
一般演題プログラム

第 1 日目 8月 28 日（土）
第 3 会場

9 : 24～9 : 51 一般演題 1 思春期疾患（女性）Ⅰ
座長：大川 玲子（国立病院機構千葉医療センター）

001 精神科思春期デイケアの現状と役割
○櫻井 優子、鍛冶志保里、中島 公博
医療法人社団五稜会病院精神科

002 当科で経験した精巣性女性化症候群の一例
○宮崎 綾子、辻 勲、星合 昊
近畿大学附属病院産婦人科学教室

003 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（先天性腟欠損症）の 2例
○永田 智子１）、榊原 秀也１）、平原 史樹１）、三上 太郎２）

横浜市立大学附属病院産婦人科１）、横浜市立大学附属病院形成外科２）

9 : 51～10 : 36 一般演題 2 思春期疾患（女性）Ⅱ
座長：対馬ルリ子（ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニック）

004 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
○榎本紀美子１）、葉山 智工２）、永田 智子２）、石川 浩史１）、平原 史樹２）

神奈川県立こども医療センター産婦人科１）、横浜市立大学附属病院産婦人科２）

005 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
妊娠管理への架け橋～
○末原 節代
市立豊中病院内科
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006 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
○清水 彰子１）、橋本奈美子１，３）、光田 信明１）、甲村 弘子１，２）

大阪府立母子保健総合医療センター小児婦人科１）、大阪樟蔭女子大学人間科学
部２）、日本生命済生会附属日生病院産婦人科３）

007 当院での 10歳代における腹腔鏡手術
○小谷 泰史、梅本 雅彦、飛梅 孝子、塩田 充、星合 昊
近畿大学医学部産科婦人科学教室

008 両側小陰唇より発生した海綿状リンパ管腫
○佐藤 友美、浅田 京子、大丸 貴子、池田 伴衣、渡辺 尚
自治医科大学産婦人科

10 : 36～11 : 21 一般演題 3 思春期疾患（女性）Ⅲ
座長：提坂 敏昭（国際医療福祉大学熱海病院）

009 約 2年間診断のつかなかった膣内異物の 1例
○矢田（橋本）奈美子１）、小玉美智子１）、甲村 弘子２）

日生病院産婦人科１）、大阪樟蔭女子大学２）

010 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
る問題点と対応
○佐竹栄一郎、藤澤 泰子、中川 祐一、大関 武彦
浜松医科大学小児科

011 若年者の細胞診検査受診の必要性について
○南 邦弘１）、幡 洋２）、熊本 悦明３）

医療法人育愛会札幌東豊病院産婦人科１）、医療法人育愛会大谷地産科婦人科２）、
性の健康医学財団３）

012 10 代女性における子宮頚部細胞診異常
○江藤 智麿、渡部 洋、中井 英勝、星合 昊
近畿大学医学部産科婦人科学教室
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013 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―
○南 邦弘１）、幡 洋２）、熊本 悦明３）

医療法人育愛会札幌東豊病院産婦人科１）、医療法人育愛会大谷地産科婦人科２）、
性の健康医学財団３）

11 : 21～12 : 06 一般演題 4 性行動
座長：松峯 寿美（東峯婦人クリニック）

014 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
○比嘉 文月１）、井上 松代２）、下中 壽美２）

東邦大学医療センター佐倉病院１）、沖縄県立看護大学２）

015 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
○祐川 梨香１）、稲場 加奈２）、森 浩美３）、岡田 洋子３）

旭川赤十字病院看護部１）、旭川医科大学病院看護部２）、旭川医科大学医学部看護
学科３）

016 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
○大石 時子、宮本 涼子
天使大学大学院助産研究科

017 産婦人科を受診する女性の性行動と異常の頻度
○秋元 義弘
岩手県立二戸病院

018 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―
○東 優子１）、野坂 祐子２）

大阪府立大学大学院人間社会学研究科１）、大阪教育大学学校危機メンタルサ
ポートセンター２）
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14 : 15～14 : 51 一般演題 5 性意識＋不登校・学校問題Ⅰ
座長：松本 健治（鳥取大学）

019 外国人留学生のHIV�STIs に関する知識・意識調査
○コマファイニコール１）、榎本てる子３）、東 優子２）

（財）エイズ予防財団1）、大阪府立大学大学院人間社会学研究科2）、関西学院大学
神学部3）

020 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
○土井 豊１）、伊藤 常久２）、数見 隆生３）

