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ご挨拶

日頃よりお世話になっております。 ここに家族看護学教室年報の第 12 号が出来上がりました。
ご支援をいただいております健康科学 ・看護学専攻内外の皆さまに心よりお礼申し上げます。

私はちょうど年報の周期に合致して、第1 0 号の2年間には健康総合科学科の教育委員長を務め、
第11 号の2年間には健康科学・ 看護学専攻長を務め、多忙を極めておりました。今回の第12号に
相当する2015年4月から2017年3月の2年間につきましては、 学科や専攻の中での大役にはた
しかに就いていなかったのですが、 大学本部の方で、 学生相談ネットワーク本部企画室長という大
役を仰せつかっており、 結構なエフォー トを使っていました。

この組織は私も着任するまでよく知らなかったのですが、 素晴らしい組織で、 東京大学にこの組
織があることは非常に重要なことであると考えましたので、 この場を借りて紹介させてください。
このネットワーク本部企画室には、 学生相談所（本郷、柏）、精神保健支援室、 コ ミュニケーション ・

サポー トルーム、 なんでも相談コーナー、 ヒ°アサポートルームの5部門が所属し、 本部長（当該期
間は4枯左野重利教授） のもと、 協働して学生の生活や進路、 メンタル面の相談に乗っています。 さ
らに、 キャリアサポート室をはじめとする8 つの連携部門や各部局の支援担当部署などの協力部門
とともに学生相談連絡会議を構成し、 担当理事（同 南風原朝和副学長）のもと、 活発に活動して
いました。特にヒ

°アサポートルームは東京大学憲章で謳われている他者への貢献を第一義とする「市
民的エリート」の育成に貢献すべく2015年度に新設された部門で、2016年度末現在で81名の学
生がヒ°アサポーターとして、 支え合いの活動に参加しています。 ピアサポートルームでは、 ヒ

°アサ
ポーターの養成や継続研修、 フォローをていねいに行い、 学生たちに多くの活動の場所 を提供して
いるため、 ピアサポーターの学生は、 のびのびと活動し、 学内外で講演をしたり、 研究活動にも参
加したりしていました。 ヒ°アサポー トは心の成長を促す相互扶助の活動ということで、 複数の大学
で展開されつつありますが、 東京大学が行うことの意義は大きく、 全国の大学から注目されていま
す。 企画室全体として、 教員と事務方の連携もよく、 支援活動、 研究活動から、 学問体系の構築を
目指す、 まさに学生相談や学生支援のプロフェッショナルな集団でした。 大学全体の学生の心の健
康と成長に関わる貴重な経験をさせていただきました。

教室教員の動きとしては、2016年4月にキタ幸子助教が着任、 同6月末にレイチェル・ マリー・

網谷助教が退任し、 同7月に佐藤伊織助教が講師に昇任するとともに、 副島尭史助教が着任し、 現
在に至っています。

大学の動きと連動して、 学部や専攻、 そして教室にもグローバル化の波が押し寄せています。 学
部生のほとんどは、 学科在籍中に海外研修体験をして視野を広げています。 教室卒論生の田尾洵菜
さんや高石宏和君、 そして大竿浣生の福井千絵さんも、 台北医科大学の研修プログラムに参加しま
した。2016年度より当専攻のサマープログラムも開始しました。 教室には、JenniferDoering先生
(University of Wisconsin-M恥aukeeCollege of Nursing)やDenise M. Saint Amault先生
(University of Michigan School ofNursing)をお迎えし、 学部講義のほか、 教室員の研究指導をし

ていただいたり、今後の共同研究の相談をしたりする機会を得ました。2016年2月には副島尭史助
教が専攻の教授の先生方と共に、 ペンシルベニア大学、 ジョンズ・ ホプキンス大学、 カルフォルニ
ア大学サンフランシスコ校、ナショナル・ インスティチュート・オブ・ ナーシング・ リサーチ(NINR)
を訪問し、 看護研究センターの運営を視察する機会を得て、 この春の東京大学大学浣医学系研究科
附属グローバルナーシング ・ リサーチセンターの開設につながりました。今後は、 リサーチセンタ
ー内のヘルスクオリティ ・ アウトカウリサーチ分野も主宰し、 教室員一同、 ますますグローバルに
活動をしていく予定です。 先生方のご支援ご鞭撻を宜しくお願いいたします。

2017年4月
東京大学大学浣医学系研究科家族看護学分野

教 授 上剖麻圭子
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1. 研究活動

1-1. 学術研究業績

論文（原著論文・総説）

Kamibeppu K, Murayama S, Ozono S, Sakamoto N, Iwai T, Asami K, Maeda N, Inada H, Kakee N, 

Okamura J, Horibe K, Ishida Y. Predictors of posttraumatic stress symptoms among adolescent and 

young adult survivors of childhood cancer importance of monitoring survivors' experiences of 

family functioning. Journal of Family Nursing. 2015; 21(4): 529-550. 

Kamibeppu K, fu也凶，Hoshi Y .  The experience of Japanese adolescents and young adults after 

losing siblings to childhood cancer: three types of narrative. Journal of Pediatric Oncology Nursing. 

2015; 32(3): 165-177. 

Kobayashi K, Yamaguchi E, Hayakawa A, Adachi S, Hara J, Tokimasa S, Ohta H, Hashii Y, Rikiishi 

T, Sawada M, Kuriyama K, Kohdera U, Karnibeppu K, Kawasaki H, Oda M, Hori H. HRQOL of 

Japanese children with acute lymphoblastic leukemia during and after chemotherapy. Pediatrics 

International. 2017; 59(2): 145-153. 

Ikeda M, Hayashi M, Kamibeppu K. The experience of postpartum depression among mothers with 

withdrawn attachment style during pregnancy and the first postnatal month. Journal of Depression. 

2015; 4: 61-68. 

Sugishita K, Karnibeppu K, Matsuo H. The inter relationship of mental state between antepartum 

and postpartum assessed by depression and bonding scales in mothers. Health. 2016; (in press). 

Sato I, Higuchi A, Yanagisawa T, Mukasa A, Ida K, Sawamura Y, Sugiyama K, Saito N, Kumabe T, 

Terasaki M, Nishikawa R, Ishida Y, Kamibeppu K. Parent's perceived provision of information 

regarding diagnosis to children with brain tumors. Open Journal of Nursing. 2015; 5(5): 451-464. 

Kita S, Haruna M, Hikita N, Matsuzaki M, Kamibeppu K. Development of the Japanese version of 

the Woman Abuse Screening Tool-Short. Nursing and Health Sciences. 2017; I 9(1): 35-43. 

函旦ふ Haruna M, Yamaji M, Matsuzaki M, Kamibeppu K. Association of mental and behavioral

problems among children exposed to intimate partner violence and visits with their fathers who 

perpetrated the violence. Open Journal ofNursing. 2017; 7: 361-377. 
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凶戸，Haruna M, Matsuzaki M, Kamibeppu K. Associations between intimate partner violence 

(IPV) during pregnancy, mother-to-infant bonding failure, and postnatal depressive symptoms. 

Archives of Women's Mental Health. 2016; 19(4): 623-634. 

Kageyama M, Solomon P, Kita S, Nagata S, Yokoyama K, Nakamura Y, Kobayashi S, Fujii C. 

Factors related to physical violence experienced by parents of persons with schizophrenia in Japan. 

Psychiatry Research. 2016; 243: 439-445. 

Takehara K, Dagvadorj A, Hikita N, Sumaya N, Ganhuyag S, Bavuusuren B, Ota E, Haruna M, 

Yoshida M, Kita S, Noma H, Mori R. Maternal and child health in Mongolia at 3 years after 

childbirth: a population-based cross-sectional descriptive study. Maternal and Child Health Journal. 

2016; 20(5): 1072-1081. 

Kageyama M, Yokoyama K, Nagata S, Ki旦S., Nakamura Y, Kobayashi S, Solomon P. Rate of family 

violence among patients with schizophrenia in Japan. Asia-Pacific Journal of Public Health. 2015; 

27(6): 652-660. 

Soejima T, Kamibeppu K. Are cancer survivors well-performing workers?: a systematic review. Asia 

Pacific Journal of Clinical Oncology. 2016; 12(4): e383-e397. 

Soejima T ,  Sato I, Takita J, Koh K, Maeda M, Ida K, Kamibeppu K. Support for school reentry and 

relationships among children with cancer, peers, and teachers. Pediatrics International. 2015; 57(6): 

1101-1107. 

Sakka M, Sato I, Ikeda M, Hashizume H, Uemori M, Kamibeppu K. Family-to-work spillover and 

appraisals of caregiving by employed women caring for their elderly parents in Japan. Industrial 

Health. 2016; 54(3): 272-281 

Nishigaki K, Yoneyama A, Ishii M, Kamibeppu K. An investigation of factors related to the use of 

respite care services for children with severe motor and intellectual disabilities (SMID) living at 

home in Japan. Health & Social Care in the Community. 2017; 25(2): 678-689. 

Nishigaki K, Kanamori Y, Ikeda M, Sugiyama M, Minowa H, Kamibeppu K. Changes in mother's 

psychosocial perceptions of technology-dependent children and adolescents at home in Japan: 

acknowledgement of children's autonomy. Asian Nursing Research. 2016; 10(2): 100-105. 
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Komachi M, Kamibeppu K. Posttraumatic stress symptoms in families of cancer patients admitted to 

the intensive care unit: a longitudinal study. Journal of Intensive Care. 2016; 4: 47. 

Komachi M, Kamibeppu K. Acute stress symptoms in families of patients admitted to the intensive 

care unit during the first 24 hours following admission in Japan. Open Journal of Nursing. 2015; 

5(4): 325-335. 

Otsuka-Ono H, 辿叫，Ilceda M, Kamibeppu K. Premenstrual distress among Japanese bjgb school 

students: self-care strategies and associated physical and psychosocial factors. Women & Health. 

2015; 55(8): 859-882. 

Fujioka H, Wakimizu R, Tanaka R, Ohto T, Ieshima A, Yoneyama A, Kamibeppu K. Empirical study 

on the empowerment of families raising children with severe motor and intellectual disabilities in 

Japan: the association with positive feelings towards child rearing. Health. 2015; 7(12): 1725-1740. 

Suetsugu Y、Honjo S, Ikeda M, Kamibeppu K. The Japanese version of the Postpartum Bonding 

Questionnaire: examination of the reliability, validity, and scale structure. Journal of Psychosomatic 

Research. 2015; 79(1): 55-61. 

Kasahara-Kiritani M Ikeda M, Yamamoto-Mitani N, Kamibeppu K. Regaining my new life: 

daily lives of suicide-bereaved individuals. Death Studies. 2017; 23(1): 1-7. 

Kasahara-Kiritani M, Kikuchi R, Ikeda M, Kamibeppu K. Relationships in families after a member's 

death: a Qualitative Metasynthesis. Journal of Loss & Trauma. 2016; (in press). 

Mizukoshi M, Ikeda M, Kamibeppu K. The experiences of husbands of primiparas with depressive 

or anxiety disorders during the perinatal period. Sexual & Reproductive Healthcare. 2016; 8: 42-48. 

Takanashi S, Sakka M, Sato I, Watanabe S, Tanaka S, Ooshio A, Saito N, Kamibeppu K. Factors 

influencing mother-child communication about fathers with neurobehavioural sequelae after brain 

injury. Brain Injury. 2017; 31(3): 312-318. 

Setoyama A, Ikeda M, Kamibeppu K. Objective assessment of sleep status and its correlates among 

hospitalized children with cancer. Pediatrics International. 2016; 58(9): 842-849. 

Kikuchi R, Mizuta K, Urahashi T, Sanada Y, Yamada N, Onuma E, Ono M, Endo M, Sato I, 

Kamibeppu K. Development of the Japanese version of the PedsQLTM Transplant Module. Pediatrics

International. 2017; 59(1): 80-88. 
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Kikuchi R, Ono M, Kinugawa K, Endo M, Mizuta K, Urahashi T, Ihara Y, Yoshida S, Ito S, 

Kamibeppu K. Health-related quality of life in parents of pediatric solid organ transplant recipients 

in Japan. Pediatric Transplantation. 2015; 19(3): 332-341. 

Kikuchi R, Kamibeppu K. Parents'quality of life and family functioning in pediatric organ 

transplantation. Journal of Pediatric Nursing. 2015; 30(3): 463-477. 

上別府圭子，副島尭史． 小児がん患者の復学 一患児が体験するくあいだ＞、 家族が結ぶくあ

いだ＞、 多職種間でつながるくあいだ＞ ー

． 質的心理学フォ ーラム. 2016; 8: 32-38. 

平賀健太郎，野中らいら， 副島尭史， 東樹京子， 佐藤伊織， 武田鉄郎， 上別府圭子． 小児が

ん患児における特別支援教育コ ーディネ ーターの役割意識の構造とその影響要因 ． 育療．

2015; 58: 45-51. 

山本弘江， 西垣佳織，宮崎博子，多屋磐子， 上別府圭子． 看護師等の配置に関する保育所長

のニ ー ズ ー保育所の人的配置としての看護師等の配置 ー

． 小児保健研究. 2016; 75(2): 

236-241.

山本弘江，西垣佳織，宮崎博子，多屋磐子，上別府圭子． 保育所における保育所看護師等の保

健活動に対する自信とその影響要因について小児保健研究2016; 75(1): 63-68. 

大野真実， 上別府圭子． 精神疾患をもつ母親と暮らす子どもへの支援 一 精神科医療機関に

おける専門職者インタビュー からの質的分析 ー

． 家族看護学研究. 2015; 21(1): 2-13. 

菊池良太， 小野稔， 絹川弘一 郎， 遠藤美代子，水田耕一 ，浦橋泰然，井原欣幸，吉田幸世，伊

藤秀一， 上別府圭子． 小児臓器移植患者の保護者の養育負担感の検討． 移植 . 2015; 50(2-3): 

203-210.

江本駿． 希少疾患患者とその家族が抱える問題と患者団体の役割 ー エビデンス構築のため

のナチュラルヒストリ ーと他のステ ー クホルダ ーとの役割 ー

． 質的心理学フォ ーラム．

2016; 8: 71-78. 

論文（依頼原稿など）

上別府圭子，中野英子． 家族療法家への質問． 家族研究・家族療法必読文献を5 本教えて下

さい家族療法研究，2016; 33(2): 124-126. 
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上別府圭子 ． 挙児希望と生まれてくる子どもの福祉 ． 精神医学. 2016; 58(9): 785-796. 

上別府圭子 ． 精神療法を教え伝える ． 精神療法. 2016; 3: 16-21. 

上別府圭子，内田雅代，小原美江，佐藤伊織． 学術交流セミナ ー 「実践報告を投稿して実践

の知をひろめよう！」報告小児がん看護. 2015; 10(1): 50-51. 

上別府圭子 ． 妊娠期からの切れ目ない子育て支援「妊娠期からの産後うつ病重症化予防」

母性衛生2015; 56(2): 248-253. 

佐藤伊織， 上別府圭子 ． 小児がん看護の場における高次脳機能障害をもつ子どもと家族の

理解小児看護2016; 39(13): 1620-1625. 

佐藤伊織小児がん患者と家族の治療中からのQuality of Lifeを高めるケア ． 保健の科学．

2016; 58(1): 51-57. 

竹之内直子，佐藤伊織. SIOP 2014 Meeting参加報告． 小児がん看護. 2015; 10(1): 43-44. 

キタ幸子， 上別府圭子 ． 妊娠・出産をめぐる母親の精神保健と乳幼児期の精神保健． 精神科

治療学. 2016; 31(7): 851-858. 

目麻里子， 上別府圭子 ． 働く女性のメンタルヘルスと家族看護学 ． 産業精神保健. 2015; 

23(特別号）： 128-131. 

江本駿 ． 患者 ・ 家族とのフラットな協働を ． 難病と在宅ケア. 2016; 22(7): 17-20. 

福澤利江子，水越真依，丸山暁子，網谷レイチェル． ノン ・ メディカルな妊娠・出産支援． チ

ャイJレドヘルス. 2015; 18(7): 499-502. 

伊藤美千代 ． 難病のある方の就労支援に利用できる支援機関、 制度、 ツ ール． 労働の科学．

2016; 1: 40-44. 

伊藤美千代 ． 難病患者の就労支援． 地域保健. 2015; 12: 40-47. 

伊藤美千代 ． がん、難治性疾患など継続した医療支援を要す労働者への支援を考える ． 展望．

健康開発. 2015; 20(2): 4-11. 

，

 



学会二次抄録など

Janice M. Bell, 上別府圭子. The exchange of selected abstracts: From the Journal of Family 

Nursing to the Japanese Journal of Research in Family Nursing. 家族看護学会誌2016; 22(1): 60. 

Sato I, Amiya RM, Kamibeppu K. An application of the generalized propensity score to nursing 

research: specific re-analysis "Parent's perceived provision of information regarding diagnosis to 

children with brain tumors". The 35th Academic Conference of Japan Academy of Nursing Science. 

2015; 35 suppl. 234. 

Tanaka S, Sato I, Armstrong TS, Cleeland CS, Mendoza TR, Mukasa A, Narita Y, Kamibeppu K, 

Saito N. Validation study of the Japanese version of M.D. Anderson Symptom Inventory Brain 

Tumor Module. Journal of Clinical Oncology. 2015; 33 suppl. el 7658. 

大園秀一， 石田也寸志，清谷知賀子，岩井艶子，黒田達夫，藤浩，佐藤伊織，前田美穂，細井

創，足立牡ー，真部淳，福澤正洋，水谷修紀，JCCG長期フォロ ーアップ委員会改訂版長期

フォロ ーアップ手帳(Follow Up Diary)の使用感に関する全国調査(A nation-wide survey of

usability assessment for the revised version of the "Long-Term Follow Up Diary") (英語） ． 日本小

児血液． がん学会雑誌，2016; 53(4), 265.

Russell LT. Coleman, キタ幸子（訳） ． 離婚と小児慢性疾患：信頼、 ジェンダー、 第三者ケア

提供者に関するグランデッド・セオリ ー ・ アプロ ー チを用いた研究家族看護学会誌，2016;

22(1): 65. 

副島尭史，佐藤伊織， 上別府圭子． 非就労の成人期小児がん経験者における倦怠感と就労に

対する不安の関連 ． 日本小児血液． がん学会雑誌. 2016; 53(4), e451. 

上別府圭子， 内田雅代，小原美江，佐藤伊織，副島尭史，竹之内直子，奥千秋，戸田光美，副

島賢和 ． 復学支援：実践と研究の対話． 日本小児がん血液· がん学会雑誌，2015; 52(4), 421. 

著書・編著・教科書など

Fulruzawa RK, Kodate N. Chapter 8: Japan. In: Kennedy P, Kodate N (Eds). Maternity Services and 

Policy in an International Context: Risk, Citizenship and Welfare Regimes. Oxon, Routledge, 2015; 

153-178.
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上別府圭子，佐藤伊織，池田真理，瀬戸山有美，松原由季． 保護者アンケ ー トの調査結果か

ら ．

一般社団法人日本保育保健協議会編 ． 保育保健の手引き体調不良児への対応 ． 日本保

育保健協議会，2016; 35- 8. 

上別府圭子，鈴木征吾（著） ．家族支援（療育における家族の存在 ・家族への支援とは ・家

族への支援における課題 ・ 支援のポイント） ．新版自閉スペクトラム症の医療 ・ 療養 ・ 教

育金芳堂，2016;203-218. 

上別府圭子，佐藤伊織， キタ幸子，副島尭史（著） ． 児童虐待を予防するには？ ー 医療と行

政の連携東京大学医学部健康総合科学科編． 社会を変える健康のサイエンス健康総合科

学への21の扉東京大学出版会，2016; 44-47. 

上別府圭子（著） ．幼児と遊び，幼児の発達と遊び，幼児の遊びを支える ． 汐見稔幸監修． 中

学校技術 ・家庭科用文部科学省検定済教科書新技術 ・家庭家庭分野． 教育図書，

2016; 44- 51. 

上別府圭子（著） ． 児童虐待と看護 ． 母性看護学概論母性看護学① ． 医学書院，2016; 301- 307. 

上別府圭子（著） ． リプロダクティブヘルスケア ． 系統看護学講座専門分野II母性看護学

[1]母性看護学概論医学書院，2016;291-299.

上別府圭子（著） ．幼児の発達と遊び， 幼児の遊びを支える． 汐見稔幸監修． 中学校技術 ・

家庭科用文部科学省検定済教科書新技術 ・家庭家庭分野． 教育図書，2015; 44- 51. 

上別府圭子（編集） ． 特集 がん患者や家族の「働くこと」をめぐる課題 ． 保健の科学，杏林

書院，2016; 58(1). 

上別府圭子（編集） ． 特集家族支援 ・家族療法． 保健の科学，杏林書院，2015; 57(6). 432. 

佐藤伊織， 滝智彦， 上別府圭子（著） ． 小児がん臨床研究と子どものインフォ ームド ・ コン

セントとアセント ． 水谷修紀監修 ． 足立壮一， 堀部敬三，福澤正洋，真部淳， 小川千登世，瀧

本哲也，齋藤明子編 ． よくわかる臨床研究～小児がん～ ． 医薬ジャ ー ナル社，2016;290- 303. 

橋本秀樹，渡辺知保，徳永勝士，成瀬昂，佐藤伊織，武村雪絵，松山裕，近藤尚己（編集） ． 社

会を変える健康のサイエンス健康総合科学への21の扉 ． 東京大学出版会，2016.
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佐藤伊織（著）． グリオーマ手術に適切なQOL評価 ． 橋本信夫監修， 三國信啓編． グリオー

マ治療のDecision Making. 文光堂； 2016: 132-134.

副島尭史， 上別府圭子（著） ． ト ータルケア学校 ・ 教育支援 ． 日本小児血液． がん学会編．

小児血液 ・ 腫瘍学 ． 診断と治療社，2015;311-313. 

副島尭史， 大城怜， 上別府圭子（著） ． がん患者や、 きょうだい ・ 家族を対象としたPTG研

究宅香菜子編著PTGの可能性と課題金子書房，2016; 50-62. 

伊藤美千代，佐々木美奈子，須藤ジュン， 吉川悦子，渡井いづみ（著） ． がん就労支援の実際 ．

高橋都，森晃爾，錦戸典子編著 ． 企業のためのがん就労支援マニュアル ． 労働調査会， 2016;

71-134.

研究班会議・報告書など

真田弘美， 山本則子，上別府圭子． はじめに ． 「グロ ーバルナ ー シングリサ ーチセンター設

立に向けての海外視察報告書」 海外看護系大学における研究教育推進に対する先駆的取り

組み ． 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻，2017;1-2. 

真田弘美， 山本則子，上別府圭子 ． 東京大学大学院医学系研究科附属Global Nursing Research 

Center構想「グロ ーバルナー シングリサ ーチセンター設立に向けての海外視察報告書」海

外看護系大学における研究教育推進に対する先駆的取り組み ． 東京大学大学院医学系研究

科健康科学 ・ 看護学専攻，2017;3-7.

真田弘美，上別府圭子， 山本則子． 国立大学改革の一環でのグロ ーバル化に向けての学部教

育改革について「グロ ーバルナー シングリサ ー チセンター設立に向けての海外視察報告書」

海外看護系大学における研究教育推進に対する先駆的取り組み ． 東京大学大学院医学系研

究科健康科学 ・ 看護学専攻，2017;8-10.

