
第 31 回日本思春期学会総会・学術集会プログラム 

一般演題 

 

第 1 日目 9 月 1 日（土） 
第 2 会場 楓 

14:05～14:40   一般演題 1  性教育① 

座長 ： 茅島 江子 

 

001 卒業後も継続して実施した思春期教室の学び 
○森田 桂子、大澤 豊子、太田 愛 
帝京平成看護短期大学 

 
002 コンドーム使用教育がその後のコンドーム使用行動に与える有効性の検討 

～高校生に対する調査から～ 
○岡島 梨花 1)、村井 文江 2)、江守 陽子 2) 
元筑波大学大学院 人間総合科学研究科看護科学専攻 1)、筑波大学 医学医療系 2) 

 
003 性に関わるピアエディケーションを実施した助産学生の主観的体験 

○渡邊 典子 1)、坪川 トモ子 1)、田崎 充子 2)、赤羽 礼子 3) 

新潟青陵大学 看護福祉心理学部 看護学科 1)、三条地域振興局 健康福祉環境部 2)、 
にいがた思春期研究会 3) 
 

004 コーピング対処法と性意識・性行動の関連について 
○上村 茂仁、福原 ひろ子、加藤 裕香 
ウィメンズクリニック・かみむら 

 
005 妊孕性に関する性の健康教育の重要性について 

～生殖補助医療の成功率を上げ高齢妊娠を減らすために～ 
○種部 恭子 
女性クリニック We 富山 産婦人科 

 
第 2 会場 楓 

14:40～15:08   一般演題 2  若年妊娠・出産① 

座長 ： 町浦 美智子 

 

006 若年母親が妊娠から出産に至るまでの軌跡－轍か選択か 
○大川 聡子 
大阪府立大学看護学部 

 
007 専門職から見た妊娠を継続する女子高校生とその家族が抱く思い 

○藤原 瑞穂 1)、小西 かおる 2) 
神奈川総合産業高等学校定時制 1)、大阪大学大学院医学研究科 2) 
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008 Ａ県の若年妊娠出産の現状と支援の課題－産科医療施設への調査から－ 
○賀数 いづみ、西平 朋子 

沖縄県立看護大学 
 

009 10 代で妊娠し、出産に至る娘を持つ実母との関わりを通して 
○小栁 恭子 1)、渡邊 典子 1,2)、久保田 美雪 1,2)、徳永 昭輝 1) 
にいがた思春期研究会 1)、新潟青陵大学 2) 
 

第 3 会場 桜 

14:40～15:15   一般演題 3  ピアカウンセリング① 

座長 ： 江角 伸吾 

 
010 職業高校における 3 年間のピアカウンセリング講座の効果 

○忠津 佐和代 1)、梶原 京子 2)、高見 千恵 3) 
四国大学 看護学部 看護学科 1)、徳島大学 医学部 保健学科 2)、 
関西福祉大学 看護学部 看護学科 3) 

 
011 思春期ピア養成と実践活動の効果及び課題に関する考察 －受講生の実態調査より－ 

○牧野 奈穂子 1)、湯谷 晶子 1)、中出 佳操 2) 
思春期ピアカウンセラー養成者 1)、北翔大学 人間福祉学部 福祉心理学科 2) 

 
012 思春期ピアカウンセラーのピア活動継続に関連する要因 

○薄井 遥希 1)、高田 昌代 2) 
京都大学医学部附属病院 看護部 手術部・デイサージャリー診療部 1)、 
神戸市看護大学 健康支援看護学領域ウィメンズヘルス看護学専攻／助産学専攻科 2) 

 
013 ライフラインを中心とした思春期ピアカウンセリングの効果 

○越後屋 七恵、高橋 亜岐、藤田 あゆみ、岩間 薫 
秋田看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科 

 
014 諏訪フレッシュピアでの思春期ピアカウンセラーの活動報告 

○久保 秀俊、田中 佳穂 
諏訪赤十字看護専門学校 

 
第 2 会場 楓 

15:08～15:29   一般演題 4  若年妊娠・出産② 

座長 ： 永田 智子 

 
015 若年妊娠「教育入院」の取り組み 

○渡邉 智子 1)、丸山 和俊 1)、大久保 桂子 2) 
医療法人裕生会 丸山産婦人科医院 1)、北信母性保護相談所 2) 
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016 地域で暮らす 10 代母親の社会的背景 
○唐田 順子 1)、上田 美香 2)、中原 美惠 3)、森田 明美 4) 
西武文理大学 看護学部 1)、東洋大学 人間科学総合研究所 2)、 
東洋大学 ライフデザイン学部 3)、東洋大学 社会学部 4) 
 

 
017 地域で暮らす 10 代母親の妊娠期の特徴 

○唐田 順子 1)、上田 美香 2)、中原 美惠 3)、森田 明美 4) 

