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学 会 長 挨 拶 

 

 

今年、当法人雪の聖母会は 70 周年を迎えました。そして来年、聖マリア病院は

70 周年、聖マリア学院大学は 50 周年を迎えます。これらを踏まえ、今年のテー

マは「今こそ見つめ直そう．．．聖マリアの原点」と題して行われます。これまで

通りの一般演題・ポスターセッションと共に、井手義雄理事長に聖マリア病院の

70 年の歴史を振り返ってご講演頂きます。ランチョンセミナーでは前野泰樹副院

長にバチカン教皇庁の管理下にありますローマのバンビーノ・ジェズ小児病院の

訪問をご報告頂きます。さらに福田賢治研究センター長に聖マリア病院としての

臨床的倫理性の現状や課題を分かりやすく解説してもらいます。看護実践交流会

では聖マリア病院の原点である新生児医療の研修会が行われます。最後のワーク

ショップは、「コロナに疲れたみんなが元気になるワークショップ」と題してワー

ルドワイドに幅広く活躍する 4 人の演者にご自身のこれまでの歩みとともに、こ

れからの聖マリア病院に期待する事を話して頂きます。 

まさに医療は常に歴史の積み重ねです。これまで 70 年の長きに渡り地域に根

ざし、地域医療に貢献してきた聖マリア病院の歴史を振り返り、これから先、我々

がどのような道を歩んでいくべきかを考える機会になればと思います。 

 

 

社 会 医 療 法 人  雪 の 聖 母 会 

聖マリア病院 病院長 谷口 雅彦 
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会場へのアクセス（久留米シティプラザ） 

 

 

●航空機利用の場合 

・福岡空港から JR 久留米駅行 高速バス 約 50 分 

 「六ツ門・シティプラザ前」バス停下車（乗り換えなし） 

●新幹線利用の場合 

・JR 久留米駅まで JR 博多駅から約 17 分、JR 熊本駅から約 20 分 

・JR 久留米駅から路線バス約 10 分、徒歩約 20 分 

●在来線利用の場合 

・JR 鹿児島本線で JR 博多駅から JR 久留米駅まで約 35 分(快速) 

・JR 久留米駅から路線バス約 10 分、徒歩約 20 分 

●福岡市から西鉄電車利用の場合 

・西鉄福岡（天神）駅から西鉄久留米駅まで約 30 分（特急） 

・西鉄久留米駅から路線バス 5 分、徒歩約 10 分 

●自動車利用の場合 

・久留米 I.C.から約 15 分 

・「郵便局前」の信号機からお入りください。 

・久留米シティプラザ地下駐車場 台数 114 台 

・利用時間 6 時から 24 時 
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会場案内図（久留米シティプラザ） 
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病院⇒久留米シティプラザ 久留米シティプラザ⇒病院

8：20～9：00　ピストン運行

9:30 9:45

10:00 10:15

10:30 10:45

11:00 11:15

11:30 11:45

11:45 12:00

12:45 13:00

13:30 13:45

14:20 14:30

16:40

聖マリア病院⇔久留米シティプラザ送迎バス運行表
会場：久留米シティプラザ

病院乗車場所：検査棟前駐車場

学会参加者の皆様へ 

 

 １．参加の方は 5 階の総合受付で受付を済ませて下さい。受付は 8：30 より行います。 

２．聖マリア病院職員の方は、（病院受付）バーコードリーダーにて受付を行いますので、 

名札を持参して下さい。 

 ３．聖マリア病院以外の方は、グループ・一般受付で受付を済ませて下さい。 

４．発表に対しての質問やコメントは座長の指示に従って発言して下さい。 

５．ランチョンセミナーは 12：15 から 5 階第 1 会場です。整理券はございません。 

 ６．会場は全て禁煙です。 

 ７．クロークはありません。 

 

久留米シティプラザ 乗降場所 

明治通り 郵便局前 

バ
ス
乗
降
場
所 
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座長ならび演者の皆様へ 

 

○ 座長の皆様へ 

1. ご担当いただくセッションの 30 分前までに総合受付の「座長・演者受付」にて受付をお済ませの

上、セッションの開始 15 分前までに、次座長席にご着席下さい。 

2. 担当セッションの進行は座長に一任致しますが、終了時間は厳守して下さい。 

3. 口演発表時間は、演題発表時間 6 分、質疑応答 2 分です。  

（発表時間 1 分前に黄ランプ、発表時間終了時に赤ランプでお知らせします。） 

4. ポスター発表ではアナウンスを行いませんので会場進行係の指示に従いセッションを開始して下

さい。 

5. ポスター発表時間は、発表時間 5 分、質疑応答 3 分です。（発表時間 1 分前にベル 1 回、発表時

間終了時にベル 2 回でお知らせします。） 

6. 今回の学術集会では、セッションの間で時間を取っておりません。次の予定も控えておりますの

で、各発表時間の厳守、およびセッションの終了時刻の厳守をお願いいたします。 

7. 座長の方には、担当されたセッションの評価をお願いします。当日、総合受付にて所定の用紙 

をお渡ししますので記載をお願いいたします。セッション終了後に進行係が回収いたします。 

 

 

○ 演者の皆様へ 

 1） 口演発表 

1. 当日の発表時に利益相反についての情報開示をお願いいたします。 

（発表の最初に利益相反自己申告に関するスライドを加えてください。） 

2. セッションの 30 分前までに 5 階総合受付の「座長・演者受付」にて受付をお済ませの上、セッシ

ョンの開始 15 分前までに次演者席にご着席下さい。 

3. 演題発表時間は 6 分、質疑応答 2 分です。 

4. 発表時間 1 分前に黄ランプ、発表時間終了時に赤ランプでお知らせします。発表時間を厳守して

下さい。 

5. 発表は、液晶プロジェクターを用いて行いますので、MS-PowerPoint（2013、2016、2019） 

にて作成をお願いたします。※会場での PC は Windows10 になります。 

6. 発表データは、会場の PC に一旦コピーさせて頂きますが、学会終了時に事務局で責任をもって消

去いたします。 

 