真田弘美， 山本則子，上別府圭子 ． おわりに． 「グロ ーバルナー シングリサ ー チセンター設

立に向けての海外視察報告書」 海外看護系大学における研究教育推進に対する先駆的取り

組み ． 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻，2017;87. 

上別府圭子，佐藤伊織 ，副島尭史，中嶋祥平，小林明日香，村田翔.QOL研究センター からの

報告日本小児がん研究グル ープ第4回長期フォロ ーアップ委員会，2017年1月21日，東

京都新宿区
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上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史， 大城怜，中嶋祥平 ． 本邦の造血幹細胞移植後長期生存患

者における Quality of Life (QOL) に関する調査研究 ―QOL データの紹介 ． 平成 28 年度熱田

班「造血細胞移植一元化登録研究システムのデー タを活用した移植成績の向上に資する臨

床研究」，2017 年 1 月 7 日，東京都中央区．

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史，中嶋祥平. QOL 研究について ． 平成 28 年度第 2 回 JCCG

血液腫瘍分科会 (JPLSG) 全体会議・合同班会議，2016 年 11 月 18-20 日，愛知県名古屋市．

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史，中嶋祥平，小林明日香，村田翔.QOL 研究センター からの

報告平成 28 年度第 2 回 JCCG 血液腫瘍分科会 (JPLSG) 全体会議・合同班会議，2016 年 11

月 18-20 日，愛知県名古屋市．

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史，中嶋祥平，小林明日香，且旦且l, QOL 研究センター からの

報告日本小児がん研究グループ 第 3 回長期フォロ ー アップ委員会，2016 年 10 月 1 日，東

京都文京区

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史.QOL 研究センター からの報告 ．日本小児がん研究グループ

第 2 回長期フォロ ー アップ委員会，2016 年 6 月 26 日，愛知県名古屋市．

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史. QOL 研究センター からの報告 ． 平成 28 年度第 1 回 JCCG

血液腫瘍分科会 (JPLSG) 全体会議· 合同班会議，2016 年 6 月 24-26 日，愛知県名古屋市．

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史.QOL 研究センター からの報告 ．日本小児がん研究グループ

第 1 回長期フォロ ー アップ委員会，2016 年 1 月 23 日，東京都新宿区

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史. QOL 研究センター からの報告 ． 平成 27 年度第 2 回 JCCG

血液腫瘍分科会 (JPLSG) 全体会議・合同班会議，2015 年 11 月 13-15 日，愛知県名古屋市．

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史. QOL 研究センター からの報告 ． 平成 27 年度第 1 回 JCCG

血液腫瘍分科会 (JPLSG) 全体会議· 合同班会議，2015 年 6 月 19-21 日，愛知県名古屋市．

上別府圭子，佐藤伊織，副島尭史.QOL 研究センター からの報告 ．日本小児白血病リンパ腫研

究グループ 第 44 回長期フォロ ー アップ委員会，2015 年 4 月 26 日，東京都文京区．
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上別府圭子，遠藤郁夫， 宮崎博子，藤城富美子，並木由美江． 看護職配置保育所における体

調不良児の保育の実態調査，保育保健調査結果の報告． 厚生労働科学研究費補助金成育疾

患克服等次世代育成基盤研究事業 （健やか次世代育成総合研究事業）平成26 年度総括 ・

分担研究報告書「病児・病後児保育の実態把握と質向上に関する研究」.2015. 33-39 (研究

代表者三沢あき子） ．

上別府圭子，佐藤伊織，池田真理，瀬戸山有美，松原由季．利用者の病児・病後児保育の登

録•利用状況及びその要因に関する調査，保育保健調査結果の報告． 厚生労働科学研究費補

助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）平成26

年度総括・分担研究報告書「病児・病後児保育の実態把握と質向上に関する研究」. 2015. 

40-47 (研究代表者三沢あき子） ．

上別府圭子，藤城富美子，並木由美江，佐藤伊織，瀬戸山有美，松原由季． 看護職配置保育

所における慢性疾患患児への対応，保育保健調査結果の報告． 厚生労働科学研究費補助金

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）平成26年度総

括 ・ 分担研究報告書「病児 ・ 病後児保育の実態把握と質向上に関する研究」.2015. 48-55 (研

究代表者三沢あき子） ．

仲上豪二朗，真田弘美，山本則子，野口麻衣子，副島尭史． 視察報告若手研究者の育成ペ

ンシルベニア大学「グロ ーバルナー シングリサーチセンタ ー設立に向けての海外視察報告

書」 海外看護系大学における研究教育推進に対する先駆的取り組み． 東京大学大学院医学

系研究科健康科学・看護学専攻，2017;27-30. 

副島尭史，山本則子，真田弘美，仲上豪二朗，野口麻衣子． 視察報告若手研究者の育成ジ

ョンズ ・ ホプキンス大学． 「グロ ーバルナー シングリサーチセンタ ー設立に向けての海外視

察報告書」 海外看護系大学における研究教育推進に対する先駆的取り組み． 東京大学大学

院医学系研究科健康科学 ・ 看護学専攻，2017; 31-34.

野口麻衣子，山本則子，真田弘美，仲上豪二朗，副島尭史． 視察報告若手研究者の育成 カ

リフォルニア大学サンフランシスコ校 ． 「グロ ーバルナー シングリサーチセンタ ー設立に向

けての海外視察報告書」 海外看護系大学における研究教育推進に対する先駆的取り組み．

東京大学大学院医学系研究科健康科学 ・ 看護学専攻，2017; 35-38. 

仲上豪二朗，真田弘美，山本則子，野口麻衣子，副島尭史． 視察報告アメリカ国立衛生研究

所の取り組みナショナル ・ インスティチュ ー ト・オブ ・ ナー シング ・ リサーチ ． 「グロ ー

バルナー シングリサーチセンタ ー設立に向けての海外視察報告書」 海外看護系大学におけ

る研究教育推進に対する先駆的取り組み． 東京大学大学院医学系研究科健康科学 ・ 看護学専

攻，2017; 83-86. 
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鈴木征吾，江本駿． 医療的ケアを要する在宅重症児のケアの調整と家族介護者の介護負担感

および養育負担感との関連についての研究 ． 公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団

2015年度在宅医療助成（前期） 一般公募完了報告書，2016. (研究代表者 鈴木征吾）

中村真由美 ． 先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的

研究 ～恋愛・結婚・妊娠 ・ 出産について抱く思い～． 公益財団法人循環器病研究振興財団

2015 (平成27)年度 循環器疾患看護研究助成研究業績報告集，2016; 1-10. (研究代表者中

村真由美）

中村真由美 ． 先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的

研究 ～恋愛 ・ 結婚 ・ 妊娠・出産について抱く思い～
． 公益財団法人循環器病研究振興財団

助成事業研究発表会，2016年12月7日，大阪府吹田市 ． （研究代表者中村真由美）

福井千絵， 目麻里子，佐藤伊織， 上別府圭子． 長期介護施設に入居している認知症をもつ人

の家族介護者における「介護に関する家族内の意見の相違」尺度の日本語版の開発． 公益財

団法人三井住友海上福祉財団2015 年度研究助成研究結果報告書集 ー 交通安全等 ・ 高齢者

福祉ー，2016; 45-48. (研究代表者福井千絵）

小石澤素子， 上別府圭子， キタ幸子，栗原佳代子，牛島定信． 摂食障害患者の母親が抱く希

望とヒ
°

アサポートとの関連 ． 公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団2015年 度 研 究 助

成報 告書，2016. (研究代表者小石澤素子）

学会・研究発表

Ikeda M, Tamai N, Kanai H, Ohata M, Kondo K, Yamazaki T, Sanada H, Kamibeppu K. The effect 

of the Social Beauty Care Program designed for breast cancer patients receiving chemotherapy: 

well-being report from patient and their fa血ly. 12th International Family Nursing Conference, 

18-21 Aug 2015, Odense, Derunark.

Ikeda M, Tamai N, Kanai H, Ohata M, Kondo K, Yamazaki T, Kitano A, Yamauchi H, Kamibeppu K, 

Sanada H. The effect of the aesthetic care program for breast cancer patients receiving 

chemotherapy: QOL report. International Conference on Cancer Nursing, 8-11 Jul 2015, Vancouver, 

Canada. 

Tanaka S, 泣叫， Takahashi M, Armstrong TS, Cleeland CS, Mendoza TR, Mukasa A, Narita Y, 

Kamibeppu K, Saito N. Validation study of the Japanese version of M.D. Anderson Symptom 

Inventory Brain Tumor Module (MDASI-BT). 20th Annual Scientific Meeting and Education Day of 

the Society for Neuro-Oncology, 19-22 Nov 2015, Texas, USA. 
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Sakka M. The difference of demographic and psychological characteristics between working and 

non-working caregiver for an elderly person with dementia. The 3rd IARU Aging, Longevity and 

Health Graduate Student Conference, 3-5 Nov 2016, Bunkyo-ku, Tokyo. 

Baba A, Fujita A, Ando E, Sakka M, Haseda M, Hwang E, Mugiyama R, Tiantian W, Yoshino T, 

Yamaguchi G, Kyuwon K, Ishimaru M, Fukui Y, Kimata M, Sugawara I. Appropriate allocation of 

Long Term Care Insurance (LTCI) Services for home care-Inquiries about the combination of 

services and related factors-. The 3rd IARU Aging, Longevity and Health Graduate Student 

Conference, 3-5 Nov 2016, Bunkyo-ku, Tokyo. 

Nakamura M, Kita S, Kikuchi R, Hirata Y, Shindo T, Shimizu N, Inuzuka R, Kamibeppu K. 

Qualitative assessment of love, marriage, pregnancy and childbirth perceptions among adolescent 

girls with congenital heart disease. 12th Asian Society for Pediatric Research, 10-11 Nov 2016, 

Bangkok, Thailand. 

Fukui C, Sakka M, Sato I, Kamibeppu K. Factors associated to family conflict for family caregivers 

of people with dementia in long-term care facilities. The 3rd IARU Aging, Longevity and Health 

Graduate Student Conference, 3-5 Nov 2016, Bunkyo-ku, Tokyo. 

Yokouchi N, Horinuki F, Okada H, Sumikawa Y, Suto M, Fukui C, Ogino R, Hyosook P, Fujisaki M, 

Nagata S, Higuchi N, Goto J. Practice for supporting the decision-making of the persons with 

dementia: a field study of "Dementia cafe". The 3rd IARU Aging, Longevity and Health Graduate 

Student Cnference, 3-5 Nov 2016, Bunkyo-ku, Tokyo. 

Komachi M, Kamibeppu K. Personal resilience and acute stress symptoms in families of patients 

admitted to the Intensive Care Unit. 12th Nursing and Healthcare Congress, 3-5 Oct 2016, 

Vancouver, Canada. 

Ishibashi A, Kamibeppu K, Hyakuna N, Migita M, Kinjyou H. A portfolio of psychosocial 

interventions for adolescents and young adults with cancer. The International Society of Paediatric 

Oncology (SIOP) 48th Annual Conference, 19-22 Oct 2016, Dublin, Ireland. 

Kawahara M, Koike K, Kawahara T, Kamibeppu K. Relationship between satisfaction with care and 

Quality of Life in family caregivers of terminal cancer patients in general wards. International 

Society for Quality of Life Research (ISOQOL) 23th Annual Conference, 19-22 Oct 2016, 

Copenhagen, Denmark. 
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Takanashi S, Sakka M, Sato I, Watanabe S, Tanaka S, Ooshio A, Saito N, Kamibeppu K. Factors 

related to openness of mother-child communication about a father suffering from neurobehavioural 

sequelae after stroke or traumatic brain injury. 12th International Family Nursing Conference, 18-21 

Aug 2015, Odense, Denmark. 

上別府圭子（助言者），渡邊慶一 郎，道上恵美子，安藤俊太郎 ． シンポジウム「学校は何を

すべきか、 専門家・地域・保護者は何をすべきか」．第8回日本不安症学会学術集会， 2016

年2月6-7日，千葉県千葉市．

山本則子，池田真理，嵩井ゆかり，村山陵子，辻村真由子，山花令子，齋藤凡，野口麻衣子，

上別府圭子 ． 『日本の現場発看護』の構築を目指した事例研究方法の開発．第35回日本看護

科学学会学術集会，2015年12月5-6日，広島県広島市．

上別府圭子，内田雅代，小原美江，佐藤伊織 勺 副島尭史，竹之内直子，奥千秋，戸田光美，副

島賢和看護学術交流セミナー 「復学支援：実践と研究の対話」．第 13 回日本小児がん看

護学会学術集会，2015年11月29日，山梨県甲府市．

大園秀 一， 石田也寸志，清谷知賀子，岩井艶子， 黒田達夫，藤浩，佐藤伊織，前田美穂，細井

創， 足立壮ー，真部淳，福澤正洋， 水谷修紀改訂版長期フォロ ー アップ手帳(Follow Up 

Diary)の使用感に関する全国調査 ．第58回日本小児血液．がん学会学術集会，2016年12月

15-17日，東京都品川区

泣叫，Amiya RM, Kamibeppu K. An application of the generalized propensity score to nursing 

research: specific re-analysis of "Parent's perceived Provision of Information Regarding Diagnosis 

to Children With Brain Tumors". 第35回日本看護科学学会学術集会，2015年12月5-6日，広

島県広島市

佐藤伊織，村山志保，上別府圭子 ． 小児脳腫瘍経験者にとっての家族機能： Family APGARの

配置不変と測定不変 ．第23回日本家族看護学会学術集会，2016年8月27-28日，山形県山形

市．

副島尭史，佐藤伊織，上別府圭子． 非就労の成人期小児がん経験者における倦怠感と就労に

対する不安の関連第14回日本小児がん看護学会学術集会， 2016年12月16-17日，東京都

品川区

副島尭史，佐藤伊織，上別府圭子． 非就労の成人期小児がん経験者における晩期合併症・家

族機能が就労への不安に与える影響．第23回日本家族看護学会学術集会，2016年8月27-28

日，山形県山形市 ．
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麦山亮太， 目麻里子，木全真理，福井康貴． 要介護高齢者の施設入所選択にはたらく世帯構

成と経済状況の影響に関する計量分析． 第74回日本公衆衛生学会総会，2015年11月4-6日，

長崎県長崎市．

黄銀智， 目麻里子，長谷田真帆，松本博成，安藤絵美子，麦山亮太，木全真理，福井康貴． 経

過的視点からみる要介護者の在宅療養継続要因の可視化の提案． 第74 回日本公衆衛生学会

総会，2015年11月4-6日，長崎県長崎市．

中嶋祥平，大城怜，岩崎美和，佐竹和代，佐藤伊織，樋渡光輝，滝田順子，上別府圭子． 小児

造血幹細胞移植を受けた外来フォロー アップ中の患者のQuality of Lifeと慢性GVHD. 第39

回日本造血細胞移植学会総会，2017年 3月2-4日，島根県松江市．

岩崎美和，佐竹和代，中嶋祥平，去撼控．，佐藤伊織，樋渡光輝，滝田順子， 上別府圭子． 臨床

ー大学との協働による小児造血幹細胞移植後フォロー アップ外来の運営プロセス ． 第 39 回

日本造血細胞移植学会総会，2017年 3月2-4日，島根県松江市．

鈴木征吾，中村真由美，菊池良太， キタ幸子，佐藤伊織，岩崎美和，大友英子，関口ひろみ，

平田陽一 郎， 上別府圭子． 小児慢性疾患患者の成人移行期支援に関する全看護師を対象と

した意識調査 一 院内協働支援体制の構築に向けた研究 ー

． 第20 回日本看護管理学会学術集

会，2016年8月19-20日，神奈川県横浜市．

関口ひろみ，岩崎美和，大友英子，平田陽一郎，鈴木征吾，中村真由美，菊池良太， キタ幸子，

佐藤伊織， 上別府圭子． 小児慢性疾患患者の成人移行期支援に関する小児系医師と看護師

を対象とした意識調査 一 院内協働支援体制の構築に向けた研究 ー

． 第20 回日本看護管理学

会学術集会，2016年8月19-20日，神奈川県横浜市．

鈴木征吾，佐藤伊織，上別府圭子． 医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と親の介護負

担感との関連． 第26回日本小児看護学会学術集会，2016年7月2 3-24日，大分県別府市．

中村真由美，鈴木征吾，菊池良太， キタ幸子，佐藤伊織，岩崎美和，大友英子，関口ひろみ，

平田陽一郎，上別府圭子． 小児慢性疾患患者の成人移行期における親子関係 ～小児看護経

験者から見た課題と医療者による支援の必要性～． 第 2 3 回日本家族看護学会学術集会，

2016年8月27-28日，山形県山形市．

中村真由美， キタ幸子， 菊池良太， 平田陽一郎， 進藤考洋， 清水信隆， 犬塚亮， 上別府圭

土． 先天性心疾患を有する思春期女性の妊娠・出産についての意識に関する質的研究． 第52

回日本小児循環器学会・学術集会，2016年7月6-8日，東京都文京区．
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福井千絵， 目麻里子，近藤和子，上別府圭子 ． 看取りに焦点を当てた在宅医療の勉強会にお

ける一般市民および医療・福祉関係者への影響． 第 24 回日本ホスヒ゜ス ・ 在宅ケア研究会全

国大会，2017年2月 4-5日，福岡県久留米市．

福井千絵， 目麻里子，佐藤伊織，上別府圭子 ． 介護施設に入居して いる認知症をもつ人の家

族介護者が認識する家族内の意見の相違に 影響する要因：質的研究 ． 第 23回日本家族看護

学会学術集会，2016年8月27-28日，山形県山形市．

大城怜，上別府圭子 ． 成人がん患者の親への支援 ー 終末期成人がん患者とその母親の事例

から 一

． 第23回日本家族看護学会学術集会，2016年8月 27-28日，山形県山形市．

吉備智史，池田真理，上別府圭子 ． 子どもへのいのちの教育の現状と今後の展望 ー エキスパ
ー トインタビュー からの示唆 ー

． 第23回日本家族看護学会学術集会， 2016年8月27-28日，

山形県山形市．

川原美紀，小池和彦，川原拓也，上別府圭子 ．

一般病棟に入院中の終末期がん患者の家族介

護者における、ケアの満足度とQualityof Lifeの関連． 第29回日本サイコオンコロジ一学会

総会，2016年9月 23-24日，北海道札幌市．

川原美紀，上別府圭子 ． 「終末期がん患者の家族介護者を対象とした調査デー タにおける欠

測の検討」 ． 第36回日本看護科学学会学術集会，2016年12月 10-11日，東京都千代 田区．

藤田彩子，小山美紀，川原美紀，池田和子，大金美和，上別府圭子 ． 中年期以降のHIV陽性

ゲイ・ バイセクシュアル 男性のFamily APGAR得点第 23 回日本家族看護学会学術集会，

2016年8月 27-28日，山形県山形市．

藤田彩子，小山美紀，森下美紀，網谷レイチェル，池田和子，大金美和，上別府圭子． 中年期

以降の男性 HIV 陽性者における介護 場所についての意向 ー 3つの要介護状態の場面を想定

して 一

． 第29回日本エイズ学会学術集会・総会， 2015年11月29日—12月1日，東京都文京

区 ．

藤田彩子，小山美紀，森下美紀，網谷レイチェル，池田和子，大金美和，上別府圭子 ． 中年期

以降の男性HIV陽性者における介護者についての移行とその関連要因第22回日本家族看

護学会学術集会，2015年9月 5-6日，神奈川県小田原市．

菊池良太水田耕一，浦橋泰然，井原欣幸，尾沼恵梨香，小野稔，遠藤美代子，佐藤伊織，上

別府圭子 ． 日本語版Pediatric Quality of Life Inventory移植モジュールの開発と信頼性・妥当

性の検討第51回日本移植学会総会，2016年10月 1-3日，熊本県熊本市．
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菊池良太， 平田陽一郎， 佐藤敦志， 杉山正彦， 岡明， 上別府圭子 ． 小児系医師を対象とした

移行期医療に関する意識調査． 第119回日本小児科学会学術集会， 2016年5月13-15日， 北

海道札幌市．

菊池良太， 水田耕一，浦橋泰然，惧田幸弘， 山田直也，尾沼恵梨香，佐藤伊織， 上別府圭子 ．

肝臓移植後の小児胆道閉鎖症患者のHealth-RelatedQuality of Life. 第42回日本胆道閉鎖症研

究会，2015年11月7日，東京都文京区．

丸山暁子，本田京子， 上別府圭子． 出生前に先天性心疾患の診断を受けた子どもに関する母

親の思いー 「普通」という意味の経時的な変容と契機 一

． 第 22 回日本家族看護学会学術集

会，2015年9月5-6日，神奈川県小田原市．

講演・ シンポジウムなど

Sato I. Application of generalized propensity score to nursing research. Reception for researchers 

from the University ofRespati Indonesia. 26 May 2015, Bunkyo- ku, Tokyo, Japan. 

Kita S (Chair). Women's health and midwifery management. The ICM Asia Pacific Regional 

Conference 2015, 22 Jul 2015, Yokohama, Kanagawa, Japan. 