西武文理大学 看護学部 1)、東洋大学 人間科学総合研究所 2)、 
東洋大学 ライフデザイン学部 3)、東洋大学 社会学部 4) 

 
第 3 会場 桜 

15:15～15:43   一般演題 5  健康教育① 

座長 ： 田村 まり子 

 
018 思春期における不定愁訴の要因に関する検討－歯ならび－ 

○小田 博雄 
神奈川歯科大学 成長発達歯科学講座 
 

019 中学生の健康に関する意識 
○大屋 晴子 
昭和大学 保健医療学部 看護学科 

 
020 身体組成からみた栄養状態とダイエットの関連－小学生高学年での検討－ 

○本田 由佳 1)、鈴木 光幸 1)、東海林 宏道 1)、細川 モモ 2)、佐藤 雄一 3)、 
渡邉 貴裕 4)、内藤 久士 5)、清水 俊明 1) 

順天堂大学小児科 1)、Luvtelli Tokyo,NewYork2)、産科婦人科舘出張佐藤病院 3)、 
順天堂大学スポーツ健康科学部 4)、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 5) 

 
021 東日本大震災後の岩手県被災地における助産師の女性健康支援活動 

○福島 裕子 
岩手県立大学看護学部 

 
第 2 会場 楓 

15:29～15:50   一般演題 6  避妊① 

座長 ： 渡辺 尚 

 
022 緊急避妊と人工妊娠中絶術後の経口避妊薬及び子宮内避妊具など、他の避妊法への移行動向

～緊急避妊編～ 
○北野原 正高 1,2)、太田 郁子 1,3)、桜井 秀 1,4)、北村 邦夫 1,5) 
避妊教育ネットワーク 1)、きたのはら女性クリニック 2)、倉敷平成病院 婦人科 3)、 
桜井産婦人科医院 4)、日本家族計画協会 家族計画研究センター5) 
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023 緊急避妊と人工妊娠中絶術後の経口避妊薬及び子宮内避妊具など、他の避妊法への移行動向

～人工妊娠中絶編～ 
○丹羽 咲江 1,2)、太田 郁子 1,3)、桜井 秀 1,4)、北村 邦夫 1,5) 
避妊教育ネットワーク 1)、咲江レディスクリニック 2)、倉敷平成病院 婦人科 3)、 
桜井産婦人科医院 4)、日本家族計画協会 家族計画研究センター5) 

 
024 緊急避妊と人工妊娠中絶術後の経口避妊薬及び子宮内避妊具など、他の避妊法への移行動向

～まとめ～ 
○桜井 秀 1,2)、太田 郁子 1,3)、北村 邦夫 1,4) 
避妊教育ネットワーク 1)、桜井産婦人科医院 2)、倉敷平成病院 婦人科 3)、 
日本家族計画協会 家族計画研究センター4) 

 
第 3 会場 桜 

15:43～16:11   一般演題 7  健康教育② 

座長 ： 渡辺 多恵子 

 
025 慢性疾患をもち特別支援学校に通学する入院中の中学生の復学支援で医療職者に対して担う

看護師の役割 
○杉野 健士郎 1,2)、前田 貴彦 1)、村本 淳子 1)、宮崎 つた子 2) 
三重県立看護大学 1)、高田短期大学 2) 
 

026 総合型地域スポーツクラブへの障がい児等の受け入れ実態と支援について 
○岡本 浩美 1)、原田 直樹 2)、三並 めぐる 2)、梶原 由紀子 2)、松浦 賢長 2) 
福岡県立大学 人間社会学研究科 1)、 
福岡県立大学 看護学部ヘルスプロモーション看護学系 2) 

 
027 思春期保健相談士の養成から 30 年 

○貝塚 靖史、櫻田 忠宏、北村 邦夫 
一般社団法人 日本家族計画協会 

 
028 精神科児童思春期病棟での携帯ゲーム使用に対する看護師の意識調査 

○三浦 善博、西村 玲子、大久保 祐子 
国立病院機構 肥前精神医療センター 

 
第 2 会場 楓 

15:50～16:11   一般演題 8  避妊② 

座長 ： 中出 佳操 

 
029 緊急避妊法から確実な避妊法へ 

○中村 美由紀、杉村 由香理、北村 邦夫 
一般社団法人日本家族計画協会 家族計画研究センター 
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030 正式承認された緊急避妊薬レボノルゲストレル導入後の動向 
○宮本 由美子、小林 美和子、小野 真理子、柴田 泰子、村口 喜代 
村口きよ女性クリニック 

 
031 避妊行動及び避妊の意思決定に関連がある 20 歳代未婚女性とパートナーの要因 

○永松 美雪 1)、矢野 潔子 2)、原 健一 3) 
佐賀大学医学部看護学科母子看護学 1)、活水女子大学健康生活学部子ども学科 2)、 
佐賀県 DV 総合対策センター3) 

