日本ヘルスコミュニケーション学会

第7回

学術集会

プログラム・抄録集

2015. 9. 5
西南コミュニティーセンター

日本ヘルスコミュニケーション学会
第 7 回学術集会開催にあたって

大会長 宮原 哲
  年に東京大学で初開催して以降、京都、九州、慶応義塾、岐阜、広島の各
大学で催してきました学術集会も今回で７回目を迎えます。小規模ながらも創設か
らここまでこの会を支えてくださった皆様と、各大学で学術集会を成功に導いてく
れたプログラム委員会、そして熱心にご参加いただいた方々に心から感謝申し上げ
ます。
 今回、西南学院という文系、つまり医学部、薬学部、看護学部といったヘルス関
連の学部学科がない大学でこの学会を開催することには一抹の不安がありました。
発表希望者がいなかったら、講演をお願いしても来てくださらなかったら、また、
参加者が極端に少なかったら、という心配は実際に学術集会を開く当日までぬぐい
去ることができません。
 しかし、医療系の学部がない大学でヘルスコミュニケーション学会を開くことに
はそれなりの、いや、だからこその意義があると信じています。これまで、ヘルス
とコミュニケーションの各領域が協働して開催したとは言え、どちらかというとヘ
ルスの方が「優勢」だったことは事実です。今回の学術集会のテーマを「コミュニ
ケーションから見たヘルス〜今さら聞けない、でも気になる関係〜」としました。
これまではヘルス（医療、看護、介護、予防など）のプロセスの一環としてとらえ
られてきたのがコミュニケーションではないでしょうか。
 今年は、人間はコミュニケーションをするからこそ「ヘルス活動」をする、とい
う考えに基づき、医療行為そのものがコミュニケーション活動という理解を深めた
いと考えています。ナラティブ・メディスンの第一線の研究者である齋藤清二先生
にご講演いただき、実践者としてご活躍の栗原幸江先生に加わっていただきシンポ
ジウムを開催します。
 ヘルス、コミュニケーションの基本に立ち返って、相互に基礎的な概念や研究法、
教育の特徴などについて活発な知見が交換できる集会になるものと信じています。
また、福岡ならではの美酒や酒肴をお楽しみいただければ幸いです。
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運営組織

  大会長

宮原 哲西南学院大学文学部

  事務局長

野中 昭彦中村学園大学流通科学部

プログラム・実行委員会（五十音順）
秋山美紀

慶應義塾大学環境情報学部

阿部恵子

名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター

池田光穂

大阪大学コミュニケーションデザイン・センター

石川ひろの 東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野
岩隈美穂京都大学大学院医学研究科医学コミュニケーション分野
小川哲次
木内貴弘

東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野

杉本なおみ 慶應義塾大学看護医療学部
孫 大輔

東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター

高永茂 

広島大学大学院文学研究科

高山智子

国立がん研究センターがん対策情報センター

田口則宏

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科医学教育実践学分野

竹中晃二

早稲田大学人間科学部健康福祉科学科

武林亨

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学

中山健夫

京都大学大学院医学研究科健康情報学分野

萩原明人

九州大学大学院医学研究院

藤崎和彦

岐阜大学医学教育開発研究センター

2

一日目（９月５日）
12:00

参加受付・スライド入力

特別講演：
「ナラティブ・コミュニケーションとしてのヘルスケア」
シンポジウム：「コミュニケーションと医療の関係を改めて考える」
13:00-15:30 パネリスト：齋藤清二（立命館大学教授）
栗原幸恵（がん・感染症センター都立駒込病院緩和ケア科 心理療法士）
ファシリテーター：宮原哲（西南学院大学教授）
口演（会場Ａ）

口演（会場Ｂ）

司会：杉本なおみ（慶應義塾大学看護医療学部）

司会：高永茂（広島大学大学院文学研究科）

発表者

孫大輔・大石愛

15:40-17:40

講師：齋藤清二先生（立命館大学教授）

五十嵐 紀子

池田光穂・西川勝・
野村亜由美

網野薫菊

所属（筆頭著者）

演題

発表者

東京大学大学院医学系 家庭医は在宅患者の看取りにお
研究科医学教育国際研 いてどのような葛藤や困難を経験
しているか？
究センター

宮本圭子

新潟医療福祉大学

介護サービスにおける「利用者本
位」の多義性

奥原剛

大阪大学

心的外傷後成長における認知症
コミュニケーションの可能性

戒田信賢・中山健夫

認知症患者との会話におけるポラ
大阪市立大学文学研究 イトネス―エピステティック・スタン
スの違いと再フレーム化に着目し
科
て―

岩城裕之

所属（筆頭著者）

演題

地域を基盤にしたゲノムコホート
京都大学
研究事業に関する一般市民の認
医学コミュニケーション学
識と態度

東京大学大学院
医学系研究科
コミュニケーション学

やる気を高める伝え方～健康医
療情報の「説得力」を高める９つ
の原則：文献レビュー～

電通

～共創とコミュニケーションのチカ
ラで健康課題を解決する～子ども
虐待予防Ｘ映像のアクションリ
サーチ

高知大学教育学部

言語聴覚士（ＳＴ）のための方言
データベースの開発と評価

ポスターセッション
司会：高山智子（国立がん研究センターがん対策情報センター）

原木万紀子

孫大輔・平澤南波

17:50-19:20

吉田登志子、他

河地美紀・山下麻衣・
山崎古都・三好沙知・
医療コミュニケーションにおけるイ
半谷眞七子・阿部恵子・
ラストレーションの効果的な活用
毛利彰宏・野田幸裕・ 名古屋大学
法の検討－小学校高学年を対象
亀井浩行・末松三奈・
にした簡易教材の作成と調査
安井浩樹・植村和正・
曾田信子

大学看護学生の協同学習に対す
る認識と影響要因（第２報）仮想
的有能感との関係

東京大学大学院医学系 プライマリケアで用いられる医学
研究科医学教育国際研 用語の医療者と市民・患者の認
識ギャップ
究センター

山下麻衣・山崎古都・
三好沙知・河地美紀・
半谷眞七子・阿部恵子・
毛利彰宏・野田幸裕・ 名古屋大学
亀井浩行・末松三奈・
安井浩樹・植村和正・
曾田信子

大学看護学生の協同学習に対す
る認識と影響要因（第３報）対人
葛藤方略スタイルとの関係

医療コミュニケーション教育に役
立理論や概念とは何か

山崎古都・三好沙知・
河地美紀・山下麻衣・
半谷眞七子・阿部恵子・
毛利彰宏・野田幸裕・ 名古屋大学
亀井浩行・末松三奈・
安井浩樹・植村和正・
曾田信子

大学看護学生の協同学習に対す
る認識と影響要因（第４報）ソー
シャルサポートとの関係

東京大学大学院
医学系研究科
社会医学専攻
医療コミュニケーション学
教室

岡山大学

三好沙知・河地美紀・
山下麻衣・山崎古都・
半谷眞七子・阿部恵子・
毛利彰宏・野田幸裕・ 名古屋大学
亀井浩行・末松三奈・
安井浩樹・植村和正・
曾田信子

19:30-21:30

大学看護学生の協同学習に対す
る認識と影響要因（第１報）個人
特性との関係

懇親会（クロスプラザ２階、レセプションホール）
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二日目（9月6日）
口演（会場Ａ）

口演（会場Ｂ）

司会：田口則宏（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）

司会：岩隈美穂（京都大学大学院医学研究科）

発表者

8:30-10:30

所属（筆頭筆者）

演題

発表者

所属（筆頭筆者）

演題

今村かほる

弘前学院大学文学部

東日本大震災被災地における方
言を中心としたコミュニケーション
の問題と支援

池田理知子

国際基督教大学

小学校におけるフッ化物洗口の実
施が問いかける健康・環境問題

安林奈緒美

中部大学

対話的授業の実践 ―セルフナ
ラティブの記述の試み―

田口空一郎

医療の質に関する研究
会

ヘルスコミュニケーション的観点
から見た「患者図書室」の分析

竹田陽介

けやき坂クリニック

患者をファンにする外来診療コ
ミュニケーション〜患者満足度分
析とリピート受診率〜

土屋高康

慶応大学ＳＦＣ政策・メ
ディア研究所

事業者から見た電子母子手帳の
有効性とヘルスコミュニケーション
のあり方

奥野景子

医療法人社団都会渡辺
西賀茂診療所
立命館大学応用人間科
学対人援助学領域

省察的実践家のリハビリテーショ
ン実践
―’呼応する身体’として在ること
―

杉原正子

久里浜医療センター

ALS患者さんとご家族から見た病
名告知、余命告知

ポスターセッション
司会：石川ひろの（東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野）

徐淑子

10:40-12:10

新潟県立看護大学

広島大学大学院
大戸敬之・大林泰二・
医歯保健学研究科
長谷由紀子・田口則宏
歯科医学教育学講座

河原克俊・孫大輔・
伊賀博紀・林依子・
イムス板橋
インタヴェンション・マッピングを利
夜久風由香・真庭弘樹・
リハビリテーション病院
用した行動科学教育の授業設計
向裕文・西坂恵・
外間皇代

脳卒中者とセラピストを対象にし
たカフェ型ヘルスコミュニケーショ
ン
「暮らしのカフェ」

研修歯科医のプロフェッショナリ
ズムとコミュニケーション

がん患者による治療の記録は何
の役に立っているのか

ソーシャルマーケティングを活用
溝田友里・髙橋洋子・ 国立がん研究センターが
したがん検診受診勧奨資材によ
小坂橋浩美・多田美千 ん予防・検診研究セン
る
代・福吉潤・山本精一郎 ター
自治体での受診勧奨の実践

加藤美生

12:30-13:00

東京大学大学院
医学系研究科
コミュニケーション学

森田瑞樹・冨井美子・ 岡山大学大学院
矢島弘士
医歯薬学総合研究所

森田裕介・尾崎新平

関西電力病院
リハビリテーション科

保健医療課題に関するテレビドラ
岡本左和子・尾花尚哉・ 奈良県立医科大学
マの効果研究
濱田未来・今村知明 健康政策医学講座
～文献レビューからの考察～

口演・ポスター表彰
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回復期リハビリ病棟における情報
管理とカンファレンス司会職種の
関連

がん患者の治療前後の状況の変
容に伴った支援に関する研究



会場見取り図
会場 $＝ホール、会場 %＝多目的室、ポスターセッション会場＝ホワイエ

西南コミュニティーセンター平面図
所在地

福岡市早良区西新 3 丁目13番 1 号

ポスター

会場Ａ

セッション
スロープ

会場Ｂ

出入口
1階

2階
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特別講演

「ナラティブ・コミュニケーションとしての
ヘルスケア」


会場：西南学院大学コミュニティ・センターホール
日時：９月５日、午後１時〜２時

講師：齋藤清二 立命館大学大学院応用人間  
科学研究科特別招聘教授
富山大学名誉教授

【講演要旨】現代の広い意味でのヘルスケア領域（医療を含む）において、コミュニケ
ーションが重要であるという認識に異論が呈されることはまずないと思われる。しかし、
コミュニケーションそのものとヘルスケアの関係はどのようになっているのかという
点については、未だ議論が多い。最たるものとして、コミュニケーションは対人援助に
おけるツールなのかスタンスなのかという議論がある。またヘルスケアの実践において、
コミュニケーションが関与しない領域はあるのか、コミュニケーションといわゆる｢癒
やし｣の関係はどうなっているのかという議論もある。さらにはヘルスケアとはコミュ
ニケーションそのものではないかというラジカルな主張も見られる。本講演では、
.DWKU\Q0RQWJRPHU\5LWD&KDURQ らの近年の主張を下敷きに、ヘルスケアの実践とは
本質的に物語的行為（QDUUDWLYHDFW）であり、対人援助職に必要とされる能力として、
患者の病いの物語を認識し、吸収し、解釈し、尊重できること、医療者も同様に自分の
物語を表現できること、医療者と患者、医療者と医療者がともに物語を交流し共有する
関係に参入できることが重要であるという観点から、コミュニケーションとヘルスケア
の関係を特に医療におけるナラティブ・アプローチとの関連から再考してみたい。
【講演者略歴】 年新潟大学医学部医学科卒業。県立がんセンター新潟病院、東京
女子医科大学消化器病センター、新潟大学医学部附属病院第３内科などでの臨床研修を
経て、 年富山医科薬科大学医学部第３内科助手。 年富山医科薬科大学保健管
理センター講師、 年医学博士。 年臨床心理士資格取得。 年英国セントメ
リー病院医科大学へ留学。 年富山医科薬科大学第３内科助教授、 年から 
年  月まで富山大学保健管理センター長・教授、 年  月富山大学名誉教授、立命
館大学大学院応用人間科学研究科特別招聘教授、現在に至る。
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【専攻】消化器内科学、心身医学、臨床心理学、医学教育学。
【主な編著訳書】
『はじめての医療面接－コミュニケーション技法とその学び方』医学書
院 、
『ナラティブ・ベイスト・メディスン臨床における物語りと対話』金剛出版
、『ナラティブ・ベイスト・メディスンの実践』金剛出版 、『ナラティヴと医
療』金剛出版 、
『グリーンハル教授の物語医療学講座』三輪書店 、『ナラティ
ブ・ベイスト・メディスンの臨床研究』金剛出版 、『発達障害大学生支援への挑戦
－ナラティブアプローチとナレッジマネジメント』金剛出版 、
『ナラエビ医療学講座
－物語と科学の統合を目指して』北大路書房 、
『ナラティブ・メディスン－物語能
力が医療を変える－』医学書院 、
『医療におけるナラティブとエビデンス－対立か
ら調和へ』遠見書房 、『事例研究というパラダイム－医学と臨床心理学をむすぶ』
岩崎学術出版社 、
『インタビューという実践』新曜社 、『関係性の医療学』金
剛出版 、
『ナースのためのナラエビ医療学入門』 他。
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シンポジウム
「コミュニケーションから見たヘルス：
ナラティブの本質、役割の観点から」

日時：９月５日、午後２時１０分〜３時３０分‒
パネリスト：齋藤清二先生‒
栗原幸江先生＊‒
ファシリテーター：宮原‒ 哲‒
 コミュニケーションは診療や治療の一環という考えを「反対方向」から見つ
め直し、医療は人間のコミュニケーションの「産物」ととらえてみるとヘルス
とコミュニケーションとの関係が新鮮に映し出されるでしょう。人間は言葉、
非言語のシンボルを使うからこそ相手のことを思いやったり、過去を振り返り
つつ未来のことを考えたりと、動物にはできない能力を豊富に備えています。
 医療現場を含め、企業やさまざまな組織で「コミュニケーション能力が大切」
と言われ始めて長い時間が経過しますが、ここで言われる「コミュニケーショ
ン力」が「話がうまい」、「挨拶や返事ができる」といったごく浅い部分だけが
とらえられている嫌いがあります。特に医療現場では「接遇」の名の下で患者
やその家族の表面的な満足度を向上させるための教育や研修が展開されてきた
ことも事実です。
 しかし、コミュニケーションが人と人との間での意味の協働形成、できた意
味の共有である、という立場から考えると、医療者と患者との間でのコミュニ
ケーション活動が単にことばや身振り手振り、口調などから形成されるメッセ
ージのやり取りには過ぎないことが理解できます。
 このシンポジウムでは、ナラティブ・メディスンの第一人者である齋藤清二
先生の講演を受け、米国で専門教育を受け、習得した豊富な経験を日本の医療
現場で生かしておられる栗原幸江先生にパネリストとしてご参加いただき、
「現
場の声」を届けていただきます。
 日本ヘルスコミュニケーション学会がこれまでの歩みを振り返り、今後どの
ように活動を維持、発展させて日本にとどまらず国際的にもその知見を発表、
交換できるようにするには、参加者がどのような基礎的な理解を共有しておく
ことが求められているのか、まさに意味の協働形成・共有に向けて有意義な一
歩になるものと確信しています。