2） ポスター発表の皆様へ 

1. ポスターは指定の場所に 8 時 30 分～9 時 10 分までに掲示してください。 

2. ポスターの最初又は最後に利益相反自己申告に関する情報を開示してください。 

3. セッションの 30 分前までに 5 階総合受付の「座長・演者受付」にて受付をお済ませの上、セッシ

ョンの開始 15 分前までに、会場にお入りください。 

4. 座長の進行のもと各自パネルの前にて発表をお願いします。 

5. 発表時間は 5 分、質疑応答 3 分です。座長の指示に従って下さい。 

6. 発表時間 1 分前にベル 1 回、発表時間終了時にベル 2 回でお知らせします。発表時間を厳守して
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下さい。 

7. 展示スペースは、一演題あたり横 90cm×縦 180cm です。ただし左上部の 20cm×20cm は、演題

番号貼付（事務局で貼付）のため空けておいて下さい。 

8. 演題名・発表者・共同研究者・所属は、下図の位置に貼り付けて下さい。 

9. ポスター展示用のピンなどは事務局でご用意いたします。 

10. ポスターの撤去は全部の発表が終了してから 14：00~14：30 の時間帯に各自で行ってください。 

（撤去時間を過ぎても掲示のある場合は、事務局にて撤去・廃棄しますので、ご了承下さい。） 

 

 

ポスター貼り付けパネルサイズ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20×20cm 

演題番号 

20×70 ㎝ 

演題名・所属・氏名 

 

 

 

ポスター掲示スペース 

自由に使用 

180 ㎝ 

90 ㎝ 
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第 72 回聖マリア医学会学術集会開催概要 

 

名 称：第 72 回 聖マリア医学会学術集会 

テーマ：今こそ見つめ直そう．．．聖マリアの原点 （雪の聖母会創立 70 周年記念事業） 

会 期：令和 4 年 12 月 17 日（土）9：00～16：30 

会 場：久留米シティプラザ 4 階（小会議室、中会議室）5 階（大会議室） 

  福岡県久留米市六ツ門町 8-1 

    電話番号：0942-36-3000 FAX 番号：0942-36-3087 

主 催：社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院・聖マリアヘルスケアセンター 

共 催：学校法人 聖マリア学院 聖マリア学院大学 

学校法人 ありあけ国際学園 保健医療経営大学 

大 会 長：谷口 雅彦 （社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 病院長）  

実行委員長：靍 知光  （社会医療法人雪の聖母会 聖マリア教育・研修センター センター長） 

 

○第 1 会場：5 階大会議室 1、2 

   ・開会式 

・一般演題     ：6 セッション 21 題 

   ・ランチョンセミナー：「バンビーノ・ジェズ小児病院との協定締結」 

   ・理事長講演    ：「雪の聖母会の歴史を振り返る」 

   ・特別講演     ：「聖マリア病院における臨床倫理の現状と課題」 

・ワークショップ  ：「コロナに疲れたみんなが元気になるワークショップ 

～マリアの周りで輝いている人達～」 

   ・閉会式 

 

○第 2 会場：5 階大会議室 3 

   ・一般演題：5 セッション 21 題 

 

○第 3 会場：4 階中会議室 

   ・看護実践交流会： 

テーマ：新生児蘇生法（NCPR）の普及における取り組み 

～障害なき生存（インタクトサバイバル）をめざして～ 

    新生児蘇生法（NCPR）S コース開催 

 

○ポスター会場：4 階小会議室 

   ・演題：3 セッション 9 題 

 

☆優秀演題賞 

   ・一般演題の中から各座長の評価に基づき優秀演題賞を 1 名選考する。 

   ・選考された場合は、発表内容を図表入りで 4000 文字程度にまとめ聖マリア医会誌に投稿する。 

 

事務局：第 72 回 聖マリア医学会学術集会 事務局 

    社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア教育・研修センター事務室 

    〒830-8543 福岡県久留米市津福本町 422 

    電話番号 0942-35-3322（内線 2745、2747）   Email:pgr@st-mary-med.or.jp 
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日 程 表 

 

 

 

 

 

第1会場（5Ｆ大会議室1+2） 第2会場（5Ｆ大会議室３） 第3会場（４Ｆ中会議室） ポスター会場（4F小会議室）

8:55 開会の辞

13:55 休憩（5分）

一般演題A-1-01～04

9:00～9:32

一般演題P-1-01～03

10:00～10:24一般演題Ｂ-3-01～04

10:04～10:36 一般演題P-2-01～03

10:24～10:48

一般演題Ｂ-4-01～05

10:36～11:16

看護実践交流会

9:50～13:00

テーマ：新生児蘇生法（NCPR）の普及

における取り組み

～障害なき生存（インタクトサバイバ

ル）をめざして～

新生児蘇生法（NCPR）Sコース開催

一般演題P-3-01～03

10:48～11:12一般演題A-5-01～04

11:00～11:32

一般演題A-4-01～04

10:28～11:00

一般演題A-3-01～03

10:04～10:28

一般演題A-2-01～04

9:32～10:04

一般演題Ｂ-5-01～04

11:16～11:48

8:30
受付

ポスター貼付け

8:30～9:10

9:00
一般演題Ｂ-1-01～06

9:00～9:48 ポスター閲覧

9:10～10:00

一般演題Ｂ-2-01～02

9:48～10:04

一般演題A-6-01～02

11:32～11:48

11:48

休憩（27分）

12:15 ランチョンセミナー

12:15～13:05

「バンビーノ・ジェズ小児病院との協

定締結」

講師：聖マリア病院　第4診療部

（母子系）副院長　前野　泰樹

座長：聖マリア病院　病院長

谷口　雅彦

13:05 休憩（10分）

13:15

閉会の辞16:30

理事長講演

13:15～13:55

「雪の聖母会の歴史を振り返る」

講師：社会医療法人 雪の聖母会

理事長　井手　義雄

14:00 特別講演

14:00～14:45

「聖マリア病院における臨床倫理の現

状と課題」

講師：聖マリア研究センター　セン

ター長、雪の聖母会　臨床倫理委員会

委員長　福田　賢治

座長：聖マリア学院大学　学院長

井手　信

14:45 休憩（5分）

14:50 ワークショップ

14:50～16:30

「コロナに疲れたみんなが元気になる

ワークショップ

−マリアの周りで輝く人達−」

司会：

聖マリア病院　第4診療部（母子系）

副院長　前野　泰樹、

聖マリア病院　副院長・看護部長

神代　明美

演者:

①看護師、カンボジア料理研究家

前原 とよみ

②パセオン株式会社　川田 和歌子

③ マリオン退役軍人医療センター

看護師　Brandi Jones

④九州大学大学院　臨床腫瘍外科

金城（山田） 舞
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第 72回聖マリア医学会学術集会プログラム 

学術講演プログラム第１会場（5階大会議室 1，2） 

 

●12：15 ～ 13：05【ランチョンセミナー】                                       

座長：聖マリア病院 病院長 谷口 雅彦 

演題：バンビーノ・ジェズ小児病院との協定締結 

講師：聖マリア病院 第 4診療部（母子系）副院長 前野 泰樹 

 

●13:15 ～ 13：55【理事長講演】                                      

演題：雪の聖母会の歴史を振り返る  

講師：社会医療法人 雪の聖母会 理事長 井手 義雄 

 

●14：00 ～ 14：45 【特別講演】                                      

 座長：聖マリア学院大学 学院長  井手 信 

演題：聖マリア病院における臨床倫理の現状と課題 

講師：聖マリア研究センター センター長、雪の聖母会 臨床倫理委員会 委員長 福田 賢治 

 

●14：50 ～ 16：30 【ワークショップ】                                       

司会 ：聖マリア病院 第 4 診療部（母子系）副院長 前野 泰樹 

聖マリア病院 副院長・看護部長 神代 明美 

テーマ：「コロナに疲れたみんなが元気になるワークショップ～マリアの周りで輝く人達～」 

 

演者 ： ①カンボジアからこんにちは 

看護師、カンボジア料理研究家 前原 とよみ 

 

     ②人生はリハーサルではありません。毎日が本番です 

パセオン株式会社 シニア・マーケティングマネージャー、 

マーケットデベロプメント アジアパシフィック担当  川田 和歌子 

 

③看護師に至るいきさつと退役軍人病院での看護レジデンシーについて 

Marion VA(Veterans Affairs) Medical Center（マリオン退役軍人医療センター勤務）

RN, BSN、元聖マリア病院国際事業部勤務 Brandi Jones 

 

④患者さんの人生と心に伴走する医療者を目指して『今ここ』の全力人生と未来 

～心からの自己肯定感を求めて～ 

NPO法人がんのママをささえ隊ネットワーク ETERNAL BRIDGE副理事長 

九州大学大学院 臨床腫瘍外科 金城（山田） 舞 
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学術講演プログラム第 3会場（4階中会議室） 

 

●9：50 ～ 13：00 【看護実践交流会】                                      

テーマ：新生児蘇生法（NCPR）の普及における取り組み 

～障害なき生存（インタクトサバイバル）をめざして～ 

    新生児蘇生法（NCPR）S コース開催 

講師：聖マリア病院 新生児センター 看護師長          待鳥 祐子 

聖マリア病院 新生児集中ケア認定看護師          井上 悠香里 

聖マリア病院 新生児蘇生法（NCPR）インストラクター  金光 美咲 

 

 

一般演題プログラム第 1会場（5階大会議室 1，2） 

●9：00 ～ 9：32                                        

座長： 聖マリア病院 看護部 管理師長 片原 美香 

 

A-1-01：COVID-19患者の看取りに対するスタッフの思いと課題 

聖マリア病院  タワー棟 13階病棟  石井 裕子 

A-1-02：COVID-19に感染した精神疾患合併の褥婦に対するソーシャルワークの一考察 

聖マリア病院  地域連携・患者支援部 退院支援室  内野 八重 

A-1-03：小児救急医療電話相談事業に関する活動報告～COVID19パンデミックによる変化～  

聖マリア病院  看護部  斉藤 由香 

A-1-04：精神科病棟で COVID-19 発生を経験して  

聖マリア病院  検査棟 1階病棟  野中 美香 

 

●9：32 ～ 10：04                                        

座長：聖マリア病院 脳神経外科 橋川 拓郎  

 

A-2-01：神経核内封入体病（NIID）の高齢孤発例： 画像所見・病変の進展様式  

聖マリア病院 研修医 田村 謙伍 

A-2-02：小児直腸脱に対して Delorme法手術を施行した一例  

聖マリア病院 研修医 松本 和宏 

A-2-03：左下葉切除後に発症した急性期脳梗塞患者に血栓回収を施行した一例 

聖マリア病院 研修医  溝部  至 

A-2-04：尿道カテーテル留置早期に抜去困難となった 1例  

聖マリア病院 研修医  島 涼  
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●10：04 ～ 10：28                                        

座長：聖マリア病院 診療放射線室 副室長 伊豫 武志 

 

A-3-01：一般撮影における Exposure Indexを用いた線量管理の試み  

聖マリア病院 診療放射線室 大久保 結衣 

A-3-02：局所進行乳がんに対する RALS貼付療法 

聖マリア病院 診療放射線室 堀内 健吾 

A-3-03：自壊創を有する乳がん患者の QOLに対する放射線治療の効果 

聖マリア病院 中央診断治療センター 秦 裕子 

●10：28 ～ 11：00                                        

座長：聖マリア病院 臨床工学室 室長 堤 善充 

 