 
第 2 会場 楓 

16:11～16:39   一般演題 9  HPV ワクチン① 

座長 ： 川名 敬 

 
032 女子大学生の子宮頸がん予防に関する知識と受診行動に対する意識調査 

○山本 葉子 1)、助川 明子 2)、宮城 悦子 3)、榊原 秀也 2)、平原 史樹 2)、 
坂梨 薫 4)、大重 賢治 5) 

横浜市立大学 大学院医学研究科 生殖生育病態医学 1)、横浜市立大学 産婦人科 2)、 
横浜市立大学附属病院 化学療法センター3)、 
横浜市立大学 大学院医学研究科 看護学専攻 4)、横浜国立大学 保健管理センター5) 
 

033 都内公立中学校女子生徒の HPV ワクチンに対する意識 
○木村 好秀 1)、齋藤 益子 2)、山本 康子 3)、牧野 章予 2) 
前東邦大学医学部看護学科 1)、東邦大学看護学部看護学科 2)、足立区立第一中学校 3) 

 
034 首都圏の公立中・高校養護教諭の HPV ワクチンに対する意識 

○齋藤 益子 1)、木村 好秀 2)、牧野 章予 1)、山本 康子 3) 
東邦大学看護学部家族生殖看護学 1)、前東邦大学医学部看護学科 2)、足立区立第一中学校 3) 

 
035  A 市における中学生を持つ親（保護者）の子宮頸がん予防ワクチンに関する意識の実態 

○池内 和代 
国立大学法人高知大学総合人間自然科学研究科 
 

第 3 会場 桜 

16:11～16:39   一般演題 10  不登校・学校問題① 

座長 ： 宇佐見 和哉 

 
036 思春期における友人関係のあり方に関する実態調査 第二報 

―友人関係のあり方と自己肯定意識との関連性― 
○星野 貴泰 1)、堀内 敦 2)、寺岡 潤一 3)、池田 優子 4)、高橋 裕子 4) 
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター1)、玉村町保健センター2)、 
多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院 3)、 
高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 4) 
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037 養護教諭の「モラル・ハラスメント」に関する認知度及び相談の体験 
○梶原 京子 1)、忠津 佐和代 2)、宮崎 久美子 1)、奥田 紀久子 1)、吉田 民枝 3) 
徳島大学医学部保健学科 学校保健学分野 1)、四国大学看護学部看護学科 地域看護学 2)、 
広島大学大学院保健学研究科 3) 

 
038 中学校における生徒指導と生徒の発達障害に関する研究 

○原田 直樹、三並 めぐる、梶原 由紀子、松浦 賢長 
福岡県立大学看護学部ヘルスプロモーション看護学系 

 
039 特別支援学校における教員の特定行為に関する不安感と期待感 

○梶原 由紀子、三並 めぐる、原田 直樹、松浦 賢長 
福岡県立大学看護学部ヘルスプロモーション看護学系 

 
第 2 会場 楓 

16:39～17:07   一般演題 11  HPV ワクチン② 

座長 ： 佐藤 武幸 

 
040 10 代からの子宮頸癌検診啓発の重要性－当院における 20 代の子宮頸癌無料検診の現状より 

○安日 泰子 1)、宮原 春美 2) 
やすひウイメンズヘルスクリニック 1)、長崎大学医歯薬学総合研究科 2) 
 

041 尖圭コンジローマ合併妊娠から見た思春期における 4 価 HPV ワクチン接種の必要性 
○高橋 樹里、川名 敬、嘉本 寛江、西田 晴香、齊藤 泉、藤井 知行、上妻 志郎 
東京大学医学部附属病院 産科婦人科 

 
042 高校生の HPV・子宮頸がんに関する授業の進め方 －生徒の知識について（第 2 報）－ 

○赤澤 宏治 
千葉県立船橋東高等学校 保健体育科 

 
043 当院で子宮頸がん予防ワクチンを接種した十代女性 40 例の検討 

○奈倉 瑞枝、八田 真理子 
聖順会 ジュノ・ヴェスタクリニック八田 
 

第 3 会場 桜 

16:39～17:07   一般演題 12  不登校・学校問題② 

座長 ： 井口 一成 

 
044 当院での院内学校の取り組み 

○八重樫 真生、小田 香織、根本 忠典、太田 健介 
医療法人耕仁会 札幌太田病院 
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045 思春期における友人関係のあり方に関する実態調査 第一報 
○石川 倫子 1)、石井 江梨 2)、齋藤 早紀 3)、池田 優子 4)、高橋 裕子 4) 
前 高崎健康福祉大学看護学部看護学科 1)、高崎健康福祉大学高崎高等学校 2)、 
群馬県済生会前橋病院 3)、高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科 4) 