上別府圭子 （座長） ． 基調講演「ナラテイヴ ・ メディスン一患者と家族とともにつむぐ医療
ー」 ． 第1回家族看護学研究セミナー. 2017年3月18日，東京都文京区

上別府圭子（座長） ． 基調講演「日本における QOL研究の展開とこれから ー がん研究を中

心として 一 」． 第2回QOL研究セミナー . 2017年3月18日， 東京都文京区

上別府圭子， キタ幸子（座長） ． シンポジウム「家族看護学のエビデンス構築と研究 ・ 実践 ・

政策の輪」 ． 第1回家族看護学研究セミナー . 2017年3月18日，東京都文京区．

上別府圭子． 産後の母親のメンタルヘルスケア"-'EPDSの活用～． 平成28年度新生児 ・ 妊産

婦訪問指導従事者研修会，2017年3月1日， 千葉県市原市．

上別府圭子． 妊娠期・出産後の母親と家族のメンタルヘルス支援． あいち小児保健医療総合

センター研修会，2017年2月20日，愛知県大府市．
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上別府圭子 ． 小児がん治療中・治療後のQOL研究 ． 第58回日本小児血液．がん学会学術集

会，教育セッション，2016年12月15-17日，東京都品川区

上別府圭子， 内田雅代，小原美江，佐藤伊織 ． 看護学術交流セミナ ー 「看護研究すき？きら

い？ ー あなたの声を聞かせてください 一 」． 第 14 回日本小児がん看護学会学術集会， 2016

年12月16-17日，東京都品川区 ．

上別府圭子，中嶋祥平，瀬戸山有美，佐藤伊織，滝田順子 ． 小児造血幹細胞移植の急性期に

おける父親と母親の心理的問題を予防するための前向き縦断的研究 ． 第 21 回公益財団法人

がんの子どもを守る会公開シンポジウム，2016年12月15-17日，東京都品川区

上別府圭子 ． バイオサイコソ ーシャルモデル． 日本家族研究・家族療法学会 家族療法基礎

講座，2016年12月11日，東京都千代田区 ．

上別府圭子 ． （教育講演）創傷ケアを行う看護師が知っておくべきレジリエンスの概念 一臨

床心理の観点から 一

． 第46回日本創傷治癒学会，2016年12月9-10日，東京都文京区 ．

上別府圭子，糸井岳史． （座長）臨床に活かすウェクスラ ー式知能検査 一成人の発達障害を

中心に一

． 第57回日本児童青年精神医学会，2016年10月27-29日，岡山県倉敷市．

上別府圭子，山田佐登留，小越真 一朗，佐宮初美，高野明，飯島さなえ ． （企画 ・ 座長）今の

子どもの育ちと支援 ～大学生の発達障がい支援をめぐって～
． 教育に関する委員会セミナ

-. 第57回日本児童青年精神医学会，2016年10月27-29日，岡山県倉敷市．

上別府圭子 ． （教育講演） AYA 世代の小児がんサバイバーの発達課題と成長． 第29回日本サ

イコオンコロジ 一学会総会，2016年9月23-24日，北海道札幌市．

泊祐子，伊藤隆子， 上野里絵， 上別府圭子，河原宣子，中山美由紀，奈良間美保，真継和子，

野島敬祐，深堀浩樹，山口桂子，荒木暁子，山崎あけみ，池田真理，小林京子， キタ幸子，藤

原真弓 「事例研究のすすめ ～家族看護実践を蓄積するために～ 」 ． 編集委員会・研究促進

委員会共催セミナ ー

． 第23回日本家族看護学会学術集会，2016年8月27-28日，山形県山形

市．

山本則子，池田真理，野口麻衣子，岩戸さゆき，辻村真由子，吉岡大晶，柄澤清美，吉田滋子，

上別府圭子 ． 家族看護実践の事例研究を考える：「日本の現場発看護学」の開発を目指す実

践者と研究者の協働モデル． 第23回日本家族看護学会学術集会，2016年8月27-28日，山形

県山形市．
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上別府圭子（教育講演）研究を通じた大学と実践の協働から医療システムを作る第20回

日本看護管理学会学術集会，2016年8月19-20日，神奈川県横浜市 ．

上別府圭子 ． 看取ったあとの家族や支援職に遺されるもの ー レジリエンスとは？ ー

． 在宅

医療勉強会，2016年7月16日，東京都文京区 ．

上別府圭子． 子ども虐待予防に向けた医療機関の取り組み． 昭和大学学士会後援セミナ ー，

2016年7月5日，東京都品川区

上別府圭子．“院内学級”で出会う子どもたち ー長期入院中の子どもと家族の心理 一

． 病弱教

育担当教員対象授業力向上研修，2016年6月14日，東京都文京区．

上別府圭子 ． 子ども虐待予防に向けたシステム作りと妊娠期からの対策の可能性 ． 東京大

学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センタ ー (Cedep) ,2016年2月17日，東京

都文京区

上別府圭子 ． 子ども虐待予防に向けた周産期からの取り組み． 昭和大学学士会保健医療学

部会講演会，2016年2月17日，神奈川県横浜市 ．

上別府圭子（座長） ． 「子どもの病気と家族（思春期・自立）」 ．第26回日本小児看護学会

学術集会，2016年7月23-24日，大分県別府市 ．

上別府圭子（座長）． 「終末期ケアと家族」 ．第23回日本家族看護学会学術集会，2016年8

月27日—28日，山形県山形市 ．

上別府圭子（企画・ 司会）• 21世紀の死生観とメンタルヘルス． メンタルヘルス関連三学会

合同大会，2016年12月9-11日，東京都千代田区．

上別府圭子（副会長） • 21世紀のリアル—メンタルヘルスの目指すもの—． メンタルヘルス関

連三学会合同大会，2016年12月9-11日，東京都千代田区．

上別府圭子． シンポジウム「学校は何をすべきか、 専門家・地域 ・ 保護者は何をすべきか」．

第8回日本不安症学会学術集会，2016年2月7日，千葉県千葉市．

上別府圭子 ． 妊娠期からの母子の愛着形成への支援． 多摩市健康福祉部健康推進課母子保

健研修会，2015年12月14日，東京都多摩市 ．
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上別府圭子 ． 「バイオサイコソ ー シャルモデル」 ． 日本家族研究 ・ 家族療法学会 家族療法基

礎講座（ワ ークショップ），2015 年 12 月 13 日，東京都新宿区 ．

山本則子，池田真理，高井ゆかり，村山陵子，辻村真由子，山花令子，斎藤凡，野口麻衣子，

上別府圭子 ． 「日本の現場発看護学」の構築を目指した事例研究方法の開発 ． 第 35 回日本

看護科学学会学術集会交 流集 会 ，2015 年 12 月 5-6 日，広島県広島市．

上別府圭子，内田雅代，小原美江，佐藤伊織 ． 看護学術 交流セミナー 「復学支援：実践と研

究の対話」 ． 第 13 回日本小児がん看護学会学術集会，2015 年 11 月 28-29 日，山梨県甲府市．

上別府圭子，池田真理，山本則子，森本陽子，安塚則子，泊裕子 ． 研究促進委員会・編集委員

会共催セミナー 「続 事例研究を投稿しよう 一 査読に対応して、 投稿に至るまで一 」 ． 日本

家族看護学会第 22 回学術集会，2015 年 9 月 5-6 日，神奈川県小田原市 ．

上別府圭子（座長） ． 一般演題「子どもと家族」 ． 第 22 回日本家族看護学会学術集会，2015

年 9 月 5-6 日，神奈川県小田原市．

吉岡大晶，岩戸さゆき，山本則子，池田真理，上別府圭子，高井ゆかり，野口麻衣子，辻村真

由子． 現場発の事例研究を学会発表から論文作成へ：いちど立ち止まって、 自分の看護を考

えませんか？ ． 第 22 回日本家族看護学会学術集会，2015 年 9 月 5-6 日，神奈川県小田原市．

佐藤伊織QOL/PRO の臨床活用に関する研究の紹介 ． 第 2 回 QOL 研究セミナー . 2017 年 3

月 18 日，東京都文京区

佐藤伊織，目麻里子（座長） ． シンポジウム「臨床における QOL の活用」 ． 第 2 回 QOL 研

究セミナ ー . 2017 年 3 月 18 日，東京都文京区

佐藤伊織インタビュ ー 手法を用いた研究のイロハ ． アドバンストナ ーシングテクノロジ

ー講座主催勉強会，2016 年 12 月 7 日，東京都文京区 ．

佐藤伊織どうする？子どもへの病気説明 ー小児がんの場合 ー

． 高校生のための東京大学

オープンキャンパス，2016 年 8 月 4 日，東京都文京区

キタ幸子 ． ドメスティック ・ バイオレンス (DV) 家庭にいた子どもの情緒 ・ 行動的発達と

DV 加害者である父親との面会が及ぼす影響. 2017 年 3 月 29 日，東京都文京区
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キタ幸子，春名めぐみ， 山路未来，松崎政代， 上別府圭子 ． 家庭内暴力の実際と支援 ー パー

トナーからの暴力を中心 に 一.DV家庭にいた母子の環境 ・ 支援を考える勉強会 ． 平成29年

東京大学医学部附属病院精神科病棟研修会，2017年2月10日，東京都文京区．

キタ幸子． パートナ ーからの暴力被害を受けた女性と子どもの理解と支援 一私たちに何が

できるのかー． 第3回日本フォレンジック看護学会学術集会， 2016年9月3-4日，愛知県東

海市

キタ幸子 ． 妊婦を対象 にした日本語版 Index of Spouse Abuse (ISA)の再検証一潜在クラス分

析を用いて 一

． 第36回日本精神科診断学会学術集会，2016年8月5-6日，東京都文京区．

江本駿 ． 日本における患者主導型情報プラット フォームJ-RAREのご紹介． 軟骨無形成症患

者 ・ 家族の会（つくしの会）全国役員会，2016年11月20日，東京都江東区

江本駿希少疾患患者会の役割と可能性～医者 ・ 研究者と協働すること～． 桔梗の会（月経

随伴性気胸患者会）学習会，2016年11月20日，東京都世田谷区

江本駿希少 ・ 難治性疾患患者レジストリの構築 ～患者のQOL向上と新薬開発の支援のた

めに第4回医学系研究科3専攻合同セミナー，2015年12月18日，東京都文京区 ．

今井紗緒． 産後3-4ヶ月時の在日外国 人母親 における産後うつとソ ー シャルサポートとの関

連第23回多文化間精神医学会学術総会，2016年10月1-2日，栃木県宇都宮市 ．

鈴木征吾． 小児慢性疾患患者の成人移行期支援体制の構築に向けて 一全看護師を対象とし

た意識調査 一

． 第6回東大看護研究シンポジウム，2017年2月19日，東京都文京区

丸山暁子 ． 先天性心疾患の出生前診断を受けた子ども に対する母親の気持ち一妊娠中から

産後にかけた 経時的な変化とその契機 一

． 公益財団法人循環器病研究振興財団助成事業研

究発表会，2015年12月4日，大阪府吹田市 ．

菊池良太終末期医療における家族看護第28回日本脳死 ・ 脳蘇生学会総会・学術集会，2015

年7月4-5日，愛知県名古屋市．
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一般雑誌•新聞その他

Kiyoko Kamibeppu. Studies child abuse and childhood cancer care. International 

Family Nursing Association, 2016; http:/ / interna tionalfamilyn ursing .org/2016/03/28/ d 

r-kiyoko-kamibeppu -studies-prevention-of-child-abuse-in -japan/

上別府圭子「コリアンクライム ー 暗闇の子供たち」 ． 韓国社会安全放送(SAFE TV) , 201 

6年11月30日放映； https://drive.google.corn/file/d/OB9j7gXfbUhRHa2xGVTZTWmlrZTg/view? 

usp=sharing 

上別府圭子（寄稿） ． 相模原殺傷事件追悼集会に参加して． 心と社会，2017; 48(1): 99-105. 

上別府圭子（巻頭のことば） ． 子どものQOLを測る ． 保健の科学，杏林書院. 2017; 59(2). 

上別府圭子（編集） ． 特集レジリエンス ー ストレス社会をしなやかに保健の科学， 2016;

58(11). 

上別府圭子（あとがき） ． 特集がん患者や家族の「働くこと」をめぐる課題 ． 保健の科学 ．

2016; 58(1): 72. 

上別府圭子（巻頭のことば） ． 足の発達とちょっと気になる子どもたち． 保健の科学，杏林

書院2016; 58(4): 217. 

上別府圭子（巻頭言） ． ジャ ー ナルオブファミリ ー ナー シング(Journa l of Family Nursing)

との抄録交換始まる ． 家族看護学研究. 2015; 21(1): I. 

上別府圭子（巻頭のことば） ． 妊娠中の食とメンタルヘルス ． 保健の科学，2015; 57(7): 433. 

上別府圭子（あとがき）． 保健の科学，2015; 57(6): 432. 

上別府圭子（編集） ． 特集家族支援・家族療法 ． 保健の科学，2015; 57(6). 

上別府圭子（寄稿） ． 産後ケアと母親のメンタルヘルス ． 月刊母子保健，2015; 673. 
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日本小児がん看護学会編集委員会，日本小児がん看護学会編集事務局（日本語訳）． 若年成

人となった小児がん経験者が成人医療へとスム ー ズに移行（トランジション）するための

ケアモデル(Christina Baggott. Models of care to promote successful transition to adult care for

young adult survivors of pediatric cancer) . 小児がん看護，2015; 10(1): 11-13.

佐藤伊織（編集後記）． 小児がん看護，2015; 10(1): 73. 

菊池良太（書評）． 最新大災害メンタルヘルスケアガイド不測の衝撃一危機介入に備えて

知っておくべきこと．心と社会，2015; 46(2): 158. 

受賞

江本駿第4回「明日の象徴」 一 健やかな日本の明日を築く、 若い世代のイノベー ション追

及を称える一 ． 看護・保健部門（国内） • 2015年11月11日 ．

川原美紀，小池和彦， 川原拓也， 上別府圭子 ． 第29回日本サイコオンコロジ一学会総会優秀

演題賞（ 一般病棟に入院中の終末期がん患者の家族介護者における、ケアの満足度とQuality

of Lifeの関連第29回日本サイコオンコロジ一学会総会，2016年9月23-24日）

26 



1-2. 研究活動費

平成 28年度

文部科学研究費補助金（基盤研究(B))「被災地の小児がん患者と家族が経験する重層的な

トランジションを支える看護のあり方」（課題番号26293469) 5,200千円

上別府圭子

文部科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「エンドオブライフケアにおける家族看護の特色

あるケア の同定と普遍化」（課題番号26670973) 910千円

上別府圭子

厚生労働科学研究費補助金（革新的がん医療実用化研究事業）「小児造血器腫瘍（リンパ系

腫瘍）に対する標準治療確立のため の研究」（課題番号201438067A) 30,700千円

真部淳，斎藤明 子，上別府圭子，出口隆生，高木正稔，康勝好，前田美穂，渡辺新，富澤大輔，

後藤裕明，堀壽成，小林良二，中川温子，嶋田博之，矢部晋正

公益財団法人がんの子どもを守る会治療研究助成「患者 ・ 家族の視点を小児がん研究へ導

入するために一 QOL研究センター の確立ー 」150千円

上別府圭子

文部科学研究費補助金（若手研究(A))「複数の家族員から得られた家族デー タと個別事例

が示す「家族全体としての機能の向上」」（課題番号16H06275) 6,240千円

佐藤伊織

文部科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「小児がん ・ 脳腫瘍患児ときょうだいとの関係に

着目した家族支援プログラムの開発」（課題番号16K15921) 1,950千円

佐藤伊織

文部科学研究費補助金（研究活動スター ト支援）「周産期のパー トナーからの暴力と虐待的

育児 ・ 育児困難感との関連及び心理要因の検証」（課題番号15H06179) 1,100千円

キタ幸子

文部科学研究費補助金（若手研究(B))「小児がん経験者の疾患認知に着目した就労支援プ

ログラムの開発」（課題番号161<20786) 1,430千円

副島尭史
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平成28年度（第 43回）公益財団法人大和証券ヘルス財団調査研究助成「長期介護施設に

入居している認知症をもつ人の人生の最終段階における家族内の意思決定パター ン」1,000

千円

福井千絵

平成27年度

文部科学研究費補助金（基盤研究(B))「被災地の小児がん患者と家族が経験する重層的な

トランジションを支える看護のあり方」（課題番号26293469) 5,200千円

上別府圭子

文部科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「エンドオブライフケアにおける家族看護の特色

あるケアの同定と普遍化」（課題番号26670973) 910千円

上別府圭子

厚生労働科学研究費補助金（革新的がん医療実用化研究事業）「小児造血器腫瘍 （リンパ系

腫瘍）に対する標準治療確立のための研究」（課題番号201438067A) 30,700千円

真部淳，斎藤明子， 上別府圭子，出口隆生 ，高木正稔，康勝好，前田美穂，渡辺新 ，富澤大輔，

後藤裕明 ，堀壽成，小林良二，中川温子，嶋田博之，矢部晋正

公益財団法人がんの子どもを守る会治療研究助成「小児造血幹細胞移植の急性期における

父親と母親の心理的問題を予防するための前向き縦断的研究」500千円

上別府圭子， 滝田順子， 佐藤伊織， 瀬戸山有美， 中嶋祥平

文部科学研究費補助金（研究活動スタート支援）「周産期のパ ートナ ー からの暴力と虐待的

育児・育児困難感との関連及び心理要因の検証」（課題番号15H06179) 1,430千円

キタ幸子

公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団「認知症をもつ高齢者の家族介護者におけるワ ー

ク ・ ライフ ・ バランスと心理ストレス反応の縦断的 調査」861千円

目麻里子

第19回公益財団法人東海ジェンダー研究所個人研究助成「未就学児をもつ女性医療従事者

におけるワ ー ク ・ ライフ ・ バランスに対する育児支援の効果の実証的研究」300千円

瀬戸山有美
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公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成「思春期臓器移植患者における， 移植に関する

自己開示と自尊感情が健康関連Quality of Lifeと服薬アドヒアランスに及ぼす影響について

の縦断研究」1,000千円

菊池良太

平成27年度公益財団法人ユニベール財団研究助成「産後早期の在日外国人女性における地

域での保健医療サ ー ビスの利用と、 精神的健康度との関連」600千円

今井紗緒

公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団「医療的ケアを要する在宅重症児のケアの調整と

家族介護者の介護負担感および養育負担感との関連についての研究 」530千円

鈴木征吾

公益財団法人循環器病研究振興財団循環器疾患看護研究助成「先天性心疾患を有する思春

期女性の妊娠・出産についての意識に関する質的研究」200千円

中村真由美

平成27年度公益財団法人三井住友海上福祉財団高齢者福祉部門研究助成「認知症をもつ人

の家族介護者における家族内の意見の相違尺度の開発」300千円

福井千絵

一般財団法人かっちゃん基金「未婚妊婦の心理社会的困難感に関する質的研究」 700千円

梅下かおり

公益財団法人メンタルヘルス岡本記念財団研究活動助成金「摂食障害患者の母親が抱く希

望とヒ
°

アサポー トとの関連」400千円

小石澤素子
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1-3. 学内外の公的活動

上別府圭子

日本小児がん看護学会 理事長

日本小児がん看護学会 副理事長

日本小児がん看護学会 理事

(2017年1月～）

(~2016年12月）

(2011年1月～）

日本小児がん看護学会 編集委員会委員長 (-2017年3月）

日本小児がん看護学会 学術検討委員会委員長 (-2017年3月）

日本小児がん看護学会 将来計画委員会委員 (2011年1月～）

日本小児血液．がん学会 理事 (2016年6月～）

日本小児血液．がん学会 長期フォロ ー アップ・移行期医療委員会委員(2016年6月～）

日本小児血液．がん学会 規約委員会委員

日本小児血液．がん学会 看護委員会委員長

日本小児がん研究グループ JCCG長期フォロ ニ ァップ委員会委員

日本小児白血病リンパ腫研究グルー プ(JPSLG) 研究審査委員

がんの子どもを守る会 調査研究委員会委員

日本小児看護学会 副理事長

日本小児看護学会 評議員

日本小児保健協会 代議員

日本小児保健協会 小児保健奨励賞・研究助成選考委員会委員

日本家族看護学会 理事

日本家族看護学会 研究促進委員会委員長

日本家族看護学会 編集委員会委員

日本家族研究・家族療法学会 副会長／評議員

日本看護系大学協議会 監事

日本精神衛生学会 常任理事

日本児童青年精神医学会 理事

日本児童青年精神医学会 教育に関する委員会担当理事

日本児童青年精神医学会 教育に関する委員会委員長

日本乳幼児医学・心理学会 評議員

「保健の科学」 編集委員

東京大学医学部 広報委員会副委員長

東京大学医学部 情報委員会委員

東京大学医学部 情報倫理審査会委員

東京大学医学部 倫理委員会 特定臨床倫理委員会委員

東京大学 学生相談ネットワ ー ク本部 企画室長
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(2016年6月～）

(2016年6月～）

(2016年4月～）

(~2016年3月）

(2016年4月～）

(2013年1月～）

(2013年7月～）

(2009年1月～）

(2009年1月～）

(2010年4月～）

(2013年4月～）

(2010年4月～）

(2013年6月～）

(2013年4月～）

(~2016年6月）

(~2016年10月）

(~2013年5月）

(~2016年10月）

(2010年12月～）

(2010年4月～）

(2015年4月～）

(2015年4月～）

(2015年4月～）

(2015年4月～）

(2015年4月～）



東京大学医学部附属病院 健康と医学の博物館運営委員

東京大学医学部附属病院 治験審査委員会委員

関東子ども精神保健学会 理事

International Family Nursing Association, Nominating Committee 

佐藤伊織

日本小児がん看護学会 理事

日本小児がん看護学会 学術検討委員長

日本小児がん看護学会 編集委員

日本家族看護学会 専任査読委員

日本看護科学学会 専任査読委員

日本看護科学学会 統計担当専任査読委員

日本小児がん研究グルー プ(JCCG)研究審査委員

日本小児がん研究グルー プ(JCCG)脳腫瘍委員会神経心理小委員

都立大塚病院 研修講師

キタ幸子

日本家族看護学会 研究促進委員

都立大塚病院 研修講師

副島尭史

日本小児がん看護学会 学術検討委員

日本小児がん看護学会 専任査読委員
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(2015年4月～）

(2016年4月～）

(2016年3月～）

(2016年6月～）

(2017年1月～）

(2017年1月～）

(2013年1月～）

(2013年8月～）

(2015年10月～）

(2015年10月～）

(2016年4月～）

(2016年4月～）

(2015年4月～）

(2016年4月～）

(2016年4月～）

(2017年1月～）

(2017年8月～）



1-4. 国際活動

海外からの研究者招聘

プロフィ ール

Denise M. Saint Arnault Ph.D. RN. FAAN 

Associate Professor 

Vice Chair for Administration of the 

Professional Graduate Programs 

Department of Health Behavior and Biological 

Sciences 

University of Michigan School of Nursing 

関心分野

Women's mental health/ Culture and mental 

health/ Immigrant women/ Gender specific 

mental health risks/ Transcultural psychiatry 

招聘期間

2017年2月12日（土） ,...__,2月18日（金）

特別講義

第1回

Transcultural Health Care: Cultural Humility, and Canying Out Culturally Sensitive Care 

日時： 2月14 日 （月） 14:00-16:00 

場所：医学部3号館S102

第2回

New Models in Nursing Education in the US: The Doctor of Nursing Practice and 

Interprofessional Education 

日時： 2月15 日 （火） 13 :00-15 :00 

場所：医学部3号館 N lOl

第3回

Mixed Methods in Nursing Research: Theory, Methods, and Examples 

Tips for International Publication in English 

日時： 2月16 日 （水） 10:00-12:00 

場所：医学部3 号館 N lOl
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海外からの研究者訪問

プロフィ ール

Jennifer Doering Ph.D. RN 

Associate Professor and Executive Committee Chair 

University of Wisconsin-Milwaukee College of Nursing 

日時 ・ 概要

2016年7月23日10:30~13:00 

Doering先生の研究領域である周産期メンタルヘルスと新生児の睡眠に関して情報 ・ 意見交

換を行った。

南京大学集中講義

麟

『家』をテ ー マに、 東京大学教養教育創新

工程（東大リベラルア ー ツ ・ プログラム：

LAP)が南京大学における集中講義を企画

し、 上別府圭子教授が招聘 ・ 講義され、 南

京市立児童病院を視察した。

塁

「家族」を見つめ直す一家族ライフサイク

ル上、 家族機能を支える資源一

日時：2017年3月20日（月）～

2017年3月21日（火）

場所：南京大学，南京市，中国
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International Family Nursing Association, Research News 

壁
2016年3月28日 、International Family Nursing Association 

のResearch Newsに、上別府圭子教授が 妊娠期からの児童虐待

予防に関する研究に取り組んでいることが紹介された。

URL: 

http:/ /interna tionalfamilynursing .org/2016/03/28/ dr-kiyoko-k 

amibeppu -studies-prevention-of-child-abuse-in-japan/ 

韓国社会安全放送(SAFE TV)出演

盟
平成28年11月30日に韓国社会安全放送が放

映した児童虐待をテー マにした「コリアンク

ライム ー 暗闇の子供たち」番組において上別

府圭子教授が出演された。

麟

「コリアンクライム ー 暗閤の子供たち」

日時： 2016年11月30日 36分

Dr. Kiyoko Kamibeppu Studies Prevention of Child Abuse in Japan 

出演内容：日本における児童虐待への取り組みの実際や臨床 ・ 研究知見から 児童虐待予防

に向けた妊娠期からのアセスメント ・ ケアの重要性を説明された。

URL : https://drive.google.com/file/d/OB9j 7 gXfbUhRHa2xGVTZTWmlrZTg/view?usp=sharing 

海外視察

璧
平成28年2月9日~12日において副島尭史助教がグロ ーバルナ ーシングリサ ーチセンタ ー

設立に向け、 アメリカの研究大学・研究機関における若手研究者の育成、 リサ ーチ ・ セン
タ ーの運営について視察した。

2016年2月9-10日

2016年2月10日

2016年2月11日

2016年2月12日

ペンシルベニア大学

ホプキンス大学
ナショナル ・インスティチュ ート ・ オブ ・ナ ーシング ・リサ ーチ

カルフォルニア大学サンフランシスコ校
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2. 学位論文（卒業論文・修士論文・博士論文）

平成27年度

卒業論文

出口 美咲：

意見の相違を抱える認知症高齢者の家族に向けた支援と課題：施設スタッフの視点

から

修士論文

今井 紗緒：

Postpartum depression and its association with social support among foreign 

mothers in Japan at 3:4 months postpartum 

小石澤 素子：

摂食障害患者の母親が抱く希望とピアサポートとの関連

鈴木 征吾：

Association between caregiver burden and care coordination for 

technology-dependent children 

中嶋 祥平：

急性リンパ性白血病患児の寛解導入療法後における健康関連quality of lifeの患児

評価と家族評価の一致度と関連要因

中村 真由美：

A qualitative research on the perception of pregnancy and childbirth of 

adolescent women with congenital heart disease 

福井 千絵：

Development of the Japanese version of the Family Conflict Scales for family 

caregivers of people with dementia in long-term care facilities 

博士論文

末次 美子：

母親の出産時心的外傷がボンディング困難性に与える影響

瀬戸山 有美：

大学病院に勤務し未就学児をもつ女性医師および看護師における病児／病後児保育

のワーク ・ ライフ ・ バランスヘの効果とその利用に関する研究
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平成28年度

卒業論文

高石 宏和：

20代小児固形腫瘍経験者の経済負担に関する質的研究

田尾 洵菜：

アタッチメントの世代間伝達とアセスメント手法に関する文献レビュ ー

修士論文

大城 怜：

Anxiety and its correlated factors among parents of breast cancer patients after surgery: 

Focusing on patients'anxiety, social support and medical care needs for parents 

梅下 かおり：

妊娠先行型結婚をした初産婦における夫・実母のサポー トと妊娠後期のうつとの関連

博士論文

目 麻里子：

介護保険申請をした認知症をもつ人の介護保険サー ビスの利用が働きながら介護す

る家族員の Family to work spillover に与える影響：縦断的調査
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3. 教室カンファレンス

平成27年度

4月7日

江本 駿 (Lecture)

家族看護学教室の歩み

福井 千絵（論文抄読）

Parks SM, Winter L, Santana AJ, Parker B, Diamond JJ, Rose M, et al. Family 

factors in end-of life decision-making: family conflict and proxy relationship. 

