
ID 抄録タイトル 日時 会場 セッション 発表番号

jsa29002 男子二次性徴の発達障害を見逃すな! 8月29日（日）11:24～12:00 第３会場 一般演題18　「思春期相談+思春期疾患（男性）」 77

jsa29003 両側小陰唇より発生した海綿状リンパ管腫 8月28日（土）9:51～10:36 第３会場 一般演題2　「思春期疾患（女性）Ⅱ」 8

jsa29004 在日韓国・朝鮮人学生の性に関する調査 8月28日（土）14:15～14:51 第３会場 一般演題5　「性意識+不登校・学校問題Ⅰ」 22

jsa29005 中学生の生活習慣に対する意識 8月28日（土）16:21～16:57 第３会場 一般演題12　「健康教育Ⅰ」 48

jsa29006
中学生用「性の健康心理尺度（改訂版）」の開
発

8月28日（土）14:51～15:18 第３会場 一般演題6　「性意識+不登校・学校問題Ⅱ」 23

jsa29007 高校生のピアエデュケーター養成講座の評価 8月29日（日）14:05～14:41 第２会場 一般演題21　「ピアカウンセリング」 89

jsa29008 約2年間診断のつかなかった膣内異物の1例 8月28日（土）10:36～11:21 第３会場 一般演題3　「思春期疾患（女性）Ⅲ」 9

jsa29009 喫煙開始年齢とその後の喫煙習慣（第3報） 8月28日（土）16:57～17:33 第３会場 一般演題14　「健康教育Ⅱ」 55

jsa29010
思春期の性に関する子育て支援－学校・医療
関係者と保護者との連携の実態－

8月29日（日）9:45～10:39 第３会場 一般演題16　「性教育Ⅰ」 65

jsa29011
思春期発症糖尿病患者の将来を見据えた治療
への取り組み～より良き糖尿病合併妊娠管理

8月28日（土）9:51～10:36 第３会場 一般演題2　「思春期疾患（女性）Ⅱ」 5

jsa29012
インターナショナル・スクールにおける摂食障害
の現状―学校看護師の調査から―

8月28日（土）16:48～17:42 第２会場 一般演題13　「食生活+摂食障害」 53

jsa29013 子宮頸がん予防ワクチン接種の実態調査 8月28日（土）15:45～16:21 第３会場 一般演題10　「HPVⅡ」 40

jsa29014
若年父への支援のポイント  ―熟練支援者の
インタビュー調査から―

8月29日（日）13:20～14:05 第２会場 一般演題19　「若年妊娠・出産+避妊」 79

jsa29015
大学生と交際相手のライフスキルと避妊行動と
の関連

8月29日（日）9:45～10:39 第３会場 一般演題16　「性教育Ⅰ」 69

jsa29016
職場再適応困難事例に関するナラティブスタ
ディ

8月28日（土）15:45～16:12 第２会場 一般演題9　「親子・家族関係」 35

jsa29017
当院における小児婦人内分泌外来の役
割:transition以外の症例に関する検討

8月28日（土）9:51～10:36 第３会場 一般演題2　「思春期疾患（女性）Ⅱ」 4

jsa29018
当地域おける思春期支援ネットワーク形成のあ
ゆみと課題

8月29日（日）14:05～14:50 第３会場 一般演題22　「性教育Ⅲ」 93

jsa29019
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染状況とHPV
ワクチンの接種時期に関する検討