A-4-01：人工心肺中における新鮮凍結血漿投与タイミングについての検討  

聖マリア病院 臨床工学室 竹尾 和弥 

A-4-02：感染性心内膜炎に対するナファモスタットメシル酸塩を用いた体外循環の検討  

聖マリア病院 臨床工学室 真子 雅文 

A-4-03：頸動脈エコー検査を契機に発見された外傷性総頸動脈解離の 1例  

聖マリア病院 中央臨床検査センター 緒方 花奈美 

A-4-04：心嚢液細胞診を契機に診断し得た心臓原発悪性リンパ腫の一例  

聖マリア病院 中央臨床検査センター 亀田 花奈 

 

●11：00 ～ 11：32                                       

座長：聖マリア病院 救急科 診療部長 古賀 仁士 

 

A-5-01：主幹動脈閉塞を疑い適切な医療機関へ搬送していくための消防署の取り組み  

久留米広域消防本部 浮羽消防署 鹿児島 孝平 

A-5-02：夜間トラウマバイパス中に緊張性気胸を疑い二次医療機関にて胸腔ドレナージを行った一例  

            大牟田市消防本部 一木 健太朗 

A-5-03：嘔吐を主訴に新生児搬送された 62例の検討 

聖マリア病院 新生児科 大島 菜那子 

A-5-04：沖縄型神経原性筋萎縮症患者に対する生活の質を改善させる施策の探索的研究： 

立位支援電動車椅子の効果検討  

聖マリア病院 病院長 谷口 雅彦 

 

●11：32 ～ 11：48                                       

座長：聖マリア学院大学 大学院看護学研究科 教授 小野 眞弓 

 

A-6-01：卵巣癌の治療向上にむけて―[1] 細胞周期関連遺伝子と YBX1  

 聖マリア研究センター 村上 雄一 

A-6-02：卵巣癌の治療向上に向けて―[2] 細胞周期を標的としたがん化学療法の検討  

           聖マリア研究センター 勝地 大介 
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一般演題プログラム第 2会場（5階大会議室 3） 

 

●9：00 ～ 9：48                                        

座長：聖マリア病院 看護部 副看護部長 蓑田 ヒロミ 

 

B-1-01：COVID-19の家庭内感染により養育者が不在となった子どもたちへの退院支援  

聖マリア病院 タワー棟 15 階病棟 古賀 美香 

B-1-02：苦痛を抱えながらも苦痛を表出しない余命宣告を受けた患者へのケアの検討  

聖マリア病院 外来棟 5階病棟 桑原 洋介 

B-1-03：産褥精神病を発症した褥婦への多職種連携による退院支援の考察  

聖マリア病院 タワー棟 4階病棟 眞弓 公子 

B-1-04：膵臓がん告知後にスピリチュアルペインを生じた患者に対するケアの検討  

聖マリア病院 タワー棟 17階病棟 秋山 香織 

B-1-05：終末期のがんでスピリチュアルペインをもつ在宅療養者に対するケアの検討 

聖マリア病院 地域共生センター 訪問看護ステーション 徳田 美鈴 

B-1-06：入所生活への適応を促した環境調整と意思の疎通を促すことを試みたケアの検討  

聖マリア病院 タワー棟 11階病棟 梅野 知恵 

 

●9：48～ 10：04                                        

座長：：聖マリアヘルスケアセンター 国際保健センター 主任 三宅 華恵 

 

B-2-01：入院支援室での食物アレルギー対応の取り組み  

聖マリア病院 栄養指導管理室 後藤 麗子 

B-2-02：看護・介護拒否がある患者への支援～多職種協働でユマニチュードを実践して～  

聖マリアヘルスケアセンター 7階病棟 村岡 由佳 

 

●10：04 ～ 10：36                                       

座長：聖マリア病院 リハビリテーション室 教育係 中島 栄子 

 

B-3-01：右側脳梗塞により主に書き言葉の言語機能障害を呈した患者に対する聴覚的刺激を用いた 

書字言語訓練の効果  

聖マリア病院 リハビリテーション室  河永 綾香 

B-3-02：右前頭葉と島回の脳梗塞により症候性吃音を併発し重症化がみられた症例 

聖マリア病院 リハビリテーション室 大野 響太郎 

B-3-03：ギラン・バレー症候群により重度嚥下障害を呈し改善した症例への間接訓練  

聖マリア病院 リハビリテーション室 糸岐 宗一郎 

B-3-04：コミュニケーション機会及び訓練機会の増加により、食道発声の改善を認めた症例  

聖マリア病院 リハビリテーション室 吉本 真瑚 
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●10：36 ～ 11：16                                       

座長：聖マリア病院 国際事業部 足立 基 

 

B-4-01：マラウイ農村部のおける食の多様化の試みと栄養改善  

聖マリア病院 国際事業部／特定非営利活動法人 ISAPH  山本 作真 

B-4-02：ラオス農村部における分娩場所の決定要因 

～妊婦健診の受療状況と出産時の妊娠週数から分析した考察～ 

 聖マリア病院 理事長室／特定非営利活動法人 ISAPH 安東 久雄 

B-4-03：ラオス農村部の子どもの食事における食用昆虫の役割にかかる考察  

聖マリア病院 理事長室／特定非営利活動法人 ISAPH 佐藤 優 

B-4-04：外国人介護人財育成を通じ、当院で行う国際保健活動 

    ～人財開発室の 3年間の活動報告と今後の展望～ 

聖マリア病院 国際事業部 矢野 和美 

B-4-05：カンボジアからの特定技能職員受け入れの実践報告  

聖マリアヘルスケアセンター 7階病棟 高城 康一郎 

 

●11：16 ～ 11：48                                       

座長： 聖マリア病院 地域連携・患者支援部 部長 篠原 則康 

 