 
046 「生徒の学校生活適応感を向上させるための学級担任の働きかけ－生活記録ノートを通して－」 

○田中 英子 
千葉県松戸市立第四中学校 

 
047  A 定時制高校生の自己肯定意識の変化 

○甲斐村 美智子 1)、久佐賀 眞理 2)、坂井 邦子 2)、古賀 由紀子 2)、茶屋道 拓哉 2)、 
杉田 智彦 3)、藤森 由美 4) 

熊本大学大学院保健学教育部博士後期課程 1)、九州看護福祉大学 2)、 
まちの保健室イコイバ 3)、玉名市保健センター4) 
 

第 3 会場 桜 

17:07～17:28   一般演題 13  不登校・学校問題③ 

座長 ： 五十嵐 裕子 

 
048 入院治療により改善がみられた長期引きこもりの 15 歳男児例 

○吉峯 理恵、宮崎 健祐、上薗 礼、齊藤 辰也 
東京都立小児総合医療センター 
 

049 不登校児童生徒のきょうだいの経験と振り返り 
○三並 めぐる、原田 直樹、梶原 由紀子、松浦 賢長 
福岡県立大学看護学部ヘルスプロモーション看護学系 
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第 2 日目 9 月 2 日（日） 
第 2 会場 楓 

10:00～10:35  一般演題 14  性教育② 

座長 ： 福島 富士子 

 
050 性教育の集団指導における効果の再現性に関する検討 

○鹿間 久美子 1)、佐光 恵子 2) 
群馬医療福祉大学 看護学部 1)、群馬大学 医学部 2) 
 

051 教員の性教育の必要性の認識と研修受講経験に関する実態調査 
○津田 聡子、日高 庸晴 
宝塚大学 看護学部 

 
052 学校性教育が性感染症予防行動に大きな影響を及ぼす 

○杉村 由香理、北村 邦夫 
一般社団法人日本家族計画協会 家族計画研究センター 

 
053 中学校保健体育教員による性教育に関する認識と医療従事者に対する支援ニーズ 

○藤倉 裕子 1)、佐光 恵子 2)、篠崎 博光 2) 
前橋赤十字病院 12 号病棟 1)、群馬大学大学院保健学研究科 2) 
 

054 思春期の性に関する子育て～親が必要と感じている支援～ 
○岡崎 愉加 
岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科 

 
第 3 会場 桜 

10:00～10:28   一般演題 15  親子・家族 

座長 ： 鈴木 恵子 

 
055 家族同時内観療法を通して解決し得た親子関係 3 例 

○奥村 弓恵、八重樫 真生、伊藤 恵理、根本 忠典、太田 耕平 
医療法人耕仁会 札幌太田病院 
 

056 高校生の体型認識と家族との関わりについての研究 
○松浦 賢長、三並 めぐる、梶原 由紀子、原田 直樹 
福岡県立大学看護学部ヘルスプロモーション看護学系 

 
057 青年期男女の親性レベルの違いが乳児の泣きに対する局所脳活動へ及ぼす影響 

○佐々木 綾子 1)、小坂 浩隆 2)、岡沢 秀彦 3) 
大阪医科大学看護学部看護学科 1)、福井大学医学部子どもの発達研究センター2)、 
福井大学医学部高エネルギー医学研究センター3) 
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058 思春期における愛着に関わる脳機能発達 
○高村 恒人、西谷 正太、篠原 一之 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・神経機能学分野 

 
第 3 会場 桜 

10:28～10:49 一般演題 16  メンタルヘルス① 

座長 ： 黒瀬 清隆 

 
059 中学生の生活習慣と心の健康との相互作用 

○加藤 和代 1)、國土 将平 2) 
兵庫大学健康科学部健康システム学科 1)、神戸大学大学院人間発達環境学研究科 2) 
 

060 孤独感を抱いている中学生の友人関係・家族関係に関する検討 
○宮崎 久美子、奥田 紀久子、梶原 京子 
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 学校保健学分野 

 
061 アスペルガー障害患児の暴言・暴力に向き合う看護師の心理プロセス 

○大江 真吾 1)、長谷川 雅美 2) 
石川県立看護大学看護専門領域 地域・在宅・精神看護学講座 1)、 
金沢大学 医薬保健研究域 保健学系 2) 
 

第 2 会場 楓 

10:35～11:03   一般演題 17  性教育③ 

座長 ： 前田 ひとみ 

 
062 中学生への性教育講座の実際 

○志賀 くに子 
日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科 
 

063 性教育における地域連携－Ａ県における思春期研究会の役割－ 
○山下 博子 1)、押江 幸子 2)、坂井 勉 3)、福島 きよの 4)、宝田 智恵子 5)、吉田 規矩子 6)、 

家坂 清子 7) 
群馬県立富岡高等学校 1)、群馬県警察本部 2)、児童養護施設 こはるび 3)、 
前桐生大学医療保健学部 4)、前橋市立岩神小学校 5)、ぐんま思春期研究会 6)、 
いえさか産婦人科医院 7) 