8月28日（土）15:45～16:21 第３会場 一般演題10　「HPVⅡ」 39

jsa29020
少年の福祉を害する成人の犯罪による少年搾
取の研究 ― 深夜の繁華街の現場から

8月29日（日）9:00～9:45 第３会場 一般演題15　「犯罪・暴力Ⅰ」 60

jsa29021
子宮頸がん検診初診年齢の女性の子宮がん、
HPVに対する知識と受診行動に関する探索的

8月28日（土）15:18～15:45 第３会場 一般演題8　「HPVⅠ」 32

jsa29022
不登校長期欠席に関連する公的統計調査指
標

8月28日（土）14:51～15:18 第３会場 一般演題6　「性意識+不登校・学校問題Ⅱ」 24

jsa29023 「誕生学R」プログラムの効果 8月29日（日）10:39～11:24 第３会場 一般演題17　「性教育Ⅱ」 74

jsa29025
若い女性のＨＰＶ（ヒトパピローマウィルス）感染
と生活背景との関連に関する調査

8月28日（土）15:18～15:45 第３会場 一般演題8　「HPVⅠ」 31

jsa29026
メグ・ヒックリングの「性の健康教育」を実施し
てー知的障害の場合での応用ー

8月29日（日）14:05～14:50 第３会場 一般演題22　「性教育Ⅲ」 97

jsa29027 思春期女性における骨評価に関する研究 8月28日（土）16:21～16:57 第３会場 一般演題12　「健康教育Ⅰ」 46

jsa29028 精神科思春期デイケアの現状と役割 8月28日（土）9:24～9:51 第３会場 一般演題1　「思春期疾患（女性）Ⅰ」 1

jsa29029 子宮頚がんとHPVワクチンに関する認識 8月28日（土）15:45～16:21 第３会場 一般演題10　「HPVⅡ」 38

jsa29030
日本と中国の教員養成系学生の性意識・性行
動に関する実態比較

8月28日（土）14:15～14:51 第３会場 一般演題5　「性意識+不登校・学校問題Ⅰ」 21

jsa29031 女子学生の性行為に対する価値観と性行動 8月29日（日）9:45～10:39 第３会場 一般演題16　「性教育Ⅰ」 68

jsa29032 原発性無月経症例に関する検討 8月28日（土）15:00～15:45 第２会場 一般演題7　「月経関連」 27

jsa29033
幼児期にある子どもの性に向き合った経験をも
つ母親の対応とその意図

8月29日（日）14:05～14:50 第３会場 一般演題22　「性教育Ⅲ」 96

jsa29034
思春期学生における調理に関する環境と調理
技術の実態調査

8月28日（土）16:48～17:42 第２会場 一般演題13　「食生活+摂食障害」 50

jsa29035 吸指癖が歯ならびに及ぼす影響 8月28日（土）16:21～16:57 第３会場 一般演題12　「健康教育Ⅰ」 47

jsa29036
産婦人科を受診する女性の性行動と異常の頻
度

8月28日（土）11:21～12:06 第３会場 一般演題4　「性行動」 17

jsa29037
自立・自尊心の育ちと効果的な幼児の性教育
について

8月29日（日）10:39～11:24 第３会場 一般演題17　「性教育Ⅱ」 71

jsa29038
高校生男子の二次性徴に関する意識 ―都内
私立高校1年生に対する調査

8月29日（日）11:24～12:00 第３会場 一般演題18　「思春期相談+思春期疾患（男性）」 76

jsa29039
デートDV予防啓発教育を実践するユース―
リーダー育成の試み

8月29日（日）13:20～14:05 第３会場 一般演題20　「犯罪・暴力Ⅱ」 84

jsa29040
大学生ユースリーダーが行う中学生を対象とし
たデートＤＶ予防啓発教育の効果

8月29日（日）13:20～14:05 第３会場 一般演題20　「犯罪・暴力Ⅱ」 85

jsa29041
児童養護施設の思春期女子を対象にした、助
産師による「女の子教室」継続の試み

8月29日（日）10:39～11:24 第３会場 一般演題17　「性教育Ⅱ」 70

jsa29042
女子学生の食物摂取における間食の役割につ
いて

8月28日（土）16:48～17:42 第２会場 一般演題13　「食生活+摂食障害」 51



ID 抄録タイトル 日時 会場 セッション 発表番号

jsa29043
10代女性の妊娠期から子育て期（産後6カ月）
の実態と課題の一考察―19歳で未婚の母に

8月29日（日）13:20～14:05 第２会場 一般演題19　「若年妊娠・出産+避妊」 80

jsa29044
酸化セルロース膜（インターシード?）を用いて
造腟術を施行したRokitansky症候群（先天性腟

8月28日（土）9:24～9:51 第３会場 一般演題1　「思春期疾患（女性）Ⅰ」 3

jsa29045
中学生女子における性行動の可能性のある生
徒を見極めるための関連要因の検討

8月28日（土）11:21～12:06 第３会場 一般演題4　「性行動」 14

jsa29046
母親の娘へのHPVワクチン接種勧奨意向とそ
の関連要因について

8月28日（土）15:45～16:21 第３会場 一般演題10　「HPVⅡ」 37