東北生活文化大学１）、東北生活文化大学短期大学部２）、宮城教育大学３）

021 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
○数見 隆生１）、伊藤 常久２）、土井 豊３）

宮城教育大学１）、東北生活文化大学短期大学部２）、東北生活文化大学３）

022 在日韓国・朝鮮人学生の性に関する調査
○椿 知恵、町浦美智子、井端美奈子
大阪府立大学看護学部家族支援看護学領域母性看護学・助産学分野

14 : 51～15 : 18 一般演題 6 性意識＋不登校・学校問題Ⅱ
座長：井口 一成（東京都性教育研究会）

023 中学生用「性の健康心理尺度（改訂版）」の開発
○上田 邦枝、石原 昌
昭和大学保健医療学部看護学科

024 不登校長期欠席に関連する公的統計調査指標
○土井 徹
目白大学大学院看護学研究科

025 当院の『院内学級』について
○金子 弥子１）、太田 健介２）、小田 香織３）

医療法人耕仁会札幌太田病院内観療法課１）、医療法人耕仁会札幌太田病院医
局２）、医療法人耕仁会札幌太田病院ストレスケア病棟３）
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第 2 会場

15 : 00～15 : 45 一般演題 7 月経関連 1
座長：今中 基晴（大阪市立大学）

026 汎下垂体機能低下症におけるカウフマン療法の一例
○野崎 綾子、米原 利栄
釧路赤十字病院産婦人科

027 原発性無月経症例に関する検討
○尾堀佐知子１）、榊原 秀也１）、榎本紀美子２）、永田 智子１）、平原 史樹１）

横浜市立大学附属病院産婦人科１）、神奈川県立こども医療センター産婦人科２）

028 思春期の続発無月経例における内分泌動態と関連する因子についての検討
○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

029 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
○武田 卓１）、古賀 詔子２）、早坂 美保３）、海野いわ子４）、八重樫伸生５）

東北大学医学部先進漢方治療医学講座１）、婦人科クリニック古賀２）、宮城県立宮
城第一高等学校３）、宮城県立仙台南高等学校４）、東北大学医学部産婦人科講座５）

030 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
○今井 雄一、榊原 秀也、尾堀佐知子、永田 智子、平原 史樹
横浜市立大学附属病院

25



第 3 会場

15 : 18～15 : 45 一般演題 8 HPVⅠ
座長：齋藤 豪（札幌医科大学）

031 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
○対馬ルリ子１）、関根さおり１）、シャロン・ハンリー２）

ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニック１）、日本赤十字北海道看護大学２）

032 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
る探索的調査～保護者を通じた情報伝達の可能性～
○大島寿美子１，２）

北星学園大学文学部心理・応用コミュニケーション学科１）、北海道大学大学院
医学研究科社会医療管理学講座２）

033 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
○赤澤 宏治１，２）

千葉県立船橋東高等学校保健体育科１）、ちば思春期研究会２）
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第 2 会場

15 : 45～16 : 12 一般演題 9 親子・家族関係
座長：五十嵐裕子（園田学園女子大学）

034 両親の離婚が子供に与える影響～3症例からの検討～
○伊藤 恵理１）、太田 健介２）、奥村 弓恵３）、小田 香織４）

医療法人耕仁会札幌太田病院ナイトケア課１）、医療法人耕仁会札幌太田病院医
局２）、医療法人耕仁会札幌太田病院内観療法課３）、医療法人耕仁会札幌太田病院
ストレスケア病棟４）

035 職場再適応困難事例に関するナラティブスタディ
○小林 直紀、金子 秀敏、関 昭宏、商 真哲、羽岡 健史、大井 雄一、
梅田 忠敬、宇佐見和哉、林 美貴子、富田絵梨子、友常 祐介、吉野 聡、
笹原信一郎、松崎 一葉
筑波大学人間総合科学研究科

036 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
○中野 博子１）、吉田 勝明２）

人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科１）、横浜相原病院２）
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第 3 会場

15 : 45～16 : 21 一般演題 10 HPVⅡ
座長：星合 昊（近畿大学）

037 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
○福間 睦子
金沢医科大学病院外来

038 子宮頚がんとHPVワクチンに関する認識
○松本 明美１，２）、中塚 幹也１）

岡山大学大学院保健学研究科１）、川崎医療短期大学看護科２）

039 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
○稲葉可奈子、川名 敬、冨尾 賢介、武谷 雄二
東京大学産婦人科