8

＊パネリスト略歴：栗原‒ 幸江（くりはら‒ ゆきえ）‒
がん・感染症センター都立駒込病院 緩和ケア科／静岡がんセンター 緩和医療科 心理
療法士

【略歴】‒
1994 年コロンビア大学修士課程修了
（M.S.S.W）。ニューヨーク州認定ソーシャルワーカー。
マウントサイナイ医療センター、がん緩和医療専門病院カルバリーホスピタルにて臨床経
験を積む。2001 年には同州認定マッサージセラピスト資格も取得。2002 年静岡県立静岡が
んセンター開設を機に帰国。緩和医療科心理療法士として、患者と家族、そしてスタッフ
ケアに携わる。2012 年 4 月よりがん・感染症センター都立駒込病院緩和ケアを主拠点とし
て現在に至る。静岡がんセンター、富山県看護協会、獨協医科大学大学院看護学研究科、
首都大学東京健康福祉学部、岩手医科大学附属病院高度看護研修センター非常勤講師（認
定看護教育課程：緩和ケア分野・化学療法分野、がんプロフェッショナル養成プラン等で、
「コミュニケーション」「患者家族心理」「グリーフケア」「スタッフケア・セルフケア」
など講義・演習を担当）

【専門分野】‒
心理療法、家族療法、緩和ケア、サイコオンコロジー

【主な著書】‒
（いずれも分担執筆）『系統看護学講座 別巻 緩和ケア』（恒藤暁、内布敦子編）医学書
院 2014（第 9 章 社会的ケア）
、
『グリーフケア』
（高橋聡美編）メヂカルフレンド社 2012
（第 V 章 家族療法の視点からのグリーフケア）
『
、緩和医療の基本知識と作法』
（門田和気、
有賀悦子監修）メジカルビュー社 2012（V 章１．コミュニケーションの基本）、『Oxford
Textbook of Palliative Social Work』
（Ed. by Altilio and Otis-Green）Oxford Univ. Press,
2011（61. Palliative Social Work in Japan）
、
『がん看護研修マニュアル』
（静岡県立静岡が
んセンター編）南江堂 2010（3．病状の告知とその後のフォローアップ、4. こころのケア）
、
他
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抄録   一般演題（口演）   
口演Ａ1-1   （会場Ａ／９月５日、１５時４０分）   
  
発表者ңǡǌЧҕʷďǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭŶǠʇεƳѪ͢͵ÀëÂðҖ
ǌ͡ɋҕ&@8<0@G&0;;80B8D40@4(4A40@27@>C?4=B@45>@&>?C;0B8>=   
     40;B7)284=24+=8D4@A8BG>538=1C@67Җ

演   題ңǭȡŶƷǢɆΰ͘Ɗ

kh

iϏϓưѯ¥Δҋw

h¡lҨ



【背景】  
ɂдҌґŴ¥ζʠw

ƷǢ͘Ɗ

đȳǅŪy¡Ɂ¤¢XƹƿŶ͊kh

ȶćy¡ǭȡŶҕΝƔϴ͊ŶҖεɖm˹͔u¢
ǲw˝h

Ͽ¡sưѯ¥Ɍx

}iw͢͵mn¤
ϓưѯ¥Ɍx

h¡Y͘Ɗ

kh

ŶȑΒʯʬɆΰǭʓ

h¡sm̄ǉ͢͵ͦu¢

ǷhYʰ͢͵XφɜǭȡŶmƷǢ͘Ɗ

h¡lXК͏ɜ˷

ƷǢ¶¨

h¡mX¤mƳ
kh

iϏ

ɷ¡s¥͔͏wY

cʑ˷d

ƗǭȡŶǲw

ŹˋеŴѴɸ˷¡ķśªëÂÒâð¥ǧʒwYªëÂÒâðXŶȑ

mƷǢ͘Ɗ

kh

Ϗϓ̟̜mȩ

¢YªëÂÒâðвϿє¥XǌЏ )*ҕ)B4?A5>@>38=60=3

*74>@8H0B8>=Җ˷¥̹h

Ɍx

h¡Ɇΰkǭʓ¸ÝâË¶ð¼äëĕѩy¡ưѯɌ

К͏Ŗʺ¥ǧʒwY



【結果】  
ƗǭȡŶ̽Ǖ  ƗzXȗƻȘґ

 ˛XƷǢŶ͊ȶćȘʊȗƻ  Șҕ îʧf ȘҖ

gYǭȡŶǲy¡ªëÂÒâðlX
cɆΰïǭʓĆȳƝ͟љy¡ϏϓdX
cƷǢΒʯ
ʬĆȳĆ̎ѯwudXcǭʓǲy¡˝̑ĿʇεѯwudXcɆΰïǭʓљİɃ
ǈ¤¡͘Ɗ

ʞ¸ÝâË¶ð¼äëdXcǭʓǲy¡ɈΞ͏ºÛðÈѯwudXcȫȤ͏˝č

ǩƝǲy¡пƢɌdXcȫȤ͟y¡smưѯ͘Ɗ

Ĩ˷dXc͘Ɗ

љy¡éðçàÇç

øƷdˊɀmɨŕu¢Y

【考察】  
φɜǭȡŶXƷǢ͘Ɗ

kh

uvϏϓưѯɌ¥Δҋw

Ć̎љy¡ưѯȫȤ͟y¡smưѯ͘Ɗ

k

X}¢Ćȳ

Ĩ˷XéðçàÇçøОl̷x

h¡ίj¢YȰǠ¥ʂɿy¡X͘ЎȑĔδͲŻƖwǠέьϡ
ίj¢¡Y
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口演Ａ1-2   （会場Ａ／９月５日、１６時１０分）  
  
発表者ңĊŷȇ ǜ ҕʐ̓Ŷ͊ͫͨǌǠҖ


演   題ңĒЎºðÒ¾kq¡_Ŝ̹ΰʰġ`ǊάɃ


【背景】  
Ș  ʧʒϗu¢ĒЎĳѥŝȟXĒЎºðÒ¾kh
¡s¥üȻ͏ʆ͔ˍw

Ωh

_Ŝ̹ΰʰġ`ēΓʃѵy

h¡YXͧĝͫͨǆĻ̳ΛѼʘϰu¢

h¡i

XКҌh_Ŝ̹ΰʰġ`ͫͨºðÒ¾¥ɼĬy¡sXºðÒ¾¥ɼĬy¡ѪǀʰƂš
u¢

h¡YwlwXĒЎ̲ǂkh

X
_Ŝ̹ΰʰġ`Ħg¡lʢʛg¡љ¤

zX}ЌЇŷŖu¢hXϫύw

țoǦ͜w

h¡Y



【目的・方法】  
_Ŝ̹ΰʰġ`mǊάɃ¥ʨy¡љ¤zXƦñōʨynˊɀu¢

h¡s¥ƧҀϤ

y¡ĒЎδƣǇ¥βhsmXʰ͢͵͜ɉnlqYʰ͢͵X̩ś҇Ўή
ĐÙðÞƅùϨǰkh

Xg¡ǕɃŜ̹ΰ * ćīlXŜ̹ΰʰġŜ̹ΰЃlX

XŜ̹ΰʰġwºðÒ¾g¡lƚl¥Śʏy¡Ѓlh

К͏ŖʺwY



【結果・考察】  
Ŝ̹ΰ * XοТшľΰјXĮĹϨ͖пВ̸̳kq¡ƧҀ¥ɧj
шľΰ

ȩϺʒϱŊɛu{¢ * 

ЎºðÒ¾¥Ƌq

hY}

X¦̵ǄmʋʒϱXКҌhĒ

XѕȘϐʹu¢тɄʗϋu¢hY
_Ŝ̹ΰ`ʰʶX͕ɸ͏ĒЎº

ðÒ¾¥Ƌq¡ * g¡mXºðÒ¾¥Ŝ̹wiy¡ǭʓŜ̹ΰg¡ϫj¡YʰĐ
h_Ŝ̹ΰ`

ĒЎºðÒ¾¥Ƌq¡ɊɁ˰Ǧmu¢ * ¶ð¾iXɼĬu

¢¡ºðÒ¾ʰĐ¥ѣǉwǭʓʰġg

XοТ¥üȻɳjŜ̹ΰʰġºðÒ¾g¡

ϽЋu¢hǂƔg¡YXĒЎºðÒ¾ɼĬĔδͲmÃðÞw
Ͳ

Ŝ̹ΰʰġg¡lilŚʏǀ̑m̈́¡sg¡Y
_Ŝ̹ΰʰġ`hiǊάɃ

¥ʨy¡¾éð±ëδͲјϽЋ³áÄÖh


љ¤¡mXδ
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đȳΈʾw

hnhY

口演Ａ1-3   （会場Ａ／９月５日、１６時４０分）  
  
発表者ң˭̺ ŇͳҕǌќǌǠҖ
ϠȈ ŰҕǌќǌǠҖ
эʳ Č̻Ϊҕ҉чǌǠʷďҖ

演   題ңȻ͏ǉŁȳɖѕkq¡Ͻ͇͟¸ÝâË¶ð¼äëƏηɃ


【背景】  
ͬXú̀Ɠƹ̚Ǭƹ¢¡ҌґΰϽ͇͟ɇŴhwȻ͏ǉŁȳɖѕh
̲ƹЅʾʍ̮͏ˇϵ

X̚ǬhiбǄmXĦlÖéÀ¾¥Δ

X

XȻ͏ǉŁȳɖѕ¥ɖ

wиrXϽ͇͟Ćѝg¡h͇͌йȣƏηɃmg¡hiˇϭ¥Κq

nYs͢

͵͔͏X̩ǦʍŴ͏ͧĝ͏ʍιkq¡¸ÝâË¶ð¼äëмͱmXϽ͇͟Ćѝg¡h
͇͌йȣiǯùy¡lhi̜zXÝ´éͧĝǠ͏̲ǂǧР͏ĒŊwX
Ͻ͇͟ªßð½¥[Ŷ͊àÇç\lͧĝ̷˽ˁvw[̷˽àÇç\Уɽy¡s¥v
yY


【方法】  
&*ҕ&>AB*@0C<0B82@>EB7ҖXļȢ̷ɖЇҕ¨ëÈÍÔ¾²ðҖkŶ͊Đ҂Ǡʍ̮¥̭̊wX
&* kq¡Èå«Üˊɀ¥ҕuvȨȟ¥Җ¾Èè¾Xɖѕ¥_Ͻ͇͟Ćѝg¡h
͇͌йȣǯùy¡Ʈǜ`jkwXȩćΰ¸ÝâË¶ð¼äëmi &* 
љ¤

h¡l¥èÒâðwY



【結果】  
&* ļȢ̷ɖЇkq¡ɖѕɰˍƊ

ʑXȩćΰŏ͏ИКXè½æë¾hį̳͏ß

ÂÔ§ðmĪ¤¢Xȩćΰmuv¾Èè¾¸ðÓëµ¥ksiмͱXǲĐ¸ÝâË
¶ð¼äëмͱљy¡ͤͷwК͏Ѕʾɜ˷mhs¥ʘlwY


【考察】  
&* ļȢ̷ɖЇXȩćΰåªÔÑ¾ÈæðÊåÆ©Õ¥Ɗ¡s¥ɹǔw
ʥΒ͏ćΰŏ͏ИКXè½æë¾ηŨ¥͌Ϣy¡hiʑƘɃ¥
g¡YđȳXǲĐ¸ÝâË¶ð¼äëмͱ̟̜¥g
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Їx¢¡łƘm

˦ʓϼЅʾåªÔÑ¾Èæðkq

¡КƧə͂Ķ˘¥ksiȼϡɃmg¡smͦƥu¢Y


h¡YwlwX

口演Ａ1-４   （会場Ａ／９月５日、１７時１０分）  
  
発表者ңΜэ ϑϊҕǌќȎͷǌǠʍǠ͢͵ͭҖ


演   題ңϽ͇͟ɆΰĝϹkq¡ÛåªÈÌ¾
 ҙÓ¾ÆÆ©Ä´ï¾Âë¾пhőÔèðÞŴ͔͜w

ҙ



 ЫȘXĐƌҌґŴğhϽ͇͟¥p¡¸ÝâË¶ð¼äëˌ͖m˹͔¥̃g¡YñʑX
Ŷ̲͊ǂkq¡ІϹŖʺñͲÐÂðë¥ɯŝȟ͏ĝϹw

XɈǁōʨƏηɃ͌ϹÔè

ðÞȋ̈́*0==4=  XÚÈÞ¨ÄÖƼ¸ÝâË¶ð¼äëФϤ0<8;B>=4B0;
ÛåªÈÌ¾ҕǣĤΪX

Җͷǂl͢͵ǲА

nY  

 ʰ͢͵Ŷ͊ІϹƖˌXϽ͇͟ɆΰĝϹg¡Ͳŝȟ͏ĝϹg
¡ƅŪΰζʠ̫˶

ІϹŖʺ͟ϢlŖ

Ͻ͇͟ҌґΰÇª¶¨ºðÒ¾kq¡łγ˽ŮɆΰÚåëÆ

©¨łγΰјϗ¤¢ĝϹÇðÂ¥¾´æÖÈŴw¥ǀw
ɀg¡Ó¾ÆÝÄ´ï¾Âë¾ҕ%274A
¾¾Æ©µÜő̷̸¥̟̜w

XɈǁōʨљ¤¡ˊ

ҖXĝϹÔèðÞĕqXkɆΰÛåªÈÌ

ˋеŖʺ¥ϗY

 }ΕʼXɆΰϽ̫͟ɍm
Ɇΰ͌Ϲǲw

XĝϹȶćy

ϫϿˌ͖öÐÂðëɯġΩĕq¥ϗöXϽ͇͟Çª¶¨

ºðÒ¾kq¡͘ЎΰϽ͇͟ɆΰϫϿ¸ÝâË¶ð¼äëh
ʺ¥ϗYÇðÂw





¼ð´ë¾Ї̳͏ΕʴɃȮѷ¥ùj¡sX

ĒЎĽÔèðÞĕqm̈́¡ѳѯơėϫϿϗŮѤ¡ǂƔm

g¡smϨǰu¢YĒЎΰmÓ¾ÆÝÄ´ï¾Âë¾пhŷŖшɏ¥ϗhɆΰĽ
ÔèðÞ˹ϤwǂƔXÈÓÄ´ʨŭőÔèðÞŴXÈÓÄ´ŏǮ¥ȴZzyXͤ
Ͻy¡ΡlÔèðÞͰŮmϢ¢Y
 siϽ͇͟ɆΰĝϹōƖˋ΄g
͖п¥̳ϩy¡öьϡg