jsa29047
看護学生の思春期ピアカウンセラーにおける
性に対する意識

8月29日（日）14:05～14:41 第２会場 一般演題21　「ピアカウンセリング」 90

jsa29048
思春期を対象とした学年積み上げ型性教育プ
ログラム開発のための基礎調査

8月29日（日）9:45～10:39 第３会場 一般演題16　「性教育Ⅰ」 66

jsa29049
大阪府立母子保健総合医療センターにおける
小児婦人科外来の現況

8月28日（土）9:51～10:36 第３会場 一般演題2　「思春期疾患（女性）Ⅱ」 6

jsa29050
問題を抱えた思春期の子どもを持つ親への心
療内科・精神科における援助の検討

8月28日（土）15:45～16:12 第２会場 一般演題9　「親子・家族関係」 36

jsa29051
10代で出産した女性への支援 ～Ｍ助産院で
出産した2事例の分析から～

8月29日（日）13:20～14:05 第２会場 一般演題19　「若年妊娠・出産+避妊」 81

jsa29052
北東アジアの子どものライフスタイルに関する
国際比較（第２報）

8月28日（土）16:57～17:33 第３会場 一般演題14　「健康教育Ⅱ」 56

jsa29053 雑誌からの性情報と恋愛・性意識との関係 8月29日（日）9:45～10:39 第３会場 一般演題16　「性教育Ⅰ」 67

jsa29055
高校生におけるデートDVの認識 ～予防教育
受講による違い～

8月29日（日）9:00～9:45 第３会場 一般演題15　「犯罪・暴力Ⅰ」 63

jsa29056
初期人工妊娠中絶手術を受けた10代女性の
術後のピル選択（第3報）

8月29日（日）13:20～14:05 第２会場 一般演題19　「若年妊娠・出産+避妊」 82

jsa29057 中学生の食生活の現状と望む食育 8月28日（土）16:48～17:42 第２会場 一般演題13　「食生活+摂食障害」 49

jsa29058
性教育に対する中学校教師の意識に関する調
査

8月29日（日）9:45～10:39 第３会場 一般演題16　「性教育Ⅰ」 64

jsa29059
中学生男女の家庭・学校での会話頻度と男女
交際中の暴力及び性感染症に関係  する知

8月29日（日）9:00～9:45 第３会場 一般演題15　「犯罪・暴力Ⅰ」 61

jsa29060
性行動に伴う危険を予防するプログラムの効
果―男女がお互いを尊重する関係をつくる教

8月29日（日）9:00～9:45 第３会場 一般演題15　「犯罪・暴力Ⅰ」 62

jsa29061 お願い、誰かこころの叫びをきいて！ 8月28日（土）16:12～16:48 第２会場 一般演題11　「メンタルヘルス」 42

jsa29062
小弓道療法を導入した経過と実施効果につい
て

8月28日（土）16:21～16:57 第３会場 一般演題12　「健康教育Ⅰ」 45

jsa29063
不登校・家庭内暴力を呈した高校生に対するピ
ア・サポートの取り組み

8月29日（日）14:05～14:41 第２会場 一般演題21　「ピアカウンセリング」 92

jsa29064
両親の離婚が子供に与える影響  ～ 3症例か
らの検討 ～

8月28日（土）15:45～16:12 第２会場 一般演題9　「親子・家族関係」 34

jsa29065
自傷行為に至る原因の考察 ～ 家族同時内観
を通して ～ 内観療法は認知行動療法の側面

8月28日（土）16:12～16:48 第２会場 一般演題11　「メンタルヘルス」 41

jsa29066
思春期教育を実践する専門職が求めるスキル
アップとネットワーク

8月29日（日）10:39～11:24 第３会場 一般演題17　「性教育Ⅱ」 72

jsa29068 アスペルガー症候群における性と愛 8月28日（土）16:12～16:48 第２会場 一般演題11　「メンタルヘルス」 43

jsa29069 「性教育講演会」の立案・実施・・・そして、今 8月29日（日）10:39～11:24 第３会場 一般演題17　「性教育Ⅱ」 73

jsa29070
北海道函館地区における医療、行政、学校の
連携による性教育の取り組み

8月29日（日）14:05～14:50 第３会場 一般演題22　「性教育Ⅲ」 94

jsa29071
日本と中国の一般大学生における性意識・性
行動に関する実態比較

8月28日（土）14:15～14:51 第３会場 一般演題5　「性意識+不登校・学校問題Ⅰ」 20

jsa29072 当院における若年女性の続発性無月経の検討 8月28日（土）15:00～15:45 第２会場 一般演題7　「月経関連」 28

jsa29073
新生児期に両鼠径ヘルニア内の性腺を腹腔内
へ還納されたが、思春期に腹腔鏡下に性腺を

8月29日（日）11:24～12:00 第３会場 一般演題18　「思春期相談+思春期疾患（男性）」 78

jsa29074 当院での10歳代における腹腔鏡手術 8月28日（土）9:51～10:36 第３会場 一般演題2　「思春期疾患（女性）Ⅱ」 7

jsa29075 10代女性における子宮頚部細胞診異常 8月28日（土）10:36～11:21 第３会場 一般演題3　「思春期疾患（女性）Ⅲ」 12

