
課題１４. 学術活動等（平成 14年度） 
 

科学的根拠に基づいた小児保健活動を展開するには、日々の相談活動や他施設との連携活動、さらに

情報収集、調査活動などで集積されたデータを分析し、これを広く学術研究の場で討論することが不可

欠である。平成１４年度には、センター開所から集められたエビデンスに基づいて医師、保健師等によ

る下記の学術活動を実施した。 
センターは未だ開所１年半しか経過しておらず現時点ではデータ量も少ないが、今後さらなる活動の

発展が必要である。 
 
（１）論文発表・書籍 

 

 

発行日 雑誌名・書籍名 テーマ・内容 著者

2002年5月 周産期医学
32(5): 699-702

医療機関における虐待への対応 山崎嘉久

2002年9月 日本小児科学会雑誌
106(9): 1180-1186

小児科医として子どもの虐待にどう関わるか
病院での取り組み

山崎嘉久

2003年1月 保育と保健
9(1): 65-68

保育と保健でささえる親子 山崎嘉久

 
 
（２）学会・学術研究会報告 

 
学会・学術研究会名 開催場所 テーマ・内容 発表者・担当者（役割）

平成14年4月20日 ～ 21日 第102回日本小児科学会総
会学術集会シンポジウム

名古屋市 「小児科医として子どもの虐待にどう
関わるか」
２．病院での取り組み

山崎嘉久（シンポジスト）

平成14年4月20日 第22回国際小児保健研究
会定期研究会

名古屋市 「海外渡航者へのワクチン接種と海
外の実情」

山崎嘉久（担当幹事・司会）

平成14年6月8日 第22回東海川崎病研究会 名古屋市 急性期川崎病の治療に関する演題
３題

山崎嘉久（座長）

平成14年6月30日 第３回子どもの療養環境研
究発表会

大府市 研究発表会の進行、運営 山崎嘉久、北畠裕子、青山亜
由美、塩之谷真弓、小澤敬子、
中澤和美、加藤伊律子

平成14年7月27日 第48回東海公衆衛生学会
学術大会

津市 小児の予防接種要注意者への医療
機関の対応状況－医療機関アン
ケート調査に基づいて－

山崎嘉久（発表）、北畠裕子、
青山亜由美、塩之谷真弓、小
澤敬子、中澤和美、加藤伊律

平成14年7月27日 第48回東海公衆衛生学会
学術大会

津市 揺さぶられっ子症候群に関する医
療関係者アンケート調査結果

石田雅美（発表）、清水千鶴、
塩之谷真弓、山崎嘉久

平成14年7月27日 第48回東海公衆衛生学会
学術大会

津市 子ども虐待への当センター保健部
門の役割

塩之谷真弓（発表）、青山亜由
美、北畠裕子、小澤敬子、中澤
和美、加藤伊律子、山崎嘉久、
杉山登志郎

平成14年7月27日 第48回東海公衆衛生学会
学術大会シンポジウム

津市 「児童虐待へのあいち小児保健医
療総合センターの取り組み」

山崎嘉久（指定発言）

平成14年8月4日 第220回日本小児科学会東
海地方会

名古屋市 小児保健に関する演題３題 山崎嘉久（座長）

平成14年8月4日 第220回日本小児科学会東
海地方会

名古屋市 当センターの相談実績からみた小
児保健の現状と問題点（第１報）

山崎嘉久（発表）、加藤伊律
子、中澤和美、塩之谷真弓、小
澤敬子、北畠裕子、青山亜由
美、杉山登志郎、長嶋正實

平成14年8月25日 第38回中部日本小児科学 津市 小児保健に関する演題４題 山崎嘉久（座長）
平成14年8月25日 第38回中部日本小児科学

会
津市 小児の予防接種要注意者への医療

機関の対応状況－医療機関アン
ケート調査に基づいて－

山崎嘉久（発表）、北畠裕子、
青山亜由美、塩之谷真弓、小
澤敬子、中澤和美、加藤伊律

開催日

子、長嶋正實
平成14年8月31日 第１２回日本外来小児科学

会
ワークショップ

名古屋市 虐待から子どもたちを守るネットワー
ク作り
小児科医院の従事者を中心とした参加
者の活動報告と討論

山崎嘉久、魚住君枝子（ワーク
ショップリーダ）

平成14年10月6日 愛知県周産期医療協議会
研修会

名古屋市 愛知県内のハイリスク新生児（NICU
収容児）の退院後の地域での支援
体制（保健師活動）の実態調査

山崎嘉久（発表）
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学会・学術研究会名 開催場所 テーマ・内容 発表者・担当者（役割）
平成14年10月10日 ～ 12日 第49回日本小児保健学会 神戸市 NICU収容児に対する退院後の地域

支援の実態 ―医療機関から保健機
関への情報提供の有用性について

中澤和美（発表）、加藤伊律
子、山崎嘉久

平成14年10月10日 ～ 12日 第49回日本小児保健学会 神戸市 当センターの相談実績からみた小
児保健の現状と問題点 －相談者情
報に着目した相談内容の分析－

山崎嘉久（発表）、加藤伊律
子、中澤和美

平成14年10月20日 子育てフェスタ in あいち 名古屋市 あいち小児保健医療総合センター・
保健センターの紹介と活動内容の
報告

加藤伊律子（発表）、北畠裕
子、青山亜由美、塩之谷真弓、
小澤敬子、中澤和美

平成14年10月26日 ～ 27日 第８回日本保育園保健学会 名古屋市 特別講演「保育と保健で支える親 山崎嘉久（講演）
平成14年11月17日 第７回あいち子どもの健康