B-5-01：ハイフレックス型双方向授業環境の構築  

聖マリア学院大学 看護学部 堤 千代  

B-5-02：公立・公的病院再編におけるネットワーク化について  

保健医療経営大学 保健医療経営学部 川島 秀樹 

B-5-03：ITツール開発に伴う入退院患者数統計作成の業務効率化について  

聖マリア病院 総務企画部 総務企画室 石川 嵩士 

B-5-04：我が国における GE社製コマンドセンターの導入事例  

学校法人ありあけ国際学園保健医療経営大学 保健医療経営学部 谷島 智徳 

  

 

ポスター演題プログラム（4階小会議室） 

 

●10：00 ～ 10：24                                       

座長： 聖マリア病院 リハビリテーション室 副室長 緒方 孝 

 

P-1-01：足関節果部骨折術後患者の足関節背屈角度と歩行機能の関連  

聖マリア病院  リハビリテーション室 隠塚 雅臣 

P-1-02：中咽頭癌術後症例の自宅退院に向けたアプローチ  

聖マリア病院 リハビリテーション室 藤田 彩実 

P-1-03：大腿骨近位部骨折術後患者の病棟 ADLの現状と看護ケアの検討  

聖マリア病院  タワー棟 8階病棟 加藤 嘉代 
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●10：24～ 10：48                                       

座長：聖マリア学院大学 看護学部 講師（助産師）  川上 桂子 

 

P-2-01：扁平・陥没乳頭への吸着を支援するための基礎情報 第一報・平滑筋の特徴  

聖マリア学院大学 看護学部 浅野 美智留 

P-2-02：扁平・陥没乳頭への吸着を支援するための基礎情報 第二報・リラキシンの作用  

聖マリア学院大学 看護学部  浅野 美智留 

P-2-03：GCU病棟における急変時シミュレーショントレーニングへの取り組みと効果 

聖マリア病院  ＧＣＵ 武下 康子 

 

●10：48 ～ 11：12                                       

座長：聖マリア病院 乳腺外科 診療部長 金城 和寿 

 

P-3-01：当院におけるホルモン受容体陽性 HER2陰性進行・再発乳癌に対する CDK4/6阻害薬の使用状況  

聖マリア病院  薬剤部 野口 直美 

P-3-02：入退院支援における書式の統一 

聖マリア病院  患者・家族サポートセンター 入退院支援室 金納 信江 

P-3-03：難民と教育 ウガンダの難民定住地の一例 

聖マリア学院大学  看護学部 秦野 環 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

抄  録 

 

１．ランチョンセミナー 

２．理事長講演 

３．特別講演 

４．ワークショップ  

５．看護実践交流会 
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1. ランチョンセミナー                           

座長： 聖マリア病院 病院長 谷口 雅彦 

「バンビーノ・ジェズ小児病院との協定締結」 

講師： 前野 泰樹 （聖マリア病院 第 4 診療部（母子系）副院長）  

                                          

 

イタリアのローマにあるバンビーノ・ジェズ（幼きイエス）病院はバチカンにあるローマ法王

庁直轄の小児病院で 150 年の歴史を持つ。小児の心臓移植など世界的にも有数の病院である。今

回ミラノ会を通じて紹介して頂き、医療・研究・教育などについて協力していくこととなった。 

 

ローマ訪問： 

今年 6 月、聖マリア病院の訪問団として、母子小児系副院長の前野が団長となり、聖マリア学

院の井手信学院長、チャプレン室のジュセッペ神父様、理事長室井手るみ子さんの 4 人でミラノ

会の日本管区長アンドレア神父様のサポートのもとローマを訪問した。ローマでは、バンビーノ・

ジェズ病院の訪問の他、バチカンからの派遣で国際支援を長年担当されたタグレ枢機卿を訪問し

国際協力についてのアドバイスを受けたり、バチカンの国際協力庁に訪問し、聖マリア病院とし

て可能な国際協力などについて情報を交換することができた。 

 

バンビーノ・ジェズ小児病院の訪問： 

バンビーノ・ジェズ病院全体としてはローマ市内や郊外などいくつかに施設が分散しているが、

今回はバチカンに隣接したやや歴史を感じる本院を訪問した。病院からはマリエラ理事長やその

他多くの病院幹部の方からご挨拶を頂き、まず病院の取り組みや国際協力など活動の説明を受け

た。病院の取り組みで興味深かったのは、倫理的な面のサポートチームがあることや、緩和病床

があり、ここはがんなどの悪性疾患による終末期のみでなく、在宅医療を受けている医療的ケア

児なども含めて、広く子供が疾病を持つ家族のサポートに取り組んでいた。これらの先進的な取

り組みについては教育体制も作られており、支援の提供を提案された。 

国際協力では、カンボジアの支援について準備を進めているため、こちらを当院と協力しいて

進めていくことを提案され、現在オンライン会議を行いながら、具体的な協力方法を模索してい

るところである。 
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2.理事長講演                          

テーマ： 「雪の聖母会の歴史を振り返る」 

講師： 井手 義雄 （社会医療法人 雪の聖母会 理事長）  

                                    

 

 

理事長講演は、雪の聖母会の歴史についてお話をしていただきます。 
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3.特別講演                          

座長： 聖マリア学院大学 学院長  井手 信 

テーマ： 「聖マリア病院における臨床倫理の現状と課題」 

講師： 福田 賢治 （聖マリア研究センター センター長、 

雪の聖母会 臨床倫理委員会 委員長）  

                                   

 

求められているのは、硬直した父権的正義に代わる母なる大地の生命原理であり、男性優位の個

人主義に代わる柔らかな共生の原理ではないか。悲しみの聖母マリアのイメージが喚起するものは、

大地母神崇拝に遡る母なるものの始源の祝祭ではないか。 

（山形孝夫、聖母アリア崇拝の謎 「見えない宗教」の人類学 から） 

 