040 子宮頸がん予防ワクチン接種の実態調査
○大丸 貴子、池田 伴衣、淺田 京子、佐藤 友美、渡辺 尚
自治医科大学産婦人科
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第 2 会場

16 : 12～16 : 48 一般演題 11 メンタルヘルス
座長：荒木 均（茨城県常陸大宮保健所）

041 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
側面が強い
○奥村 弓恵１）、太田 耕平２）、伊藤 恵理３）、小田 香織４）

医療法人耕仁会札幌太田病院内観療法課１）、医療法人耕仁会札幌太田病院医
局２）、医療法人耕仁会札幌太田病院ナイトケア課３）、医療法人耕仁会札幌太田病
院ストレスケア病棟４）

042 お願い、誰かこころの叫びをきいて！
○戸田 岳志１）、須崎 康弘２）

九州看護福祉大学１）、熊本県立こころの医療センター２）

043 アスペルガー症候群における性と愛
○北上 富常
安城更生病院精神科

044 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
○大江 真吾１）、長谷川雅美２）

金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程１）、金沢大学医薬保健研
究域保健学系２）
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第 3 会場

16 : 21～16 : 57 一般演題 12 健康教育Ⅰ
座長：宮下 和久（和歌山県立医科大学）

045 小弓道療法を導入した経過と実施効果について
○小田 香織１）、太田 耕平２）、奥村 弓恵３）

医療法人耕仁会札幌太田病院ストレスケア病棟１）、医療法人耕仁会札幌太田病
院医局２）、医療法人耕仁会札幌太田病院内観療法課３）

046 思春期女性における骨評価に関する研究
○榮 玲子、竹内美由紀、松村 惠子
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

047 吸指癖が歯ならびに及ぼす影響
○小田 博雄
神奈川歯科大学成長発達歯科学講座

048 中学生の生活習慣に対する意識
○大屋 晴子
昭和大学保健医療学部看護学科
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第 2 会場

16 : 48～17 : 42 一般演題 13 食生活＋摂食障害
座長：加藤 和代（兵庫大学）

049 中学生の食生活の現状と望む食育
○坂本めぐみ、兼宗 美幸
埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科

050 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
○川田 由香１）、神田 知子２）、丸山 智美１）

金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科１）、同志社女子大学生活科学部食物
栄養科学科２）

051 女子学生の食物摂取における間食の役割について
○菊池 眞帆１）、重田 公子２）、笹田 陽子１）

盛岡大学栄養科学部栄養科学科１）、東京都市大学都市生活学部都市生活学科２）

052 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
○牛込 恵子１）、丸山 智美２）、戸谷 誠之３）

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科１）、金城学院大学生活環境学部
食環境栄養学科２）、昭和女子大学大学院生活機構研究科３）

053 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―
○島袋美也子、安達久美子
首都大学東京大学院人間健康科学研究科
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054 思春期やせ症の発生頻度に関する研究
○樋口 善之１）、 阿部真理子２）、 森 慶恵３）、 土井 智子４）、 三並めぐる９）、
渡辺多恵子５）、鈴木 茜６）、三國 和美７）、丸岡 里香８）

福岡県立大学看護学部ヘルスプロモーション看護学系１）、神奈川県立大和西高
等学校２）、名古屋市立東白壁小学校３）、関西大学第一高等学校４）、筑波大学大学
院人間総合科学研究科５）、千葉県市原市保健センター６）、仙台青葉学院短期大
学7）、北松大学人間福祉学部8）、愛媛大学農学部附属高等学校9）
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第 3 会場

16 : 57～17 : 33 一般演題 14 健康教育Ⅱ
座長：和田 由香（社団法人いはらき思春期保健協会）

055 喫煙開始年齢とその後の喫煙習慣（第 3報）
○鈴木 史明、庄野 明子、田原 正浩、谷口 武
医療法人定生会谷口病院産婦人科

056 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）
○松本 健治１）、祝部 大輔２）

鳥取大学地域学部地域環境学科循環型環境学講座１）、鳥取大学医学部社会医学
講座医療環境学分野２）

057 思春期にみられるBMI の変化と発育速度との関連
○五十嵐裕子１，５）、 後和 美朝２）、 宮井 信行３）、 北口 和美４）、 宮下 和久５）、
武田眞太郎５）