 
064 小学校３年生での“親子性教室”が思春期における家庭での性教育にもたらすもの 

親子性教室後の自由記述式アンケートから 
○村井 文江、山海 千保子、江守 陽子 
筑波大学 医学医療系 

 
065 僧侶による中学校での性教育授業 

○古川 潤哉 
浄土真宗本願寺派浄誓寺／性と生を考えるネットワーク・佐賀 
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第 3 会場 桜 

10:49～11:10   一般演題 18  メンタルヘルス② 

座長 ： 茂木 輝順 

 
066 思春期の社会性発達にもたらす性腺ホルモンの影響 

○藤澤 隆史、西谷 正太、篠原 一之 
長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・神経機能学 
 

067 10 代時期のいじめ・不登校体験と成人期以降の SOC の関連についての検討 
○鈴木 瞬 1)、道喜 将太郎 1)、平井 康仁 1)、商 真哲 1)、金子 秀敏 1)、小林 直紀 1)、 
関 昭宏 1)、大井 雄一 3)、羽岡 健史 4)、梅田 忠敬 5)、宇佐見 和哉 6)、友常 祐介 2)、 
吉野 聡 2)、笹原 信一朗 2)、松崎 一葉 2) 

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 1)、筑波大学 医学医療系 2)、 
高エネルギー加速器機構 3)、医療法人清風会 ホスピタル坂東 4)、 
医療法人社団明日佳 桜台江仁会病院 5)、医療法人白翔会 浦和神経サナトリウム 6) 

 
068 岩手県全体で取り組む妊産婦メンタルヘルス支援3.11を踏まえて 

○秋元 義弘 1)、小林 高 2) 
岩手県立二戸病院 1)、小林医院 2) 
 

第 2 会場 楓 

11:03～11:31   一般演題 19  性教育④ 

座長 ： 金子 由美子 

 
069 高校生が助産師に求める性教育の内容に関する検討 

○森脇 智秋 1,2,3)、郷木 義子 2)、廣原 紀恵 3) 
徳島文理大学 助産学専攻科 1)、就実大学 教育学部 2)、茨城大学 教育学部 3) 
 

070 性交経験人数が多い人は性感染症予防に配慮しているか 
○高橋 幸子 1,2)、杉村 由香理 2)、北村 邦夫 2) 
埼玉医科大学病院産婦人科 1)、一般社団法人日本家族計画協会 家族計画研究センター2) 

 
071 福祉施設でのセクシュアリティ支援から見えてくるもの 

○黒瀬 清隆、黒瀬 久美子 
ハートブレイク 

 
072 医療機関受診者における性意識・性行動に関するアンケート調査から見た性感染症検査受診の

啓発に関する検討 
○齊藤 泉 1)、川名 敬 1)、嘉本 寛江 1)、西田 晴香 1)、高橋 樹里 1)、矢野 哲 1)、 
上妻 志郎 1)、杉村 由香理 2)、北村 邦夫 2) 
東京大学医学部 産科婦人科 1)、日本家族計画協会常務理事 2) 
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第 3 会場 桜 

11:10～11:38   一般演題 20  ピアカウンセリング② 

座長 ： 池田 優子 

 
073 メキシコにおけるピアリーダー養成講座受講前後の変化 

○江角 伸吾 1)、中村 安秀 1)、高村 寿子 2) 
大阪大学大学院 人間科学研究科 1)、自治医科大学地域医療学センター公衆衛生部門 2) 
 

074 ピアカウンセラーによる思春期相談センター（クローバーピアルーム）の現状と今後 
柳澤 さゆり 1,2)、高村 寿子 2) 
ピアルームプロジェクトチーム 1)、自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門 2) 

 
075 行政依存から自立し独自運営を始めた大学生ピアの不安要因と安定要因 

○久佐賀 真理 1)、杉田 智彦 2)、甲斐村 美智子 3)、古賀 由紀子 1)、茶屋道 拓哉 1)、 
坂井 邦子 1) 

九州看護福祉大学 看護福祉学部 1)、イコイバ 2)、 
熊本大学大学院保健学教育部博士後期課程 3) 

 
076 思春期ピアカウンセリング活動が SOC に与える影響の一考察 

○高田 恵理、遠藤 美穂子 
財団法人三友堂病院看護専門学校 
 

第 2 会場 楓 

11:31～11:59   一般演題 21  性意識・性行動① 

座長 ： 渡會 睦子 

 
077 セクシュアルマイノリティに対する教員の意識と教育経験に関する研究 

○日高 庸晴 
宝塚大学看護学部 
 

078 性同一性障害患者における顔形態への選好性 
○土居 裕和、篠原 一之 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・神経機能学分野 

 
079 思春期早期の性行為経験と性行為の意識及び DV・デート DV の意識との関連 

○原 健一 1)、永松 美雪 2) 
佐賀県 DV 総合対策センター1)、佐賀大学医学部看護学科母子看護学講座 2) 