Journal of Palliative Medicine. 2011; 14(2): 179-184. 

瀬戸山 有美（研究発表）

The effect of the Sick Child Care Project on work-life balance and its use among 

female medical staff with preschool children in a university hospital in Tokyo 

4月14日

菊池 良太 (Lecture)

「研究」とは何なのか

中嶋 祥平（論文抄読）

Barrera M, Atenafu E, Doyle J, Berlin-Romalis D, Hancock K. Differences in 

mothers'and fathers'psychological distress after pediatric SCT: a longitudinal 

study. Bone Marrow Transplantation. 2012; 4 7(7): 934-939. 

大城 怜（研究発表）

周手術期の乳がん患者の親における心理的苦痛・ ストレスに影響を及ぼす要因の探索

4月21日

戸部 浩美 (Lecture)

論文の読み方

大城 怜（論文抄読）

Nanna F, Porunn S, Svandis Iris H, Arndis J, Hrefna M, Kristin LO, et al. Family 

members of cancer patients: needs, quality of life and symptoms of anxiety and 

depression. Acta Oncologica. 20ll; 50: 252-258. 

中嶋 祥平（研究発表）

前向き縦断的調査による小児造血幹細胞移植の急性期における父親と母親の心理的苦

痛に関する予測因子の探索
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4月28日

目 麻里子(Lecture)

倫理について

鈴木 征吾（論文抄読）

Farmer JE, Clark MJ, Drewel EH, Swenson TM, Ge B. Consultative care 

coordination through the medical home for CSHCN: a randomized controlled trial. 

Maternal and Child Health Journal. 2011; 15(7): 1110-1118. 

福井 千絵（研究発表）

施設に入所している認知症終末期にある人の家族看護者における「家族内の対立」尺

度日本語版の信頼性・妥当性の検討ーSempleのFamily Conflict Scales— 

5月12日

江本 駿(Lecture)

質問紙のつくりかた

小石澤 素子（論文抄読）

Patel S, Shafer A, Brown J, Bulik C, Zucker N. Parents of children with eating 

disorders: developing theory-based health communication messages to promote 

caregiver well-being. Journal of Health Communication. 2014; 19(5): 593-608. 

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する在宅重症児のケアコ ーディネ ー ションと親の介護負担との関連

5月19日

戸部 浩美（論文抄読）

Ferguson JM, Vanderpool RC. Impact of a Kentucky maternal, infant, and early 

childhood home-visitation program on parental risk factors. Journal of Child and 

Family Studies. 2013; 22(4): 551-558. 

中村 真由美（論文抄読）

Chiang YT, Chen CW, Su WJ, Wang JK, Lu CW, Li YF, et al. Between invisible 

defects and visible impact: the life experiences of adolescents and young adults with 

congenital heart disease. Journal of Advanced Nursing. 2014; 71(3): 599-608. 

小石澤 素子（研究発表）

思春期の神経性やせ症患者を持つ母親に対するピアサポー トがもたらす影響に関する

研究
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5月26日

今井 紗緒（論文抄読）

de Figueiredo FP, Parada AP, Cardoso VC, Batista RF, da Silva AA, Barbieri MA, et 

al. Postpartum depression screening by telephone: a good alternative for public 

health and research. Archives of Women's Mental Health. 2015; 18(3): 547-553. 

梅下 かおり（論文抄読）

Crosier T, Butterworth P, Rodgers B. Mental health problems among single and 

partnered mothers. The role of financial hardship and social support. Social 

Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2007; 42(1): 6-13. 

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的研究～恋

愛・結婚・妊娠・出産について抱く思い～

6月2日

江本 駿（論文抄読）

Pelentsov LJ, Laws TA, Esterman AJ. The supportive care needs of parents caring 

for a child with a rare disease: a scoping review. Disability and Health Journal. 

2015; 8(4): 475-491. 

大城 怜（論文抄読）

Siminoff LA, Wilson-Genderson M, Baker S Jr. Depressive symptoms in lung cancer 

patients and their family caregivers and the influence of family environment. 

Psycho-Oncology. 2010; 19(12): 1285-1293. 

今井 紗緒（研究発表）

在日外国人母親の産後うつとその関連要因ー ソ ー シャルサポー トに焦点を当てて一

6月9日

戸部 浩美 (Lecture)

インタビュ ー ガイドの作り方

中嶋 祥平（論文抄読）

van Oers HA, Haverman L, Limperg PF, van Dijk-Lokkart EM, Maurice-Stam H, 

Grootenhuis MA. Anxiety and depression in mothers and fathers of a chronically ill 

child. Maternal and Child Health Journal. 2014; 18(8): 1993-2002. 

菊池 良太（研究発表）

Impact of self—disclosure about transplant status and self-esteem on health-related 

quality of life and medication adherence among adolescent transplant recipients 
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6月16日

目 麻里子（研究発表）

Predictors of care burden and work-family spillover among the working carer for 

dementia patients: focusing on LTCI services use 

藤田 彩子（研究発表）

中年期以降の男性HN陽性者における介護者についての意向とその関連要因

6月23日

福井 千絵（論文抄読）

Lord K, Livingston G, Cooper C. A systematic review of barriers and facilitators to 

and interventions for proxy decision-making by family carers of people with 

dementia. International Psychogeriatrics. 2015; 14: 1-12. 

江本 駿（研究発表）

希少疾患患者会の運営における運営の困難と、 運営者のバーンアウトの関連要因の検討

渡辺 雅子（研究発表）

母子保健業務とは～児童虐待対応に焦点を当てて～

6月30日

鈴木 征吾（論文抄読）

Brown NM, Green JC, Desai MM, Weitzman CC, Rosenthal MS. Need and unmet 

need for care coordination among children with mental health conditions. 

Pediatrics. 2014; 133(3): e530-537. 

副島 尭史（研究発表）

Work performance and its related factors among adult survivors of childhood cancer 

大城 怜（研究発表）

乳がんの手術を受けた女性の親が抱える心理的問題とその関連要因の探索

7月3日

中村 真由美（論文抄読）

Chuang CH, Velott DL, Weisman CS. Exploring knowledge and attitudes related to 

pregnancy and preconception health in women with chronic medical conditions. 

Maternal and Child Health Journal. 2010; 14(5): 713-719. 

今井 紗緒（話題提供）

中米エルサルバドルにおける母子保健活動

中嶋 祥平（研究発表）

小児造血幹細胞移植の急性期における父親と母親の心理的問題に関する予測因子の探
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索（多施設共同研究）：前向き縦断的調査

梅下 かおり（研究発表）

わが国の母子世帯および周産期の未婚女性の現状

7 月 7 日

小石澤 素子（論文抄読）

McCormack C, McCann E. Caring for an adolescent with anorexia nervosa: parent's 

views and experiences. Archives of Psychiatric Nursing. 2015; 29(3): 143-14 7. 

戸部 浩美（研究発表）

アンガー マネジメントを取り入れた育児支援

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連

7 月 14日

今井 紗緒（論文抄読）

Shimizu A, Nishiumi H, Okumura Y, Watanabe K. Depressive symptoms and 

changes in physiological and social factors 1 week to 4 months postpartum in Japan. 

Journal of Affective Disorders. 2015; 179: 175-182. 

福井 千絵（研究発表）

長期介護施設に入所している認知症をもつ人の家族介護者における「介護に関する家

族内の意見の相違」尺度の日本語版開発に関する研究

小石澤 素子（研究発表）

思春期の神経性やせ症患者を持つ母親に対するヒ
°

アサポートがもたらす影響に関する

研究

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的研究～恋

愛・結婚・妊娠・出産について抱く思い～

9 月 3 日

大城 怜（論文抄読）

Van Humbeeck L, Dillen L, Piers R, Deveugele M, Grypdonck M, Verhaeghe S, et al. 

Tightrope walkers suffering in silence: a qualitative study into the experiences of 

older parents who have an adult child with cancer. International Journal of 

Nursing Studies. 2015; 52(9): 1445-1453. 

鈴木 征吾（論文抄読）

Cramm JM, Nieboer AP. The importance of productive patient-professional 
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interaction for the well-being of chronically ill patients. Quality of Life Research. 

2015; 24(4): 897-903. 

瀬戸山 有美（研究発表）

The effect of The Sick Child Care Project on work-life balance and the use among 

female medical staff with preschool children in a university hospital in Tokyo 

9月10日

今井 紗緒（論文抄読）

Yelland J, Riggs E, Small R, Brown S .  Maternity services are not meeting the needs 

of immigrant women of non-English speaking background: results of two 

consecutive Australian population based studies. Midwifery. 2015; 31(7), 664-670 . 

福井 千絵（論文抄読）

Davis JD, Tremont G, Bishop DS, Fortinsky RH. A telephone-delivered psychosocial 

intervention improves dementia caregiver adjustment following nursing home 

placement. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2011; 26(4): 380-387. 

小石澤 素子（研究発表）

摂食障害患者の母親に対するピアサポー トがもたらす影響に関する研究

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的研究～恋

愛・結婚・妊娠・出産について抱く思い～

9月17日

中嶋 祥平（論文抄読）

Rodgers C, Wills-Bagnato P, Sloane R, Hockenberry M. Health-related quality of 

life among children and adolescents during hematopoietic stem cell transplant 

recovery. Journal of Pediatric Oncology Nursing. 2015; 32(5): 329-36. 

梅下 かおり（論文抄読）

Urquia ML, O'Campo PJ, Ray JG. Marital status, duration of cohabitation, and 

psychosocial well-being among childbearing women: a Canadian nationwide survey. 

American Journal of Public Health. 2013; 103(2): eS-15. 

大城 怜（研究発表）

乳がんの手術を受けた女性の親が抱える心理的問題とその関連要因の探索

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連
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9 月 24 日

中村 真由美（論文抄読）

Lee S, Kim SS. The life experiences of Korean children and adolescents with 

complex congenital heart disease: a qualitative study. Nursing & Health Sciences. 

2012; 14(3): 398-404. 

小石澤 素子（論文抄読）

Graap H, Bleich S, Herbst F, Trostmann Y, Wancata J, de Zwaan M. The needs of 

carers of patients with anorexia and bulimia nervosa. European Eating Disorders 

Review. 2008; 16(1): 21-29. 

今井 紗緒（研究発表）

在日外国人母親の産後うつとその関連要因ー ソ ー シャルサポ ートに焦点を当てて一

福井 千絵（研究発表）

長期介護施設に入所している認知症をもつ人の家族介護者における「介護に関する家

族内の意見の相違」尺度の日本語版開発に関する研究

10 月 1 日

出口 美咲（研究発表）

施設スタッフが認識した施設入居後の認知症高齢者の家族内における意見の相違と施

設スタッフによる支援

戸部 浩美（研究発表）

アンガーマネジメントを子育て支援に取り入れる

江本 駿（話題提供）

患者レジストリ J-RARE.net の構築ーGCL 進捗報告一

中嶋 祥平（研究発表）

小児造血幹細胞移植の急性期における父親と母親の心理的問題に関する予測因子の探

索（多施設共同研究）：前向き縦断的調査

10 月 8 日

瀬戸山 有美（研究発表）

The effect of The Sick Child Care Project on work·life balance and the use among 

female medical staff with preschool children in a university hospital in Tokyo 

梅下 かおり（研究発表）

周産期における未婚妊産婦の心理社会的困難の検証（仮）

目 麻里子（研究発表）

The progression status of a doctoral study and other studies at GLAFS 
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菊池 良太（研究発表）

思春期臓器移植患者における、 服薬に関する自己開示と自尊感情がhealth-related

quality of lifeと服薬アドヒアランスに及ぼす影響に関する縦断研究

11月19日

小石澤 素子（研究発表）

摂食障害患者の母親に対するヒ゜アサポー トがもたらす影響に関する研究

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的研究～恋

愛・結婚・妊娠・出産について抱く思い～

11月26日

大城 怜（研究発表）

乳がんの手術を受けた女性の親が抱える心理的問題と医療者に対するニ ー ズの・関連

福井 千絵（研究発表）

長期介護施設に入所している認知症をもつ人の家族介護者における「介護に関する家

族内の意見の相違」尺度の日本語版開発に関する研究

12月3日

出口 美咲（研究発表）

施設スタッフが認識した施設入居後の認知症高齢者の家族内における意見の相違と施

設スタッフによる支援

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連

12月10日

中嶋 祥平（研究発表）

小児造血幹細胞移植の急性期における父親と母親の心理的問題に関する予測因子の探

索（多施設共同研究）：前向き縦断的調査

今井 紗緒（研究発表）

在日外国人母親の産後うつとその関連要因ー ソ ー シャルサポー トに焦点を当てて一

12月17日

福井 千絵（研究発表）
長期介護施設に入所している認知症をもつ人の家族介護者における「介護に関する家

族内の意見の相違」尺度の日本語版開発に関する研究
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鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連

中嶋 祥平（研究発表）

小児造血幹細胞移植の急性期における父親と母親の心理的問題に関する予測因子の探

索（多施設共同研究）：前向き縦断的調査

今井 紗緒（研究発表）

在日外国人母親の産後うつとその関連要因ー ソ ー シャルサポー トに焦点を当てて一

小石澤 素子（研究発表）

摂食障害患者の母親に対するヒ
°

アサポー トがもたらす影響に関する研究

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的研究～恋

愛・結婚・妊娠・出産について抱く思い～

12月24日

福井 千絵（研究発表）

長期介護施設に入所している認知症をもつ人の家族介護者における「介護に関する家

族内の意見の相違」尺度の日本語版開発に関する研究

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連

中嶋 祥平（研究発表）

小児造血幹細胞移植の急性期における父親と母親の心理的問題に関する予測因子の探

索（多施設共同研究）：前向き縦断的調査

今井 紗緒（研究発表）

在日外国人母親の産後うつとその関連要因ー ソ ー シャルサポー トに焦点を当てて一

小石澤 素子（研究発表）

摂食障害患者の母親に対するヒ
゜

アサポー トがもたらす影響に関する研究

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的研究～恋

愛・結婚・妊娠・出産について抱く思い～

1月5日

福井 千絵（研究発表）

長期介護施設に入所している認知症をもつ人の家族介護者における「介護に関する家

族内の意見の相違」尺度の日本語版開発に関する研究

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連
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中嶋 祥平（研究発表）

小児急性リンパ性白血病患児の寛解導入療法後における健康関連 QOLの評価者間の一

致度に関連する要因の探索

今井 紗緒（研究発表）

在日外国人母親の産後うつとその関連要因ー ソ ー シャルサポー トに焦点を当てて一

小石澤 素子（研究発表）

摂食障害患者の母親に対するヒ
゜

アサポー トがもたらす影響に関する研究

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を有する思春期女性の妊娠・出産についての意識に関する質的研究

1月12日

福井 千絵（研究発表）

長期介護施設に入所している認知症をもつ人の家族介護者における「介護に関する家

族内の意見の相違」尺度の日本語版開発に関する研究

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連

中嶋 祥平（研究発表）

小児急性リンパ性白血病患児の寛解導入療法後における健康関連 QOL の評価者間の一

致度に関連する要因の探索

今井 紗緒（研究発表）

在日外国人母親の産後うつとその関連要因ー ソ ー シャルサポー トに焦点を当てて一

小石澤 素子（研究発表）

摂食障害患者の母親に対するヒ
°

アサポー トがもたらす影響に関する研究

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を有する思春期女性の妊娠・出産についての意識に関する質的研究

1月19日

福井 千絵（研究発表）

長期介護施設に入所している認知症をもつ人の家族介護者における「介護に関する家

族内の意見の相違」尺度の日本語版開発に関する研究

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連

中嶋 祥平（研究発表）

小児急性リンパ性白血病患児の寛解導入療法後における健康関連 QOLの評価者間の一

致度に関連する要因の探索
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今井 紗緒（研究発表）

在日外国人母親の産後うつとその関連要因ー ソ ーシャルサポー トに焦点を当てて一

小石澤 素子（研究発表）

摂食障害患者の母親に対するヒ
°

アサポー トがもたらす影響に関する研究

中村 真由美（研究発表）

先天性心疾患を有する思春期女性の妊娠・出産についての意識に関する質的研究

1 月 26日

梅下 かおり（研究発表）

未婚妊婦の心理的困難感が妊娠期の不安・抑うつに与える影響

出口 美咲（研究発表）

意見の相違を抱える認知症高齢者の家族に向けた支援と課題：施設スタッフの視点から

2月 2日

戸部 浩美（研究発表）

The efficacy of a group-based anger management program for families—the

influence of the father's participation: a cluster randomized trial-

出口 美咲（研究発表）

意見の相違を抱える認知症高齢者の家族に向けた支援と課題：施設スタッフの視点から

2月23日

藤田 彩子（近況報告）

ゲイ ・ バイセクシュアル男性のfamily APGAR得点についての記述的検討

渡辺 雅子（研究発表）

支援介入に拒否的であった被虐待経験のある若年の母親たちの困難事例ーアウトリサ

ーチによる継続的支援一

3月1日

伊藤 美千代（研究発表）

再燃を繰り返しながらも「働きたい」と思っているクロ ー ン病のある人の発症後の人

生における「働く」の再構築に関する質的研究

3月 8日

菊池 良太（研究発表）

思春期臓器移植患者における、 移植に関する自己開示と自尊感情がhealth-related

quality of lifeに及ぼす影響に関する横断研究
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栗原 佳代子（話題提供）

知能の概念と測定

3 月 15 日

目 麻里子（研究発表）

Work-life balance among working informal caregiver for dementia patients: 

focusing on LTCI services use 

江本 駿（研究発表）

Factors for the psychological adaptation in patients with rare disease children: 

focus on the supportive function of self-help groups 

梅下 かおり（研究発表）

未婚妊婦が妊娠期に経験するストレスフルライフイベントと心理社会的困難感に関す

る質的研究

平成 28 年度

4月12 日

福井 千絵 (Lecture)

研究とは？／東大家族看護学教室の研究のあゆみ

中村 真由美（論文抄読）

Schmidt S, Herrmann-Garitz C, Bomba F, Thyen U. A multicenter prospective 

quasi-experimental study on the impact of a transition-oriented generic patient 

education program on health service participation and quality of life in adolescents 

and young adults. Patient Education and Counseling. 2016, 99(3): 421-428. 

大城 怜（研究発表）

成人がん患者とその親に関する文献レビュ ー

4 月 19 日

中嶋 祥平 (Lecture)

論文の読み方

今井 紗緒（論文抄読）

Ozeki N, Mizuguchi M. Japanese mothers living in New York with young children: 

transcultural and child rearing stress factors and mental health. Journal of 

Japanese Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. 2007, 12(3): 506-518. 

梅下 かおり（研究発表）

未婚出産／困難と支援
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4月26日

福井 千絵（論文抄読）

van Soest-Poortvliet MC, van der Steen JT, Gutschow G, Deliens L, 

Onwuteaka-Philipsen BD, de Vet HC, Hertogh CM. Advance care planning in 

nursing home patients with dementia: a qualitative interview study among family 

and professional caregivers. Journal of the American Medical Directors Association. 

2015, 16(11): 979-989. 

菊池 良太（研究発表）

思春期臓器移植患者における、 移植に関する自己開示と自尊感情が health-related

quality of life と服薬アドヒアランスに及ぼす影響に関する縦断研究

鈴木 征吾 (Lecture)

研究倫理

5月10日

吉備 智史（論文抄読）

Sun RC, Shek DT. Life satisfaction, positive youth development, and problem 

behaviour among Chinese adolescents in Hong Kong. Social Indicators Research. 

2010, 95(3): 455-474. 

目 麻里子（研究発表）

Work-life balance among working informal caregiver for dementia patients: 

focusing on LTCI services use 

今井 紗緒 (Lecture)

質問紙の作り方

5月17日

小林 明日香（論文抄読）

Murphy LMB, Flowers S, McNamara KA, Young-Saleme T. Fathers of children with 

cancer: involvement, coping, and adjustment. Journal of Pediatric Health Care. 

2008, 22(3): 182-189. 

中村 真由美 (Lecture)

インタビュ ー ガイド作りのポイント

江本 駿（研究発表）

Process of being expert parents about rare disease of their child; qualitative study 

focusing on the a mitochondrial disorder 
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5月24日

大城 怜（研究発表）

乳がん手術を受けた女性の親が抱える心理的苦痛と医療者に対するニーズの関連

戸部 浩美（研究発表）

Development and efficacy evaluation of resilience-enhancing program for parents 

focusing on emotion control of anger: cluster randomized-controlled trial 

5月31日

梅下 かおり（研究発表）

妊娠後期にける未婚妊婦の心理・社会的状況に関する質的研究

福井 千絵（研究発表）

長期介護施設に入居している認知症をもつ人の人生の最終段階における本人の推定意

思と家族内で合意した方針内容との関連

6月7日

村田 翔（論文抄読）

Speyer E, Herbinet A, Vuillemin A, Brianc;on S, Chastagner P. Effect of adapted 

physical activity sessions in the hospital on health-related quality of life for 

children with cancer: a cross-over randomized trial. Pediatric Blood and Cancer. 