XÔèðÞĕqÓ¾ÆÝÄ´ï¾Âë¾

XϽ͇͟Ɇΰ¥мȟ¾Æ©µÜŴ{zÛåªÈÌ¾шɏ¥

ϗhXûΰ¾Âë¾¥ƽ¡ϫϿϗ̝mȼϡ¡smʘlY 
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口演Ｂ1-1   （会場Ｂ／９月５日、１５時４０分）  
  
発表者ңǫʰ ƸǜҕďчǌǠŶǠ¸ÝâË¶ð¼äëǠҖ


演   題ңƹƿ¥ǀ͓w·ÍÞ¸ÙðÈ͢͵ćˈљy¡ñςȎ˦ϽЋɍȟ


【背景・目的】  
ѕ̀ȎďчǌǠǌǠѢŶǠ͢͵ͭXȎ˦ļȢıзŶǠ͌Ǿ¥͔͏wƹƿǀ͓·
ÍÞ¸ÙðÈ͢͵ćˈ¥XŻŨw
ƅŪΰ

ks

h¡Y

 Ș

ʰЅʾ¥їǘwX

Ș͔ˍ

ôĐҕƅŪИ˂ΰ Җ¥оɖwYsЅʾ͔͏Xǭʓ͟Đm͢͵ƅŪw

hiãËð´Δҋ¥ɯƹƿģ˦mX·ÍÞ¸ÙðÈ͢͵¥iϽЋwlh
ϭwXuX·ÍÞ¸ÙðÈ͢͵ɖʼw

ʬȱu¢¡ķśŴŶ͊ñīw

ˇ

Xϒ̨ɌƋɃ

тĞǜˇʾǲy¡ɍȟ¥ʘly¡sg¡Y


【方法】  
ȘґѨΏś̞Ĩ̝ɨŕw
ͪ¥цаy¡s

˛l  ˛ѕ̀Ȏ˦̽Ǖ 

ĐǲwX̞ϰƗοϰȤКƧ

ǧʒwY



【結果】  
ƭƉ̰Xғ= 
h



gYƹƿϗ¤¢

h¡·ÍÞ¸ÙðÈ͢͵ŏǮϽ͟

X̽Ƀ  ŦXǕɃŹʊm_ŋo͟l`jX͢͵ƅŪw

X
_ŋo͟l`ƭwY͢͵ŏǮ¥Ͻ͟w
lmXǸǠȘʊљİmlYXϽ͟w

Ŧ

h¡ĐXǕɃXȘґmҌhimҌ

h¡ĐXʨɊтĞǜ͢͵ǲy¡ʬȱ

mҌoXýϨ͏ǳі̹Ͽ̳ϩȟҌlYϒŤɌƋɃтĞǜˇʾh
jĐXғX
_Ƌqoh`jĐm

h¡Đ

X
_Ƌqh`

ғgYтĞǜï·ÍÞϫύ̳ϩȟmҌ

hĐXтĞǜ͢͵ǲy¡ʬȱmҌhĐʹˉɃmҌlYǸǠȘʊ͢͵ǲy¡ɕɀʹˉ
ɃљİmlY


【考察】  
_kȷļϴ`w

Ͻ͟u¢ƹƿǀ͓·ÍÞ͢͵Xģ˦͕Ϩ͏Ĵѿ¥ùjig

¡YwlwX}sXypϒŤɌƋɃтĞǜˇʾʹˉɃΕllYʹˉɃ
¥ƩМy¡X
_̍lu`
_ōʨ`
_Ļ̳Ϩ`¥ğŃnlq
sm˪¢¡£iY
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_ϧw`¥̷ŕy

口演Ｂ1-２   （会場Ｂ／９月５日、１６時１０分）  
  
発表者：奥原	
  剛（東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学）	
 
	
 

演   題：やる気を高める伝え方	
 
～健康医療情報の「説得力」を高める９つの原則：文献レビュー～	
 
	
 

【背景】  
保健医療スタッフは、健康行動を促すために説得力ある情報コンテンツ（パンフレットや講義資
料等）を作成・発信する必要がある。説得力を高めるために、これまで主に行動変容理論が用いら
れてきた。だが、行動変容理論は、人間が理性的に意思決定することを前提としているため、熟慮
しない対象者を十分に説得できない可能性がある。	
 
社会心理学では、1950 年代より様々な説得的コミュニケーションの研究が行われてきたが、保健
医療の現場への適用可能性については十分検討されていない。本研究は、説得のプロセスを促す変
数・要因を文献レビューし、健康医療情報の説得力を高める原則を提案することを目的とした。	
 
	
 

【方法】  
既存の説得のプロセスモデルに基づき、「興味→理解→記憶→行動」の４段階のモデルを設定した。
「興味」「理解」「記憶」を促す変数・要因を探るため、公衆衛生学、社会・認知・教育・消費者・
広告心理学の日本語・英語で書かれた研究書、及び、そこで引用されていた査読付き国際雑誌の文
献をレビューした。加えて、Pubmed/Medline,	
 CINAHL,	
 PsycInfo,	
 Web	
 of	
 Science,	
 Google	
 scholar,	
 
CiNii を用いた文献レビューを行った。	
 
	
 

【結果】  
次の 9 つの原則が示された。1.	
 意外な内容を伝える。2.	
 謎かけやＱ＆Ａを使う。3.	
 科学的根拠と
ナラティブで信憑性を高める。4.	
 情報過多にならない。5.	
 中学生でも理解できるように伝える。
6.	
 視覚的にイメージできるように具体的に伝える。7.	
 行動をシミュレーションできるように、具
体的に、順番に伝える。8.	
 エピソードの力を使う。9.	
 「行動のメリット」と「行動をとらないデ
メリット」で感情に訴える。	
 
	
 

【結論】  
今後は、上記９原則の実用化に向け、コンテンツ作成支援ツール（チェックシート）を開発し、作
成したコンテンツが行動変容を促すことを確認したい。	
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口演Ｂ1-３   （会場Ｂ／９月５日、１６時４０分）  
  
発表者ңɘ̺ĴЙҕˀȤĝͧѱгïďчǌǠļȢɈǁǠҖ
üȀļǎҕďчǌǠŶǠ͢͵ͭļȢɈǁǠŖэҖ

演   題ңҭōŧ¸ÝâË¶ð¼äëÃ°åļȢЄҀ¥ϩ˰y¡ҭ
 ǜϔȱĆѝJʚń¨´¼äëæºðÃ


【背景】  
ʰǁƝ͔͏X_PǜϔȱĆѝQƘq¸ÝâË¶ð¼äëàÇçˋ΄`¨´¼äëæ
ºðÃ¥гxXļȢЄҀϩ˰ǲy¡Áð¼áçÇ»ªë¨ÖéðÃ˽̹ʑ˷h ͦƥ¥ȷ¡s
g¡Y


【方法】  
ǜϔȱ̷͌mXPˢϧï̥ϧQǲy¡PñςȎ˦;ƚǦ͏ɍȟQïPͧĝ͏ʂɿøОQ
МƮy¡hięЁ͏ζʠ͔͜wXPǜϔȱѝ˗ͧĝ¹ÈŴQƆP̥ˢ¥Ɗ ȍoȎ˦
kq¡οŖ¹ÈŴQPͧĝ͏ʂɿȼϡɃϳ˪Q¥ǧ̲y¡ƨ͌͏ʚń¥÷ϰÖéÀ¾ ŝĨwǾ
їwY
T )$) ¥˽̹wǜϔȱѝ˗İ¡Ɉǁ͌Ĵïƨ͌
U ´å«ÉÔ§ëÇ©ëµ¥˽̹wȎ˦¥üȻwʂɿΰlИяЅо
V ξȜǭï͢͵ΰï¸ÝâË¶ð¼äëǳіǭïʚńŝĨǳіǭŻŃ¡ʚńŝĨ
W )$)X$%ïŶ͊ΰ¸ÝâËÆ©¥ÎÕwʚńƆɈǁ͌Ĵ

【結果・考察】  
Э

ĐķĐïƯĥlƔϬ  ôŐИяʂɿ¥ƋqX Ș¥Нj¡ǳіǭјЌЇ¥Сj

ʚńŝĨ¥ǧʒYʚńX0241>>:Ɔ G>CBC14  ɬʈwXΕʼXŶ͊ΰƘqʇεÖéµåÞʇ
ʲw ɶ̹u¢Xϔȱѝ˗ïǜε ʂɿ¥Ǿїy¡ $% kq¡ǲ̥ˢ̹¸ÝâË¶ð¼äë
Åðçw ˽̹u¢Y*, ʐβͧlƊʲ¥ƋqϰćŴu¢¡Xͧĝǲw ñǦͱȟ͌
ĴŨ¥ɯΕʼY
ļȢЄҀϩ˰ͧĝˋɖƣXōг͔͏g¡Y_͢͵ΰïξȜǭ`_$% $&%`_ěˈҕĐҖ`ŻŃ
¡ƊΓmĭ̠w Ƿh̲̫kh XȎ˦}w ßÇ©¨lʂɿ¥ȷ¢ ̜lñǦ
϶Į¥y¡smnYsiw˽ŮPЄҀϩ˰ǲy¡ŭʼ϶ĮQƆPȩϺćīàÇç
ŴïĔЄҀϩ˰ˏǾїQmđȳЄҀ¡Y
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口演Ｂ1-４   （会場Ｂ／９月５日、１６時１０分）  
  
発表者ңȃƾ ϞÿҕҌ͟ǌǠʇεǠхҖ


演   題ңϫϿγϥǆҕ)*ҖʑϫÇðÂØð¾ї͌϶Į


【背景】  
Ŷȑ͘Ўȑƹƿģ˦¸ÝâË¶ð¼äëkh

ʑϫ̳ϩmȼϡ¶ð¾mg¡sXu

s¢ƧҀǌϣˎ̚ǬʞņѓŴwȫƧҀ¥ȥnМsysmʘl
h¡YwlwXŶ̲͊ǂŶȑ͘ЎȑĘǉδͲ¾ÂÄÔmљ¤
ʰ͌ϛXɆΰϫϿ͕ɸљ¤¡ )*ҕϫϿγϥǆҖ¥Ɗ
ɜȥn}ŭʼh

XɆΰɸw

n

h¡Y

örXϫϿγϥǆƘqĨɖwʑϫ

Э¡Y



【方法】  
)* mɆΰs¥γoǂѴ¥_ˇʾǂѴ`_æÎÒæҕϫϿϮΣҖǂѴ`_ɆΰïǭʓѭІ`
ҞϱǦwY}öXɆΰ̫ɍ϶Įљ¤¡ˍ̑ǐϿ͇ˇʾҕ)"*Җ¥̹h_ˇʾ
ǂѴ`¥ýƊ

örYʑϫ̳ϩmnq¢Ɇΰ̫ɍ϶Į¥Ѐ¡ƏηɃmg¡ίj

lg¡Y}s )"* ƠͯѸ͔h

ʑϫÇðÂØð¾¥ĨɖXŌїwYX)* ¨ë

¶ðÈ¥¡sXʑϫÇðÂØð¾ʨ̹Ƀʨ̹ǂѴ϶Į¥ȷY


【結果】  
˱Τ )* ¨ë¶ðÈXљϠ )* ¨ë¶ðÈXƹƿ¥Ζh¨ë¶ðÈ

Ͳҕ˱Τ¨ë¶ðÈĘǉ

 - ¡¯ëåªë¨ë¶ðÈҖhz¢mXʨ̹g¡ƭgY̲ƷŲůƹX
ɆΰmĔƹƿŕТǂƔXοŖmĔƹƿͰŮwnXhz¢mƖˌΕʼgY
О

hѴw

ѶǇɈǁĕŪmg¡Yu

̇ŠƧҀw

XϽ͇͟ˇʾǲȾy¡ȼ

ϡmg¡sɰʁnY


【考察】  
ίǰңʑϫ¥̳ϩnhsɆΰ̫˶¥Ѐ
¥gli )* kh

Мs

϶Įy¡¶ð¾XŶȑ

yhίjXʑϫÇðÂØð¾¥ʋĿwYñǦʨ̹Ƀmʘl

ίj¡YŶ̲͊ǂËð¿¥jXʑϫǠϐʹu¢
Ŷ͊ΰʑϫǠΰŻŃ¥yy


ϫϿ}

hoȼϡmg£iY
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h¡ÇðÂ¥рŗɼĬy¡X

口演Ａ２-1   （会場Ａ／９月６日、８時３０分）  
  
発表者ңđʳ l¡ҕȦŢǠѢǌǠʍǠхҖ


演   題ңʷʕʰǌѲ̚Ϝ̚ƹkq¡ʑϫ¥üȻw¸ÝâË¶ð¼äëƧҀʂɿ


̶ǌϜǬ¥wʷʕʰǌѲ̚XŋƳƓƹlǊoŶ͊ïͫͨљİΰXο˴ĥδƣï
ÚåëÆ©¨Ϝ̚ƹʂɿƅѬwX˽Ůw

h¡Y

 }iwϜ̚ƹXϜ̚ΰŶ͊ΰXϜ̚ΰͫͨȶćΰјX
_ʑϫɸϪ`mМsY
ʰ͢͵X

Ș

ʧªëÂðÌÄÈЅʾĝͧǙϯw E41 ¨ë¶ðÈЅʾҕŶȑ

 ƗïŶ

ȑĘǉŶ͊љİΰ  ƗǲАҖXѴɸЅʾ¥ǀXŶ͊љİΰ¥üȻϜ̚ƹģ˦ј
ksʑϫ¥üȻw¸ÝâË¶ð¼äë¥p¡ƧҀh
ǂkh

ʨ͒ʑϫŶ͊ϿȪ}¢¥ĪʑϫʂɿÅðçh

 E41 ¨ë¶ðÈXϜ̚ΰ¸ÝâË¶ð¼äë̩Ⱥh
Ɍx

ʘlwX̚ǬʞŶ̲͊

hhmXŶȑĘǉŶ͊љİΰm_ƌʊmǷoXg

КƧϳjmǊls`¥̩Ⱥw

gr

ɼ˃y¡Y

XŶȑŹʊЫom̩̩Ⱥ¥
Ϲwmhs`X
_ͺ͏

h¡YXǧѪXʑϫm¤lhsm

gXŶȑ ғïŶȑĘǉȗƻ  ғg¡Y
 Ŏĥ͏X
_Ŋ¢˚¥˿u¢X҄ć¥Ɗ¢zĥŨĢ÷wɆΰgXϹw
¤lh̫˶Xʑϫь


Xu¸ÝâË¶ð¼äëmưѯ`lX
_ƹʑ

X͈Ȩuϛ̲ʑ˷m̈́

l˯Ɗ
wϫ

oh`X_{loϹw

h¡ϫύ

Xˍ̑Ͽϫhϛ{hʑϫǞƷy¡Xl

ou

is¡XБɩ¥lq

h¡Xsm̳ϩnh͖ɜΨ

Ь

wi`hƧҀ¥ɱr¢¡Y

X̚Ǭ̲ǂʑϫʨ͒ɃmϽЋu¢ϿȪXТĥхġï͇̫ïɌϥïɌɈïŮĨљy
¡ϿȪͱȟѾȟљy¡ϿȪg¡mX͌̚ȳÔ¬ð¿Ⱦx
Δмï̫˶ǈŴǈŴw

˪¢

h¡ʑϫʞј

hoXʂɿÅðçȊǎm˪¢

h¡Yї͌ü

ʑϫʂɿÅðç¥ͦyY
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口演Ａ２-２   （会場Ａ／９月６日、９時００分）  
  