 
080 若い世代は性感染症検査をどのように受け止めているか 

○杉村 由香理、北村 邦夫 
一般社団法人日本家族計画協会家族計画研究センター 
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第 3 会場 桜 

11:38～11:59   一般演題 22  ピアカウンセリング③ 

座長 ： 渡辺 純一 

 
081 ピアエデュケーションによる性教育の有効性についての文献検討 

○宮内 彩 1,2)、鈴木 千春 1)、佐光 恵子 2)、篠崎 博光 2) 
新潟大学教育学部養護教諭特別別科 1)、群馬大学大学院保健学研究科 2) 
 

082 中学 3 年生を対象とした「理想の関係づくり」を促すピアエデュケーション 
○坂井 邦子 1)、久佐賀 眞理 1)、古賀 由紀子 1)、原山 和子 2)、甲斐村 美智子 3) 
九州看護福祉大学看護福祉学部 1)、九州産業大学病院 2)、 
熊本大学大学院保健教育学部博士後期課程 3) 

 
083 中学 2 年生への大学生ピアカウンセラーによる性教育活動の取り組み 

○原山 和子 1)、坂井 邦子 2)、久佐賀 眞理 2)、古賀 由紀子 2)、甲斐村 美智子 3) 
産業医科大学病院 1)、九州看護福祉大学 2)、熊本大学大学院保健教育学部 3) 
 

第 2 会場 楓 

13:40～14:01   一般演題 23  性意識・性行動② 

座長 ： 村井 文江 

 
084 演題取り下げ 
 
085 生命と性の健康教育に向けた中学生の「性のイメージ」の内容分析 

○上田 邦枝、石原 昌 
昭和大学 
 

086 地域の支援者が語る知的障がいのある青年期女子の性行動 
○岡田 久子、尾原 喜美子 
高知大学教育研究部医療学系看護学部門 

 
第 3 会場 桜 

13:40～14:08   一般演題 24  思春期疾患（女性） ① 

座長 ： 荒堀 憲二 

 
087 BMI の縦断的分析から読み取る「やせ願望」について～エビデンスにもとづく保健指導のために～ 

○五十嵐 裕子 1)、後和 美朝 3)、宮井 信行 4)、内海 みよ子 4)、宮下 和久 2)、武田 眞太郎 2) 
園田学園女子大学人間健康学部 総合健康学科1)、和歌山県立医科大学医学部 衛生学教室2)、 
大阪国際大学 人間健康学科 3)、和歌山県立医科大学保健看護学部 4) 
 

088 診断・治療に苦慮した腟横中隔の 1 例 
○永田 智子、榊原 秀也、平原 史樹 
横浜市立大学附属病院 産婦人科 
 

29



089 海外における思春期ニキビ対策としての女性ホルモン 
○山中 聡 
ノーベルファーマ株式会社 

 
090 生理学的根拠に基づいた神経性食欲不振症（思春期やせ症）の理解と対応についての文献的考

察 
○香月 毅史 
淑徳大学看護栄養学部看護学科 精神看護学 

 
第 2 会場 楓 

14:01～14:22   一般演題 25  性意識・性行動③ 

座長 ： 高田 昌代 

 
091 規範意識におけるユニバーサルカーブ―性的発達を契機とした道徳性の高次化 

○高橋 征仁 
山口大学 人文学部 社会学講座 

 
092 男子大学生のコンドーム使用に対する認識 ～フォーカスグループインタビューによる調査～ 

○野川 友佳理 1)、福島 裕子 2) 

日本赤十字社医療センター1)、岩手県立大学看護学部 2) 
 

093 現代の中学生・高校生の性意識・性行動と孤独感に関する研究 
○渡會 睦子 1)、長井 沙樹 2)、佐々木 美奈子 1) 
東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 1)、 
元 東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 2) 

 
第 3 会場 桜 

14:08～14:43   一般演題 26  思春期疾患（女性）② 

座長 ： 榊原 秀也 

 
094 異なる症状を主訴に受診した処女膜閉鎖症 3 症例 

○池田 伴衣 1)、佐藤 友美 1)、藤永 友佳子 2)、渡辺 尚 1) 
自治医科大学産科婦人科 1)、九州大学精神科 2) 

 
095 30 週で出生した早発思春期の女児に対し GnRH アナログによる医療介入を行った 1 例 

○河野 まひる 1)、澤田 健二郎 1)、甲村 弘子 2)、木村 正 1) 
大阪大学大学院医学系研究科 産科婦人科学1)、大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科2) 

 
096 エストロゲン軟膏にて治癒した陰唇癒合の 3 例 

○矢田（橋本） 奈美子 1)、小玉 美智子 1)、尾上 昌世 1)、甲村 弘子 2) 
日本生命済生会付属日生病院 1)、大阪樟蔭女子大学 2) 
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097 思春期での血糖管理が将来の妊娠出産に与える影響～治療に対するアドヒアレンスが対照的で