2010, 55(6): 1160-1166. 

林 真由（論文抄読）

Chen CJ, Chen YC, Sung HC, Kuo PC, Wang CH. Perinatal attachment in 

naturally pregnant and infertility-treated pregnant women in Taiwan. Journal of 

Advanced Nursing. 2011, 67(10): 2200-2208. 

中嶋 祥平（研究発表）

Exploring predictors of paternal and maternal psychological distress at the acute 

phase of pediatric hematopoietic stem cell transplantation (Multicenter study); a 

prospective longitudinal study 

6月14日

小林 明日香（論文抄読）

Hoven E, von Essen L, Norberg AL. A longitudinal assessment of work situation, 

sick leave, and household income of mothers and fathers of children with cancer in 

Sweden. Acta Oncologica. 2013, 52(6): 1076·1085. 

中嶋 祥平（論文抄読）

Devine KA, Manne SL, Mee L, Bartell A S, Sands SA, Myers-Virtue S, et al. 
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Barriers to psychological care among primary caregivers of children undergoing 

hematopoietic stem cell transplantation. Supportive Care in Cancer. 2016, 24(5): 

2235-2242. 

鈴木 征吾（研究発表）

医療的ケアを要する小児の放課後デイサービスの実施評価、 小児人工呼吸器患者に対

する鎮静スケール導入とその評価

6月21日

鈴木 征吾（論文抄読）

Huang JS, Terrones L, Tompane T, Dillon L, Pian M, Gottschalk M, et al. Preparing 

adolescents with chronic disease for transition to adult care: Aatechnology program. 

Pediatrics. 2014, 133(6): e1639-1646. 

吉備 智史（論文抄読）

Taku K, Kilmer RP, Cann A, Tedeschi RG, Calhoun LG. Exploring posttraumatic 

growth in Japanese youth. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and 

Policy. 2012, 4(4): 411-419. 

大城 怜（研究発表）

乳がんの手術を受けた女性の親が抱える心理的苦痛と医療者に対するニーズの関連

6月28日

吉備 智史（研究発表）

いのちの教育の現状と今後の展望

小林 明日香（研究発表）

小児がんの子どもを持つ家族への支援一子どもが入院中の夫婦関係の危機に着目して一

中村 真由美（研究発表）

CHDを有する思春期女性へ向けた、 妊娠・出産に関する指導パンフレットの作成と有

用性の検証

7月5日

林 真由（論文抄読）

Lynch CD, Prasad MR. Association between infertility treatment and symptoms of 

postpartum depression. Fertility and Sterility. 2014, 102(5): 1416-1421. 

村田 翔（論文抄読）

Gotte M, Kesting S, Winter C, Rosenbaum D, Boos J. Experience of barriers and 

motivations for physical activities and exercise during treatment of pediatric 

patients with cancer. Pediatric Blood and Cancer. 2014, 61(9): 1632-1637. 

51 



梅下かおり（研究発表）

インタビューガイドについて

7月12日

今井 紗緒（研究発表）

研究発表

菊池 良太（研究発表）

思春期臓器移植患者における、 移植に関する自己開示と自尊感情がhealth-related

quality of lifeとアドヒアランスに及ぼす影響に関する縦断研究

7月19日

村田 翔（研究発表）

小児がん患者の入院機関における身体活動について

林 真由（研究発表）

非配偶者間人工受精を選択した家族の家族形成プロセスにおける医療従事者の認識に

関する質的研究

目 麻里子（研究発表）

Work-life balance among working informal caregiver for dementia patients: 

focusing on LTCI services use 

9月6日

中嶋 祥平（論文抄読）

Kaziunas E, Hanauer DA, Ackerman MS, Choi SW. Identifying unmet 

informational needs in the inpatient setting to increase patient and caregiver 

engagement in the context of pediatric hematopoietic stem cell transplantation. 

Journal of the American Medical Informatics Association. 2015, 23(1): 94-104. 

梅下 かおり（研究発表）

模擬インタビューの結果と模擬分析について

9月13日

吉備 智史（論文抄読）

Hamilton HA. Extended families and adolescent well-being. Journal of Adolescent 

Health. 2005, 36(3): 260-266. 

目 麻里子（研究発表）

Work-life balance among working informal caregiver for dementia patients: 

focusing on LTCI services use 
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菊池 良太（研究発表）

思春期臓器移植患者における、 移植に関する自己開示と自尊感情がhealth-related

quality of lifeと服薬アドヒアランスに及ぼす影響に関する縦断研究

9月20日

鈴木 征吾（論文抄読）

Callans KM, Bleiler C, Flanagan J, Carroll DL. The transitional experience of 

family caring for their child with a tracheostomy. Journal of Pediatric Nursing. 

2016, 31(4): 397·403. 

中嶋 祥平（研究発表）

Exploring predictors of paternal and maternal psychology distress at the acute 

phase of pediatric hematopoietic stem cell transplantation (Multicenter study); a 

prospective longitudinal study 

9月27日

村田 翔（論文抄読）

Hartman A, te Winkel ML, van Beek RD, de Muinck Keizer-chrama SMPF, Kemper 

HCG, Hop WCJ, et al. A randomized trial investigating an exercise program to 

prevent reduction of bone mineral density and impairment of motor performance 

during treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia. Pediatric Blood and 

Cancer. 2009, 53(1): 64-71. 

大城 怜（研究発表）

乳がんの手術を受けた女性の親が抱える心理的苦痛と医療者に対するニ ー ズの関連

10月4日

中村 真由美（論文抄読）

Luyckx K, Goossens E, Van Damme C, Moons P. Identity formation in adolescents 

with congenital cardiac disease: a forgotten issue in the transition to adulthood. 

Cardiology in the Young. 2011, 21(4): 411-420. 

鈴木 征吾（研究発表）

Effects of parental anxiety associated with discharge of children conducted 

tracheostomy or gastrostomy: a randomized controlled trial of psychology 

preparation program 

53 



10月11日

小林 明日香（論文抄読）

Pierce L, Hocking MC, Schwartz LA, Alderfer MA, Kazak AE, Barakat LP. 

Caregiver distress and patient health-related quality of life: psychosocial screening 

during pediatric cancer treatment. Psycho-Oncology. 2016, doi: 10.1002/pon.4171. 

村田 翔（研究発表）

小児がん患者の入院期間おける身体活動について

10月25日

福井 千絵（論文抄読）

Sury L, Burns K, Brodaty H. Moving in: adjustment of people living with dementia 

going into a nursing home and their families. International Psychogeriatrics. 2013, 

25(6): 867-876. 

中村 真由美（研究発表）

Health literacy and disease knowledge among adolescent girls with CHD: focus on 

the risks of pregnancy and childbirth 

11月15日

林 真由（論文抄読）

Blake L, Casey P, Readings J, Jadva V, Golombok S.'Daddy ran out of tadpoles': 

how parents tell their children that they are donor conceived, and what their 

7-year-olds understand. Human Reproduction. 2010, 25(10): 2527-2534.

吉備 智史（研究発表）

いのちや死を扱う題材を用いた学童期・思春期の教育介入に関する研究ー 「いのちの

教育」の理論構築に向けて一

小林 明日香（研究発表）

小児がんの子どもを持つ親の仕事役割と家庭役割の調整に関する心理的影響

11月22日

大城 怜（研究発表）

乳がんの手術を受けた女性の親が抱える不安と関連要因の検討

福井 千絵（研究発表）

特別養護老人ホ ー ムに入居している認知症をもつ人の人生の最終段階の病院搬送に関

する家族内での合意形成プロセスと介護に関する家族内の意見の相違の背景
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11月29日

林 真由（研究発表）

非配偶者間人工受精を選択した家族の家族形成プロセスにおける医療従事者の認識に

関する質的研究

梅下 かおり（研究発表）

妊娠先行型結婚をした女性の妊娠後期における000に関する研究

江本 駿（研究発表）

HRQoL and related factors among children and adolescent with cyclic vomiting 

syndrome; focus on their anxiety 

戸部 浩美（研究発表）

Development and efficacy evaluation of resilience-enhancing program for parents 

focusing on emotion control of anger: cluster randomized-controlled trial 

12月6日

大城 怜（研究発表）

手術を受けた乳がん患者の親における不安とその関連要因ー患者の不安、 親のソ ー シ

ャルサポー トと医療ニ ー ズに着目して一

梅下 かおり（研究発表）

妊娠後期における妊娠先行型結婚をした女性の家族との関係性に関する研究

12月13日

大城 怜（研究発表）

Anxiety and its correlated factors among parents of breast cancer patients after 

surgery: focusing on patients'anxiety, social support and medical care needs of 

parents 

梅下 かおり（研究発表）

Family relationships among women married after pregnancy during the third 

trimester of pregnancy 

12月20日

大城 怜（研究発表）

Anxiety and its correlated factors among parents of breast cancer patients after 

surgery: focusing on patients'anxiety, social support and medical care needs of 

parents 
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梅下 かおり（研究発表）

Antenatal depression and its association with maternal bonding style and 

husband's and maternal support among primipara women married after pregnancy 

during the third trimester of pregnancy 

1月10日

大城 怜（研究発表）

手術を受けた乳がん患者の親における不安とその関連一患者の不安、 親のソ ー シャル

サポー ト、 医療ニ ー ズに着目して一

梅下 かおり（研究発表）

妊娠先行型結婚をした初産婦における夫・実母のサポー トと妊娠後期のうつとの関連

1月17日

大城 怜（研究発表）

手術を受けた乳がん患者の親における不安とその関連要因一患者の不安、 親のソ ー シ

ャルサポー ト、 医療ニ ー ズに着目して一

梅下 かおり（研究発表）

妊娠先行型結婚をした初産婦における夫・実母のサポー トと妊娠後期のうつとの関連

1月24日

田尾 洵菜（卒論進捗）

アタッチメントの世代間伝達とアセスメント手法に関する文献レビュ ー

高石 宏和（卒論進捗）

20 代小児固形腫瘍経験者の経済負担に関する質的研究

1月31日

田尾 洵菜（卒論進捗）

アタッチメントの世代間伝達とアセスメント手法に関する文献レビュ ー

高石 宏和（卒論進捗）

20 代小児固形腫瘍経験者の経済負担に関する質的研究

2月14日

今井 紗緒（研究発表）

Presentation of research-actual situation of the resilience and stress of Japanese 

mothers who are child-rearing in the United States 
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江本 駿（研究発表）

HRQoL and related factors among children and adolescents with cyclic vomiting 

syndrome: an international cross-sectional study using patient registry 

2月21日

鈴木 征吾（研究発表）

Effects of respite care on children with medical complexity-pediatric health 

related QOL and parental strain 

戸部 浩美（研究発表）

Development and efficacy evaluation of resilience-enhancing program for parents 

focusing on emotion control of anger: cluster randomized-controlled trial 

2月28日

中嶋 祥平（研究発表）

Quality of life and informational needs of patients undergone allogeneic 

hematopoietic stem cell transplantation and their family members made up the 

transition from in patient setting to outpatient- multi-centered longitudinal 

observational study 

林 真由（研究発表）

非配偶者間人工受精を選択した家族の家族形成プロセスにおける医療従事者の認識に

関する質的研究

3月7日

福井 千絵（研究発表）

特別養護老人ホ ー ムに入居している認知症をもつ人生の最終段階における医療に関す

る家族内の合意形成パタ ー ンとその影響要因

小林 明日香（研究発表）

入院中の小児がんの子どもをもつ父親と母親の就労状況の変化が親の健康関連QOLに

及ぼす影響一親の仕事観・子育て観に焦点を当てた横断観察研究一

3月14日

中村 真由美（研究発表）

Development of the Disease Awareness Scale for adolescents with chronic disease 

and factors related to the awareness of disease 

村田 翔（研究発表）

小児がん患者における倦怠感と家族機能の関連について

57 



3月21日

伊藤 美千代（研究発表）

再燃を繰り返すクロ ー ン病患者の社会生活（働く）から創出される「これでよい」と

自分の生き方を肯定するプロセス

吉備 智史（研究発表）

一般児童生徒の小児がんを経験した子どもに対する態度向上のための小児がん教育の

開発、 実施、 評価
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4. 家族看護学教室研究会

4-1. 家族看護学研究会（講師敬称略）

第70回 2015年6月26日

蔭山 正子

（東京大学大学院医学系研究科地域看護学分野 助教）

「セルフヘルプ・ グループに関する研究一 精神障害者家族会を中心として 一 」

第71回 2015年7月17日

佐藤 伊織

（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野 講師）

「Application of generalized propensity score to nursing research」

第72回 2015年9月18日

栗原 佳代子

（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野 客員研究員）

「家族理解の視点：家族システム論と家族療法」

第73回 2015年10月16日

渡辺 俊之

（高崎健康福祉大学社会福祉学科 学科長・教授、 東海大学医学部 非常勤教授）

「バイオサイコソ ーシャルアプロ ー チ ー 臨床現場での活用を共に考える 一 」

第74回 2016年6月17日

上別府 圭子• 佐藤 伊織・キタ 幸子・菊池 良太・鈴木 征吾・中村 真由美

（東京大学大学院健康科学看護学専攻家族看護学分野 成人移行期支援タスクフォ ース

メンバー）

「小児慢性疾患患者における成人移行期支援（トランジション）研究の成果発表」
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第75回 2016年7月15日

川原 美紀

（国立研究開発法人国立がん研究センタ ー 社会と健康研究センタ ー健康支援研究部研

究員）

「緩和ケア領域のがん患者と家族を支援する～ケアの満足度とQOLの関連に焦点を当て

た終末期がん患者の家族介護者研究と日本支持療法研究グルー プの紹介をもとに～」

第76回 2016年9月9日

渡邊 久美

（香川大学医学部看護学科 精神看護学教授）

「摂食障害児の家族支援研究の展望～養護教諭との職種間連携(IPE)の取り組み～」

第77回 2016年10月14日

藤井 克徳

(NPO法人日本障害者協議会 代表）

「日本の障害のある人の今～障害者権利条約や障害者差別解消法を社会の隅々に～」

60 



4-2. 家族ケア症例研究会

第51回 2015年4月24日

福井 千絵（東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 修士課程）

老人福祉施設における「自然な最期」に向けた意思決定支援

一家族が思う自然な最期とは一

第52回 2015年5月15日

梅下 かおり（東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 修士課程）

橋本 愛美（東京大学医科学研究所附属病院）

若年の終末期患者に動揺する夫と実母へのかかわり

第53回 2015年10月23日

吉備 智史（東京大学医学部附属病院）

難病の診断を受けた思春期患児への看護介入

ー児の療養生活を支えるコミュニケー ションのあり方とは一

第54回 2015年12月18日

丸山 暁子（東京大学医学部附属病院）

双極性障害をもつ女性の周産期における家族看護

第55回 2016年2月19日

村田 翔（国立成育医療研究センタ ー ）

小児がんの子どもをもつ母とのかかわりー自宅で過ごすということへの意思決定支援ー

第56回 2016年4月22日

林 真由（東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 修士課程）

子どものいる終末期成人患者の家族とのかかわり

ーコミュニケー ションを促進するために一
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第57回 2016年5月27日

小林 明日香（東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 修士課程）

長期入院中の小児がん患児と精神疾患のある母

ー母子関係保持のための医療者からのサポー トー

第58回 2016年11月11日

ブラブマン 一未（聖路加国際病院）

乳がん患者・家族が緩和ケアヘの移行に納得するまで

ー患者が望む療養環境の模索一

第59回 2016年12月2日

永井 真理子（東京大学医学部附属病院）

周産期メンタルヘルスケアを必要とした母親への看護

第60回 2016年2月17日

松永 百恵（横浜労災病院）

産科ハイリスク妊婦とその家族へのケア

一家族間のコミュニケー ション促進および育児サポー ト体制の確立を図るには一
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5. 院生自主勉強会

Mlカンファレンス

【目的】

(1)互いの研究内容に対しクリティ ー クを行うことで、 研究の質を高める

(2)修士論文を作成するにあたっての、 研究方法についての知識を学ぶ

【内容】

(1)各自の研究計画について発表し、 意見交換を行う

(2)研究方法についての知識や情報を共有する

【参加者】

吉備 智史、 小林 明日香、 林 真由、 村田 翔

【日程】

第1回 2016年5月19日

吉備 智史（修士課程 l 年）

「心理測定尺度について、 Cronbach's a の意味」

第2回 2016年5 月24日

吉備 智史（修士課程 l 年）

「帰無仮説の考え方、 分散分析の仕組み」

第3回 2016年5月31日

村田 翔（修士課程1年）

「デー タの種類とデー タの扱いについて」

第4回 2016年6月8日

吉備 智史（修士課程 l 年）

「基本的な統計量の計算演習」

第5回 2016年7月7日

吉備 智史（修士課程 l 年）

「確率分布の考え方と正規分布」
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第 6 回 2017年 1 月 9 日

小林 明日香（修士課程1年）

「がんの子どもをもつ親の仕事観とHRQOLについて 一 仕事観とは？」

吉備 智史（修士課程l年）

「子どもへのいのちの教育の実践と評価について 一 評価尺度の検討」

村田 翔（修士課程l年）

「小児がん患者の身体活動と倦怠感について 一 fatigue の関連要因の検討」

第 7 回 2017年 1 月 25 日

林 真由（修士課程l年）

「非配偶者間人工授精に関する医療従事者の意識について 一 ABC-Xモデルとは？」

吉備 智史（修士課程1年）

「子どもへのいのちの教育の実践と評価について ー 誕生学への批判との関連」

村田 翔（修士課程I年）

「小児がん患者の身体活動と倦怠感について 一 入院中の身体活動とは？」

64 



M2カンファレンス

［目的】

(1)互いの研究計画に対しクリティ ークを行うことで、 研究の質を高める

(2)修士論文を作成するにあたって、 研究方法についての基礎的な知識を学ぶ

【 内容］

(1)各自の研究計画について発表し、 意見交換を行う

(2)研究方法についての知識や情報を共有する

［参加者】

今井 紗緒、 大城 怜、 小石澤 素子、 鈴木 征吾、 中嶋 祥平、 中村 真由美、

福井 千絵

【日程】

第1回 2015年4月14日

大城 怜（修士課程2年）

「周手術期の乳がん患者の親における心理的苦痛・ ストレスに影響を及ぼす要因の探索」

第2回 2015年4月21日

中嶋 祥平（修士課程2年）

「前向き縦断的調査による小児造血幹細胞移植の急性期における父親と母親の心理的

苦痛に関する予測因子の探索」

第3回 2015年4月28日

福井 千絵（修士課程2年）

「施設に入所している認知症終末期にある人の家族介護者における「家族内の対立」

尺度日本語版の信頼性・妥当性の検討一SempleのFamily Conflict Scaleー」

第4回 2015年5月12日

鈴木 征吾（修士課程2年）

「医療的ケアを要する在宅重症児のケアコ ーディネ ー ションと親の介護負担との関連」

第5回 2015年5月19日

小石澤 素子（修士課程2年）

「思春期の神経性やせ症患者を持つ母親に対するヒ
゜

アサポー トがもたらす影響に

関する研究」
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第6回 2015年5月26日

中村 真由美（修士課程2年）

「先天性心疾患を経験した思春期女性のリプロダクティブヘルスに関する質的研究～

恋愛・結婚・妊娠・出産について抱く思い～」

第7回 2015年6月2日

今井 紗緒（修士課程2年）

「在日外国人母親の産後うつとその関連要因 ソ ー シャルサポー トに焦点を当てて」

第8回 2015年9月15日

中嶋 祥平（修士課程2年）

「SPSS の使い方」
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6. 教育活動（担当講義・実習）

平成27 年度家族看護学教室担当講義・実習一覧

【学部】

講義名 履修 単位 学年 開講時期および時間

生きることを支え 総合科目 一般D 2 1·2 前期 木 16 : 50,..._,18 : 35 

る科学：看護学の 人間・環境一般

最先端 教養課程選択

看護学：ひとを元 全学自由研究ゼミ 2 1·2 後期 木 不定期

気にする科学 ナール

健康総合科学概論 必修 2 2 後期I·II 火 IO : 25---..,12 : 10 

病態生理免疫学 必修 3 前期II-3 木 8 : 30"-'12 : 10 

小児看護学I 看護学コー ス必修 3 後期I -2 金 16 : 50~18 : 35 

選択

家族看護学 看護学コー ス必修 2 3 後期II-1· 金 13 : 00,-,.,16 : 40 

選択 II-2

小児看護学実習I 看護学コー ス必修 3 後期III 月～金 9 : 00'"'-'16 : 00 

小児看護学II 看護学コー ス必修 1 4 後期 火～木 8 : 30~16: 40 

小児看護学実習 看護学コー ス必修 2 4 後期 月～金 8 : 00""'-'15 : 00 

※ 開講時期

前期I 4月6日 5月29日 8週

前期Il 6月1日 7月17日 7週

前期III 8月31日 10月16日 7週

後期I 10月19日 ～ 12月4日 7週

後期II 12月7日 1月31日 7週

後期III 2月3日 3月7日 5週

【大学院】

家族看護学特論I 4月,..,__,6月

トランスレ ー ショナルリサー チ看護学入門 7月13日~7月17日（医学集中実習）

看護コンサルテ ー ション特論 9月-IO月

家族看護学特論II 11月~l月

67 



平成28 年度家族看護学教室担当講義・実習一 覧

【学部】

講義名 履修 単位 学年 開講時期および時間

生きることを支え 総合科目 一般D 2 1·2 SI·S2 木 16 : 50,..,__,18 : 35 

る科学：看護学の 人間・環境一般

最先端 教養課程選択

看護学概論2: 社会 全学自由研究ゼミ 2 1·2 Al·A2 木 16 : 50�18 : 35 

で活躍する看護プ ナール

ロフェッショナル

健康総合科学概論 必修 2 2 Al·A2 月 10 : 25,...,_.,12 : 10 

病態生理免疫学 必修 1 3 SI 水 8 : 30,..,__, 12 : IO 

小児看護学I 看護学コ ー ス必修 3 Al 金 16: 50,..,_,18 : 35 

選択

家族看護学 看護学コ ー ス必修 2 3 A2 金 13 : 00,...__,16 : 40 

選択

小児看護学実習I 看護学コ ー ス必修 3 w 月～金 9 : 00 "-'16 : 00 

小児看護学II 看護学コ ー ス必修 4 Al 火～木 8 : 30,..___16: 40 

小児看護学実習II 看護学コ ー ス必修 2 4 Al 月～金 8 : 00--....,15 : 00 

※ 開講時期

S1 4 月 5日 6 月 3日 9 週

S2 6 月 6日 8 月 1日 9 週

Al 9 月 26日 11 月 18日 8 週

A2 11 月 21日 1 月 26日 8 週

w 1 月 27日 3 月 3日 6 週

【大学院】

家族看護学特論I 4 月 ~6 月

トランスレ ーショナルリサー チ看護学入門 7 月 11日~7 月 15日（医学集中実習）

看護コンサルテ ーション特論 8 月 ~IO 月

家族看護学特論II 11 月 ~1 月

68 



7. 教室の沿革

1992.04.10 

1992.10.01 

1993.05 

1997.03.31 

2002.04.01 

2003.03.31 

2003.04.01 

2010.04.01 

2011.04.01 

2011.08.01 

2012.04.01 

2012.04.12 

2012.12.01 

2013.04.01 

東京大学医学部保健学科は、 学科名称を健康科学・看護学科 に改称し、 東

京大学医学部健康科学・看護学科家族看護学講座が新設される ．

杉下知子氏が本講座の教授として発令される．

石垣和子氏が本講座の助教授として発令される ．

石垣和子助教授が退官 ．

上別府圭子氏が本教室の助教授として発令される ．

杉下知子教授が退官 ．

上別府圭子助教授が教室主任を務める ．

職名変更により上別府圭子助教授が准教授となる ．

上別府圭子准教授が健康総合科学科教育委員長（任期l年）として就任さ

れる

池田真理氏が本教室の助教として発令される ．

佐藤伊織氏が本教室の助教として発令される ．

上別府圭子准教授が健康総合科学科教育委員長（任期l年）として就任さ

れる

上別府圭子准教授を代表としてQOL研究センターが開設される ．

上別府圭子准教授が本教室の教授として発令される ．

上別府圭子教授が健康科学・看護学専攻 専攻長（任期 2 年）として就任

される ．

福澤利江子氏が本教室の助教として発令される ．

修士課程に5名が入学， 2名が復学 ． 博士課程に2名が進学 ．

2013.05.25 平成25年度家族看護学分野スタッフ会議を開催 ．

2014.03.24,...,_,25 学部卒論生1名が卒業， 修士課程4名， 博士課程2名が修了．

2014.03.31 池田真理助教が看護管理学分野に異動 ．

2014.04.01 修士課程に5名が入学， 2名が復学 ． 博士課程に3名が進学 ．

2014.06.27 平成26年度家族看護学分野スタッフ会議を開催 ．

2014.07.01 網谷レイチェル ・ マリ ー氏が本教室の助教として発令される ．

2014.11.05 上別府圭子教授の再任が医学部代議員会で承認される ．

2015.03.24 修士課程6名， 博士課程2名が修了 ．

2015.03.31 福澤利江子助教が退任 ．

2015.04.01 キタ幸子氏が本教室の助教として発令される ．

修士課程に1名（梅下かおり）が復学 ． 博士課程に1名（戸部浩美）が入

学， 2名（江本駿， 高梨志帆）が進学 ．

上別府圭子教授が東京大学学生相談ネットワ ー ク本部企画室長（任期2年）
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として就任される