発表者：安林	
  奈緒美（ 中部大学、他非常勤講師）	
 
	
 
演   題：対話的授業の実践	
  ―セルフナラティヴの記述の試み―	
 
	
 
【背景】  
パウロ・フレイレは、著「被抑圧者の教育学」の中で教育を銀行型教育と問題解決型教育に例え、
銀行型教育を批判した。筆者は、教育者被教育者間は知識を持つ者と持たざる者ではあるが、人間
存在としては対等であると考え、教育現場は人間存在の対等性を具現化していく場でもあると考え
ている。このことを科目の知識伝達と共に学生伝えたい。そのための方法を模索している。	
 
	
 
【目的】  
パウロ・フレイレの問題解決型教育の理念の具現化を図ることを目指した対話的授業を実践し、そ
の可能性を探求する。	
 
	
 

【方法】  
対象：高等看護専門学校 3 年生 35 名	
  	
  教授科目「生命倫理学」	
 
方法：ナラティヴについての説明を第 1 回、最終第 7 回の２回の講義の中で行った。かつ講義中、
必要性あるごとにセルフナラティヴ記述の意識付けを行った。	
 
講義終了後、
「生命倫理学とは―（サブタイトル）―」でセルフナラィヴを記述。サブタイトルは自
由に設定。記述後、５人１グループのグループディスカッションを行いナラティヴの共有を図った。
その後、自由記述式質問紙調査を実施。質問調査項目①セルフナラティヴを書くことで発見したも
のは何か。②ナラティヴによって科目を学ぶという学習法をどう感じたか。③グループディスカッ
ションの後、自分に何か変化があったか。④受講後の感想	
  最後に、一人 1 分半の面接実施。	
 
分析方法：セルフナラティヴ、質問紙調査記載内容、面接の語りから得られた内容の質的分析、採
取したテクストデータを意味解釈。	
 
	
 

【結果・課題】  
本授業への感想,評価割合	
 
評価	
  ＋（71.4）±（20.0）－（8.6）%	
 
浮かび上がったキーワード	
 
振り返り	
  変化	
  気付き	
  体験の意味付け	
  未来の行動指針	
  考えを整理	
  筋立て	
  倫理上の視点
の明確化	
  視野拡大	
  客観的	
  時系列	
  構造化	
  無意識の意識化	
 
課題：事例研究を重ね仮説生成を行い確かな教育方法の確立をめざす。	
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口演Ａ２-３   （会場Ａ／９月６日、９時３０分）  
  
発表者ңͻ̺ ѦĒҕqnƺ´æËÄ´ïˀȤĝͧì§ªÂæðҖ

演   題ңɆΰ¥Ô§ëy¡ǉʶϴ͊¸ÝâË¶ð¼äë
fɆΰ̏ОȟŖʺæÓðÈƋϴ̰f


【背景】  
ʜđXǊoŶ͊˒љɆΰºðÒ¾ïɸкmϢ͕u¢XɆΰ̏ОȟƘö¥͔͏w
Ўȑǲy¡¸ÝâË¶ð¼äë͢Ķmțoϗ¤¢

Ŷȑï͘

h¡YwlwXѢŏ¸ÝâË¶ð¼äë͢Ķ

Ǌoǉх¸ÝâË¶ð¼äëЊȑ¥ɪαwñς͏ÜÊðЊέg

XɆΰĴѿ¥ȷ¡

¸ÝâË¶ð¼äëɡ˷έȷŶ͊ΰķZΔҋĭǞwXǧξȜkq¡ǲɆΰ¸ÝâË
¶ð¼äëɡ˷hĥΊŴu¢

hhY

đƭɗZXǉʶϴ͊kq¡Ŷȑ¸ÝâË¶ð¼äëɡ˷mɆΰ̏ОȟkɆΰϗŮҕæÓ
ðÈƋϴҖùj¡Ȯѷh

ˇϭwY



【方法】  
 Șҟʧl

 Ș  ʧXȩѢȹ̵ƬŏͭǉʶҕɩȩŶңͻ̺ѦĒҖkh

¼äëȨŴƼϴ͊ҕϻΑȩʕҖ¥ϗhXƋϴɆΰҕ

 ƗX

¸ÝâË¶ð

 Ș  ʧ̲ƷҖ¥ǲАXȗ

ƻϴǰʞјҕŖҖXɆΰ̏ОȟXæÓðÈƋϴ̰ҕғҖ¥̎ǦwYɆΰ̏ОȟXҠѸ͔ҠˠѨ
æÄ°ðÈǹȟ¥̹h

КƧΎ˷

϶ĮwY



【結果】  
Ϩǰʬј¥гx

Xȗƻϴǰʞј

Ŗ

ͮXȗƻɆΰ̏Оȟ ҕ ̜̜̏ҖXæÓðÈƋϴ̰ 

gYæÓðÈƋϴΫѳæÓðÈƋϴΫkq¡Ɇΰ̏ОȟѸ͔јˤХh

ǁƝy

¡Y

【考察】  
¸ÝâË¶ð¼äë¥ȨŴwǉʶϴ͊

XŶȑ¸ÝâË¶ð¼äëmɆΰ̏Оȟkæ

ÓðÈƋϴ̰ǖȮѷ¥Ɔysmͦƥu¢Y̩ϴǰʞ_¤l

yhЁʘ`_ļȢ

̳ȯͷŶȑ¨ÉÏª¾`mæÓðÈƋϴ̰ǌnoȮѷwYŶ͊δ¸ÝâË¶ð¼äë
͢Ķkh

XŽ_ϧŗ`X_òǱ`Ⱦǲ˷¥Ǡq́zXɆΰ_ϴ

Ĵѿu¢¡ǧξȜ¸ÝâË¶ð¼äëɡ˷¥Тq¡smьϡg¡Y
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wh`

口演Ａ２-４   （会場Ａ／９月６日、１０時００分）  
  
発表者ңǓэ ʠǜҕŶ͊˷ĐͧƯчĝ̌ЩϠЗψϴ͊ɛïͷơ҈ǌǠȾ̹ĐјͭǠ
          ͢͵ͭǲĐɿūǠѼƿҖ

演   題ң͗ǰ͏ǧРǭæÎÒæÆð¼äëǧРMNƠȾy¡ТĥOw

Ʒ¡sM


【背景】  
 ǳіδàÇçñw

_͗ǰ͏ǧРǭ@45;42B8D4?@02B8B8>=4@`àÇçmg¡Y͗ǰ͏

ǧ Р ǭ  X ´ å ª  ë È m ɧ j ¡ ϟ ѭ  ϟ Ɣ ͏  Ƨ Ҁ  _ ̫ ˶   ǲ Ϲ  2>=D4@A0B8>=E8B7
A8BC0B8>=`o_ϗ̝ü͗ǰ@45;42B8>=8=02B8>=`w
_ǧР͏ϽЋЇ?@02B820;4?8AB4<>;>6G`
͏

ǲŔwX´åªëÈ

ϟƔ͏ƧҀͷƘliǧР¥иϗy¡u¢

 ͽΰm̳Ǡ͊˷ǆw

ʀ¤
Ɗ

ʰК

h¡Y

h¡æÎÒæÆð¼äëĘ÷XæÎÒæǧРX͗ǰ͏ǧ

Р}g¡Yʰ͢͵XæÎÒæǧРmi͗ǰ
lwX}ǂkq¡

̩Ⱥq¢¡̩ʨ

ǊˌɃh

ˇϭw

ϗ¤¢

h¡l¥ʘ

hoY



【方法】  
οТæÎÒæǧР¥ $0@@0B8D40A43#43828=4Ę÷X$#Ҥ̨ϿǲϹǀoŶ͊Ŷ͊ΰ
Ľ̨Ͽw

ϰЭwX}slǧРkq¡͗ǰ͏Ϥ̜h

ŖʺwY



【結果】  
æÎÒæǧРkq¡͗ǰXŶǠ͏Ϥ̜qoXǭʓљİɃ}˜Ɛљ¤¡
Ǌȁ̌¡ǲw

ϗ¤¢

h¡sm¤lYuXæÎÒæǧРX̳Ǡ͊˷ǆ

g¡ͽΰ}ǲАΰXǭʓљİΰqoX}ǂg¡̨Ͷј͖ĉĨ̹


ŧеu¢

h¡sm¤lY



【考察】  
æÎÒæǧРXˌZ͗ǰ͖ĉĨ̹
i͗ǰ

̷¢

ŧеu¢

XķZŶ͊ΰĽ̨Ͽm

o¡l¥ʘly¡sXæÎÒæʰК¥Ƨism¡

ίj¢¡YX͗ǰϤ̜̇uX̗ȟ¥hlw
ΩolXđȳˇϭЄҀɁ¤¢¡Y


k
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ʇεy¡lX}¨«È°Þ¥Ħ

口演Ｂ２-1   （会場Ｂ／９月６日、８時３０分）  
  
発表者ң˭̺ ̳͟ǜҕƳѪǀ͝ʇǌǠҖ


演   題ңǶǠʿkq¡ÔÄŴ̨˼ƌǧʒmƧhlq¡ļȢï̵ǄƧҀ


 ̣ʰ͙X

ȘÔÄŴ̨˼ƌ¥ɹзy¡_̣ʰ͙˚ƆƌλļȢo

Ǧu¢XǶüǠʿkq¡ѬƯÔÄŴ̨˼ƌƊΓmз¢
˽Ůmũ¥ǒwlXǧʒy¡ǶǠʿʊǅj
̨ǲy¡ǤŋɃͅƧlXƈǲǇ¥ör

nY&( ÒÇ¯ƨ͌

h¡YwlwX}iw˿¢ǲw

ʧlǵŊm˰

ÔÄŴ

h¡Ǡʿ̲ǂʇȑh¡YđƭЅʾǲА

y¡˨ĵȎXƈǲy¡̲ǂǇmǌnlllXǧʒmϢа¢
¡YwlwXđȘ

ɹзʵī`m

XƈǲǇ¥ör

nhiΔmg

nĐXÔÄŴ̨˼ƌ¥ǧ

ʒ{v¡¥joYhh}iwʇȑmißÄÀð½¥̷ȵ͌y¡
s¡£ilY
đƭ͢͵XÔÄŴ̨˼ƌǵŊƈǲw
ҜƗҖlβnƊ

Ѕʾ¥X˨ĵ͆¥Δҋw˨ĵȎƈǲw

hoYϹ¥βolûΰmȨЅw
¢m̵Ǆüʅŕu¢¡s

ʐ̵Ǆ˫ʽmМs¡hlɕɀgYѕȘX

sg¡hȨhɁhmĞ¤

nsҝĐʇȑ

X}¢ϲwmh

nY

ʧ̣ʰï˨ĵûȎϗ¤¢_˨ђљy¡ʵΌΠΕĝЌ`X˨ĵ͆l

Ƨhlqm˨ђϣŝhiµéðÏçЄҀ͌Ǿw
ÄŴ̨¡ļȢϜǬ̵Ǆ˫ʽhϩʘu¢
ьǌϜǬmМnȳǲŔw

hs¥АȺ͏ͦw

gY
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hYÔ

hhхŖmg¡hjX˨ĵ͆i

hɜй¢lw¢hYđƭЅʾlʃ

{¢XĆѝƂš̵Ǆ˘ά¥ϤэŊ¢


nsɊƟ¥ίj

hmXÔÄŴ̨¡̷ȵļȢȮѷX}

̷ȵ˨ĵ͆¥Ğj¡˽Ů¥ʹˉ͏ϗ
Ș

n˨ĵȎǶǠʿʇȑҝƗҕ̽ɃҜƗXǕɃ

ίju

ļȢk̵ǄƧҀ¥Ƨh͕ysьϡɃ

口演Ｂ２-２   （会場Ｂ／９月６日、９時００分）  
  
発表者ң̺ƌ Ͷñфҕ$&% Ŷ͊Кљy¡͢͵ĝΗɭ͢͵ƣҖ


演   題ң×ç¾¸ÝâË¶ð¼äë͏Ϩ̜lϢ_ɆΰƲʤǪ`Ŗʺ


ɗZ_Ŷ͊Кљy¡͢͵ĝ`X  ȘĖȳŹʷďч͆Ѣĝü͌Оw_͆ѢŶ͊
Кљy¡͢͵ĝ`¥ˢĥw

Xȩř͆Ѣͼõΰ϶Į¼¾ÆÞї͌¥зXŌ͒ВƯ ʕ

ʰŶ͊˒η϶Į˒ˋ͌Оnlq͢͵ĝg¡Y

 Ș $&% ˷Đ˂¥Ɗȷw

ĘѠX

_ɆΰŻŃy¡Ŷ͊¥΄o`_ɆΰϤ̜͆Ѣ¥o¡`_ŻŃŶ͊ɹзɆΰƲʤǪȯ
Ŧ`¥ÆðÜy¡¼ëÛ½«Þ¥їŀwXɆΰϤ̜lŶ͊КƘöƘqƊ
¥ϗ

nY

 Șl

Șɵq

XŋƳ  ͆ѢɆΰƲʤǪ¥ǯЛwXɆΰæÆå¼ðƘöИ

y¡_ɆΰƲʤǪÖé½¬´È`Ɗ
h

Γ

X

Ș

Γ¦nYđƭsɆΰƲʤǪÖé½¬´È

ʧҭ ʧϗ  îɛɆΰƲʤǪϱΩ͆Ѣǲy¡¯ëåªëï¨ë¶ðÈ

ЅʾXķśЮПЅʾΕʼ¥ǀXɆΰƲʤǪmɆΰæÆå¼ðƘöXŶ͊ΰɆΰŻ
ŃŶ͊ǧ̲Ƙq

iŭʼ¥ùji¡lh

lŖʺ¥ϗY
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X×ç¾¸ÝâË¶ð¼äëϨ̜

口演Ｂ２-３   （会場Ｂ／９月６日、９時３０分）  
  
発表者ңƵǽ ҌȢҕɐȾǌǠ ) ʆïӍӃӕҮҶ͢͵ɛȳʬžǆЄͱ

Ș͔Җ



演   題ңćˈΰlϢѱǜˢǜɜȕʨŭɃӉӒҿҼӋҲӅһҵҾҳӔg

ʑ

ҭćī͢͵ҕěˈ X ͧҖ¥гxXʨŭɃҌhӉӒҿҼӋҲӅһҵҾҳӔ¥ǧ̲y¡ӁҵҾұӒӈӖӐҴӄ
ӈҰҵӌ}ɯΚɃXļȢӃӕҵӂŜ˽̹ʨŭɃҶҴӈӖɼϫҭ


【背景】  
ҿӊҵӄӈҰӔʟƆ * ɡϘ͌ǾļȢŶ͊љy¡ҼӋҲӅһҵҾҳӔҿӂҷӒŜįɃǌno
ǈ¤

g¡Y %*ҕ =B4@=4B>5*78=6AҖͯwӇӕҴҺӃӕҵӂ˽̹ӎӃӕӒǅjXѱǜkϒɜȕļ

ȢɜȕĖϛu¢¡iXƓěˈ¡ļȢӃӕҵӂ¥˽̹wʐϣćˈƅŊmȳ¥ΘhY
wlwXȎǂɬǌ¥̪ȥw

h¡̞ʎҿӊҵӄӈҰӔҶӈӖӑg¡hiǧɍƚzXӂӕҷҹҴӄ̷

˽έɎ͆Ćѝ;¥ҽҵӇӕҿҼӔӀӈӖӄĠmǊoXɆΰg¡ӏҵҽӕҵΙΚɃĢhm˞g
XļȢљy¡ɈǁɼĬӆҴӄҵӓҺҵŴXӉӒҿҼӋҲӅһҵҾҳӔƘöʰȩГ̮u¢