フォーラム
大府市 ミニ講座「子どもを事故から守るコツ

教えます」
加藤伊律子（発表）、北畠裕
子、青山亜由美、塩之谷真弓、
小澤敬子、中澤和美

平成14年11月22日 ～ 23日 第24回全国地域保健師学
術研究会

大分市 子ども虐待への保健部門の役割－
虐待対応チームの事例から－

塩之谷真弓（発表）、青山亜由
美、北畠裕子、小澤敬子、中澤
和美、加藤伊律子、山崎嘉久、
杉山登志郎

平成14年12月13日 ～ 14日 日本子どもの虐待防止研究
会第8回学術集会

東京都 子どもの行動観察チェックリスト
による早期発見の試み

杉山登志郎（発表）、並木典
子、塩之谷真弓

平成14年12月13日 ～ 14日 日本子どもの虐待防止研究
会第8回学術集会

東京都 地域の子どもの虐待対応における
当センターの役割と地域治療プログ
ラムへの提言

山崎嘉久（発表）、山崎嘉久、
杉山登志郎、海野千畝子、塩
之谷真弓、大橋信彦、並木典
子、加藤伊律子、中澤和美

平成15年1月9日 健やか親子２１ 第４課題合
同会議

東京都 愛知県内のハイリスク新生児（NICU
収容児）の退院後の地域での支援
体制（保健師活動）の実態調査

山崎嘉久（報告）

平成15年1月17日 ～ 18日 愛知県公衆衛生研究会 東浦町 時間外電話相談「育児もしもしキャッ
チ」を開設して

小澤敬子（発表）、青山亜由
美、塩之谷真弓、中澤和美、加
藤伊律子、山崎嘉久、長嶋正

平成14年1月25日 第16回愛知県病弱児療育
研究会

名古屋市 県内の医療機関での子どもたちへ
の教育に関するアンケート調査

山崎嘉久（発表）、尾崎隆男

平成15年2月2日 第222回日本小児科学会東
海地方会

名古屋市 愛知県内の医療機関における子ど
もたちへの教育に関するアンケート

山崎嘉久（発表）、尾崎隆男

平成15年3月18日 平成１４年度厚生労働省科
学研究「児童虐待発生要因
の解明と児童虐待への地域
における予防的支援方法の
開発に関する研究」検討会

東京都 子どもの虐待予防に対するあいち小
児保健医療総合センターの取り組
み

山崎嘉久、塩之谷真弓（報告）

開催日

公開日 メディア名 テーマ・内容 担当者 対象者
平成14年4月20日 朝日新聞 特集「親子を支える　虐待と向き合っ

て」へのコーディネート
山崎嘉久 一般県民

平成14年5月10日 メディカル・トリビューン
vol.35 No.20

急増する「子供虐待」－小児科医の積
極的な取り組みが必要（取材記事）

山崎嘉久 医療関係者等

平成14年6月3日 新川町社会福祉協議会
ホームページ（子どもに関
する医療情報の提供、質
問への回答など）

母体の喫煙による影響 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム
ページ利用者

平成14年7月9日 新川町社会福祉協議会
ホームページ

子どもが蚊に刺されることの対策 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム
ページ利用者

平成14年7月11日 ショッパー（中日新聞フ
リーメディア）

キッズルーム「抱き癖は心配無用？ス
キンシップを考えよう」

加藤伊律子 一般県民

平成14年7月19日 中日新聞 夏休みの子どもの健康　こう保つ「規
則正しい生活送ろう　事故に注意/水
分補給を」（取材記事）

山崎嘉久 一般県民

平成14年8月25日 教育医事新聞 第８回日本保育園保健学会の特別講
演「保育と保健で支える親子」が行わ

山崎嘉久 専門家向け

平成14年9月5日 NHKテレビ 子ども事故予防センターの紹介 青山亜由美 一般県民
平成14年9月11日 新川町社会福祉協議会

ホームページ
子どもの鼻血の対策 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム

ページ利用者
平成14年9月18日 新川町社会福祉協議会

ホームページ
予防接種による局所の発赤について 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム

ページ利用者
平成14年9月19日 新川町社会福祉協議会

ホームページ
麻疹、風疹ワクチンとその副反応 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム

ページ利用者
平成14年10月23日 新川町社会福祉協議会

ホームページ
子どものやけどの処置 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム

ページ利用者
平成14年10月25日 新川町社会福祉協議会

ホームページ
乳幼児の飲酒について 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム

ページ利用者
平成14年12月3日 新川町社会福祉協議会

ホームページ
子どもの睡眠リズムの乱れ（遅く寝て、
遅く起きること）の影響について

山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム
ページ利用者

平成15年1月7日 新川町社会福祉協議会
ホームページ

子どものけいれんについて 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム
ページ利用者

平成15年2月17日 新川町社会福祉協議会
ホームページ

女児の陰部の発赤について
子ども用救急箱について

山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム
ページ利用者

平成15年2月28日 新川町社会福祉協議会
ホームページ

手足口病について 山崎嘉久 一般県民・新川町ホーム
ページ利用者

（３）新聞等メディアによる保健活動 
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