
１７. 学術活動 

 
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 18 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。 
 

（１）論文発表・報告書等 
 

誌名 巻：号：頁

愛知県内の児童虐待に対する
対応について

山崎嘉久、塩之谷真弓 愛知県小児科医会会報 83：5：8-16 2006

子育て支援に視点をおいた医療
機関から保健機関への連絡方
法に関する検討

山崎嘉久 周産期医学 36：8：963-968 2006

子どもと家族の視点にたった病
院ボランティア活動による虐待
予防－子育て支援

塩之谷真弓 周産期医学 36：8：989-993 2006

日常診療から始める虐待予防 山崎嘉久 メディカル朝日 35：9：52-53 2006
虐待予防に生かす地域のネット
ワーク力

山崎嘉久 Montyly 保健センター 526号：2 2006

「健やか親子２１」ホームページ
の「取り組みのデータベース」登
録事業の「セレクト2006」につい
て

山縣然太朗、松浦賢長、薬袋
淳子、尾島俊之、鈴木孝太、
田中太一郎、玉腰浩司、長瀬
博文、仲宗根正、山崎嘉久、
渡辺多恵子

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

19-24 2007

母子保健情報の収集と利活用
のためのツールの開発

田中太一郎、鈴木孝太、松浦
賢長、山崎嘉久、尾島俊之、
谷原真一、山中龍宏、薬袋淳
子、山縣然太朗

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

134-146 2007

愛知県知多半島エリアにおける
乳幼児健診の個別データ集積シ
ステムモデルの構築に関する研
究

山崎嘉久、松浦賢長、田中太
一郎、加藤恵子、北野淑恵、
山本田鶴子、川井美穂子、竹
市由起子、後藤文枝、柘植由
美、北川美香、水野歩美、澤
田光江、松田由佳

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

147-155 2007

保健所における個別健診情報の
利活用に向けての支援

玉腰浩司、和田恵子、栗本洋
子、山本田鶴子、川井美穂
子、竹市由起子、北野淑恵、
田中太一郎、山崎嘉久

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

156-161 2007

母子保健情報の利活用をめざし
たシステムの展開について　－
蓄積データからの検討を試みて
－

山本田鶴子、川井美穂子、竹
市由起子、栗本洋子、加藤
基、山崎嘉久、玉腰浩司、和
田恵子、田中太一郎

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

162-166 2007

松浦分担班まとめ　－母子保健
情報の利活用をめざした全国シ
ステムの展開に関する研究－

松浦賢長、田中太一郎、山崎
嘉久、山縣然太朗

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

167-171 2007

親子の社会的健康度を育むため
の支援に資する乳幼児問診項
目の開発に関する研究

渡辺多恵子、鈴木茜、佐藤千
織、甲斐友佳、田中太一郎、
山崎嘉久、松浦賢長、山縣然
太朗

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

172-180 2007

題　　名 著者名 発行年発表誌名
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誌名 巻：号：頁
親子の社会的健康度を育むため
の支援に資する乳幼児健診問
診項目の開発に関する研究　－
事故予防項目20の開発－

鈴木茜、渡辺多恵子、佐藤千
織、甲斐友佳、竜岡久枝、松
浦賢長、山崎嘉久、山中龍
宏、山縣然太朗

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

194-202 2007

市町村における母子保健情報電
算化支援と課題の検討

渡辺多恵子、松田由佳、田中
太一郎、山崎嘉久、松浦賢
長、山縣然太朗

健やか親子２１の推進のた
めの情報システム構築およ
び各種情報の利活用に関
する研究平成18年度　総
括・分担研究報告書

255-266 2007

地域の医療機関・助産施設と保
健機関とが連携した子育て支援
ツール「ハローファミリーカード」
導入後の短期的評価

山崎嘉久、秋津佐智恵、塩之
谷真弓、岩田徹也

住民参画と保健福祉の協
働による子育て機能の向
上・普及・評価に関する研
究　平成18年度総括・分担
研究報告書

36-48 2007

小児科医の子育て支援や虐待
予防・対応に関する意識と医療
現場で対応可能な取り組みに関
する検討

秋津佐智恵、山崎嘉久、志水
哲也

厚生労働科学研究（子ども
家庭総合研究事業）主任研
究者奥山眞紀子「児童虐待
等の子どもの被害、及び子
どもの問題行動の予防・介
入・ケアに関する研究」平成
１８年度報告書

537-548 2007

保育園、幼稚園児に対する麻し
ん・風しんワクチンの実施状況

中澤和美、山崎嘉久、荻野高
敏、川井進、佐々木邦明、西
川和夫、花田直樹、濱口典
子、宮津光伸

厚生労働科学研究医薬品・
医療機器等レギュラーサイ
エンス総合研究事業「ワク
チンの安全性向上のため
の品質確保の方策に関す
る研究」 平成１8年度報告

in press 2007

題　　名 著者名
発表誌名

発行年

 
 
※ 保健センター保健室発行冊子 
 
１) 軽度発達障害児の理解と保育（平成 18 年度保育リーダー研修報告書） 

あいち小児保健医療総合センター総合診療部・保健室発行（2007 年 2 月） 
２) 平成１８年度時間外電話相談「育児もしもしキャッチ」相談情報分析報告書 (2007

