経験を共有するためのグループワークを開催して 坂本 順⼦ セント・ルカ産婦⼈科 看護部 看護師 
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セッション P６ 「症例提⽰」 

座⻑︔⽟⽊ 敦⼦/神⼾⼥⼦⼤学看護学部/リエゾン精神看護 

 

演題番号 演 題 名 ⽒ 名 所 属 職 種 

P6-1 ⾃閉症スペクトラム障害をもった⼥性に対する 

妊娠期からの継続的な育児⽀援に関する検討 

中澤 貴代 北海道⼤学病院 産科・周産⺟⼦センター 助産師 

P6-2 精神科的ハイリスクをともなう周産期症例の報告   

－第⼀報・助産師の視点から－ 

末澤 佳容⼦ 医療法⼈社団 朋佑会札幌産科婦⼈科 助産師 

P6-3 がん治療のため配偶⼦凍結を⾏った未成年患者が 

成⼈に達した時の親の気持ち 

稗⽥ 真由美 セント・ルカ産婦⼈科 臨床⼼理⼠ 

P6-4 多職種連携により安全に周産期管理を⾏えた 

衝動性の⾼い外国⼈妊婦の⼀例 

武藤 仁志 東京医科⻭科⼤学医学部附属病院 精神科 精神科医 

P6-5 胎児合併症により予後不良を告げられ、 

精神的サポートを含めた周産期管理を要した 1 例 

中野 知⼦ 名古屋⼤学 産婦⼈科 産婦⼈科医 

P6-6 早産により⺟⼦分離となった産褥早期の⺟親のレジリエンスが 

強化された体験 

原⽥ さゆり 岡⼭⼤学⼤学院保健学研究科看護学分野博⼠

後期課程 

助産師 

 
 