h¡ӇӕҾӕӆҿӎӃӕӒl

ilͅƧg¡Y}sʰ͢͵X̲Ʒ * ļȢʂɿҽҵӇӕҿkq¡ЄҀ¥ŘɱwXӉӒҿҼӋҲӅ
һҵҾҳӔƘöГ̮y¡ʰȩϡƮh

Xćˈΰ͔Οlίǰïɼϫ¥ϗiY



【方法】  
ˢǜɜȕ˒ηĕnǭʓ )$) ҽҵӇӕҿҕěˈ  ͧқĝƣʊΌ

ôĐҖљy¡ćī͢͵ҕӇӕҾӕӆҿӎӃӕӒҖ

ƆӏҵҽӕҶӔһҵӄ¥ӉӕҵҿwӉӒҿҼӋҲӅһҵҾҳӔљy¡ίǰïˇϵ


【結果・考察】  
ěˈƆɐȾǌǠōƖ͢͵l̎Ǧu¢ !& ҕĝƣʊXҸүӈӕҶӈӖӑһҵҾҳӔöҼӅҲӅһҵҾҳӔҶҴӈӖ̰;Җ
љy¡ίǰΕʼXˢǜmʥ͖Іwh͖ɜŶȑoшľΰ;ǭʓg

X͖Іwh

ŏǮXʞјXʑ˷ҼӋҲӅһҵҾҳӔƘöȼϡϡƮmŖʺu¢ʘlYXǭʓ )$)
hiӈӖӐҴӄӈҰҵӌöXŶ͊˒љжʀwӇӕҾӕӆҿӎӃӕӒŖʺΕʼlX}ҼӋҲӅһҵҾҳӔКïѾȟ
˂ˠƘöwsmǧϵu¢XӉӒҿҼӋҲӅһҵҾҳӔљwXćˈΰ͏Ϣƹlͧĝ͏ɊάˈΦg
y¡͢͵Εʼmȷ¢Y
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口演Ｂ２-４   （会場Ｂ／９月６日、１０時００分）  
  
発表者ңʱƂ ˘ǜҕ̬ͷϗʆ˷ĐƳͷ͆Ѣ˒ˋþы̀Ŷ͊ÀëÂðΈͩͭï
ɐɔάǃǌǠŶǠхΈͩͩΔͭǠʇǪҖ


演   題ңҩҪҬɆΰu¦tǭʓlϢ͆ƗƝ͟XħơƝ͟


【背景】  
Ɇΰu¦tǭʓ¡ɊɁ˰ǦXƁ A70@433428A8>=<0:8=6 ьϡɃmɰʁu¢

þwoX͆

ƗƝ͟kħơƝ͟ms¢ǌnȮѷ¥Ɔysƞ͟ćǧmXûΰ̲̫X͋k
h

ѳ͋kh

g

ʘlu¢

hhY}sđƭXͿǙΥɃĽΐͣŴ͇ҕ0<G>B@>?782

;0B4@0;A2;4@>A8AX")ҖɆΰu¦XtǭʓXtтʓXs¢љw

ŹˋеŴѴɸ¥ϗY



【方法】  
Ș

ʧl

 Ș  ʧXʕʰƳŏҠчнȞ͙ ") Ɇΰu¦  ͇īh

u¦  ĐXtǭʓ
ơƝ͟g

XɆΰ

ĐXtтʓҠĐŹˋеŴѴɸ¥ϗhX
_͆ƗƝ͟mЃu¢wlҨ`
_ħ

wlҨ`hiКƧXkXs¢љy¡ο̻Ǉ¥ƛƌѽƭ¥βnƊ

XÍðÈÐÁ¸ëϰЭwY


【結果】  


 ͇īiX

i

͇ī ") ͆ƗƝ͟mgmX˟

͇īƝ͟øʘͤg

͇ī_лŮËâðéë͆˧lw¢hY`hiЁʘmXX˟

ņ ") ¥ͅʰĐǭʓmŶȑКƧw
m





X}

͇īX

") ͆ƗƝ͟u¢YƝ͟ǲАΰXʰĐ

͇īXǭʓm  ͇īXʰĐǭʓûʑm

͇īYħơƝ͟љw

X ͇īX

_ĐȊƠƜƬ¥ϝ͜wq¢ ҭ ȘXϝ͜y¢ѕo̷n¢¡`Xks¢̑x
Ёʘmg

X ͇īwX ͇īøʘgY

 ο̻Ǉw

X
_ʰĐƝ͟u¢mXǭʓƖȒu{¡lXǭʓņƝ͟wXʰĐ

рŗƝ͟ēʑ¥͖Іw
Ѵ̟̜¥ȩ

Ɲ͟w

˖wlYҕ̀ǭʓҖ
_˟щ͆˧w

oX
a̷n

hq¡b

˖wlY`
ҕʰĐҖ
_Ŷȑϴʏ¥ͤǦwohɌxmgY`
ҕǭ

ʓҖmgY


【考察】  
̲ǂΕʼȼzw̳ɉЇƔπw

hlY̲ǂζʠϟѭlǊˌƮǜmg

X

Ɇΰu¦XtǭʓXŶ͊ΰϤ̜lXu¡Ɲ͟љy¡̲̫ɣɾXЅʾï͢͵mʫ¢¡Y
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一般演題（ポスター）   
ポスター１−１   （９月５日、１７時５０分～）  
  
発表者ңƂʭôǜҕʷďǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭͧĝŶǠǳʄŶ͊¸ÝâË¶ð¼äëǠʇǪҖ


演   題ңŶ͊¸ÝâË¶ð¼äëkq¡ªå¾Èèð¼äëŭʼ͏˽̹˷ˇϭ
ҙǶǠʿҌǠȘ¥ǲАw΅ʙʇʲĨɖЅʾ


【背景】  
ЫȘX×ç¾æÆå¼ðƘö¥͔͏wЂϩŨXʊ͏̳ϩ¥ıyˌZƊ
¤¢

h¡Y}ɜˠñw

Xªå¾Èèð¼äë˽̹mʬȱu¢

Γmϗ

h¡YŶ͊ïļȢɈ

ǁ¥ªå¾Èèð¼äëɻnМsysXɈǁ˹ɊƩМXϧwyuX̳ϩȟГ̮y
¡smмƄ͢͵ʘl
̲Ʒϗ¤¢

nY

n͢͵Xýªå¾Èèð¼äëmĕŪu¢ʍǝɈǁXĕŪu¢

hhʍǝɈǁ¥ˤХy¡s}ʨŭɃ¥ͦw

nYwlwX̹hªå¾Èèð¼äë

ϛ̲mрŗglǦloXđȳˇϭЄҀu¢
å¼ðƘöȚǷʬlˠѨ͏ʇεƊ

h¡YñʑXЫȘ×ç¾æÆ

Γmьϡg¡ͦƥu¢

h¡Y

s¢̜¥ίɏwXʰ͢͵mʇεʇʲї͌ʞŭʼ͏ªå¾Èèð¼äë¥Ī̹y¡
ŚʏʲʎИy¡oXŉҕǶǠʿüïҌǠȘҖ¥ǲАw΅ʙʇεʇʲ¥ĨɖwXŶ͊ïļ
ȢɈǁĞоʞkq¡ªå¾Èèð¼äëŭʼ͏Ī̹˷ˇϭ¥ϗY


【方法】  
ʷďǠυǌǠџǿǶяċǶǠʿͼ ҘҘ ǠȘ̷ȵĨɖw΅ʙļȢʇεʇʲҕ Ͳ҂Җ¥ɼ
ĬwʰЅʾ¥ǧʒwYʇʲ

Ҁʲg

X ʇʲn  Ͳ҂ªå¾ÈÏæð¼äë¥Ĩɖw

Y


【結果】  
ʇʲŏʍǲw

ϝ҆͏ªå¾ÈkXˎȤ͏ϛ̲ªå¾Èkh

ОȟmĢhłƘmϢ¢YXʇʲ

ʇʲǲy¡̏

ŭʼg¡ªå¾Èèð¼äëłƘn

mϢ¢Y


【考察】  
ǶǠ̷ǲwŶ͊ɈǁĞо¥ϗiѪ̹h¡ªå¾Èèð¼äëXʍ˵h

̩Ⱥ¥ɻŒ

wªå¾Èèð¼äëmǖwhhismͦƥu¢mXɼĬy¡ŏǮćŢʔ͟ȟ
̽Ǖȋm̷xYɈǁĞорwªå¾Èèð¼äë¥Ĩɖy¡Xu¡ˢѬƯ
Ѕʾmьϡg¡Y
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ポスター１-２   （９月５日、１７時５０分～）  
  
発表者：孫	
  大輔	
 （東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター）	
 
平澤	
  南波	
 （東京大学医学部医学科）	
 
	
 
演   題：プライマリケアで用いられる医学用語の医療者と市民・患者の認識ギャップ	
 
	
 

【背景】  
国立国語研究所「病院の言葉」委員会は平成 21 年に調査を行い、さまざまな医学用語が一般市民に
正しく理解されていないことを明らかにしている。言葉の意味の混同や混乱（誤解）が多いものと
して「貧血」「ショック」「合併症」などが挙げられる。それらの医学用語が患者にどの程度誤解さ
れているか、医療者の認知に関する研究は少ない。本研究は、プライマリケアで用いられる医学用
語に対する市民の誤解と、医療者の認知に関する乖離を明らかにすることを目的とした。	
 
	
 

【方法】  
「貧血」
「腫瘍」
「糖尿病」
「ショック」
「炎症」
「頓服」
「インフルエンザ」
「抗生剤」
「ステロイド」
「認
知症」の 10 語を選び、ウェブ調査を用いて、プライマリケアに従事する医療専門職および市民・患
者に対して質問紙調査を行った。得られたデータをもとに記述統計量を計算し、市民・患者の各用
語に対する不正確な理解（誤解）と、医療者の誤解に対する認知度の平均の差を Z 検定にて確認し
た。	
 
	
 

【結果】  
回答者数は医療者が 172 名、市民・患者が 173 名であった。認識の差が少ないものとして「ショッ
ク」の「急な刺激を受けること」や「一時的なもので心配はいらない」という意味はいずれも有意
差なし（P=0.55,	
 P=0.05）、また「炎症」の「炎症とはすべて体にとって有害なものである」「炎症
はすべてできるだけ早く治した方がよい」という意味はいずれも有意差なし（P=0.08,	
 P=0.78）で
あった。しかし、他のほとんどの用語において有意差を認め、おおむね医療者の認識は実際の市民・
患者の誤解率を上回っていた。	
 
	
 

【考察】  
「ショック」や「炎症」に関しては誤解の認識の差は小さかったが、
「腫瘍」
「糖尿病」
「抗生剤」な
どでは認識の差が大きく、医療者が思っているほど実際には市民・患者は誤解していないという結
果であった。それらの用語に関して医療現場で説明する際に示唆的な結果と考えられた。	
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ポスター１-３   （９月５日、１７時５０分～）  
  
発表者ңƕ̺ ͍ȽǜҕȂȀǌǠŶ͊ʇεΗƔї͌ÀëÂðҖ
Ҍ˩ ψҕțȅǌǠʍǠ͢͵ͭҖ
θ ȿșҕͫȀǌǠĐјʍŴǠхҖ
ʭǺ Ƥʪҕāȉ˚ͭǌǠΝƔϴ͊ǠŖэҖ
ёʭ ñƕҕɋ͟ǠѢǌǠ˚ǠхҖ
Ĝϓ ǟϮҕʕʰǌǠʸɚ˚ǠхҖ
ϓȆ ƢȬҕȁћǌǠŶǠхŶǠʇεї͌͢͵ÀëÂðҖ
ǶȈ Ƥ˔ҕțȅǌǠ͆ѢҖ
Џƌ ͕ѧҕёȄǕǜ͠ʬǌǠĳεǠͭҖ
ўх ɅǜҕƗƍǽǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭƹƿŶ͊ʇεǠЊȠҖ
đͫ ШǍфҕȁћǌǠŶǠхŶǠʇεї͌͢͵ÀëÂðҖ
ǫƂ ƤҕϠżǠѢǌǠʍǠхҖ
эü ʝȬҕüʳǠƴǌǠ˿гͭǠхҖ
̙Ň ˻ǜҕͷʇǌǠ̈́ʍŴ¸ÝâË¶ð¼äëǠхҖ
͡Ȉ £ҕʷďǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭŌōļȢŶǠǳʄҖ
ǌϠ ȦҌҕʷďǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭŶǠʇεƳѪ͢͵ÀëÂðҖ
Ҏċ ȢȦҕȂȀǌǠ͆ѢΝƔ˚ͭҖ
ĵʭ ȽʪҕʷďŶͭ˚ͭǌǠŶ˚ϒǠΝƔ͢͵ͭ ŋĐ͏Ŷ͊ї͌ǠЊȠҖ

演   題ңŶ͊¸ÝâË¶ð¼äëʇεȯͷ̳ЇˊɀĦl


【背景】  
Ŷ͊ȶćΰ

¸ÝâË¶ð¼äëηŨøƏ˓g

ҘŶ͊¸ÝâË¶ð¼äëʇεȼϡ

ɃmϽЋu¢

h¡YwlwmҘ}ʇεmŷŖϫhmhY}̳̻w

ʑ˷љw

ǗȩɃg¡ñЕwϢϩmͦu¢

Ë¶ð¼äëh

ҘʇεŏǮ

hhsmɱr¢¡Y}sŶ͊¸Ýâ

еϷ̇hǳіǭlŶ͊¸ÝâË¶ð¼äëʇεȾ̹n¡̳Їˊɀ

љy¡ɊϢ¥˪¡s¥͔͏w¨ë¶ðÈ¥ǧʒwXuˇϭĝ¥їŀwYđƭ}
ˊϡ¥ǁƝy¡Y


【方法】  
ņzˇϭĝņͷҘŶ͊¸ÝâË¶ð¼äëʇεȯͷɁ¤¢¡ǀʰ͏̳ЇćѸ¥ɱ
rҘ}¢m|ʨ̹lhi̳̻¥ϰЭy¡¨ë¶ðÈ¥ǧʒwYǲАΰŶ͊¸ÝâË
¶ð¼äëŖэǳіǭ