 余り知られていませんが、聖マリア病院・聖マリア学院とその関連施設が合同で開催する本学会

前身の「聖マリア医学会研究会」では、1981 年という日本の生命倫理の黎明期から「雪の聖母会」

共通の理念追求のために、「人間の尊厳とバイオエシックス」という一連のテーマで、医学のみなら

ず、宗教学・人類学・社会学・哲学・歴史学・民俗学など多角的な視点で、各分野において我が国最

先端の見識を有する諸氏をお招きして質の高い講演会やシンポジウムの開催を継続していました。

その約 20 年 48 回に及ぶ全内容は 2003 年に文字起こし記録で「人間の尊厳とバイオエシックス」3

巻に納められており、今なお色褪せない思考の源流に触れることができます。 

 そこで今回のお話しは、「人間の尊厳とバイオエシックス」で語られている精神や学識を参照しな

がら、最近観た中で印象深い 3 つの映像作品を基調に、なるべくシンプルな枠組みで進めていきた

いと思います。 

 1 つ目は、昨年 4 月 17 日放映の NHK スペシャル「看護師たちの限界線〜密着 新型コロナ集中

治療室〜」です。3 年目 ICU ナースの京河裕衣さんが、辞職に際して残す言葉は看護師さんらしい

深みが滲んで印象的です。「ずっとここに入っていた COVID の患者さんにある日―京河さんはいま

私のこと触れますか？―って言われたんですよ。私たちは何をしているんだろうなって（思いまし

た）」 

 2 つ目は、臨床倫理に関わる問題も抱えて行き詰まり感を覚えた昨年 12 月 18 日に観た「劇場版

『鬼滅の刃』無限列車編」です。言わずと知れた、日本映画史上最高の興収・観客動員となるこの映

画は、何故にこれほどまでに日本人の心を魅了したのでしょうか？ 

 3 つ目は、もう 3 年前になりますが 2019 年 6 月 2 日放映の NHK スペシャル「私は安楽死を選ん

だ」です。臨床倫理の未来を考えるには外せない、今も心に深く残る衝撃的な作品でした。 

 つまり、本講演は「聖書」をテクストとしながら、聖マリア病院における臨床倫理の現状と課題を

読み解きつつ、新研究センターと地域共生の意味にまで創造の翼を広げましょうという、甚だ無謀

な挑戦かもしれません。 
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Graphical abstract          マリア観音 

                     （聖マリア学院大学図書館蔵） 
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4.ワークショップ                          

テーマ： 「コロナに疲れたみんなが元気になるワークショップ        

～マリアの周りで輝く人達～」 

                                    

 

「カンボジアからこんにちは」 

看護師、カンボジア料理研究家 前原 とよみ 

 

「ニャムバーイハウイナウ？」もうご飯食べた？が日常の挨拶のように使われるカンボジア。

カンボジアに関わり 22 年。元々食べること、料理を作ることが好きな私は、このカンボジアの食

の世界に魅せられている。これまで、カンボジアの医療系 NGO に所属しながら、カンボジア料

理を学び、自らもカンボジア料理教室や、カンボジア料理を通じてカンボジアを学ぶワークショ

プなどを開催してきた。 

2021 年、ご縁があり、母校であり、私の看護師としての基礎を培って下さった聖マリア病院の

外国人介護人財育成プログラムに参加することができた。聖マリア病院で介護職として働きたい

と目標を持っている男女 8 人との共同生活。一緒に生活する中で、彼らと笑ったり、悩んだり、

時には泣いたりの 1 年であり、カンボジア生活の長い私にとって新たな学びの１年であった。日

本語が儘ならない彼らとの生活の中で、彼らが日本で生活をスムーズに行うためにどうしたらい

いのか？その答えを私は、「食」に求めた。 

超高齢化社会がこれからも進む日本。海外からの外国人介護人財の存在は無視できないと思わ

れる。今回、長年のカンボジアでの医療活動や料理家として活動、今関わっている幼稚園の栄養

プログラム、そして人財育成プログラムにおける現地の寮母として、カンボジアの次世代を担う

彼らと寝食を共にし、カンボジアの食を中心とした活動を通じて、栄養とは何か？健康とは何

か？支援とは何か？今、カンボジアに必要な支援について、これまで撮りためた写真を使いなが

ら、お伝えできればと思っている。今後の聖マリア病院の海外支援や、病院での外国人患者対

応、外国人介護人財への対応や理解のきっかけになって頂ければ幸いである。 
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【前原とよみ（まえはら とよみ）先生の御略歴】 

 

看護師、カンボジア料理研究家 

1995 年聖マリア短期大学看護科卒業後、雪の聖母会 聖マリア病院新生児センター勤務。 2001 年より単身でカンボジ

アへ。 

シェムリアップ州のアンコール小児病院に勤務、その後も NGO Operation Smile での医療活動や、現地 NGO The 

Lake Clinic Cambodia にて、現地の看護師教育に従事。 

2021 年より雪の聖母会の外国人介護人財育成事業で、カンボジアでの経験を活かし、現地 NPO MCJO（Mekong 

Cambodia Japan Organization）の学生寮にて、現地高校卒業生の寮母として、教育、生活指導、健康管理に従事。また

海外医療スタデーツアーに対するワークショップや、オンラインでのカンボジア料理教室開催など、多岐にわたる分野に

おいて活躍中。現在、カンボジア伝統料理に関する本を執筆中、出版予定。 

長崎大学 熱帯医学研究所 研修課程修了 

Paul dubrule hospitality and tourism school Cooking course 修了 
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「人生はリハーサルではありません。毎日が本番です」 

 

パセオン株式会社 シニア・マーケティングマネージャー、 

マーケットデベロプメント アジアパシフィック担当 川田 和歌子 

 