園田学園女子大学人間健康学部総合健康学科１）、大阪国際大学人間科学部人間
健康科学科２）、大阪教育大学学校教育教員養成課程保健体育３）、大阪教育大学養
護教諭教員養成課程４）、和歌山県立医科大学医学部衛生学教室５）

058 中学生の貧血の実態と身体発育との関連
○近藤とも子、高田ゆり子、坂田由美子、金丸 隆太、柴田 亜希、中村 勝喜、
山口 彩香
筑波大学大学院人間総合科学研究科
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第 2 日目 8月 29 日（日）
第 3 会場

9 : 00～9 : 45 一般演題 15 犯罪・暴力Ⅰ
座長：内山 絢子（目白大学）

059 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
○野坂 祐子１）、井ノ崎敦子２）、伊田 和泰３）、田中久美子４）

大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター１）、帝塚山大学学生相談室２）、
群馬県立ぐんま学園３）、大阪大学４）

060 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
○田中 勤１）、大坂 裕子２）

中京大学大学院法学研究科１）、名古屋市立大学大学院医学研究科２）

061 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
る知識・意識・行動
○原 健一１）、永松 美雪２）、中河 亜希２）、齋藤ひさ子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）

062 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
つくる教育を取り入れて―
○永松 美雪１）、原 健一２）、中河 亜希１）、齋藤ひさ子１）

佐賀大学医学部看護学科母子看護学講座１）、佐賀県DV総合対策センター２）

063 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～
○遠藤美穂子
財団法人三友堂病院看護専門学校
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9 : 45～10 : 39 一般演題 16 性教育Ⅰ
座長：齋藤 益子（東邦大学）

064 性教育に対する中学校教師の意識に関する調査
○島田 友子１）、小林美智子２）

長崎県立大学１）、活水女子大学２）

065 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―
○岡﨑 愉加１）、谷本 香織２）

岡山県立大学保健福祉学部看護学科１）、元岡山県立大学保健福祉学部看護学科２）

066 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
○西岡 笑子１）、 加藤 尚美１）、 増田美恵子１）、 青柳 優子１）、 緒方 盛子２）、
勝又 里織３）

順天堂大学医療看護学部１）、帝京平成大学ヒューマンケア学部２）、静岡県立大学
看護学部３）

067 雑誌からの性情報と恋愛・性意識との関係
○塚本 真弓、齊藤 益子
東邦大学医学部看護学科家族生殖看護学研究室

068 女子学生の性行為に対する価値観と性行動
○波柴 佳美１）、福島 裕子２）

岩手町役場健康福祉課１）、岩手県立大学看護学部２）

069 大学生と交際相手のライフスキルと避妊行動との関連
○林 桐代１）、町浦美智子２）、井端美奈子２）

札幌市病院局市立札幌病院看護部看護課総合周産期母子医療センター１）、大阪
府立大学大学院看護学研究科２）
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10 : 39～11 : 24 一般演題 17 性教育Ⅱ
座長：福島富士子（国立保健医療科学院）

070 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
○多田まゆみ１）、 福島 裕子２）、 野口 恭子２）、 佐藤ツセ子１）、 田鎖とく子１）、
佐々木千昭１）

ハッピーバース研究会１）、岩手県立大学看護学部２）

071 自立・自尊心の育ちと効果的な幼児の性教育について
○塩田 敦子１，２）、秦 利之１）、山白実穂子２）

香川大学周産期学婦人科学１）、香川県東讃福祉事務所思春期保健ネットワーク
会議２）

072 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
○丸岡 里香１）、野口 直美２）、杉山 厚子３）

北翔大学人間福祉学部福祉心理学科１）、北海道旭川東栄高等学校２）、札幌医科大
学３）

073 「性教育講演会」の立案・実施…そして、今
○藤原 幸子
希望学園札幌第一高等学校

074 「誕生学Ⓡ」プログラムの効果
○甲斐村美智子
九州看護福祉大学
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11 : 24～12 : 00 一般演題 18 思春期相談＋思春期疾患（男性）
座長：髙橋 聡（札幌医科大学）

075 この 10年間で中学・高校・大学で学ぶ女性からの相談がどう変わったか
○杉村由香理、北村 邦夫
社団法人日本家族計画協会家族計画研究センター

076 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
○木村 好秀１）、齋藤 益子２）

前東邦大学医学部看護学科家族生殖看護学研究室１）、東邦大学医学部看護学科
家族・生殖看護学２）

077 男子二次性徴の発達障害を見逃すな！
○池田 稔１）、池田 景子２）

池田クリニック泌尿器科１）、池田クリニック婦人科２）

078 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
に性腺を摘出したアンドロゲン不応症の 1例
○西村 和朗１）、柴田 英治１）、蜂須賀 徹１）、山本 幸代２）、原田 真理２）