Ɨg¡Y¨ë¶ðÈßðçĭѿ¥wYǲАΰǳіŖэ¸Ý

âË¶ð¼äëǠΊҟƗҘͧĝǠΊҝƗҘʇεǠΊҝƗҘϗŮͭǠΊҟƗgY}w
їŀwˇϭĝkh

}ȳ

¨ë¶ðÈΕʼ¥ЌЇwҘ}ŏǮ¥ʋ̳wYҘŶ͊¸ÝâË¶

ð¼äë¥ʇj¡Ѫʇƣm͟

kon̳Їˊɀh

28

ƙƟwYˇϭĝŕȒΰ 

Ɨg

ҘǳіŖэ¸ÝâË¶ð¼äëǠΊҞƗҘͧĝǠΊҝƗҘʇεǠΊҝƗҘϗŮͭǠΊҡ

ƗҘ˚ǠΊҜƗgYsˇϭĝѼƿˏʏ͏ЌЇ¥͔ɰwY


【結果・考察】  
ĝЌ

ʋ̳¥u¢̳ЇˊɀҘ
_¸ÝâË¶ð¼äëǀͥ`Ҙ
_¸ÝâË¶ð¼äëҕ̳ЇҖ

ζʠ`Ҙ
_¸ÝâË¶ð¼äëˋе`Ҙ
_ǲĐ˒ηҕЅʋҖ`Ҙ
_ɆΰüȻŶ͊`Ҙ
ǌśu¢¡YҘŶ͊¸ÝâË¶ð¼äë¥ʇj¡Ѫʇƣm͟

Ѹ͔

kon̳Їˊɀw

Ҙ

_ßÂϽ͟`Ҙ_ɖĐʇε̳Ї`Ҙ_ΔҋǠĶ̳Ї`mɱr¢Yđȳs¢ŏǮ¥i
ʇεΓЪ¦ϗol¥ίj


hoϬ̿g¡Y
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ポスター１-４   （９月５日、１７時５０分～）  
  
発表者ңõǖ˲͟ҜҖX˳ƹΪҜҖXȀ÷ҐϚҜҖXȀҒƍчҜҖXŹЏ͚óǜҝҖXўхɅǜҞҖX˥ŜȭǥҝҖX

э̺șϞҝҖXĄċ́ϗҝҖXʯʸõǑҞҖXǤċ́ːҞҖXˆʳƢ˘ҞҖXʦ̺ĴǜҟҖ
ҜҖƗƍǽǌǠŶǠхĳļǠͭ͘ЎǠǳʄXҝҖƗƾǌǠϒǠхX
ҞҖƗƍǽǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭXҟҖĴȉǌǠǠϘ͢͵ѢĳļǠΊ

演   題ңҩǌǠ͘ЎǠ̷ŻƖǠέǲy¡ϽЋȮѷϡƮҕͼҜǁҖķĐ̩Ƀљİ


ŻƖǠέҕ2>>?4@0B8D4;40@=8=6ҖXǠέΰηŮ͏ïýĥ͏ƅŪ¡ŭʼmͤϽu¢
h¡mҕʱˬҘ

ҖXǠ̷ƚǦ͏ï̅ˉ͏ɍȟҕǤ˩Ҙ

}s͘Ўǀͥʇεkq¡ŻƖǠέg
ͼ ҭ ǠȘƷΆy¡͘ЎǠ̷
Аw

ҖXǠέɰǵöЄҀǊhY

ʑđȳͦƥ¥ȷ¡Xüхƹʑ  ǌǠ

Ɨҕi

ǠȘ  ƗҘƭƉ̰  Ҙʨŭƭ̰  Җ¥ǲ

XŻƖǠέǲy¡ϽЋǧɍķĐ̩Ƀљİ¥ʘlwYЅʾXƗƍǽǌǠ

ǌǠѢŶǠΊ͢͵̷ͭơĻ̳Ǚƣĝ

ɠϽ¥Ƌq ҕɠϽ̓Ƒ 

ϰȤКƧΎ˷ϗYŻƖǠέǲy¡ϽЋXѕ̘ҕ

ҖX

Ș

ʧ̞ϰƗο

Җ_ŻƖĨˈϽЋǹȟ`  Ѹ͔

¥̹hY}ΕʼXŻƖĨˈϽЋǹȟ÷ġƮǜȷ̜ˤХX
]ŻƖŭ̹Ʈǜ^
]ķĐȽƘƮǜ^
]ĉɅɕɀƮǜ^ѹҌoXņϗ͢͵ˤХlñς͏łƘmͤϽu¢Y÷ġƮǜ
ȗƻ̜̬ο  Ŗ҂wΕʼXҥŻƖĨˈĺƃΫҧ  XҥŻƖĨˈ̅ˉΫҧ
ˈʹˉΫҧ XҥĉɅɕɀΫҧ

¥

XҥŻƖĨ

ѹǊlY
]ŻƖŭ̹Ʈǜ^Ȯѷy¡ϡƮw

XǠȘX ǌǠǠέ̏ОȟXδˈɊЋXҌ;ǠʿŻƖǠέĥҋmX]ķĐȽƘƮǜ^ 
ǌǠǠέ̏ОȟmX
]ĉɅɕɀƮǜ^δˈɊЋXҌ;ǠʿŻƖǠέĥҋmʨɊǈʊw
ʘlYĘö

X͘Ўǀͥʇεkq¡ŻƖǠέg

¨ªÇëÆ©Æ©¥Ҍ¢¡iǳіʇε¥ɼĬw

ʑw

XTǠ̷mοȌδˈ

hosXUŻƖǠέǲy¡Ì±Æ©

ÕϽЋǈǮwhiXϬ̿͏ïˋе͏ŻƖǠέ¥Ǿїw

hosmίj¢YđȳX

ŦЫo¥ſҥŻƖĨˈĺƃΫҧȮѷϡƮ¥ǊѴ͏Ѕʾy¡sXҌǠȘǠ̷δˈɊЋ
mε¢Δh

ŖʺwXŭʼ͏͘ЎǠʇεg

j¢Y
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ʑh

ˇϭw

hoȼϡmί

ポスター１-５   （９月５日、１７時５０分～）  
  
発表者ң˳ƹΪҜҖXȀ÷ҐϚҜҖXȀҒƍчҜҖXõǖ˲͟ҜҖXŹЏ͚óǜҝҖXўхɅǜҞҖX˥ŜȭǥҝҖX

э̺șϞҝҖXĄċ́ϗҝҖXʯʸõǑҞҖXǤċ́ːҞҖXˆʳƢ˘ҞҖXʦ̺ĴǜҟҖ
ҜҖƗƍǽǌǠŶǠхĳļǠͭ͘ЎǠǳʄXҝҖƗƾǌǠϒǠхX
ҞҖƗƍǽǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭXҟҖĴȉǌǠǠϘ͢͵ѢĳļǠΊ

演   題ңҩǌǠ͘ЎǠ̷ŻƖǠέǲy¡ϽЋȮѷϡƮҕͼҝǁҖęɉ͏ʨηɌљİ


ęɉ͏ʨηɌҕ0AAC<432><?4B4=24ҖX_οȌ͕ɸ͏Û½Æ©ÕΔҋљİoXĔΰηŨ
¥ɟŚ͏϶ĮXФϤy¡łƘĕѩw

έɎ͏̷x¡ʨηuɌϥҕд˨Ҙ

љİɤiïʌɊɌɈǠέюȽƘĢuљİmʘlu¢

Җ`XǲĐ

h¡ҕǶȗҘ

Ҥд

˨Ҙ

ҖYŻƖǠέȮѷίj¢XđƭXüхƹʑ  ǌǠͼ ҭ ǠȘƷΆy¡͘Ў

Ǡ̷

Ɨҕi

ǠȘ  ƗҘƭƉ̰  Ҙʨŭƭ̰  Җ¥ǲАw

Xęɉ͏ʨηɌ

ŻƖǠέǲy¡ϽЋљİ¥ʘlwYЅʾXƗƍǽǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵̷ͭơĻ̳
Ǚƣĝ
д˨ҕ

ɠϽ¥Ƌq ҕɠϽ̓Ƒ 

ҖX

Ș

ʧXѕ̘ҕ

Җ_ŻƖĨϽЋǹȟ`X

Җ_ęɉ͏ʨηɌĔΰФϤǹȟ,4@ ҕĘ÷Ҙ)Җ`Ɔ (>A4=14@6 ̉˨ҕ

_οǴɌɈǹȟʕʰϿ̧ҕĘ÷ҘοǴɌɈǹȟҖ`¥̹h

КƧΎ˷ϗYʰЅʾĴѿɃ K

İʊҕ#40=I)ҖX) ҕ  I ҖXοǴɌɈ ҕ
ɌɈǹȟǀ̜̑¥ 

̜w

Җ



IҖY) οǴ

ʨηɌ¥  ҂ƼwΕʼX
cοǴƼd ғX
cόΥƼd ғX

cŋηƼd ғX
cęɉƼd ғXǠȘјʨɊȋlYʨηɌʨɊȋm¢ǈ
ʊXƋҋŢȽʫѼƿXδˈɊЋX
cęɉƼd_͘ЎǠͼ
ʨɊǊoX
cοǴƼd_͘Ўδw

ͧĝГ̮w

Ƚʫl`ŦƔm  

hnh`ŦƔҌʿŻƖǠέ¥Ѿƭ

ΔҋwŦƔmʨɊǊlYʨηɌ҂ƼśŻƖĨˈϽЋǹȟȷ̜ˤХX
cęɉƼd
cŋηƼdmcοǴƼd

]ķĐȽƘƮǜ^ȷ̜mʨɊҌĹYĘö

Xęɉ͏ʨηɌ

øʰɊŊǠǠ̷Ҍhsmͦƥu¢XǠέʂɿƖʞXǠ̷οТmȷw²áæ¨Ǿʫ
mϢh{¡iX͖ІÀëÂðΓΧИ̐¥˽̹wǊѴ͏ʂɿȼϡɃmίj¢Y




31

ポスター１-６   （９月５日、１７時５０分～）  
  
発表者ңȀ÷ҐϚҜҖXȀҒƍчҜҖXõǖ˲͟ҜҖX˳ƹΪҜҖXŹЏ͚óǜҝҖXўхɅǜҞҖX˥ŜȭǥҝҖX

э̺șϞҝҖXĄċ́ϗҝҖXʯʸõǑҞҖXǤċ́ːҞҖXˆʳƢ˘ҞҖXʦ̺ĴǜҟҖ
ҜҖƗƍǽǌǠŶǠхĳļǠͭ͘ЎǠǳʄXҝҖƗƾǌǠϒǠхX
ҞҖƗƍǽǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭXҟҖĴȉǌǠǠϘ͢͵ѢĳļǠΊ

演   題ң ҩǌǠ͘ЎǠ̷ŻƖǠέǲy¡ϽЋȮѷϡƮҕͼҞǁҖǲĐϏϓʑ͂¾Âªç

љİ


ŻƖǠέXѡ¢ʞјŏkq¡Ǡ̷Ɩǆ¸ÝâË¶ð¼äëжΚȓl

XɊϢïĮ

ĹϨ͖пlǲĐϏϓm̷xyh̫˶g¡YǌǠ̷ǲĐϏϓʑ͂¾ÂªçΈͩ͏ļȢ
љİʘlu¢

k ҕŪϓҘ

ҖXŻƖǠέǲy¡ýϨ͏̳ϩïǚűȮѷmίj

¢Y}sXüхƹʑ  ǌǠͼ ҭ ǠȘƷΆy¡͘ЎǠ̷
ƭƉ̰  Ҙʨŭƭ̰  Җ¥ǲАw

Ɨҕi

XǲĐϏϓʑ͂¾ÂªçŻƖǠέǲy¡ϽЋ

љİ¥ʘlwYЅʾXƗƍǽǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵̷ͭơĻ̳Ǚƣĝ
ҕɠϽ̓Ƒ 

ҖX

Ș

ʧXѕ̘ҕ

ĐϏϓʑ͂¾ÂªçǹȟҕĘ÷Ҙ  Җ`¥̹h
Ɠ¾Âªçȗƻ̜ЫĠw
ĉǗŻd¾Âªç
mͼ ǠȘ

k

ɠϽ¥Ƌq

Җ_ŻƖĨˈϽЋǹȟ`Ūϓҕ
КƧΎ˷ϗYŪϓЅʾҕ

Җ_ǲ

ҖʰЅʾ

XûǠȘcΗƔdcƭуdmcȨŝdcοȌЍ˙dc͖

ʨɊҌoҕ? 

ҖXǠȘјˤХXͼ

ǠȘcΗƔdcƭуd

ʨɊҌlYǲĐϏϓʑ͂¾Âªçśȷ̜ʨɊȋm¢ǈʊX
cΗƔd

XҌʿʇjƔhɡ˷¥Δҋw
w

ǠȘ  ƗҘ

h¡ΰmXcȨŝdX ǌǠ͘ЎǠ¥Ǡs̏О

hhΰҌʿŻƖǠέΔҋmǷhΰmXhz¢kh

X}ihΰ

ʨɊ

ҌĹYŻƖĨˈϽЋǹȟǲĐϏϓʑ͂¾Âªç÷ġƮǜјљİX
cΗƔd¾Âª
ç]ŻƖŭ̹Ʈǜ^
ҕ@  Ҙ? 