jsa29076
アスペルガー障害の患児の暴言・暴力に向き
合う看護師の心理プロセス

8月28日（土）16:12～16:48 第２会場 一般演題11　「メンタルヘルス」 44

jsa29077 当科で経験した精巣性女性化症候群の一例 8月28日（土）9:24～9:51 第３会場 一般演題1　「思春期疾患（女性）Ⅰ」 2

jsa29079 若年者の細胞診検査受診の必要性について 8月28日（土）10:36～11:21 第３会場 一般演題3　「思春期疾患（女性）Ⅲ」 11

jsa29080
大学生の低用量経口避妊薬(OC)に対する意
識調査

8月29日（日）13:20～14:05 第２会場 一般演題19　「若年妊娠・出産+避妊」 83

jsa29081
過去14年間の女性性器クラミジア感染症の検
討 ―既婚妊婦はむしろ増加している―

8月28日（土）10:36～11:21 第３会場 一般演題3　「思春期疾患（女性）Ⅲ」 13

jsa29082 当院の『院内学級』について 8月28日（土）14:51～15:18 第３会場 一般演題6　「性意識+不登校・学校問題Ⅱ」 25

jsa29083
大学生のコンドーム使用に影響を与える要因
－性差から見たコンドームネゴシエート

8月28日（土）11:21～12:06 第３会場 一般演題4　「性行動」 16

jsa29084
児童自立支援施設の入所児童における外傷体
験と精神健康

8月29日（日）9:00～9:45 第３会場 一般演題15　「犯罪・暴力Ⅰ」 59

jsa29085 思春期やせ症の発生頻度に関する研究 8月28日（土）16:48～17:42 第２会場 一般演題13　「食生活+摂食障害」 54



ID 抄録タイトル 日時 会場 セッション 発表番号

jsa29086
女子高校生におけるＰＭＳ・ＰＭＤＤの現状～ア
ンケート調査結果より

8月28日（土）15:00～15:45 第２会場 一般演題7　「月経関連」 29

jsa29087 地域力を生かした健康教育 8月29日（日）14:05～14:41 第２会場 一般演題21　「ピアカウンセリング」 91

jsa29088
思春期にみられるBMIの変化と発育速度との
関連

8月28日（土）16:57～17:33 第３会場 一般演題14　「健康教育Ⅱ」 57

jsa29089
汎下垂体機能低下症におけるカウフマン療法
の一例

8月28日（土）15:00～15:45 第２会場 一般演題7　「月経関連」 26

jsa29090
十代の性の健康支援のための横断的ネット
ワークの構築 ゆいネット札幌会議を開いて

8月29日（日）14:05～14:50 第３会場 一般演題22　「性教育Ⅲ」 95

jsa29091
デートDVに関する意識と家族における自尊感
情との関連および被害・加害体験率について

8月29日（日）13:20～14:05 第３会場 一般演題20　「犯罪・暴力Ⅱ」 86

jsa29092
デートDV被害・加害体験と家族における自尊
感情との関連

8月29日（日）13:20～14:05 第３会場 一般演題20　「犯罪・暴力Ⅱ」 87

jsa29093
デートＤＶ行為被害体験時の「気持ち」における
性差

8月29日（日）13:20～14:05 第３会場 一般演題20　「犯罪・暴力Ⅱ」 88

jsa29094
女性における金銭が介在する性行動とセクシュ
アルヘルス―“特定神話”の落とし穴―

8月28日（土）11:21～12:06 第３会場 一般演題4　「性行動」 18

jsa29095 中学生の貧血の実態と身体発育との関連 8月28日（土）16:57～17:33 第３会場 一般演題14　「健康教育Ⅱ」 58

jsa29096
原発性無月経症例における女性ホルモン補充
療法の効果

8月28日（土）15:00～15:45 第２会場 一般演題7　「月経関連」 30

jsa29097
外国人留学生のHIV/STIsに関する知識・意識
調査

8月28日（土）14:15～14:51 第３会場 一般演題5　「性意識+不登校・学校問題Ⅰ」 19

jsa29098
高校生のHPV・子宮頸がんに対する知識と意
識調査について

8月28日（土）15:18～15:45 第３会場 一般演題8　「HPVⅠ」 33

jsa29099
体重減少を伴った若年無月経女性の栄養摂取
量と食習慣に関する研究

8月28日（土）16:48～17:42 第２会場 一般演題13　「食生活+摂食障害」 52

jsa29100
この10年間で中学・高校・大学で学ぶ女性から
相談がどう変わったか

8月29日（日）11:24～12:00 第３会場 一般演題18　「思春期相談+思春期疾患（男性）」 75

jsa29101
Basedow病と特発性血小板減少性紫斑病
（ITP）を合併した女性例の思春期における問題

8月28日（土）10:36～11:21 第３会場 一般演題3　「思春期疾患（女性）Ⅲ」 10

メール提出
思春期・青年期の学生が在学中の妊娠・出産
に対する想いと関連要因について

8月28日（土）11:21～12:06 第３会場 一般演題4　「性行動」 15