あった 2 症例～ 
○末原 節代 
市立豊中病院 内科 

 
098 17 歳無月経の一症例  染色体異常と子宮卵巣欠損との診断から ERT 治療の結末 

○木内 千暁、青井 千尋 
木内女性クリニック 
 

第 2 会場 楓 

14:22～14:43   一般演題 27  喫煙薬物① 

座長 ： 福島 裕子 

 
099 喫煙開始時期と喫煙習慣の関連性 

○鈴木 史明 
医療法人 定生会 谷口病院 

 
100 家族の喫煙が小・中学生のたばこに関する知識および意識に及ぼす影響 

○奥田 紀久子 1)、谷 洋江 2)、廣原 紀恵 3)、宮崎 久美子 1)、郷木 義子 4)、梶原 京子 1) 
徳島大学 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 学校保健学分野 1)、 
徳島大学 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 子どもの保健・看護学分野 2)、 
茨城大学 教育学部 3)、就実大学 教育学部 4) 
 

101 中学生に対し大学生がタバコに関する健康教育を行う効果とその意義 
○鈴木 美紗 1)、住友 和弘 2)、鳥越 千翔 3)、長内 忍 2)、長谷部 直幸 4) 
旭川医科大学 医学部医学科第 4 学年 1)、 
旭川医科大学 循環・呼吸医療再生フロンティア講座 2)、 
旭川医科大学 医学部看護学科第 4 学年 3)、 
旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野 4) 

 
第 2 会場 楓 

14:43～15:04   一般演題 28  喫煙薬物② 

座長 ： 加藤 和代 

 
102 中学校の違法薬物入手可能性に関する医療・教育関係者の意識 

○渡辺 愛 1,2,3)、磯村 毅 1,2) 
予防医療研究所 1)、ゆるーい思春期ネットワーク 2)、福岡県立大学大学院看護学研究科 
看護学専攻ヘルスプロモーション看護学領域思春期ヘルスプロモーション 3) 

 
103 アルコール・薬物依存症の思春期発症と当院の治療成績 

○根本 忠典、伊藤 恵理、奥村 弓恵、太田 健介、太田 耕平 
医療法人耕仁会 札幌太田病院 
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104 中学生における喫煙と大麻など違法薬物に関する意識調査 
○磯村 毅 1,3)、渡辺 愛 1,2,3) 
予防医療研究所 1)、福岡県立大学大学院 看護学研究科 2)、ゆるーい思春期ネットワーク 3) 

 
第 3 会場 桜 

14:43～15:18   一般演題 29  思春期疾患（女性）③ 

座長 ： 甲村 弘子 

 
105 悪性腫瘍治療後に無月経となった症例の検討 

○小河原 由貴、榊原 秀也、永田 智子、中村 朋美、平原 史樹 
横浜市立大学附属病院 産婦人科 

 
106 Wunderlich 症候群に対し腟中隔切除を施行した 1 例 

○尾上 昌世、橋本 奈美子、小玉 美智子 
日本生命済生会付属日生病院 産婦人科 
 

107 当科における体重減少性無月経症例の管理に関する検討 
○藤原 夏奈、尾掘 佐知子、永井 康一、今井 雄一、永田 智子、中村 朋美、榊原 秀也、 
平原 史樹 
横浜市立大学附属病院 
 

108 当科における思春期女性の疾患に関する検討 
○合田 麻由、榊原 秀也、安斉 夏奈、吉崎 敦雄、永田 智子、中村 朋美、平原 史樹 
横浜市立大学附属病院 
 

109 思春期の子供を持つ保護者における思春期外来認知度と外来診療に関する理解度の検討 
○入駒 麻希 
聖隷浜松病院 産婦人科 
 

第 2 会場 楓 

15:04～15:25   一般演題 30  喫煙薬物③ 

座長 ： 根本 忠典 

 
110 ゆるーい思春期ネットワークについての活動報告 

○山口 幸伸 1)、渡辺 愛 2)、細井 陽子 3)、磯村 毅 2) 
ゆるーい思春期ネットワーク 1)、予防医療研究所 2)、九州女子大学 3) 

 
111 思春期とギャンブルに関するシークエンスモデルの作成－病的ギャンブリング予防をめざして(１) 

○磯村 毅 1,3)、稲垣 幸司 2,3)、渡辺 愛 1,3) 
予防医療研究所1)、愛知学院大学 歯学部 歯科衛生学講座2)、ゆるーい思春期ネットワーク3) 
 

112 失楽園仮説－fMRI からみたニコチン依存症における脳の変化と心の接点 
○磯村 毅 
予防医療研究所 
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第 3 会場 桜 