産業医科大学産婦人科教室１）、産業医科大学小児科教室２）
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第 2 会場

13 : 20～14 : 05 一般演題 19 若年妊娠・出産＋避妊
座長：杉村由香理（社団法人日本家族計画協会クリニック）

079 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―
○安達久美子
首都大学東京大学院人間健康科学研究科

080 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
未婚の母になった事例より―
○唐田 順子１，２，３）、森田 明美２）、中原 美恵３）

西武文理大学看護学部看護学科１）、東洋大学社会学部社会福祉学科２）、東洋大学
ライフデザイン学部生活支援学科３）

081 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～
○柴田 真希１）、小柳 布佐２）、佐々木百合子１）

つくば国際大学医療保健学部看護学科１）、桃太郎助産院２）

082 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）
○竹田 理恵、村口 喜代、柴田 泰子、小野真理子、宮本由美子
村口きよ女性クリニック

083 大学生の低用量経口避妊薬（OC）に対する意識調査
○児嶋 奈蓉１）、山本八千代２）

兵庫県立姫路循環器センター１）、川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科２）
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第 3 会場

13 : 20～14 : 05 一般演題 20 犯罪・暴力Ⅱ
座長：森岡 郁晴（和歌山県立医科大学）

084 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
○福島 裕子１）、植田 朱美２）、田端八重子２）、平賀 圭子２）

岩手県立大学看護学部１）、NPO法人参画プランニング・いわて２）

085 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
○福島 裕子１）、植田 朱美２）、田端八重子２）、平賀 圭子２）

岩手県立大学看護学部１）、NPO法人参画プランニング・いわて２）

086 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
率についての検討
○新名主雪絵１，２）、下敷領須美子２）、三浦 陽子２）

鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校非常勤講師１）、鹿児島大学医学部保健
学科看護学専攻母性・小児看護学講座２）

087 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
○三浦 陽子１，２）、下敷領須美子１）、新名主雪絵２）

鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻母性・小児看護学講座１）、鹿児島医療セ
ンター附属鹿児島看護学校非常勤講師２）

088 デートDV行為被害体験時の「気持ち」における性差
○下敷領須美子１，２）、新名主雪絵２）、三浦 陽子１）

鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻母性・小児看護学講座１）、鹿児島医療セ
ンター附属鹿児島看護学校非常勤講師２）
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第 2 会場

14 : 05～14 : 41 一般演題 21 ピアカウンセリング
座長：髙村 寿子（自治医科大学 名誉教授）

089 高校生のピアエデュケーター養成講座の評価
○吉田 佳代、前田ひとみ
熊本大学大学院生命科学研究部

090 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
○松村 惠子、竹内美由紀、榮 玲子
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科

091 地域力を生かした健康教育
○中出 佳操１,２）、丸岡 里香１）

北翔大学人間福祉学部福祉心理学科１）、北翔大学人間福祉学部2）

092 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
○大熊扶美子１）、太田 耕平３）、奥村 弓恵１）、伊藤 恵理２）

医療法人耕仁会札幌太田病院内観療法課１）、医療法人耕仁会札幌太田病院ナイ
トケア課２）、医療法人耕仁会札幌太田病院医局３）
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第 3 会場

14 : 05～14 : 50 一般演題 22 性教育Ⅲ
座長：大石 時子（天使大学）

093 当地域における思春期支援ネットワーク形成のあゆみと課題
○平岡 友良
あおもり協立病院産婦人科

094 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
○小葉松洋子
湯の川女性クリニック

095 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
○堀本 江美１）、小野寺るみ子２）

医療法人ブロッサム苗穂レディスクリニック１）、C&Fセンター２）

096 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
○大舘 真実１）、 樫木 遊１）、 金澤瑛理子１）、 小林 寛子１）、 平塚 志保２）、
荻田 珠江２）

北海道大学医学部保健学科看護学専攻 3期生１）、北海道大学大学院保健科学研
究院創成看護学分野２）

097 メグ・ヒックリングの「性の健康教育」を実施して―知的障害の場合での応用―
○秋野恵美子
小樽市保健所
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