「いつか私の人生の本番がやってくる！それまではリハーサルだ！」と思って過ごしている方は

いらっしゃいませんか？ 「今の仕事が一段落したら」「今は我慢の時」「いつか認めてもらえるかも」

「いつかチャンスがやってくるかも」「育児が落ち着いたら」そんな風に思っている間にどんどんと

「人生の本番」の時間は過ぎていきます。 

私も 10 年前まではそのような気持ちで日々を過ごしていました。いつか来るであろう自分の「人

生の本番」をずっと夢見て。しかし、現実はそんな甘くなく、状況は変わらないどころかどんどんと

雲行きが怪しくなるばかり。 

さらに、限られた自分の人生の時間が着々と減っていることも実感していました。 

そんな時、「今からでも遅くない！人生は今が本番なのだから、妥協せずとにかく勇気を出して挑

戦するべきだ」と、私の背中を強く押してくれた恩師の言葉に従い、20 年勤めた会社を思い切って

退社。清水から飛び降りるつもりで新しい業界に転職。現在は主にアメリカを拠点とするグローバ

ルマーケティングチームに所属し、アジアパシフィック全体を統括する仕事を通して、子供の時か

らずっと夢をみていた「日本と世界の懸け橋になる」という夢を叶えることができました。 

勇気を持って、一歩前に進むことで人生は大きく変化します。私が所属するグローバル職場環境で

学んだ、自分の理想や夢を叶える必要なマインドセット、首都圏・地方関係なく国境も超えて様々な

仕事・活動ができるようになったこの時代だからこそ強みとなる英語力・スキル・最新ツールについ

てご紹介します。 

どんなに待っていても誰もあなたの人生を保証はしてくれません、自分が思い描く人生は自分で

作るしかありません。 

今はまだまだ人生のリハーサル段階だと思っている方、今日でその考えを捨て、後悔しないよう

に、たった一度しかない自分の「人生の本番」を思いっきり楽しみましょう！ 
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【川田 和歌子（かわた わかこ）先生の御略歴】 

 

最終学歴： 

東北学院大学 英文科卒業  

Ursinus Collage（米国ペンシルベニア）に 1 年間交換留学（大学 4 年） 

 

主な職歴： 

1992 年～2012 年 

医療機器商社（TOKIBO）のマーケティング部門に 20 年間勤務。主に集中治療、麻酔、救急領域の医療機器（人工呼吸器

など）を担当する。様々なマーケティングプロモーションの戦略の企画・実施に従事。その傍ら PALS コース（小児二次

救命処置法トレーニング）の事務を 10 年間担当。一人でも多くの子供たちの命を救うというミッションで PALS コースの

企画・実施の支援をした経験を持つ。 

 

2012 年 9 月～現在 

製薬会社から委託され、医薬品開発・製造のエンドーツーエンドサービスを提供する外資系企業（パセオン株式会社）に

て、アジアパシフィック市場におけるマーケティングの戦略立案・実施を担当。現在、グローバルで 1000 社以上の顧客を

持ち、現在 800 品目、1 日 100 万人の患者さんに医薬品を届けている企業のアジア戦略の責任者を務める。日本を拠点に、

バーチャル、リアル共に世界中を飛び回る仕事に全力投球中。 

 

現在の肩書き： 

シニア・マーケティングマネージャー （市場開拓） 

アジアパシフィック担当 
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「看護師に至るいきさつと退役軍人病院での看護レジデンシーについて」 

 

 Marion VA(Veterans Affairs) Medical Center（マリオン退役軍人医療センター勤務）  

RN, BSN、元聖マリア病院国際事業部勤務 

Brandi Jones 

今回の講演は以下の内容でお話しを進めていきたいと考えております。 

 

1. 職業の面で日本と関わる事になった大きな理由 

2. なぜ看護師を目指そうと思ったのか？そのいきさつ 

3. 政府が運営する退役軍人医療センターでの看護レジデンシー制度 

4. アメリカ合衆国退役軍人省の文化・日本の文化に似ているところ 

5. 将来への展望 

 

平凡なアメリカ人女性にとって、仕事の面で日本と関わりたいという希望が、日本を離れてからも

私から離れなかったのは、幼いときから日本と触れ合う機会にたくさん恵まれたからです。その流れ

を受けて、たまたま聖マリア病院に勤務した事が私にとっては大きなきっかけとなり、私を看護の道

に導いてくれたと考え、看護師になることを決意したのです。 

現在就職したアメリカ政府が運営する退役軍人医療センターでは、看護レジデンシ―プログラムが

どのような形をとっているか、どのような教育を提供しているかについて、日本の新人看護師教育と

比較できるように詳細を説明します。（注：なお、ナースの卒後レジデンシー制度とは、新卒ナース

のための 1 年間にわたる系統的オリエンテーション制度のこと。日本の施設でも様々な形で行われ

ている。） 

最後に、アメリカ合衆国退役軍人省の文化上の個性や、日本の文化と類似している点に関してお話

ししたいと思います。自分にとって、看護師という新しい仕事は刺激的で興味深いものですが、私の

中に根強く残る日本や日本文化に対する愛着や習慣などをこれからどのように仕事の上で織り込ん

でいくかが、変わることのない私自身の生きがいとテーマでもあります。 
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【Brandi Jones 先生の御略歴】 

最終学歴： 

2005 年 フロリダ大学 学位取得 （East Asian Language and Literature） 

Bachelor of Arts 

2022 年 東テネシー州大学 学位取得 （Nursing） 

Bachelor of Science in Nursing 

 

主な職歴： 

2007 年―2011年 アメリカ赤十字社 ボランティア・コーディネーター 

2012 年―2016年 英会話アメネット 英語教師 

2016 年―2019年 聖マリア病院 国際事業部事務員 

 

現在の肩書き： 

Brandi Jones, RN, BSN 

 

仕事内容： 

一般看護師（ナース・レジデンシ―は 2023 年 8 月まで） 

 

その他： 

2015 年 日本語能力試験 N1 級 

2016 年 介護職人初任者研修 取得 

2016 年 第 12 回新人翻訳者コンテストのファイナリスト 

2022 年 看護学校にて優等生 
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「患者さんの人生と心に伴走する医療者を目指して『今ここ』の全力人生と