ҖXkcȨŝd]ķĐȽƘƮǜ^
ҕ@ 

Ҙ?  Җ

˘͖љљİmX
cΗƔd]ķĐȽƘƮǜ^
ҕ@ҙ  Ҙ?  ҖȧhБ͖љљİm¢
YĘö

XҌʿŻƖǠέΔҋmǲĐϏϓ¾ÂªçȮѷw

¸ÝâË¶ð¼äëɡ˷έȷ

XŻƖĨˈǲy¡ϽЋɍȟ¥ǈǮn¡ƏηɃmίj

¢Y


h¡slXǲĐϏϓʞ
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ポスター１-７   （９月５日、１７時５０分～）  
  
発表者ңȀҒƍчҜҖXõǖ˲͟ҜҖX˳ƹΪҜҖXȀ÷ҐϚҜҖXŹЏ͚óǜҝҖXўхɅǜҞҖX˥ŜȭǥҝҖX

э̺șϞҝҖXĄċ́ϗҝҖXʯʸõǑҞҖXǤċ́ːҞҖXˆʳƢ˘ҞҖXʦ̺ĴǜҟҖ
ҜҖƗƍǽǌǠŶǠхĳļǠͭ͘ЎǠǳʄXҝҖƗƾǌǠϒǠхX
ҞҖƗƍǽǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭXҟҖĴȉǌǠǠϘ͢͵ѢĳļǠΊ

演   題ңҩǌǠ͘ЎǠ̷ŻƖǠέǲy¡ϽЋȮѷϡƮͼҟǁÁð¼áçºÛðÈљİ


Áð¼áçºÛðÈҕĘ÷Ҙ))ҖXǌǠ̷ßëÂç×ç¾љİoҕͫȂҘ

Ҙ

ҖXķĐmýĥ͏Ïåë¾σoºÛðÈ¥ɴƋy¡ĉɅɃmXȻ̳͏ļȢǖȮѷ¥Ɔys
mǁƝu¢

h¡ҕ˅ʰҘ

ҤЏƌҘ

έǲy¡ϽЋÁð¼áçºÛðÈmȷ¢

ҖYđƭXĉɅ͏͖ĉĭǞљİ¥ǀ͓y¡ŻƖǠ
h¡ϽЋљİ¥ʘlwYǲАXüх

ƹʑ  ǌǠͼ ҭ ǠȘƷΆy¡͘ЎǠ̷

Ɨҕi ǠȘ  ƗҘ̽ǜ

ʨŭƭ̰  ҖXƗƍǽǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵̷ͭơĻ̳Ǚƣĝ


ҖX

 Ș

ʧКƧΎ˷ϗYǹȟXѕ̘ҕ

c϶Į͏dcɈǁïнŎ͏dcɈΞïɛǿ͏dºÛðÈ
̷̹ )) ǹȟ`¥̹hY}ΕʼXͼ

ǠȘmͼ

ɠϽ¥Ƌq ҕɠϽ̓Ƒ

Җ_ŻƖĨˈϽЋǹȟ`X

ƮǜɃl¡̦Ƌҕ

ǠȘ

X}icɈΞïɛǿ͏dmʥҌlҕ? 

ƗҘƭƉ̰  Ҙ



÷ġƮǜkh

Җ_ǌǠ
ʨɊҌĹ

ҖY)) ȷ̜ȮѷϡƮX
c϶Į͏dǕ

ɃX ǌǠǠέ̏ОȟδˈɊЋmҌhΰXҌʿŻƖǠέΔҋΰmXcɈǁïнŎ͏dǠ
έ̏Оȟх˽ΔҋmX
cɈΞïɛǿ͏dǕɃmX}ihΰ
ƖĨˈϽЋǹȟљİX)) 
ҕ@  ҭ Ҙ? 
ҙ 

Ҙ? 

÷ġƮǜ]ŻƖŭ̹Ʈǜ^ʨɊ˘͖љљİ

ҖmX
]ĉɅɕɀƮǜ^kh

ʨɊБ͖љљİҕ@ҙ   ҭ

ҖmͤϽu¢YĘö

X)) mҌhΰXĔΰ͖ĉĉū͏љİ

üЄҀϩ˰¥Ʋ¡s¥ĮĹg¡ϽЋw

h¡smͦƥu¢X¾Èè¾Δҋʞ )) ¥

ýĥ͏Ŋɜw

Ҙ? 

ʨɊҌhȷ̜YŻ

hoʂɿьϡɃmͦƥu¢YѼƿ̩КöXǷʊ˾

̽ǜǠ̷ )) Ŋɜǧɍ¥ʘlwXɃȋшɏwŻƖǠέʇεg
ϡɃmίj¢Y




33

ʑ¥ˇϭw

yh
hoȼ

ポスター２-1   （９月６日、１０時４０分～）  
  
発表者ңȴ̆ǜҕʐ͙̓ͷ͘ЎǌǠҖ


演   題ңªëÂì¬ë¼äëïÜÄÓëµ¥Ŝ̹wϗŮͭǠʇεɴˈϱϬ


【背景】  
 ЫȘXĳļŶ̲͊ͫͨǂXÒÇë¾hǧРɹзm˪¢

h¡Y}¢

hXǳіδ҇ɖ˒љXљжЈǠɼĬy¡ǀ̳ͥЇǧР¥yʇεm̿u¢¡
iY
 ǁƝΰXĳļϗŮ¥Ёʘy¡Ј̳Ї×ç¾Öéàð¼äëǧРжљ¥
w

ʘͤͦyʑ˷

_ªëÂì¬ë¼äëïÜÄÓëµ8=B4@D4=B8>=<0??8=6`ҕ0@B7>;><4E"!4B0;

ɜ˷¥ǵŊwXɴˈϱϬ¥ϗYʰǁƝX}мͱkŏǮh



ǁƝy¡Y



【方法】  
 Ҝ ʕʰŗ́u¢

h¡͘ЎΊʇͭʤkљжʤülX
_ϗŮͭǠ`
_ϗŮǈǮ`
_ļȢʇ

ε`_Ɇΰʇε`_×ç¾Öéàð¼äë`_̷˽έɎɰǵ`ϿƎƛ¢¡ʤΆ¥ƉѬwX
}üƊ

ɞ¤¢

h¡ϗŮЈ̳Ї¥ɮhörY

 ҝ }¢ϗŮЈ̳Ї¥XªëÂì¬ë¼äëïÜÄÓëµшΩwXĒŊ˔ŅtXʋ
̳wY
 Ҟ ªëÂì¬ë¼äëïÜÄÓëµ¥̹hǧРćī¥ǁƝy¡ʍ̮ülXʕʰkq¡
ĳļŶ͊ͫͨƧҀōгy¡ЄҀ¥

gl

h¡¥сXЄҀ¥ί˃wY


【結果・考察】  
ĳļŶ͊ͫͨŖэ

gl¤¢¡ϗŮͭǠʇεX̳Їś͔ͭŏǮmˋɖu¢

h¡s

mǊhYªëÂì¬ë¼äëïÜÄÓëµćī¡Ǡέ¥͔ͭȳŹшΩy¡s
͔ŢŹ

glЈ̳Ї¥XĒŊ̲ǂЄҀ¸é½ð̢wƔ¤{

сɦïȾ̹y¡

ʑ˷ǧѪ¥ͦysmn¡iYXÜÄÓëµ¥ǵŊy¡s
ćѸġΩqͤϽǧʒmX


ǮʙY
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Xͭ

XȩϺǠέ

ポスター２-２   （９月６日、１０時４０分～）  
  
発表者ңǌɚ ʉÿҕțȅǌǠǌǠѢŶ˚ϒĳļǠ͢͵ͭ˚ͭŶǠʇεǠЊȠïҏŉȅǌǠŶǠхï
˚Ǡхџǿ͆Ѣ˚ͭΝƔϴ͊хҖ
ǌʻ ˺ĈҕțȅǌǠ͆ѢƌλΝƔϴ͊ͭҖ
ѕЏ ̻ǜҕțȅǌǠǌǠѢŶ˚ϒĳļǠ͢͵ͭ˚ͭŶǠʇεǠЊȠҖ
̺ƌ šǥҕҏŉȅǌǠǌǠѢŶ˚ǠΝƔ͢͵ͭ˚ͭŶǠʇεǧРǠŖэҖ


演   題ң͢Ķ˚ͭŶÖéÔ¬Ä¼äÊæ¿Þ¸ÝâË¶ð¼äë


【背景】  
ЫȘXŶ͊ΰʇεkh

XÖéÔ¬Ä¼äÊæ¿ÞʇεьϡɃmƊ

˲ˮu¢

h¡YŶ͊ǳ

іδÖéÔ¬Ä¼äÊæ¿ÞǦάˌZmǞƷy¡mX)B4@= ¡Xh¤¡ͩˡ
àÇçXξȜηŨXĻ̳͏ï˷Ȳ͏̳ϩX}w
Êæ¿Þǀͥ

¸ÝâË¶ð¼äë¾²çmÖéÔ¬Ä¼ä

h¡YsiÖéÔ¬Ä¼äÊæ¿Þ¥¸ÝâË¶ð¼äëϤ̜l

ЂϩosXÖéÔ¬Ä¼äÊæ¿Þ¸ëÓÆë¼ð¥ίj¡öьϡ¡Y}s͢
Ķ˚ͭŶίj¡ÖéÔ¬Ä¼äÊæ¿Þh

ϩʺ¥ϗhX¸ÝâË¶ð¼äëљжɃ¥

ˇϭwY


【方法】  
Șl

 Ș  ȘјțȅǌǠ͆Ѣ͢Ķ˚ͭŶ  Ɨǲw

XξȜ͢Ķїǘʞ_͢

Ķ˚ͭŶϾhҕɒҖ`¥ϰЦu{XǩϾȤhiȫ͌ϛu{Y}ŏǮh

XÆ²¾È

ÜªËëµ¡ϩʺ¥ϗhXōМÌÄÈêð´Ʋ¥ĨɖwYÆ²¾ÈÜªËëµX!7
2>34@D4@ 1

0¥̹hY


【結果】  
ōМÌÄÈêð´ƲlX

ºÕµçðÖmȷ¢Y}iX¸ÝâË¶ð¼äëmƛ¢

¡µçðÖ¥üȻʍιϩъ¥ϗΕʼX͢Ķ˚ͭŶ͟ЋɡϘƘöƖˌX¸ÝâË¶
ð¼äëηŨƘömȼϡg¡ίjXĴѿљİˋ΄X¸ÝâË¶ð¼äë͖ɜw
ΰqoX¾ÂÄÔƛ¢¡ίj

Ɇ

h¡sm¤lY



【考察】  
͢Ķ˚ͭŶX͢Ķ͔ˍüXÖéÔ¬Ä¼äÊæ¿ÞȼϡѸ͔w
¥gr
Ѹ͔g

hY¸ÝâË¶ð¼äëmXξȜ͢Ķ¥ϗis˚ͭŶ͊¥ǧРw
Xđȳ˚ͭŶȑw

ɖѕȼϡɳj

ΕʼlXÖéÔ¬Ä¼äÊæ¿Þʇε}w
ͦƥ¥ȷ¡smnY


¸ÝâË¶ð¼äë
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hoöȼѺ

h¡sҁ¢g¡ίj¡Ys¢

¸ÝâË¶ð¼äëʇε¥ϗ

hoöьϡ

ポスター２-３   （９月６日、１０時４０分～）  
  
発表者ң̺̒ƇыҜҖXҍˑ˻ǜҜҖXǶʹˑ́ΪҜҖXǊ̺õŸĖҜҖXͫƕ̔ҝҖXȀʰΈñфҜҖ
ҜҖƳͷm¦͢͵ÀëÂðm¦Ćѝïˇϴ͢͵ÀëÂðĳļʆ͢͵хX
ҝҖˀȤĝͧ²áëºð¾²áë


演   題ңÁð¼áçÜð¶Æ©ëµ¥˽̹wm¦ˇϴƋϴųǔИʲ¡ο˴ĥƋϴųǔ
ǧР


【背景】  
m¦ˇϴm¦˝čФ̋ÒÇë¾mg¡љ¤zX¤mƳƋϴ̰˕·ˤ
ĢoXÒÇë¾ðÖå´Æ©¾³áÄÖmǞƷw



h¡YļȢǅз˷Ǧ¢m¦ˇϴć

ˈΰg¡Ȏŵ̾ʳXѡ¢ĆæÁð¾̬οŬŨ¥Κq

h¡mɖʼmѽɝ̫ɍ

g¡Y}sXʰ͢͵XŋƳ͏lΙΚ͏ο˴ĥ;ȳʑʂɿ¥͔͏XƋϴ̰Ƙöʨ
ŭm¦ˇϴƋϴųǔИʲ¥ї͌wXàÇçο˴ĥŭʼˇϵ¥ϗiY


【方法】  
ʰ͢͵ʥǌ̩τXÁð¼áçÜð¶Æ©ëµɜ˷¥m¦ˇϴƋϴ̰ƘöƊ
g¡YXĈ̜͔̩τXƳ˦



Ŋ¢¡̜

¨´À¾ƏηŌϖϙ̷Öå´Æ©¾ϡ

g¡ο˴ĥǧůɩȩΰ¥͢͵̱ΓЪXĆ̯ȷƛ

ǧРƁwο˴ĥʂɿ

ĥŝͤͷ¥͔ɰysg¡Y
ʰ͢͵XTm¦ˇϴƋϴųǔИʲї͌ɼĬXUɖũćī¥Ĩ¡͢͵̱àÇçćˈX
VɖũćīĔчнȞ͙ʟƆïɬǌ¥ϗiY


【結果・考察】  
ȗɖ  Șȟ  чнȞ͙X  Șȟ  чнȞ͙kh
hYΕʼw

æðÔèÄÈƶ͜mn¥Ƌϴųǔ̹

X¦ƹƿƋϴ̰mʊÐðÀëÈlǌnhs£

ĸĘööʗ

wYƋϴ̰ƘöɖƚϡƮˇϭlXИʲºª¿ēˌ¥ǈʣ{z}̹h¡s
X¸ðçïæ¸ðçg¤{

ˇϴҕ̩ѬƯˇϴҖƋq͑¥ŷŖͤĳy¡sXг͟¥Ƌq

Ɗʕ¥yp̼wЪ¡ĥŝ¥Ĩ¡sX
_̞љȻΰ`
mŭʼmȷyhsXñȟг͟ŭʼ
smXƋϴ̰Ƙökh

_љȻΰ`_ɊƲΰ`i

íʧͱȟg¡

ȘјĦȟƋϴȀ¥Ĩ¡

ŭʼ͏g¡smʘlY

 ʰ͢͵ї͌wИʲÜËâ¨ç«¬ÕºªÈöҕ7BB?
Ōїw


h¡Y
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ポスター２-４   （９月６日、１０時４０分～）  
  
発表者ңŪϓ Ϊ̷ҕʷďǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭŶ͊¸ÝâË¶ð¼äëǠҖ


演   題ңĳļŶ͊ЄҀљy¡ÆèÒÉåÜŭʼ͢͵ҭʍ̮èÒâðlίǰҭ


【目的】  
ļȢʇε×ç¾Öéàð¼äëkh
ʁu¢

X̞љȻʬg¡ĐϗŮǈǮ¥ıysѯwumɰ

h¡YsiǲА¨ÖéðÃwi¡×ç¾¸ÝâË¶ð¼äëʑw

ëÂðÆªßëÈʇεm͟¢

h¡YwlwX}ŭʼh

ßëÈʇεŖэ}¢~¢͢͵mϗ¤¢

X

XÜ¾¸ÝǠXëÂðÆª

nXɗmƳkq¡Ͻ͟ȟĢhYʰ͢͵

XĳļŶ͊ͧĝ͏ЄҀљy¡ÆèÒÉåÜŭʼȮѷ¥ˇϭw͢͵¥èÒâðwX×ç
¾¸ÝâË¶ð¼äëʑw

ʨ̹Ƀđȳ͢͵ЄҀ¥ЌЇy¡s¥͔͏y¡Y



【方法】  
ÇðÂØð¾ҕ $"&;CAE8B7C;;B4FBX#" $X&AG2(* ")X&AG2 $%X)>2 $.E8B7C;;
*4FBX&C1#43X-41>5)284=24X8=88Җ¥̹hX
Їʍ¥ǲАw