15:18～15:53   一般演題 31  月経関連① 

座長 ： 村岡 光恵 

 
113 若年女性の月経の受け入れと自己管理 

○工藤 里香 
兵庫医療大学 看護学部 看護学科 

 
114 非医療系女子大学生の月経に対する認識の実態と健康教育の有用性 

○江島 仁子、安藤 布紀子、森 圭子 
甲南女子大学 看護リハビリテーション学部看護学科 
 

115 女子大学生の生理用ナプキン使用状況と不快症状の実態調査 
○新 友子 1)、古田 祐子 2)、佐藤 繭子 2) 
奈良県立医科大学付属病院 総合周産期母子医療センター 産科 1)、 
福岡県立大学 看護学部 女性看護学 2) 
 

116 医学部女子大生のＯＣ服用実態調査 
○武富 弥栄子 1)、大隈 良成 2) 
佐賀大学 保健管理センター1)、大隈レディースクリニック 2) 

 
117 バングラデシュの女子中学生への月経教育の実施と評価 

○岩坂 典子 1)、木村 春香 1)、川又 美波 1)、川野 嘉子 1)、山田 珠里 1)、シェルバ 英子 2)、 
堀 成美 1) 

聖路加看護大学 1)、株式会社ユニクロ 2) 
 

第 2 会場 楓 

15:25～16:00   一般演題 32  思春期相談① 

座長 ： 黒瀬 久美子 

 
118 思春期保健士・支援者がケアプログラムを実践展開するためのプログラム構築 

○小山田 浩子 1)、黒瀬 久美子 2)、黒瀬 清隆 2) 
大阪市立大学 看護学研究科1)、ハートブレイク2) 
 

119 思春期の電話相談時間からの対応法の問題点を探る 
○幸崎 若菜、杉村 由香理、北村 邦夫 
一般社団法人日本家族計画協会 家族計画研究センター 

 
120 保健所サテライト施設「けんこう広場ＲＯＳＡぴあ」で出会う若者たち 

○小林 千津子 
新潟市保健所 保健管理課 
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121 思春期「自傷行為」と「否定的自己イメージ」の関連について 
○山口 豊 1)、窪田 辰政 2)、松本 俊彦 3)、宗像 恒次 4) 
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 ヒューマン・ケア科学専攻 1)、静岡産業大学 2)、 
国立精神・神経医療研究センター3)、健康行動科学研究所 4) 

 
122 深夜の街における思春期のこどもたちの諸問題 ― 夜回り調査活動から 

○田中 勤 1,2)、大坂 裕子 3) 
名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科 1)、南生協病院産婦人科 2)、 
名古屋市立大学大学院医学研究科健康・栄養政策学分野 3) 
 

第 3 会場 桜 

15:53～16:21   一般演題 33  月経関連② 

座長 ： 三島 みどり 

 
123 若年女性の月経随伴症状に関連する要因についての文献検討 

○甲斐村 美智子 
熊本大学大学院保健学教育部博士後期課程 
 

124 マンスリービクス（月経痛予防体操）体験セミナーの効果の検討 
～A 県の思春期保健相談士の活動を通して～ 
○福島 きよの 1)、山下 博子 2)、宝田 智恵子 3) 
前 桐生大学 医療保健学部 1)、群馬県立富岡東高等学校 2)、群馬県前橋市立岩神小学校 3) 

 
125 佐賀県ＯＣ普及大作戦 

○大隈 良成 1)、武富 弥栄子 2) 
大隈レディースクリニック 1)、佐賀大学保健管理センター2) 

 
126  CSR 視点からのバングラデシュにおける布ナプキン販売とその普及手法 

○シェルバ 英子 1)、堀 成美 2) 
株式会社ファーストリテイリング 1)、聖路加看護大学 2) 

 

第 2 会場 楓 

16:00～16:28   一般演題 34  思春期相談②／犯罪・暴力 

座長 ： 森岡 郁晴 

 
127 宇部市における児童虐待予防の取り組み～子ども支援ネットワーク協議会との関わりについて～ 

○金子 法子 
医療法人いぶき会 針間産婦人科 

 
128 強姦被害にあったとして産婦人科を受診した 15 歳少女 3 人グループとその対応 

○三邊 麻理子、村岡 光恵、髙木 耕一郎、黒島 淳子 
東京女子医科大学 東医療センター 産婦人科 
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129 児童養護施設の入所児童の間に性暴力が発生する要因 －思春期の児童の性行動に関する実

態から－ 
○杉山 真澄 1)、三輪 眞知子 2) 
静岡県賀茂健康福祉センター 健康増進課 1)、梅花女子大学 大学院 看護学部 2) 
 

130 デート DV カップルが別れるきっかけとそれまでのプロセス 
○山口 香寿恵 1)、高田 昌代 2) 
西神戸医療センター1)、神戸市看護大学 助産学専攻科 2) 
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