未来～心からの自己肯定感を求めて～」 

 

NPO 法人がんのママをささえ隊ネットワーク ETERNAL BRIDGE 副理事長 

九州大学大学院 臨床・腫瘍外科 腫瘍研究室 

金城（山田） 舞 

 

町医者を目指して医師になったはずの私の『今』は、乳腺外科医師／3 児の母／市民活動家／腸内

細菌叢と乳がんの関係解明を研究する大学院生…と周りを巻き込んでやりたいことに邁進する

300％の全力人生を生きている Power woman です。 

何か具体的なものを目指してきたわけではなく、自分の心に正直に、そして少しでも目の前で困って

いる人のチカラになりたい、ただそれだけに忠実に、妥協せず、全力で生きてきて『今』に至ります。

それこそが、自分が自分であるための方法であったように思います。 

 思うようにいかないことの連続ですが、自分が望んで選択してきた道なので今日死んでも悔いが

ないと言えるだけの充足感があります。そして、私の想いに巻き込まれたたくさんの人たちの応援や

支援をいただき、私一人ではなし得ない理想の未来に向けて着実な歩みを重ねることができていま

す。 

 昨今の医療現場には、医療者を目指したときの初心を見失うほど膨大な業務や責任が山積してお

り、医療者は疲弊しがちです。本来皆さんが提供できているはずの真心や細心の心遣いを発揮する余

裕がなくなり、だからこそ患者さんからの『心からのありがとう』を感じることができず、命の現場

から温かさが失われつつあります。 

 命を削って医療に身をささげている皆さんが心から満足して職務を全うできるために、皆さんの

願う未来に歩みを進められますように、その結果として聖マリア病院が皆さんと地域にとってかけ

がえのない病院であり続けられますように、私の経験談が参考になれば幸いです。 

 

 

 

【お知らせ】会場内では、写真展も予定しております。 

      子育てをしながらがんと向き合う母親たちの家族写真をその方たちが向き合うストー

リーとともに展示しますので是非ご高覧ください。 
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【金城 舞（かねしろ まい）先生の御略歴】 

 

最終学歴： 

2005 年 九州大学医学部卒業 

2020 年 九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科学 博士課程入学 

2022 年 同 在学中 

 

主な職歴： 

2005 年 手稲渓仁会病院 総合内科研修医  

2007 年 同       外科後期研修医 

2009 年 愛知県がんセンター乳腺診療部レジデント 

2011 年 同        遺伝子病理診療部レジデント 

2013 年 九州大学病院きらめきプロジェクト 

2016 年 九州大学病院地域連携センター臨床助教 

2018 年 九州大学病院乳腺外科(１) 臨床助教 

 

現在の肩書き： 

九州大学大学院医学研究院 臨床腫瘍外科 博士課程 3 年 

NPO 法人がんのママをささえ隊ネットワーク ETERNAL BRIDGE 副理事長 

 

主な仕事の内容： 

・乳癌及び乳癌治療に対する細菌叢(マイクロバイオーム)の関連について研究中 

・乳癌の診断、治療 

・TNC 報道ワイド 記者のチカラ レギュラーコメンテーター 

・子育て中のがんの母親とその家族支援の NPO 活動 

・保育園、小学生、中学生 3 人の子育てに奮闘中 

 

研究・業績・（その他）： 

第 19 回 福岡県男女共同参画表彰『困難な立場にある女性の自立支援』 
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5. 看護実践交流会                             

テーマ：「新生児蘇生法（NCPR）の普及における取り組み 

～障害なき生存（インタクトサバイバル）をめざして～」 

 

聖マリア病院 新生児センター 看護師長           待鳥 祐子 

聖マリア病院 新生児集中ケア認定看護師          井上 悠香里 

聖マリア病院 新生児蘇生法（NCPR）インストラクター  金光 美咲 

                                    

 

近年わが国では、周産期医療体制の整備が進み、ハイリスク分娩およびハイリスク新生児の出生

が予想される場合、地域母子医療センターや総合周産期母子医療センターに母体搬送され、新生児

科医・小児科医が分娩に立ち会う体制が確立しています。しかしながら、全てのハイリスク児の出生

予想は不可能であり、また全く順調な妊娠・分娩経過であった場合でも、子宮外での生活への適応障

害が出現することも稀ではありません。そうした事態にも対応できるように、全ての分娩に新生児

の蘇生を開始することのできるスタッフが分娩に立ち会うことのできるような体制を整備すること

が重要です。新生児仮死による障害児や死亡者の発生を少なくするためには、新生児を取り扱う全

ての医療従事者が標準的な新生児の蘇生法を習熟する必要があります。このような背景から、日本

周産期・新生児医学会により、2007 年 7 月より NCPR 普及事業が開始されました。 

自施設は、NCPR 普及事業の一端を担うべく、インストラクターの養成等施設内で NCPR 公認講

習会を開催するための準備をすすめ、2015 年の第 1 回開催からこれまでに 68 回講習会を開催し 512

名の修了認定を行うことができました。 

NCPR 研修は、スライドや視聴覚教材を活用して、知識や技術を理解するとともに、新生児心肺

蘇生法の個別の実技を、発生頻度の高い仮死の実例を教材としたシミュレーションを行い、受講生

の判断能力と実技遂行能力を習得出来ることを目標としています。 

今年度の看護実践交流会では、新生児の蘇生技術の質の維持を目的としたスキルアップコース（S

コース）を開催することとなりました。私達が目指す物は、筑後地域の産科医院の医師・助産師・看

護師を中心に分娩に立ち会う全てのスタッフが NCPR を取得し、新生児仮死の蘇生処置が遂行でき

ることです。地域で生まれた全ての赤ちゃんの障害なき生存を目指します。 

 

引用参考文献：新生児蘇生法テキスト 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄  録 

 

 

一般演題（口演） 

一般演題（ポスター） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