2015.06.22 平成27年度家族看護学分野スタッフ会議を開催 ．

2015.06.30 網谷レイチェル ・ マリ ー助教が退任．

2015.07.01 佐藤伊織助教が本教室の講師として発令される ．

副島尭史氏が本教室の助教として発令される ．

2016.03.24~25 学部卒論生1名（出口美咲）が卒業． 修士課程6名（今井紗緒， 小石澤素

2016.04.01 

子， 鈴木征吾， 中嶋祥平， 中村真由美， 福井千絵）， 博士課程2名（末次

美子， 瀬戸山有美） が修了．

修士課程に3名（小林明日香，林真由，村田翔）が入学，1名（吉備智史）

が復学． 博士課程に5名（今井紗緒， 鈴木征吾， 中嶋祥平， 中村真由美，

福井千絵）が進学．

2016.05.23 平成28年度家族看護学分野スタッフ会議を開催 ．

2017.03.23~24 学部卒論生2名（田尾洵菜、 高石宏和）が卒業 ． 修士課程2名（梅下かお

り， 大城怜）， 博士課程l名（目麻里子）が修了．
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資料（卒論・修論・博論）
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卒業論文内容要旨

論文題目：アタッチメントの世代間伝達とアセスメント手法に関する文献レビュ ー

緒言

指導教員：上別府圭子教授

東京大学医学部健康総合科学科

平成27年度進学

氏名 田尾洵菜

アタッチメントとは、 危機的状況・潜在的な危機に備え、 特定の個体との近接を求め、

維持しようとする個体の性質、 すなわち物理的・心理的にネガティブな状態を特定の個体

に近接・維持することによって低減・調節しようとする行動の制御システムである。 子ど

もは養育者などのアタッチメント対象との相互作用によって自らのアタッチメントの質を

構築するとされる。 この子どものアタッチメントは、 The Strange Situation Procedure 

(SSP) を用いて測定し、 4 つの型に分類される。 また、 養育者のアタッチメントは、 The

Adult Attachment Interview (AAI) を用いて SSP の分類に対応した 4 つの型に分類され

る。 SSP と AAI の分類の対応の一致度を測ることで、 養育者 一 子ども間におけるアタッチ

メントの世代間伝達が認められてきた。 しかし最近では、 SSP 及び AAI に加えて、 アタッ

チメントの世代間伝達を測定する上でより多様なサンプルやリサーチクエスチョンに対応

するため、 アタッチメントの世代間伝達に関するアセスメント手法が開発され、 使用され

てきている。

そのため本論文では、 養育者 一 子ども間におけるアタッチメントの世代間伝達をアセス

メントする手法としてどのような手法が用いられているか、 及びアセスメント手法によっ

て養育者一 子ども間におけるアタッチメントの世代間伝達に関する違いがあるかを明らか

にすることを目的として文献レビュ ーを行った。

方法

MEDLINE, CINAHL, 医中誌を使用し、 2016年 12 月までの期間、 養育者 一 子ども間

のアタッチメントの世代間伝達について尺度を用いて測定している計14文献でレビュ ーを

行った。
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結果
養育者のアタッチメントをアセスメントする手法と用いられている論文の数は、 対象に

含め た 14文献中The Adult Attachment Interview (AAI)が11文献であり、 一番多かっ

た。 その他 、 6つの手法(the Reflective-Functioning Manual for Application to Adult 

Attachment Interviews、 DMM-AAI、 PDI、 AMBIANCE、 PBI、 BBTS)が養育者のア

タッチメントをアセスメントするために用いられていた。 子どものアタッチメントをアセ

スメントする手法と用いられている論文の数は、 対象に含め た 14文献中The Strange

Situation Procedure (SSP)が10文献であり、一番多かった。その他 、2つの手法(ASCT、

AQS)が子どものアタッチメントをアセスメントするために用いられていた。 養育者 一 子

ども間のアタッチメントの世代間伝達を測定する手法の組み合わせ は、 AA1とSSPの組み

合わせを用いている文献が7文献、 その他の組み合わせ が7文献であった。 また、 養育者
一 子ども間のアタッチメントの世代間伝達を測定する手法の組み合わせ は、 AAIとSSPの

組み合わせを用いている文献が7文献、その他の組み合わせ が7文献であった。AAIとSSP

の組み合わせを用いている文献の内、 AAI・とSSPのみを用いている文献は5文献、AAIと

SSPとその他の組み合わせ(PDI、 The Reflective Functioning Manual for Application to 

Adult Attachment Interview)を用いている文献は 2文献であった。 その他の組み合わせ

の内訳は、 AA1とSSP以外の手法の組み合わせ(ASCT、 AQS)が4文献、 AAI以外の手

法とSSPの組み合わせ(PDIとAMBIANCE、 PBIとBBTS、 DMM-AAI)が3文献であ

った。

考察

どのような アセスメント 手法を用いているかに関わらず、 ほとんどの文献において 養育

者一子ども間におけるアタッチメントの世代間伝達の傾向が見られた。しかし、 対象者の

属性や介入により アタッチメントの世代間伝達 が見られない文献も存在した。

養育者 一 子ども間のアタッチメントの世代間伝達について 測定する際には、 対象者の属

性や介入の有無、 文化によるアタッチメントの世代間伝達の差異が生じうることを考慮し

て行う必要がある。
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卒業論文内容要旨

論文題目： 20 代小児固形腫瘍経験者の経済負担に関する質的研究

指導教員：佐藤伊織

東京大学医学部健康総合科学科

平成 27 年度進学

氏名 高石宏和

緒言

小児がんは小児慢性特定疾病に指定されており、 小児がん患者は小児期には小児慢性特定疾病

医療費助成制度（以下「小慢」）を利用し治療費の助成を受けることが出来る。 しかし、 18 歳(20

歳）以降はこの制度を利用することが出来ない。 成人後に利用可能な制度のうち、難病の患者に対

する医療等に関する法律に基づく「指定難病」からは小児がんは除外されている。 したがって小

児がんにおいては、 他の小児慢性特定疾病でみられるような小慢から指定難病という一元的な経

済支援がなされていない。 また、 小児がん経験者は晩期合併症などの身体的問題があっても障害

者手帳を持つものは少なく、 心身障害者医療費助成制度の対象外である者が多い。 以上のことか

ら小児がん経験者の中には成人後、 難病 ・ 障害者に対する支援の枠組みから外れており、 経済負

担を抱えている者も一定数いると予想される。 しかし、 患者（経験者）が感じる経済負担につい

て内容や負担感を含めて明文化した研究は少ない。 したがって、 本研究では医療費助成制度の移

行期を経験し、 移行直後である 20 代の小児がん経験者の「経済負担」を明らかにすることを目

的とする。

方法

2016 年 12 月から 2017 年 1 月の間に、 東京都の大学病院 1 施設の小児科外来を受診した 20

代小児がん経験者を対象に半構造化面接を行った。 質問内容は、 疾病に関連する「経済負担」の

く内容＞ ． ＜負担額＞ ． ＜負担感＞とそれに関連するものであった。 語りの内容をく負担感＞に

ついて整理した。 ＜負担感＞を感じる要因については、 上位概念であるサブカテゴリ ー・ カテゴ

リ ーを生成した。

結果

研究参加者は 4 名で、 男性 1 名、 女性 3 名、 平均年齢は 22.5 歳、 原疾患の種類は骨肉腫 ・ 脳

腫瘍・ユ ーイング肉腫であり、 発症時期は幼児期前期から中学校期であった。 なお患者の母親2

名に対しても1人は患者と別日で、1名は患者と同席の上でインタビュ ーを行った。 インタビュ

一時間の平均は51.8分であった。

く負担感＞は患者が個々の支払い対象について現在感じる＜負担感＞と将来感じる＜負担感＞、

さらに、 経済負担の全体に対して現在感じる＜負担感＞と将来感じる＜負担感＞、 計4つに分類

された。

また、 く負担感＞を感じる要因について 16 のサブカテゴリ ーと4つのカテゴリ ー （表）が生成

された。

考察

20 代患者の中には実家暮らしで親と同居している者もおり、［親からの経済的支援】を受け、

そのために自分の経済負担のすべてを認識していないこともあった。 また、【現在の経済負担への

納得】、 【現在の経済負担への納得のいかなさ】の両方を抱えており、1 人の患者はく負担感＞の

程度が大きい経済負担と、程度が小さい経済負担の両方を抱えていた。【現在の経済負担への納得】

が得られたのは本人に十分な経済的余裕があり、 く 負担額＞が小さいことや助成制度などを利用

して経済負担は仕方ないと納得しているため、 そして負担があっても身体が大事と感じていたた

めであった。 このことから患者は自身の病気や健康状態について認識し、 適切な健康行動をとる

ことができていると考えられた。 一方で 【現在の経済負担への納得のいかなさ】を抱えているの

は、 まず本人に経済的余裕がなく、 助成制度が使えないなどの理由で、 経済負担の負担額が大き

く、 く 負担額＞が減ってほしいと感じているといった金銭的な理由のためであった。 さらに、 制

度が利用できていても装具などの自分ではどうしようもない部分には支援が行き届いていないこ
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と、 制度を利用できたとしても、 利用するための手間が負担であること、 お金を支払うことに抵

抗感があることなど心理的な理由も含まれていた。 このように現在患者は、 経済負担について納

得がいっている部分と納得がいっていない部分を抱えながらも通院を継続していた。 そのため、

全体として非常に切迫した経済的負担は抱えていないと考えられた。 一方で、 患者はさらに、 親

の支援がなくなる不安や、新たに治療の必要性が生じる不安といった将来についての不安を抱え、

貯金による蓄えを準備し、 家族の支えを考えていた。 このように患者は現在および将来について

不安が小さい／納得がいく側面と不安が大きい／納得がいっていない側面を共に抱えていた。

結論

20 代小児がん経験者のく負担感＞は 4 つに分類された。またく負担感＞を感じる要因は 4 種類

に大別された。 医療者は経験者が適切な助成制度を利用できているかをアセスメントし、 情報提

供していく必要がある。

表 負担感を感じる要因のカテゴリ ーとサブカテゴリ ー

カTゴリ

【親からの経済的支援】

【現在の経済負担への納得】

【現在の経済負担への
納得のいかなさ】

【将来の見通しと不安】

サブカTゴリ

«親の経済的余裕と支払い»
«聞いたことがないのでわからない経済負担»
«十分な経済的余裕＞＞
«経済負担はしょうがないと納得»
くくお金がかかっても身体が大事»

«く負担額＞が小さい»
＜＜経済的余裕のなさ»

«助成制度が侍えない»
«自分ではどうしようもない»
«お金を使う-とへの抵抗感»
«王

く
閲
負

益
担

めんどくさい»
« 額＞が大きい»
«く負担額が＞減ってほしい»
«親の支援がなくなる不安»
«新たに治療の必要性が生じる不安»
«貯金による備え／家族の支え»
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Anxiety and its correlated factors among parents of breast cancer patients after surgery: 
Focusing on patients' anxiety, social support and medical care needs of parents 

手術を受けた乳がん患者の親における不安とその関連要因
ー患者の不安、 親のソ ー シャルサポー ト、 医療ニー ズに着目して 一

41146002 Rei Oshiro 

大城 怜

Tutor: Prof. K. Kamibeppu 

指導教員：上別府 圭子 教授

Department of Family Nursing, Division of Health Sciences and Nursing, 
Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野

Admission in Apr i I, 2014 

平成 26 年 4 月入学

Objective: This study aimed to clarify the severity of anxiety among parents of breast cancer patients after 
surgery and correlates of their anxiety with patients'anxiety, perceived social support parents receive, and 
parents' needs for medical care. Methods: A cross-sectional study using anonymous self-report 
questionnaires and medical records was conducted among breast cancer patients after surgery and their 
parents at four designated cancer care hospitals between September 2015 and June 2016. Anxiety among 
both patients and parents was measured using the anxiety subscale of the Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS). Social support was measured using the Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support (MSPSS). Medical care needs were measured using the Family Inventory of Needs (FIN). A 
multilevel analysis was conducted. Results: This study included 107 families (107 breast cancer patients, 
83 mothers, and 51 fathers). The mean HADS anxiety scores reported by mothers and fathers were 7.2 and 
6.5, respectively. Fulfillment of important medical care needs was related to parents' anxiety. Family 
support and patients' anxiety were related to mothers' anxiety, but not fathers' anxiety. Conclusions: 
Parents of breast cancer patients after surgery had high anxiety. It would be useful to provide parents with 
information that fulfills parents'medical care needs to alleviate parents'anxiety. Furthermore, it would be 
important to increase support from family and reduce patients'anxiety in order to reduce mothers'anxiety. 
Key words: adult children, breast neoplasms, mental health, needs assessment, parent-child relations 
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妊娠先行型結婚をした初産婦における夫・実母のサポートと妊娠後期のうつとの関連

Antenatal depression and its association with husband and maternal support 

among primipara women married after pregnancy during the third trimester of pregnancy 

41136003 梅下 かおり

Kaori U meshita 

指導教員：上別府 圭子 教授

Tutor: Prof. K. Kamibeppu 

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野

Department of Family Nursing, Division of Health Sciences and Nursing, 
Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

平成 25 年 4 月入学

Admission in April, 2013 

目的：妊娠先行型結婚をした初産婦に対する産科領域での支援方法の示唆を得るために、妊娠先

行型妊婦における妊娠後期のうつの実態を明らかにした。 さらに、 妊娠先行型妊婦の妊娠後期の

うつとの関連要因を夫・実母からのサポー トを中心に検証した。 方法： 2016 年 6 月から 12 月

に東京都内の産科医療機関 2 施設を受診した妊娠後期（妊娠 28 週以降）の初産婦を対象に、 無

記名自記式オンライン調査による横断的研究を実施した。 調査内容は対象者の属性のほか、 妊娠

後期のうつは日本版エジンバラ産後うつ病自己評価票 (Edinburgh Postnatal Depression Scale: 

EPDS) 、 夫と 実母からのサポ ー トは未就学児の いる親用ソ ー シャルサポ ー ト 認知スケ ール

(Social Support Perception Scale for Parents Rearing Preschoolers: SSPS-P) を用いて評価し

た。妊娠先行型妊婦と結婚先行型妊婦の EPDS の得点を比較し、妊娠先行型妊婦の妊娠後期のう

っと関連する変数を 2 変量解析で抽出したうえで、夫・実母の SSPS-P の各変数を投入して重回

帰分析を行った。 結果：妊娠先行型結婚をした妊婦 43 名、結婚先行型妊娠をした妊婦 175 名、

計 218 名を対象に分析を行った。妊娠先行型妊婦の EPDS の平均点は 5.2 (標準偏差= 4.5) 点、

カットオフ値以上の得点者は 13 名 (30%) で、 いずれも結婚先行型妊婦と比較して有意に高か

った。 妊娠先行型妊婦の妊娠後期のうつに関連がある要因は、年齢 (B= -.314、p= .029) と実母の手

段的サポー トの認知 (B= -.358、p= .013) であった。結論：妊娠先行型妊婦は結婚先行型妊婦と比較

して妊娠後期のうつが高いことが明らかになった。 さらに、妊婦が実母からの手段的サポー トを高く

認知することにより、 妊娠後期のうつが低下する可能性が示唆された。

Key words: antenatal depression, EPDS, premarital pregnancy, primipara, social support 
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論文の内容の要旨

論文題目：「介護保険申請をした認知症をもつ人の介護保険サー ビスの利用が働

きながら介護する家族員の Family to work spillover に与える影響：縦断的

調査」

氏名目麻里子

背景

日本では認知症を持つ高齢者が増加している。 認知症をもつ高齢者の介護は 日常的に 行わ

れる身体的ケアのみでなく、行動・心理症状へのケアが必要であるという特徴があ り、この

行動・心理症状が家族介護者の介護負担を高めることが報告されている。労働人口世代が介

護役割を担うことが多い中で、介護離職は大きな問題となっている。認知 症を持つ高齢者の

介護は、 介護者の勤務状況やパフォ ー マンスヘ大きな影響を及ぼすこ とが報告されており、

介護役割の負担を軽減し、介護と仕事の両立に対する支援を検討 する必要がある。現在、高

齢者全般とその家族を支える介護施策が進められている中で、 働きながら認知症をもつ人を

介護する家族員の介護離職を防ぐために、 介護と仕事の両立への支援として適切な社会資源

を整備することは喫緊の課題であると考える。

高齢者への介護役割と介護者自身の仕事役割は、 情緒的・感情的・時間的にお互い持 ち越

し合うとされており、 介護と仕事の両立のためには、 2つの役割間で持ち越される 負の影

響を減らすことが重要である。 介護を含む家庭役割から仕事役割へ及ぼす負の影 響は、

Family to work negative spillover (FWNS) の程度で検討されている。 FWNS は、 家庭役

割で生じた状況や意識が仕事役割の状況や意識に影響を及ぼすこととして定義されている。

先行研究で、 家族介護者の FWNS を下げることは、 就業継続や介護者 の精神的健康を維

持する上で重要であると報告されている。 そのため、 認知症をもつ人 を介護する家族員の

FWNS を下げる介護支援を検討することは、 介護と仕事の両立を 支援する上で有効である

と考える。

Hobfoll によると、 FWNS は資源が不足した際に生じ、 適切な資源を補充することで、

FWNS は低下するとされている。 また、 FWNS を下げるためには、 社会資源が重要で あ

ると報告されおり、 FWNS を下げる介護支援を検討する上で、 社会資源に着目する必要が

あると考える。

資源を検討する上で、 手段的サポー トのニ ー ズを満たす支援が介護者への支援として 重要

な役割を果たしていると報告されている。そのため、介護者への手段的サポ ー トを提供する

社会資源に着目することが支援方法を検討する上で重要である。日本における 認知症をもっ

人の家族員への手段的サポー トとして、 介護保険制度によるサー ビスがある。 介護保険サー

ビスの利用は介護を必要とする人への自立支援であるが、 家族介護者への支援ともなると報

告されている。

働きながら認知症をもつ人を介護する家族員において、 介護保険サー ビスの利用が FWNS

へ与える影響は検討されていない。 介護保険サー ビスの利用が家族介護者の FWNS を軽減

するか明らかにすることは、 働きながら認知症をもつ人を介護する家族員の介護と仕事の両

立に対する支援を検討する上で重要であると考える。

目的

1. 認知症をもつ人を働きながら介護する家族員の特徴を把握した上で、 介護保険サー ビス
の利用により、 利用開始 3 か月後の家族介護者の FWNS が低下するかを明らかにす
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る。

2. 認知症をもつ人を働きながら介護する家族員における適切な資源を検討するため、 介護

保険サー ビスの利用内容 （パターン）が利用開始 3 か月後の家族介護者の FWNS に与

える影響を明らかにする。

方法

介護保険給付データを連結した 3 か月のインターバルで縦断的自記式質問紙調査を実施し

た。 研究対象地域は、 福井県坂井市あわら市で構成される坂井地区とした。 研究対象者は、

要介護認定を新規申請した認知症自立度II以上である人の家族介護者を対象とした。 介護者

との続柄は、 利用者の子（義子含む）とし、 同居の有無 ・ 主介護者であるかは問わないこと
とした。

1時点目の質問紙の配布は、2016年2月から7月の間、坂井地区のすべての居宅介護支援

事業所の居宅介護支援専門員、 坂井地区の認定調査員に調査セットの配布を依頼した。 回収

は、 坂井地区広域連合宛ての郵送法とした。

調査内容は、 家族介護者に対する質問紙、被介護者の要介護認定の判定を受けてから 2 か
月経過した時点でのデータ介護保険給付データを用いて、以下の情報を収集した。

質問紙にて FWNS、 介護負担感、 ソ ー シャルサポー トの認知、 精神的健康、 職場環境、 介

護者・被介護者の属性の情報を得た。 介護保険給付データのうち、 利用しているサー ビスの
内容、 要介護度、 認知症自立度、 身体活動自立度を坂井地区広域連合の職員を通して収集し

た。

本研究は、 東京大学大学院医学系研究科倫理委員会の承認を得て実施した。

分析は、 記述統計を算出した後、 介護保険サー ビスの利用が FWNS に与える影響を検討

するため、 2 時点目の FWNS の値から 1 時点目の FWNS の値を引いた変数を従属変数と

した階層的重回帰分析を行った。 独立変数には、 Stepl で介護者の年齢、 暮らし向き、 介護

者の慢性疾患の有無、被介護者の医療処置の有無、 介護負担感の変化量、 ソ ー シャルサポー

トの認知の変化量、被介護者の行動・心理症状の変化量を投入した。 Step2 では、介護保険

サー ビスの利用の有無を投入した。 次に、 介護保険サー ビスの利用パターンによる影響を明

らかにするため、 介護保険サー ビスを利用している者を対象とした共分散分析を行った。 共

変量は、先述の分析と共変量は変えずに行い、介護保険サー ビスの利用パターンは、 「通所型

サー ビスの利用」、 「通所型サー ビスの利用なし（訪問型サー ビス ・ 福祉用具貸与のみ利用）」、
「施設型サー ビスの利用」 と分類し、 固定因子として投入した。