 Ș  ʧʾЂĕǠϘϼɺЦu¢Ƃώ

ʍ̮ˇΐ¥ǧʒwYˇΐϿX
_ÆèÒÉåÜ`X
_Ŷ͊`X
_ļȢ`X
_ëÂðÆ

ªßëÈʇεXëÂðÆªßëÈïÇâ¶ð¼äë`}χϿwYϺȩwЇʍ¥͢͵
ǲАƳXǲАÉåÜXʑ˷XǲА¡ĳļŶ͊ϗŮ̜lŖ҂wXǧϵ͢͵ǂƔuǲ
АΰXǲАΰʊ¥ЅʾwY


【結果】  
ϺȩЇʍ  ĚgY͢͵ŏǮX¸ëÆëÅɻŒҕŶȑńXƪ̡ϗŮɻŒѾȟҖ
ϤγΰϽЋҕνƬɼĬXñ˧҅XǤŋɃĎ̊ɊɁҖXŶǠʇεИʲw

˽̹

Ǌȁ¤Y


【考察】  
ʕʰ¼ð¿ëˣXŶ͊ÉåÜmҌϤγ̰¥ȷ¡XǊoĐϤγu¢
ʼȮѷh

¦͢͵mu¢

h¡ñʑX}ŭ

hhsmʘlYʕʰkh

Xñς

Ȏ˦љȻȟmĢhÈÓÄ´ƞ̳͟ϩÉåÜȮѷ¥ɷΐy¡Xđȳ˽̹
h


ʣ¡͢͵mʫ¢¡Y
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ポスター２-５   （９月６日、１０時４０分～）  
  
発表者ң˳ƂňĲҜҖXǡǌЧҝҖXĜЗžҜҖXʻĭǜҜҖXǋþ̻҃ҊҜҖX͛ȡȦːҜҖXƘϞƐҜҖX
ϠƺɅҞҖXǉј͐ĖҞҖ
ҜҖªÞ¾ʹˑæÎÒæÆð¼äë͆ѢXҝҖʷďǌǠǌǠѢŶǠΊ͢͵ͭŶǠʇεƳѪ͢

͵ÀëÂðXҞҖʹˑüǏΝƔ͆Ѣ


演   題ңκźüΰÀåÓ¾È¥ǲАw°Ô¬Ƽ×ç¾¸ÝâË¶ð¼äë_ʡw°Ô¬`


【背景】  
ЫȘҘƓƹƿȎ˦ǳіδ¥xj°Ô¬Ƽ¸ÝâË¶ð¼äëmϗ¤¢
˧ǲϹ¥гw

ҘƧҀǲy¡ɈǁĎɽƅŪΰљİɃˋ΄mıзu¢¡Қý͢͵ΰŲů

y¡ƭȸʬ͆˄kh
¥ɲ

Ь

κźüΰҘЯѢw

ɈǁĎɽy¡ǂ¥˪

w°Ô¬`¥

h¡Қ˧ФѰƱ

Ș

l̷˽љy¡øǤ¥ЭҘÀåÓ¾ÈξȜ

hҚs¢ȾjҘ°Ô¬Ƽ×ç¾¸ÝâË¶ð¼äë_ʡ

Ǧʬїŀw

h¡Қʰ͢͵ҘƅŪΰǲw

ªëÂÒâð¥

wК͏Ŗʺ¥ϗhҘs˽Ůŭʼ¥ŖʺwҚ


【方法】  
Ș

ʧїŀw_ʡw°Ô¬`ƅŪΰ  Ɨǲw

Ô®ð°¾µçðÖªëÂÒâð¥ǧʒwҚǳіδ
Ɨȗƻ͇͌ȳΔмʧʊ  îʧgҚєѶ

Ҙїŀ͕ȳŹˋеŴѴɸ˷¡

ƗȗƻΔҋȘʊ  Șg

ҘɆΰ

вϿє¥ĨɖwҘǌЏ )* ˷¥̹h

К

͏Ŗʺ¥ϗҚ

【結果】  
°Ô¬Ƽ×ç¾¸ÝâË¶ð¼äëƅŪ¡Δҋw

Ҙ
c_ѫmh`ªßð½ǈŴd
cƅŪ

ΰљİɃǈŴd
cǊˌɊϢɸϪ¡ϗŮǈǮd
cɈǁƉѬ¡ƧҀϩ˰d
cοūµçð
Öw

ǂd
cêë¸ªëɜФud
ciσhʞјd
c_úјϹ`ȣѕd
c¨ÄÈÙðÞ҅

̨҄d
cƪωȝσud
cæåÄ´¾n¡ǂd
cőm¡ǂd
c̳ϩ¥˪Ƌq˗¡ǂd
cǳі
δw

͗ǰdˊɀmɨŕu¢Қ



【考察】  
_ʡw°Ô¬`ƅŪwɆΰkÀåÓ¾Èkh

Ҙ_ɆΰŶ͊ΰј`љİɃm

ǲ;љİɃ¡sҘɆΰmɧj¡̷˽öƧҀ̜h
yo¡ҘÀåÓ¾Èǳіδw

ɖѕǯùw

̷˽ǲy¡øǤÀåÓ¾ÈξȜǧР¥ɲ
äëʨ̹g¡ίj¢Қ
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Ь¡˒ĝw

ōʨwyo

ҘƧҀϩ˰w

h¡smͦƥu¢ҚɆΰ
°Ô¬Ƽ×ç¾¸ÝâË¶ð¼

ポスター２-６   （９月６日、１０時４０分～）  
  
発表者ң˅̴̺ːҕȂȀǌǠǌǠѢŶ˚ϒǠΝƔ͢͵ͭҖ
œċΪǜҕˀȤĝͧßÇ©ªÉҖ
͞ȅȦǆҕˀȤĝͧßÇ©ªÉҖ


演   題ңm¦Ɇΰ¡˴͊ϰєĦȯͷ

h¡l



【背景】  
ͬ͆˧¡˴͊ϰє¥q¡smg¡ҕϒҘťĨ̹ҘˇʾĹҖYʰ͢͵ҘɆ
ΰ¡˴͊ϰєɊά¥ʘly¡s¥͔ɰwҘКƧΎЅʾ¥ϗY͆˧

ćɈ

m̈́¡ίj¢¡slҘm¦ǲА¥ΖY


【方法】  
˴͊ϰєљy¡ -41 КƧΎЅʾҕ̞ϰƗȤҖ¥ǧʒwYɆΰ¸ÝâËÆ©ºªÈ_"854&0;4BB4`
Ŝ̹ΰ˃ŏ¥а

Ҙ

 Ș f ʧƅŪ¥Ȑʫwm¦ɆΰʰĐ¥ǲАΰwYǲАΰǿɃҘ

˴͊ϰєҘŶ͊ΰ¸ÝâË¶ð¼äëҘɆΰƖǆ¸ÝâË¶ð¼äëҘ}¢ĘǉɈǁ̐
lɈǁƉѬҘƉѬwɈǁ̳ϩȟҘ˴͊ʑѐ˰ǦҘ}¢~¢h

КƧ¥wY



【結果】  
ƭΰ  ƗiҘǕɃm ҘȘĖ  Ė¥Óð´w
ġăm¦mʥǊoҕ ҖҘϴʏu¢

Ėl  ĖŖȏw

hYх

lʬј  ȘĘömʥǊlҕҖY'%" m

¦Ɇΰ¥ǲАwĔ͢͵ƖˌłƘ¥ͦwmҘТĥ̫˶¾¸¨ĢlY˴͊ϰє
Ҙ̲Ʒq

h¡m  ҘмƄq

hm gY˴͊¥ϰєw

h¡ƭΰҘŶ͊

ΰ͖ІѾȟ̏ОȟҘŶ͊ΰlɈǁŷŖɃҘŶ͊ΰlȷɈǁ̳ϩȟ}¢~¢
mҌhłƘgYŶ͊ΰ¸ÝâË¶ð¼äë˴͊ʑѐh

ϹwƔhɊɁ˰Ǧ

̏Оȟ͖љmg¡ñʑҘɆΰƖǆ¸ÝâË¶ð¼äë}¢͖љmϢ¢lY


【考察】  
˴͊ϰєʨ̞Ŷ͊ΰ¸ÝâË¶ð¼äëљİmϢŕu¢ñʑҘɆΰƖǆ¸Ýâ
Ë¶ð¼äëǦю͏љİϢŕu¢lYwο̻ϰЭlҘ˴͊ϰє¥Ϣˤ¡
sҘƖ͆Ɇΰ˴͊ΔмҘ̈́¡˴͊˷¥ƋqɆΰ˴͊Εʼ¥͟¡smn¡Ҙ
КƧѸ͔ɉǦw


hlŭʼmͦƥu¢Y
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ポスター２-７   （９月６日、１０時４０分～）  
  
発表者ң˅̺ϞĒïǺȆʐȗҕљϠѱŨ͆Ѣ æÎÒæÆð¼äëͭҖ


演   題ңƭȸʬæÎÒæ͆˄kq¡Ɉǁ̳°ëÔ§èë¾ƒĝδͲљж


【はじめに】  
ƭȸʬæÎÒæ͆˄лƫöXƓδͲȷ¢Ɉǁ¥ōʨy¡sȼѺg
ëÔ§èë¾ҕĘ÷ң*ҖɈǁōʨ¥y¡öǌŗg¡YɈǁōʨyn

X̩ÃðÞ°
οǢǭʓ

ĒЎŨmɱr¢XɆΰmοǢȸȔy¡ьϡɈǁ¡Y* ƒĝȯXɆΰ͕ɸɸ
y¡˒ĝmǊhimǖwoXɆΰŋТ̫ɍlοǢǭʓĒЎŨ¥ΝƔ͏ɣɾy¡δ
Ͳmƒĝȯ
ΰ¥ɩȩw

лƫy¡imσhYδͲś͆˄ɆΰɩȩʊпhXījŶȑǊoɆ

h¡ǂƔmǊhY}XǭʓĒЎŨɈǁmϰєǛĥ̳u¢

̳ĥŝmʋĿu¢

ɣɾy¡

h¡ȼϡmg¡YđƭXŋƳƭȸʬæÎ͆˄¥ǲАǭʓĒЎŨɈǁō

ʨĥŝ * ƒĝδͲ¥ʘly¡XКƧΎЅʾ¥ǧʒwY


【方法】  
Ș


ʧƭȸʬŻЌĝŪŊw

h¡ʒϱl 

Ѕʾ¥ϗYКƧΎŏǮT̳ĥŝw

h¡lXUњϦ̫˶w

͆Ѣ¥ɨŕwXƓʒϱца¡ΎѴ

ǭʓĒЎŨɈǁmϰєǛĥ̳u¢

ɈǁhњϦn¡lVϴ͊єñŅŴʨ̞XW* ƒĝδͲ¥

КƧΎϱǦwYÇðÂŖʺXΗϬÐÄ¶ð½ )&))ҕ,4@
h

 Җ¥̹hYƓКƧѸ͔

ˤ̰ȋљжɃ¥ˇϭy¡XƓƭŏǮ¥´é¾ѬϬwXL ˇǦ¥ϗY



【結果】  
 ʒϱlЬĴmȷ¢YT̳ĥŝ  ғXUњϦ̫˶  ғʋĿu¢

k

XVϴ

͊єñŅŴͤͷŋĥ ғXW* ƒĝδͲŶȑŦƔ ғgY̳ĥŝŶ
ȑƒĝɩȩ̰¥¡XĥŝmʋĿu¢

h¡ʒϱɩȩ̰  ғҕL  Ҧ

¥ſY


【結論】  
̳ĥŝmŶȑƒĝɩȩ̰љжy¡smʘlY
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ポスター２-８   （９月６日、１０時４０分～）  
	
 

発表者：岡本 左和子（奈良県立医科大学健康政策医学講座）
尾花 尚哉（三菱総合研究所株式会社）
濱田 未来（三菱総合研究所株式会社）
今村 知明（奈良県立医科大学健康政策医学講座）
	
 

演   題：がん患者の治療前後の状況の変容に伴った支援に関する研究	
 
	
 

【背景】  
患者の医療への苦情の多くがコミュニケーションエラーである。本研究ではがん患者を対象に、診断後
の状況の変化に伴って患者が求めている支援を調査し、対話促進の要因を探った。
	
 

【方法】  
ウェブ調査会社によるアンケート調査を実施。がん患者（690 名）とがんや大病の経験がない者（760
名）で、治療に前向きになるために気がかりなこととその対応について比較し、さらに、がん患者には
必要な支援ついて、治療開始前後で比較検討をした。
	
 

【結果】  
がん患者群(572 名：83%)と病気経験なし群(400 名：53%)から回答を得た。男 43%と女 57%で、20－30
歳代は 5%、40 歳代が 12%、50 歳代が 22%、60 歳代以上が 61%であった。診断後、治療のために気が
かりなことを対処するのは、経験なし群が思うより患者群はできていた（p<0.01）。しかし、そのことを
経験なし群が考えるより、実際には患者群は医師に伝えることができていなかった (p<0.01)。患者群の
治療前後の比較では、治療前には家族のこと(18%)と病に対する不安な気持ち(32%)が強いが、治療開始
後にはそれらは有意に減少し、身体的苦痛などに関心を示した(p<0.01)。これらの複雑な辛さを乗り切る
には家族との関係性が治療前後共に大きく影響するが、単純に耐えるだけも 25%以上いた。医師と病院
には、医師と話す時間やその設定への支援を期待しており(21%)、治療開始後(28%)は有意にその期待が
増した(p<0.01)。治療に前向きになるには 68%が 1-2 日必要とし、診断後すぐより治療開始後に医師に
よる丁寧な説明が大切とした(p<0.05)。

【考察】  
病の未経験者が予想するより、実際のがん患者は医師には伝えらない経験をする。治療前、患者は病に
対する不安な気持ちと家族への思いが強くなる。医師と家族との機能的な連携と、患者の状況の変容に
伴った支援ができる院内体制の必要性が示唆され、治療前後ともに医師と十分に話す機会や病院にはそ
の支援を期待している。医師の時間に限界があることを踏まえ、既存の支援体制の見直しが必要と考え
られた。	
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国内発行の医学・歯学・薬学・看護学等の定期刊行物のべ約6,000誌から収集された膨大な医学文
献情報をインターネットで検索できます。検索対象は1977年から最新データまで約1,000万件。
直感的に検索できる検索インターフェースをご用意しています。また、医学用語シソーラスや検索履
歴を使い、より適合性の高い検索結果を得ることができます。
医中誌Webから電子ジャーナルや全文PDF等のフルテキストサービスへのリンク件数は約280万件、うち
約88万件は無料で公開されています（2015年4月現在）。また、図書館システムとのリンクも行えます。
大学・病院・企業・公共図書館などそれぞれの環境に応じたご利用機関ごとのカスタマイズ、「My
医中誌」による個人ごとのカスタマイズが行えます。

1年間の固定料金制 。同時アクセス数1-2で250,000円（ 税抜 ）～

1ヶ月8時間利用で2,000円（ 税抜 ）～
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