結果

調査セットを受け取った 85名中、 有効分析対象者は 55名 （有効回答率 64.7%) であり、

就業中の者は45名、就業していない者は10名であった。 就業している者のうち、介護保険

サー ビスを利用している者は35名、 利用していない者は10名であった。 認知症をもつ人

が利用している介護保険サー ビスは、就労あり群、なし群ともに、通所介護を単一で利用し

ている者が最も多く、 約 30%の者がサー ビスを複数利用していた。

2 時点目の FWNS の値から 1 時点目の FWNS の値を引いた変数を従属変数とした階層的

重回帰分析の結果、 介護保険サー ビスの利用と FWNS は有意な負の関連が認められた。 介

護保険サー ビスの利用パターンで検討したところ、 すべての利用バターンにおいて、 有意な

関連は認められなかったが、 推定平均値は 「通所型サー ビスの利用」 の群で FWNS の低下

が大きい傾向であった。

考察

本研究は、 認知症を持つ高齢者を介護する家族介護者のうち、 介護保険を新規申請した対

象者にインターバル 3 か月の縦断的質問紙調査を行い、 介護保険サー ビスの利用が、 仕事を
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もつ家族介護者の FWNS を低下させる可能性が示唆された。 また、 介護保険サー ビス の利
用パタ ーンごとに検討した結果、 有意な結果は認められなかった。

Sakakibara (2015) の研究では、 家族介護者の生活のやりくりの上で被介護者に対する
社会資源の利用は必要不可欠であると報告している。 COR理論では、 ス トレ ス は、 仕事と
介護を含む家庭での役割のやりくりの間で資源が不足したときに生じる (Grantley 1999) 
とされており、 適切な資源を有する事で、 資源の埋め合わせができ、 ス トレ ス が軽減すると
提唱されている(Hobfoll 2001)。 また、 Thompsonら(2014) は、 介護者の手段的サポー

トに対するニ ーズに応えることは、 認知症をもつ人を介護する家族員への支援において重要
であると報告している。 そのため、 介護保険サー ビス は、 認知症をもつ人を働きながら介護
する家族員の介護と仕事の両立の上で、 適切な資源であると考える。

一方、 介護保険サー ビス の利用パタ ーンによる分析では有意な結果が認められなかった。
認知症をもつ人を在宅で介護する家族員の介護保険サー ビ ス利用内容の選択において、 本人
の状況や家族介護者の状況が影響するという報告がある。 そのため、 介護保険サー ビス の利
用による FWNS を低下させる効果は認められたが、 個々の家族によって必要とされる介護
保険サー ビスは異なり、 介護保険サー ビス の利用パタ ーンによる効果が認められなかった可
能性がある。

本研究の限界として、 第一に認知症の診断の評価に医学的診断情報を用いていない点が挙
げられる。 第二に、 一般化可能性への限界である。 本研究の集団は、 共働きが多い、 二世代
世帯が多いという特徴のある地域の者であること、 1時点目の質問紙の返送がなかった者は、
特性に違いがある可能性があること、 認知症以外の疾患をもつ者と比較をしていないため、
認知症をもつ人の家族介護者特有の結果であると断言できないこと、 介護が仕事に与える影
響について、 因果が特定できないことがある。 第三に内的妥当性の限界である。 対象者数が
限られていたため、重回帰分析の結果に対して、検出力が十分であったとは言い難い。また、
1 時点目の FWNS の値が高かった者において、 平均への回帰が起きている可能性があり、
FWNS の低下が過大に生じている可能性がある。 また、 介護保険サー ビ ス の利用の有無の
選択の背景について十分に検討できていない。 また、 質問紙配布時に選択バイア ス が生じて
いる可能性があり、 坂井地区全体を反映した結果であるとは言い難い。 第四に介護保険サー

ビス の利用パタ ーンを詳細に検討できなかったことが挙げられる。 今後、 サンプルサイズを
増やし、 より詳細に介護保険サー ビス の利用内容をパタ ーン化し、 FWNS に影響を与える
サー ビス の利用内容を明らかにする必要がある。

結論
認知症をもつ人を介護する家族員において、 介護保険サー ビス の利用が FWNS へ影響す

る可能性が示唆された。
介護を必要とする人への支援である、 介護保険サー ビ ス が認知症をもつ人を介護する家族

員の介護と仕事の両立指標である FWNS の面から、 有効な介護者への支援であるという可

能性が示された。
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論文題目：意見の相違を抱える認知症高齢者の家族に向けた支援と課題：施設スタッフの視点から

指導教員：上別府圭子教授

東京大学医学部健康総合科学科

平成26年度進学

氏名 出口美咲

緒言

認知症高齢者の家族内の意見の相違は、 代理意思決定だけでなく、 主介護者の介護負担感や身

体的・心理的健康に影響をあたえうるものであり、 家族内の意見の相違を解消することが求めら

れている。 しかし、 在宅介護を行う家族内の意見の相違に関する研究はなされている一方で、 介

護施設に入居した被介護者の家族内における意見の相違に関する研究は不足している。 現在、 認

知症高齢者の多くが施設に入居しており、 今後も増加の一途をたどることが予測され、 家族内の
意見の相違を解消する上で施設スタッフに求められる役割は大きい。 しかし、 施設スタッフは家

族内の意見の相違を解消するための支援が困難であると感じており、 また家族支援への知識が不

足している。 施設に入居している認知症高齢者の家族内の意見の相違を解消するために、 施設ス

タッフによってどのような支援が行われており、 支援においてどのような課題があるか明らかに

することは、 今後の支援を検討する上で重要であると考える。 そこで本研究は、 家族内の意見の

相違を抱える認知症高齢者の家族に対する施設スタッフによる支援の現状とその課題を明らかに

することを目的とした。

方法

介護施設に現在勤務している専門職者（看護職員、 ケアマネ ー ジャ ー、 介護職員、 介護支援相

談員のいずれか）であり、 介護施設において認知症高齢者への介護・看護を 2 年以上経験してい

る者を対象として、半構造化面接法に基づく質的研究を行った。ICレコ ー ダーに記録された言語

データの逐語録に対して、Mayringの手法を参考に質的内容分析を行った。解釈したいことを「家

族内の意見の相違の内容と施設スタッフの関わり」と定義し、Mayringの質的内容分析で用いる
要約的内容分析と説明的内容分析に従ってカテゴリーを形成した。

結果
対象者は10名で、 そのうち9名が介護職員、1名は看護師（施設長）であった。 勤務先は特別

養護老人ホ ー ム5名、 介護老人保健施設が5名であった。 分析により、11個のカテゴリーと21
個の文脈単位が抽出された。 現在行われている支援として、 «意思決定の際の選択肢とリスクの

提示»« 家族間の情報共有に対する工夫»«入居者の気持ちを考えるよう促す»«声掛けによる

励まし»«家族関係の観察»«施設スタッフの役割分担»のカテゴリーが抽出された。 支援の課

題としては' «家族間の話し合いを促す必要性»« 施設スタッフヘの教育と家族への情報提供の

必要性»«全職種間での情報共有の必要性»« 施設スタッフが家族と関わる機会が少ない»«積

極的な意思決定支援は出来ていない»が抽出された。

考察
施設スタッフが現在行っている支援について、代理意思決定の際の支援としては客観的な情報提

供が主であった。 このことは、 家族へ中立的な立場で支援できるという利点はある一方で、 意思
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決定は家族内の問題であり施設の立場では深く踏み込んだ支援は出来ないという施設スタッフに

よる認識が現れていると考えられる。 家族間の情報共有に対する支援については、 家族関係や状

況を見極めて臨機応変に対応することによって成り立っており、 各状況に応じた判断は施設スタ

ッフ個人の裁量に依存していることが明らかになった。また、傷ついている主介護者に対しては、

主介護者に対して寄り添い、 主介護者の苦労や頑張りを施設スタッフが理解していることを伝え

ることによる精神的な支援が行われていた。

次に、 支援における課題について、 看取りの時期以外でも家族内の意見の相違や対立が起きて

いることが明らかになった。 このことから家族間の情報共有に関する支援として看取り方やケア

プランに限らず、 まず家族間の話し合いや普段から密に連絡をとるよう促すことが、 意見の相違

を抱える家族に対する支援の第一歩になることが考えられる。 また、 施設スタッフが家族と関わ

ること自体にも障壁がみられた。 意見の相違の細かい部分まで家族から聞くことができないとい

う現状があり、 そのことから、 施設スタッフが意見の相違を抱えた家族に対して支援を行うこと

自体に、 施設という立場としての限界を感じていると考えられる。 さらに、 施設スタッフは積極

的な意思決定支援を家族に対して行うことにも障壁を感じていた。 客観的な情報提供などの説明

はできても最終的な決定は家族の意思にまかせるため、 家族が選択した決定事項に対しては強く

アドバイスできないことが挙げられていた。 この現状に対して、 家族が看取りに関する知識を得

て十分に考える機会を持つことが重要であると考えられる。
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Postpartum depression and its association with social support among foreign mothers in Japan 
at 3--4 months postpartum 

産後3---4ヶ月時の在日外国人母親における産後うつとソーシャルサポートとの関連

Sawo Imai 

41146003今井 紗緒

Tutor: Prof. K. Kamibeppu 

指導教員：上別府 圭子 教授

Department of Family Nursing, Division of Health Sciences and Nursing, 
Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野

Admission in April, 2014 

平成26年4月入学

Objective: The present study clarified postpartum depressive symptoms in foreign mothers living in Japan and 
the factors associated with such symptoms, particularly those related to social support. Method: A 
cross-sectional study using anonymous self-report questionnaires was conducted for Japanese and foreign 
mothers at the 3-4 month infant health examination in two metropolitan health centers from August through 
December 2015. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) was used to evaluate symptoms of 
postpartum depression, and social support was evaluated by support type and provider. Multiple regression 
analyses clarified factors related to symptoms of postpartum depression. Results: Data from 97 Japanese 
mothers and 68 foreign mothers were analyzed. There were 26 foreign mothers (37%) and 12 Japanese mothers 
(12%) with the EPDS scores > 9ゅ< 0.001). The EPDS score for foreign mothers was 7.5 (SD 5.1), 
significantly higher than that for Japanese mothers (4.2 [SD 3.8]; p < 0.001). Current fmancial circumstances (fJ 
= -0.324), spouse-partner's emotional support (fJ = -0.271), and family's informational support (fJ = -0.283) were 
significantly related to foreign mothers' postpartum depressive symptoms. Conclusion: Postpartum depression 
was more common among foreign mothers than among Japanese mothers at 3-4 months postpartum, and it was 
associated with current financial circumstances, spouse-partner's emotional support, and family's informational 
support. Medical personnel should recognize that foreign mothers in Japan can easily experience postpartum 
depression, and they should encourage such mothers to obtain more social support from their spouse-partners 
and family. 

Key words: EPDS, immigrant mother, Japan, postpartum depression, social support 
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摂食障害患者の母親が抱く希望とピアサポートとの関連

Peer support on mothers who have a daughter with Eating Disorder and its association with their 

hope 
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平成 24 年 4月入学
Admission in April, 2012 

【目的】摂食障害患者の母親が抱く希望とヒ
°
アサポー トの実態について調査し、 その関連を明らかに

することとした。【方法】2015 年 12 月に、 東京都近郊の 2 総合病院と 1 クリニックの心療内科に通
・

う摂食障害患者の母親 32 名を対象に無記名自記式質問紙調査を行った。母親が抱く希望に関しては日

本語版 Herth Hope Index (HHI) 、 ヒ
°
アサポー トは摂食障害患者を持つ親 5 名を対象にフォ ー カスグ

ルー プインタビュ ーを行い作成した質問項目を用いて評価した。日本語版 HHI とピアサポー トの有無

及び具体的な内容との関連は、 Spearman の順位相関係数を用いて検証した。【結果】30 名から有効

回答が得られた。 日本語版 HHI 合計得点は、 平均で 36.27 点(SD 士 5.50) であった。 母親の希望と

ヒ
°
アサポー トについては、 ヒ

°
アサポー トの有無(r = 0.36) 、 具体的には 「摂食障害の子どもには様々

な症状があることを知る」(r = 0.36) 、 「互いの体調や身体的な面を思い合う」(r = 0.37) 、 「娘の今後

について、 励ましの言葉をもらう」(r = 0.46) が日本語版 HHI 合計得点と有意に関連していた。【結

論】本研究では、 摂食障害患者を持つ母親の抱く希望に対するピアサポー トの存在とその具体的な内

容の関連について示唆が得られた。 摂食障害患者を持つ母親の希望を高める支援として、 医療者から

提供される家族支援に加えて、 同じ境遇の親同士のピアサポー トの場の提供や、 摂食障害の病状の情

報交換、 情緒的な相互支援を行う効果的なヒ
゜
アサポー トを促すことは重要な意味を持つことが示唆さ

れた。

Key words: anorexia nervosa, bulimia nervosa, family, mental disorders, mothers 
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Association between caregiver burden and care coordination for technology-dependent children 

医療的ケアを要する小児の在宅ケアの調整と家族の介護負担感との関連

41146012 Seigo Suzuki 

鈴木 征吾
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指導教員：上別府 圭子 教授

Department of Family Nursing, Division of Health Sciences and Nursing, 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野

Admission in April, 2014 

平成 26年4 月入学

Objective: To clarify relationships between caregiver burden and care coordination provided by 

visiting nurses or special needs social workers (SNSWs) for technology-dependent children. 

Methods: A cross-sectional study was conducted between October and November 2015, and 777 

parents of technology-dependent children (TDC), recruited via nursing and social work offices and 

special schools, completed anonymous self-report questionnaires. Caregiver burden was measured 

via the Zarit Burden Interview. Coordination of children's home healthcare was evaluated using 

items extracted from focus group interviews involving three visiting nurses, two SNSWs, and a 

coordinator from a special school. Multiple regression analysis was performed to examine 

relationships between caregiver burden and care coordination. Results: Data from 232 parents 

were analyzed. Greater possibility of care coordination from visiting nurses was related to lower 

caregiver burden (/J = -.223), particularly that involving role strain (/J = -.256), in parents. 

Regarding the possibility of care coordination from SNSWs, "Consultative approach" (/J = -.200) 

and "Long-ranged assessment" (/J = -.216) were associated with lower role strain in parents. 

Conclusion: Care coordination provided by visiting nurses or SNSWs generally lowered parents' 

role strain with respect to children's home-based medical care. In the group having contracts both 

with visiting nurses and SNSWs, parents of TDC tended to obtain more support through care 

coordination these care providers. 

Keywords: caregiver burden, care coordination, children with special health care needs 
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急性リンパ性白血病患児の寛解導入療法後における健康関連quality of lifeの
患児評価と家族評価の一 致度と関運要因

Health-related quality of life agreement between child-report and family proxy-report 
of pediatric acute lymphoblastic leukemia patients after induction therapy and its related factors 

41126011 中嶋 祥平
Shohei Nakajima 

指導教員：上別府 圭子 教授
Tutor: Prof. K. Kamibeppu 

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野
Department of Family Nursing, Division of Health Sciences and Nursing, 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

平成24年4月入学
Admission in April, 2012 

目的：急性リンパ性白血病(acute myeloid leukemia, ALL)の、 寛解導入療法時における健

康 関連quality of life (HR-QOL)を解釈するために、 ALL 患児の寛解導入療法後における、

患児が評価した自身のHR-QOL ( 自己評価）と家族が評価 する患児のHR-QOL (家族評価）
の一 致度 および 一 致度の関連要因を、 患児の年齢・家族の付き添い · 家族外の社会的 関係に焦

点を当て明らかにする。 方法：日本小児白血病リンパ腫研究グル ー プで 行われ ている「小児B
前駆細胞性ALLに対する多施設共同第II/III相臨床試験」において患児と家族それぞれを対

象とした質問紙から得た情報を用いた。 試験開始(2012 年12月）から 2015年3月末までに
臨床試験に登録され 、 寛解導入療法を受けた5-18歳の患児とその家族において、 質問紙の返

送があった対象者について分析した。 患児と家族は、 患児のHR-QOLを測定するPediatric
Quality of Life Inventory (PedsQL)の包括的尺度(PedsQL-G)とがん特異的尺度(PedsQL-C)

に回答した。 自己評価と家族評価の一 致度は、 下位尺度得点の差と二元配置変量モデルにおけ
る級内相関係 数 (intraclass correlation coefficient, ICC)を算出した。 家族ごとに見た自己

評価と家族評価の一 致度は、 差の絶対値と 、 PedsQL-Gの全下位尺度 (ICC-G)、 PedsQL-Cの

全下位尺度 (ICC-C)の自己評価と家族評価のICCを算出し、 差の絶対値と ICC-G 、 ICC-C

を目的変数とした重回帰分析を行った。 結果： 261組の患児と家族を分析 対象とした。 自己評

価と家族評価は、 心配を除く下位尺度で 中程度からかなり強い一 致を示した。 家族ごとに見た
自己評価と家族評価の平均は中程度の一 致していた。 幼児期において、 友人の数が少ないこと

(B= -.262)と 、 家族が子どもの入院に付き添うこと (B= .354)が 、 PedsQL-Cの全下位尺
度の自己評価と家族評価のICCと 関連していた。 結諭：ALL 患児における寛解導入療法後の

HR-QOLの自己評価と家族評価は中程度の一 致を示した。幼児期において、友人の数が少なく、
家族が 付き添うことが 、ALLやその治療に影響を受ける健康の総体的なドメインでの一 致度が

高くなることが 分かった。
Key words: acute lymphoblastic leukemia, attendance, concordance, health-related quality 
of life, pediatric cancer 
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A qualitative research on the perceptions of pregnancy and childbirth in adolescent women 
with congenital heart disease 

先天性心疾患を有する思春期女性の妊娠・出産についての意識に関する質的研究

Mayumi Nakamura 
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指導教員 上別府 圭子 教授
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東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野

Admission in April, 2014 

平成 26年4 月入学

Objectives: The aim of this study was to reveal perceptions of pregnancy and childbirth in 
adolescent women with congenital heart disease (CHD). Methods: We conducted semi-structured 
interviews for 12 patients. Interview data were analyzed using the modified grounded theory 
approach (M-GTA). Results: Adolescent women with CHD have felt distress and anxiety such as 
<Feel my disease can't ignore in my life> and <Feel anxiety about unknown the pregnancy and 
childbirth> in the growing processes of [The realization that I live with CHD] and [The 
consciousness of pregnancy and childbirth of me with CHD], and those influenced each other. 
Finally, these two growing processes reached into [I want to be myself who know my CHD 
well].All the processes were summarized as「Exploring how I shall be in the future」. Conclusions: 
The perceptions of pregnancy and childbirth in adolescent women with CHD have been influenced 
by several factors, such as their acceptance of CHD, relationships with family and friends, a 
dating relationship, and interventions by health care professionals. Understanding their 
perceptions of pregnancy and childbirth and its influenced factors would help for health care 
professionals to develop effective interventions for adolescent patients with CHD in order to 
accept themselves who have the risks of pregnancy and childbirth in the future due to own disease. 
Key words: teenager, Heart defect, parturition, reproduction, qualitative research 
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Development of the Japanese version of the Family Conflict Scales 

for family caregivers of peple with dementia in long-term care facilities 

長期介護施設に入居している認知症をもつ人の家族介護者における

「介護に関する家族内の意見の相違」尺度の日本語版の開発

41146017 Chie Fukui 

福井 千絵

Tutor: Prof. K. Kamibeppu 

指導教員：上別府 圭子 教授

Department of Family Nursing, Division of Health Sciences and Nursing, 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野

Admission in April, 2014 

平成 26 年 4 月入学

Objective: The purpose of this study was to develop the Japanese version of the Family Conflict Scales 

(JFCS) for family caregivers for persons with dementia in long-term care facilities (LTC facilities). 

Method: The scale was developed through forward translation and back-translation, interviews of 12 staff 

members in LTC facilities, and cognitive interviews of 12 primary family caregivers who met operational 

deflllition in this study. A test was conducted with 276 primary family caregivers, and a retest was conducted 

with 142 primary family caregivers, who had indicated willingness to participate further during the test. 

Results: The internal consistency was relatively high for all scales (Cronbach's alpha> 0.80), and sufficient 

retest reliability was demonstrated for all scales (intraclass correlation coefficient> 0.68). The conflITllatory 

factor analysis supported a three-factor model. Evaluation of the known-groups validity conflITlled that the 

subscale of attitudes and actions toward caregiver was sensitive to the relationship with the care recipient 

(whether the caregiver is a spouse or a child of the person with dementia). Convergent and discriminant 

validity for each subscale of JFCS and Family APGAR were acceptable. Conclusion: JFCS for family 

caregivers of persons with dementia in LTC facilities was developed. It was shown that it is necessary to 

consider three dimensions. The reliability and validity of the scale were verified. 

Keywords: cognitive impairment, family caregiving, family conflict, measurement, nursing homes 
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序文

論文の内容の要旨

論文題目 母親の出産時心的外傷がボンディング困難性に与える影響

氏名 末次美子

出産時心的外傷を抱える母親は、 心的外傷後ストレス障害の症状により、 出産した子どもへのボンディング

の困難性へ影響を及ぼす可能性がある。 また、 出産後持続する心的外傷後ストレス障害の症状は、 出産後3か

月時点でのボンディング困難性を予測する可能性がある。 本研究の目的は、 正期産の母親を対象として、 出産

時心的外傷とボンディング困難性の関係を検証することである。

研究デザイン

本研究では、 まず［研究1 】において、 日本語版PBQの信頼性・妥当性の検証と因子構造を探索するため

に、 横断的関連検証・因子探索研究を行い、 次に【研究2】において、 母親の出産時心的外傷とボンディング

困難性との関係について検証するために、 縦断的仮説検証研究を行った。

【研究1】では、 日本語版PBQの信頼性・妥当性を検証するため、 正期産で健常児を出産した母親を対象

に、 出産後1か月時点でリクルート・質問紙調査を行い、 日本語版PBQと他概念を測定した 質問紙との関連

から妥当性を検証し、日本語版PBQの内的整合性を確認し信頼性を検証した。また再テスト法にて信頼性（安

定性）を検証するために、 調査から2週間後に日本語版PBQの再調査を行った。 更にPBQの探索的因子分

析を行い、 短縮版日本語版PBQを作成し、 日本語版PBQと同様に信頼性・妥当性の検証を行った。

【研究 2】では、 母親の出産時心的外傷とボンディング困難性との関係を検証するため、 正期産で健常児を

出産した母親を対象に、 出産後1か月時点と出産後3か月時点にて、 質問紙調査を行った。 まず出産後1 か月

時点の出産時心的外傷とボンディング困難性との関係を重回帰分析にて検証し、次に出産後3か月時点のボン

ディング困難性に対する出産後1か月時点における予測因子を検証するため、 階層的重回帰分析を行った。

目的

【研究1 日本語版PBQ(Postpartum Bonding Questionnaire)の信頼性・妥当性の検証と

短縮版日本語版PBQの開発】

本研究の目的は、1.日本語版PBQ (Postpartum Bonding Questionnaire)を作成し、 日本語版PBQの信頼

性・妥当性を検証すること、2.日本語版PBQの因子構造 妥当性の検証による短縮版の日本語版PBQを作成し、

その信頼性・妥当性を検証することである。

方法

2012年7月から9月に、年間分娩件数700例程の産科医院2施設においてリクルートを行った。 妊娠37
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週以上 42 週未満で子どもの出生体重が 2500g 以上 4000g 未満の母親を対象とし、多胎児や先天性疾患のある

子どもの母親は除外した。 研究説明および同意取得の際には、 対象者の自由意思を尊重し、 同意後の同意撤回

の権利を保障した。 本研究は、 東京大学大学院医学系研究科· 医学部の倫理委員会（受付番号： 3822)及び調査

施設の臨床研究倫理審査委員会の承認を得て行った。

PBQ は、Brockington(2006) らが母子関係性障害（ボンディング障害）を評価するために開発した自記式質問

紙である。尺度構成は、Scalel 阻害された絆(12 項目）、Scale2 拒絶と怒り(7 項目）、Scale3 育児不安(4 項目）、

Scale4 虐待リスク(2 項目）の 4 因子構造で、 25 項目 6 件法である。 Brockington の許可を得て日本語版 PBQ

を作成し、 パイロットテストを経て再翻訳し、 意味内容の妥当性について Brockington の承認を得た。

構成概念妥当性の検討には、 日本語版あかちゃんへの気持ち尺度(Mother to Infant Bonding Scale; MIES) 

と日本語版母親の愛着尺度日本版(Maternal Attachment Inventory; MAI)を用い、 PBQ と MIES とは正の相

関、 MAI とは負の相関が認められたときに実証されると考えた。 基準関連妥当性の検証には、 日本版エジン

バラ産後うつ病自己評価票(Edinburgh postpartum depression scale; EPDS)を用い、PBQ と EPDS との相関

が中程度から高いと実証されると考えた。 既知集団妥当性の検討には、 初産婦群／経産婦群、 EPDS 陽性群／陰

1 性群において PBQ 得点を比較し、 初産婦が経産婦に比べて高く、 EPDS 陽性群が陰性群に比べて高いときに

実証されると考えた。 信頼性検証のため、 PBQ の内的整合性について、 総得点・各スケ ール得点について検

証した。 また再テスト法による test と retest における PBQ 得点の相関と平均値の差を確認した。母親の人口

統計学因子については、 年齢、 婚姻状況、 経済的状況、 教育歴、 職業、 産科的因子については、 分娩歴、 不妊

治療、 分娩様式、 出血量、 授乳方法とし、 子どもの出生時情報については、 在胎週数、 出生体重、 性別、 につ

いて自記式質問紙を用いて調査した。 PBQ の因子構造の検証では、 重み付け最小二乗法とプロマックス回転

により、 探索的因子分析を行った。 固有値が 1 以上の因子を抽出し、 因子負荷量 0.35 以上の因子を採用とし

た。 有意水準は両側 5%とし、 解析には SPSS21.0 for Windows を用いた。

結果

研究参加へのリクルートをした 300 人のうち、 同意が得られたのは 292 人(97.3%)、 Timel 調査の返送者の

うち欠損値のあるものを除外すると 244 名( 81.3%)となった。 retest の返送者のうち欠損値のあるものを除外

すると 199 名(77.5%)となった。

25 項目版 PBQ において、 内的整合性・再テスト法において信頼性が検証され、 構成概念妥当性・基準関連

妥当性・既知集団妥当性によって妥当性が実証された。次に、探索的因子分析にて 4 因子 14 項目が抽出され、

4 因子はそれぞれ、「 阻害された絆(factor 1)」、「拒絶と怒り(factor 2)」、「 育児不安(factor 3)」、「愛情の欠如(factor

4)」 と名付けられた。 14 項目版 PBQ においても、 内的整合性・再テスト法において信頼性が検証され、 構成

概念妥当性・基準関連妥当性· 既知集団妥当性によって妥当性が実証された。

考察

本研究において、 出産後1か月の母親を対象に、 「阻害された絆」 「拒絶と怒り」 「 育児不安」 「虐待リスク」

の 4 因子から構成される 25 項目版 PBQ の信頼性・妥当性が実証された。 また 25 項目版 PBQ の探索的因子

分析により、 「 阻害された絆」 「拒絶と怒り」 「育児不安」「愛情の欠如」 の 4 因子から構成される 14 項目版 PBQ

が抽出され、 その信頼性と妥当性が実証された。

25 項目版は、 ボンディング困難性の国際比較や、 虐待リスクを含めた臨床的査定の意義があり、 14 項目版

は、 25 項目版に比べて簡易であり、 また 「愛情の欠如」 の概念を含めたボンディング困難性の査定に有効で

ある可能性がある。
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結論

本研究において、 出産後 1 か月の正期産の母親を対象に、 25 項目版 PBQ および 14 項目版 PBQ の信頼性

と妥当性が実証された。

【研究2 正期産の母親の出産時心的外傷がボンディング困難性へ与える影響】

目的

本研究の目的は、 1.正期産の母親の、 出産後 1 か月時点における、 出産時心的外傷とボンディング困難性の

関係を明らかにすること、 2.正期産の母親の、 出産後 3 か月時点におけるボンディング困難性への、 出産後 1

か月時点での予測因子を明らかにすることである。

仮説

本研究の仮説は、 1.正期産の母親において、 出産後1か月時点では、 出産時心的外傷が高い方がボンディン

グ困難性は高く、 出産時心的外傷はボンディング困難性の関連要因となる、 2.正期産の母親において、 出産後

1か月時点の出産時心的外傷は、出産後3か月時点におけるボンディング困難性への予測因子となる、とした。

方法

2012 年 7 月から 9 月に、 年間分娩件数 700 例程の産科医院 2 施設においてリクルー トを行った。 正期産で

子どもの出生体重が 2500g 以上 4000g 未満の母親を対象とし、 多胎児や先天性疾患のある子どもの母親は除

外した。研究説明および同意取得の際には、対象者の自由意思を尊重し、同意後の同意撤回の権利を保障した。

本研究は、 東京大学大学院医学系研究科・医学部の倫理委員会（受付番号： 3822)及び調査施設の臨床研究倫理

審査委員会の承認を得て行った。

ボンディング困難性は 25 項目版 PBQ(PBQ25)/14 項目版 PBQ(PBQ14)、 出産時心的外傷の程度は日本語版

の改訂版出来事インパクト尺度(Impact of Event Scale·Revised; IES-R)、抑うつの程度は日本版エジンバラ産

後うつ病自己評価票 Edinburgh postpartum depression scale; EPDS)、 母親の性格特性は State-Trait

Anxiety Inventory の Trait(STAit)、 アタッチメント特性は Relationship Questionnaire(RQ)、 家族機能は

Family APGAR(FA)、 母親の人口統計学因子については、 年齢、 婚姻状況、 経済的状況、 教育歴、 職業、 産科

的因子については、 分娩歴、 不妊治療、 分娩様式、 出血量、 授乳方法とし、 子どもの出生時情報については、

在胎週数、 出生体重、 性別、 について自記式質問紙を用いて調査した。

目的 1 では、 出産後 1 か月時点の PBQ25/PBQ14 の総得点及び下位尺度得点を従属変数とし、 階層的重回

帰分析を行った。 目的 2 では、 出産後3か月時点の PBQ25/PBQ14 の総得点及び下位尺度得点を従属変数と

し、 出産後 1 か月時点の変数を独立変数として、 階層的重回帰分析を行った。 各 Step における標準化偏回帰

係数、 有意確率、 自由度調整済み重決定係数を算出した。 多重共線性を考慮するため、 独立変数間の相関を確

認し、 Variance Inflation Factor の値が 2.0 を大きく超えないように調整した。 有意水準は両側 5%とした。

解析には、 SPSS21.0 for Windows を用いた。

結果

研究参加へのリクルートをした 200 名の内、 同意が得られたのは 190 名(95%)、 出産後 1 か月時点の返送者

のうち欠損値のあるものを除外すると 144 名(72%)、 出産後3か月時点の返送者のうち欠損値のあるものを除

外すると 130 名(65%)であった。

出産後 1 か月時点の PBQ25/PBQ14 を従属変数とした重回帰分析では、 IES-R は有意な標準化偏回帰係数
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であった。出産後3か月時点のPBQ25/PBQ14を従属変数とした重回帰分析では、出産後1か月時点のIES-R

は有意な標準化偏回）昂係数ではなく、 出産後3か月時点のPBQ25/PBQ14を最も予測する因子は出産後1か

月時点のPBQ25/PBQ14であった。

考察

本研究結果より、 出産時心的外傷によりボンディング困難性を抱きうること、 そして出産後1ヶ月時点で出

産時心的外傷が高い母親は出産後3ヶ月時点においても持続する可能性があることが示された。ボンディング

困難性への支援には、 出産時心的外傷へのアプロ ー チが効果的である可能性が示唆される。

結論

出産後1か月時点の出産時心的外傷は、 ボンディング困難性の関連要因であった。 出産後1か月時点の出産

時心的外傷は、 出産後3か月時点のボンディング困難性の予測因子ではなかった。 出産後3か月時点のボンデ

ィング困難性の主な予測因子は、 出産後1か月時点におけるボンディング困難性であった。
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論文の内容の要旨

論文題目 大学病院に勤務し未就学児をもつ女性医師および看護師における

病児／病後児保育のワ ーク ・ ライフ ・ バランスヘの効果とその利用に関する研究

氏 名 瀬戸山 有美

【背景】

近年、 仕事と家庭の調和（ワ ーク ・ ライフ ・ バランス）の実現を目指した取り組みが各国で行われ

ている。 しかし、 女性医療者において出産· 育児による離職が多く、 ワ ーク ・ ライフ ・ バランスの実

現へ向けた課題を抱えている。 また女性医療者の離職は昨今の医療者不足への影響も大きく、 育児を

しながら仕事を継続できる支援が求められている。 離職に先行する要因として仕事と家庭の役割間の

莫藤（ワ ーク ・ ファミリ ー ・ コンフリクト(WFC))が存在し、 社会的資源はWFCを軽減すること

が報告されている。 仕事と育児をする者に提供されている社会的資源として、 特に子どもの体調不良

時への支援は限られていることに加え、 現在行われている支援にも子の看護休暇の取得率の低さや、

病児／病後児保育の不足など課題も多い。 病児／病後児保育は、 ニー ズは非常に高いにも関わらず、

社会的コンセンサスが得られていない現状から普及が進んでいない。 そのため、 仕事と育児の両立支

援への効果を示すことが普及促進につながると考えられる。WFCの研究において、 育児支援の横断的

調査はなされているが、 縦断的に評価した研究は少ない。 また、 WFCには2つの方向性、 すなわち

仕事から家庭への莫藤(WIF)と家庭から仕事への慈藤( FIW)があるが、 育児支援が2つの方向性

のどちらに作用しWFCを低下させるのかを同時に評価することは、 今後の育児支援の在り方を検討

する上で重要な資料となる。 先行研究では、職場で行われる家族への支援はWIFにより効果があるこ

とが示されている。 以上より、 本研究の目的を病児／病後児保育がWFCへ与える影響を縦断的に評

価すること、 またその方向性について検討することとした。 仮説は病児／病後児保育へ登録をするこ

とによりWFCが低下する、 また、 FIWよりもWIFが低下することである。 本研究では、 病児／病

後児保育の利用には事前の登録が必要であるため、 支援を受けているかいないかを登録の有無により

定義する。

【方法】

調査は、 新たに病児／病後児保育施設を設置する都内大学病院1施設で行った。 対象は、 当該病院

に勤務し、 未就学児を養育中の女性医師および女性看護師である。 育児休業中もしくは調査期間中に

育児休業に入る予定の者は除外した。 本研究のデザインは、 連結可能無記名自記式質問紙を用いた院

内病児／病後児保育開所前後2時点における前向き観察研究である。 子どもの年齢が上がることによ

る影響を考慮して、調査間隔は 3ヵ月とし、Time 1を2015年 6月に、Time2を同年 10月に行った。

院内病児／病後児保育施設は同年の7月に開所された。 調査施設は病床数 1200床を超える大学附属

の特定機能病院であり、 平成26年度では医師および看護師はそれぞれ約1300人が在籍する。 主な両

立支援制度として、 産前休暇 ・ 産後休暇、 育児休業、 子の看護休暇、 院内保育園、 育児支援室、 ベ ビ
ーシッタ ー費用補助制度、 短時間勤務制度および病院診療医制度等を導入している。

調査手順は、 各診療科、 各部署へ対象者の選定および配布を依頼した。 配布数は配布担当者より文

書または口頭にて確認した。 研究に参加する場合は質問紙およびフェイスシート（同意書含む）へ記

載し、 郵送にて返送してもらい、 返送があった方に対し、 Time2の質問紙を自宅へ送付した。 回答後

は郵送により返送するよう依頼した。 Time2では、 葉書にてリマインドを 1度行った。 調査項目は、

Time 1では対象者 ・ 家族の属性を尋ね、 病児／病後児保育への登録のしやすさに関する項目を調査し

た。また日本語版の妥当性、信頼性が検証されているワ ーク・ファミリー ・コンフリクト尺度(WFCS)

を用いWFCを測定した。 Time2ではWFCSおよび院内病児／病後児保育への登録（以下特に断り

が無い場合、 登録とは院内病児／病後児保育への登録を指す）の有無について回答を依頼した。
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分析は、仮説の登録することで WFC が低下することを検証するため、以下の手順で解析を行った。

まず、 登録と WFC の交絡要因と考えられる登録のしやすさを調整するため、 登録の有無を従属変数

とし、 共変量に、 先行研究より選定した、 子どもの年齢、 子どもの健康状態、 子どもの体調不良時の

祖父母のサポー トの有無、 ベ ビー シッタ ーのサポー トの有無、 地域の病児／病後児保育への登録の有

無、 サポー トとして病児／病後児保育の利用希望の有無、 経済的ゆとり、 母親の通勤時間、 母親の遅

刻早退の回数、 夫の勤務時間を投入したロジスティック回帰分析を行い、 傾向スコアを算出した。 割

付の正判別率は 85.1%であった。 傾向スコアの分布、 および傾向スコアの逆数による重み付け前後の

記述統計量と登録の有無による群間差を単回帰分析により検討した。 その後、 傾向スコアの逆数によ

る重み付けを行い、従属変数を Time2 の WFC とした階層的重回帰分析を行った。ステップ 1 に Time

1 の WFC、 ステップ 2 に登録の有無を投入した。 傾向スコアの逆数による重み付けで群間に差が残っ

ている場合、 その変数をステップ 1 に投入することとした。 また、 WFC の方向性への効果を評価す

るため、 WIF、 FIW を従属変数とした階層的重回帰を WFC と同様の手順で実施した。 全ての解析を

IBM SPSS Statistics ver.21 を用いて行った。 なお両側 0.05 を有意水準とした。 本研究は、 東京大学

医学部倫理委員会（審査番号 10859) の承認を得て実施し、 倫理的配慮として、 研究への参加に強制

力が働かないよう質問紙の配布者に対し、 研究参加は対象者の自由意思であることを説明し、 配布の

み依頼した。 また回収および Time2 の配布は郵送法とし、 参加の有無が対象者本人および調査者以

外に知られることがないよう配慮した。

【結果】

調査の結果、 Time1 において質問紙 191 部を配布し、 133 名 (69.6%) より返送があった。 包含基

準に含まれない等 5 名を除いた 128 名へ Time2 の質問紙を配布し、 115 名 (89.8%) より返送があ

った。 そのうち、 回答に欠損があった 2 名を除外し、 最終分析対象者を 113 名 (59.2%) とした。 職

種別の最終分析対象者数は医師が 47 名、 看護師が 66 名であった。

対象者の Time1 調査時平均年齢は 36.1 歳であり、 婚姻状況は離婚・未婚と答えた者が 3 名で 110

名が既婚であった。 核家族世帯は 104 名 (92.0%) 、 親と同居の世帯が 9 名 (8.0%) であった。 子ど

もの人数は1 人が65 名 (57.5%) で平均 1.53 人であった。経済的ゆとりはゆとりがあると 44 名 (38.9%)

が答えた。 夫の Time1 調査時平均年齢は 37.4 歳であり、 常勤の者が 95 名 (84.1%)、 平均週勤務時

間は 57.7 時間であった。 子どもの Time1 調査時平均年齢は 2.1 歳、 健康状態で不良と回答した者が

6 名 (5.3%) であった。 Time2 で登録した者は 31 名 (27%) で、 未登録者は 82 名 (72.6%) であ

った。

傾向スコアの登録あり群となし群における分布は、 登録あり群の5ケ ース以外の部分で重なってい

た。 傾向スコアの逆数による重み付けでは、 子どもの体調不良時の祖父母のサポー トに群間差があっ

た（標準化した差＝ —0.29, p < .01) 。 登録による Time2 の WFC への影響を検討したところ、 登録す

ることで有意に WFC の低下がみられた（標準化係数＝ —0.303, p < .001) 。 また、 WIF、 FIW への影

響を検討したところ、 登録によりどちらも有意に低下していた (WIF: 標準化係数＝ —0.270, p < .001

FIW: 標準化係数＝ —0.256, p = .001) 。

【考察】

本研究では仮説通り、 登録により WFC が低下していた。 Time1 の WFC は Time2 の WFC に対

し大きな説明力を持っていたが、 新たな職場への育児支援の導入により WFC の低下を示し、 院内病

児／病後児保育が有効な支援であることを提示した。 本研究では病児／病後児保育の利用ではなく登

録による効果を評価した。 先行研究では利用可能な支援が存在することが WFC に有効であることを

示しており、 本研究でもこれを支持する結果であったと考える。

病児／病後児保育の登録は WIF および FIW の両方を低下させていた。 その効果量は WIF がわず

かに大きかった。 本研究は FIW を検討した数少ない研究であり、 また WIF、 FIW 両者に効果を示す

ことが明らかになった。 支援が従業者にとって効果があるかを示すことに加え、 その方向性を明らか

にすることは、 WFC の先にあるアウトカムを予測したり、 職場で行う育児支援をより効果的に行える
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可能性がある。本結果でWIFが低下したことは、家庭生活の満足度の上昇など家庭におけるポジティ

プな反応を期待できる。

本研究は、1施設であり、 また院内設置の施設であるため、 一般化に注意が必要である。 地域の病

児／病後児保育に結果を反映することは難しいが、 同規模の病院に適用できると考えられる。 また、

離職や復職率、 健康の不調等客観的指標を測定しておらず、 短期的な評価に留まる。 今後は客観的指

標を含めた、 長期的な評価が望まれる。 また、 本研究対象者は女性のみであり、 性差を考慮する必要

があるだろう。 最後に、 本研究では傾向スコアを用いた解析を行ったが、 傾向スコアのモデルには限

界がみられた。 また傾向スコアの逆数による重み付けを行ったが、 マッチング等の他手法の結果との

比較は行っていない。 そのため、 登録によるWFCへの効果を決定付けるには限界があり、 今後さら

なる検討が必要である。

【結論】

本研究は、院内への病児／病後児保育の導入による、末就学児をもつ女性医師および看護師のWFC

へ与える影響を評価した。 交絡要因の除去にはさらなる検討が必要であるものの、 離職や精神的健康

の先行要因であるWFCを低下させることは、 女性医療職の仕事と育児の両立を支援するため、 有効

な育児支援である可能性が示唆された。 本研究で取りあげた病児／病後児保育は、 子どもが体調不良

になるという特殊な状況に対する数少ない支援の1つであり、 縦断的な検討により仕事と育児の両立

支援としての効果を評価したことは、 今後の本支援の拡大に大きく寄与するものである。
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一族看護学教室教室員（平成27年度～平成28年度）

教授 上別府圭子

非常勤講師

講師

助教

教室事務

法橋 尚宏

清水 敬生

星 順隆

岩田 力

小林 京子（平成27年4月～）

涌水 理恵

佐藤 伊織（平成27年7月～）

佐藤 伊織（平成23年8月～平成27年6月）

網谷レイチェル ・ マリ ー （平成26年7月～平成27年6月）

キタ 幸子（平成27年4月～）

副島 尭史（平成27年7月～）

浅野万里子

山本 千季（平成24年4月～平成28年4月）

大場 史枝（平成27年12月～）

柏木いずみ（平成28年5月～）

教育でお世話になった先生方（五十音順， 敬称略）

岩崎 美和

岩中 督

岡 明

小笹 由香

木村 敬子

小林 康司

小見山智恵子

近藤 和子

杉山 正彦

相馬 光代

土田 晋也

長村 文孝

野末 聖香

張田 豊

堀 成美

本田 京子

松本 和史

97 



大学院生 博士

修士

山下 直秀

末次 美子（平成 22年 4 月 ～ 平成 27年 10 月）

瀬戸山有美（平成 25年 4 月 ～ 平成 28年3月）

副島 尭史（平成25年 4 月 ～ 平成 27年 6 月）

目 麻里子（平成26年 4 月 ～ 平成 29年3月）

菊地 良太（平成26年 4 月 ～ 平成28年 9 月）

水越 真依（平成26年 4 月 ～ 平成28年3月）

高梨 志帆（平成27年 4 月 ～ 平成28年3月）

江本 駿（平成 27年 4 月 ～）

戸部 浩美（平成27年 4 月 ～）

今井 紗緒（平成28年 4 月 ～）

中嶋 祥平（平成28年 4 月 ～）

鈴木 征吾（平成28年 4 月 ～）

中村真由美（平成28年 4 月 ～）

福井 千絵（平成 28年 4 月 ～）

今井 紗緒（平成26年 4 月 ～ 平成28年 3 月）

小石澤素子（平成24年 4 月 ～ 平成28年 3 月）

中嶋 祥平（平成 24年 4 月 ～ 平成28年3月）

鈴木 征吾（平成26年 4 月 ～ 平成28年 3 月）

中村真由美（平成26年 4 月 ～ 平成28年3月）

福井 千絵（平成 26年 4 月 ～ 平成28年 3 月）

大城 怜（平成26年 4 月 ～ 平成29年 3 月）

梅下かおり（平成25年 4 月 ～ 平成 29年 3 月）

林 真由（平成28年 4 月 ～）

吉備 智史（平成26年 4 月 ～）

村田 翔（平成28年 4 月 ～）

小林明日香（平成 28年4月 ～）

卒論生 出口 美咲（平成 27年度）

高石 宏和（平成 28年度）

田尾 洵菜（平成 28年度）

客員研究員 内藤 直子

渡邊 久美（平成15年4月 ～）

松本 和史（平成 16年 4 月 ～）

栗原佳代子（平成20年 4 月 ～）
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樋口 明子（平成 20 年 4 月～）

上野 里絵（平成 21 年 4 月～）

津村 明美（平成 21 年4月～）

三條真紀子（平成 21 年 10 月～）

東樹 京子（平成 22 年 4 月～）

山本 弘江（平成 22 年 9 月～）

杉下 佳文（平成 23 年 5 月～）

村山 志保（平成 23 年 11 月～）

西垣 佳織（平成 24 年 1 月～）

小町美由紀（平成 24 年 4 月～）

陳 俊霞（平成 24 年 4 月～）

嘗山 紀子（平成 24 年 4 月～）

大野 真実（平成 24 年 4 月～）

ブラブマン（田中） 一未（平成 25 年 4 月～）

藤岡 寛（平成 26 年 4 月～）

岡部 花枝（平成 26 年 4 月～）

伊藤美千代（平成 26 年 4 月～）

藤田 彩子（平成 27 年 4 月～）

高梨 志帆（平成 27 年 4 月～）

松原 由季（平成 27 年 4 月～）

川原 美紀（平成 27 年4月～）

菊地 良太（平成 28 年 10 月～）

特別研究員 丸山 暁子（平成 27 年 4 月～）

中鉢 貴行（平成 27 年 10 月～）

研究生 石橋朝紀子（平成 24 年 10 月～）

武者貴美子（平成 26 年 4 月～）

千 恵琳（平成 28 年9 月～）

渡辺 雅子（平成 27 年 4 月～平成 29 年 3 月）
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