年 5 月) 
３) ACHEMEC の仲間たち－子どもと家族の心に安心と安らぎを－（ボランティア活動

報告集 6）(2007 年 5 月) 
 

※ 執筆委員等としての実績 
1) 改訂版医療機関用子どもの虐待対応マニュアル 

発行：愛知県 
編集：愛知県児童虐待対応専門機能強化検討委員会 
事務局：愛知県中央児童・障害者相談センター（平成 19 年 3 月 31 日） 

2) 改訂版教育・保育機関用子どもの虐待対応マニュアル： 
みえていますか！家族の中の子どもの素顔 
発行：愛知県 
編集：愛知県児童虐待対応専門機能強化検討委員会 
事務局：愛知県中央児童・障害者相談センター（平成 19 年 3 月 31 日） 
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※ 著書（単行本） 

版　数
社名 所在地

ふだんのかかわりから始める
子ども虐待防止＆対応マニュア
ル

山崎嘉久、前
田清、白石淑
江

初版 診断と治療社 東京 2006

書　　　名 著者名 発行年発行社

 
※ 著書（分担執筆） 

著者名 発行年

編集者名 社名 所在地 分担部分
山崎嘉久 2006年

大関武彦、古
川　漸、横田
俊一郎

44-45

山崎嘉久 2007年

市川光太郎 20-32

東京

表      題 発行社版　数 書      名

1.虐待　関連機関での救急対応 東京医学書院今日の小児治療指針第14
版

健診など保健福祉業務での対応-
①

初版 児童虐待へのアプローチ 中外医学社

 
 
（２）学会・学術研究会報告 

題　　名 発表者 年月日 学会等名称 場所
子どもの事故サーベイランスはいかに
あるべきか？

山崎嘉久 2006.04.21～
2006.04.23

第109回日本小児科学会学
術集会

金沢市

直接ＢＣＧ接種後の早期の皮膚変化に
ついて

山崎嘉久、中澤和美 2006.07.22 第52回東海公衆衛生学会 東浦町

乳幼児健診方式の子ども事故サーベ
イランス・データの利活用と課題　－医
療機関定点方式との比較から

青山亜由美、山崎嘉久、中
澤和美

2006.07.22 第52回東海公衆衛生学会 東浦町

小児保健に関する演題3題 座長 2006.08.27 第43回中部日本小児科学 金沢市
医療スタッフが現場で子育て支援に取
り組む方法「周産期医療現場スタッフ
が取り組む子育て支援マニュアル」の
検討から

山崎嘉久、塩之谷真弓、中
澤和美、青山亜由美

2006.10.26～
2006.10.28

第53回日本小児保健学会 山梨県

保健と医療の連携で取り組む子育て
支援―アチェメック子育てスクール―

中澤和美、青山亜由美、山
崎嘉久

2006.10.26～
2006.10.28

第53回日本小児保健学会 山梨県

小児の在宅医療における訪問看護ス
テーションの役割

青山亜由美、中澤和美、山
崎嘉久

2006.10.26～
2006.10.28

第53回日本小児保健学会 山梨県

小児病院における医療と保健の連携
について－子育て応援申込書を作成し
て－

内田眞喜乃、中澤和美、加
藤直実、青山亜由美、秋津
佐智恵、山崎嘉久、千速由

2006.10.12～
2006.10.13

第28回全国地域保健師学
術研究会

東京都

時間外電話相談における虐待予防に
ついて

秋津佐智恵、山崎嘉久 2006.12.08～
2006.12.09

日本子どもの虐待防止研究
会第12回学術集会

仙台市

ハロー・ファミリーカード・プロジェクトに
ついて

山崎嘉久、秋津佐智恵、塩
之谷真弓

2006.12.08～
2006.12.09

日本子どもの虐待防止研究
会第12回学術集会

仙台市

国際母子保健活動への取り組み　―
開発途上国への国際支援を考える―

中澤和美、秋津佐智恵、青
山亜由美、加藤直美、内田
眞喜乃、山崎嘉久、長嶋正

2007.01.19～
2007.01.20

平成18年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

医療機関・助産施設と保健機関とが連
携した地域の子育て支援ツール
－ハロー・ファミリーカード　プロジェクト

秋津佐智恵、山崎嘉久、岩
田徹也、塩之谷真弓

2007.01.19～
2007.01.20

平成18年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

病気の子どもを持つ親の喫煙に関する
意識調査

加藤直実、秋津佐智恵、青
山亜由美、中澤和美、内田
眞喜乃、山崎嘉久

2007.01.19～
2007.01.20

平成18年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

在宅療養が必要な小児とその家族に
対する保健室の役割

内田眞喜乃、秋津佐智恵、
青山亜由美 、加藤直実、中
澤和美、山崎嘉久

2007.01.19～
2007.01.20

平成18年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

妊娠出産から乳児期早期の子どもの
家族が求める相談ニーズとは？

山崎嘉久、内田眞喜乃、中
澤和美、青山亜由美、加藤
直実、秋津佐智恵

2007.01.19～
2007.01.20

平成18年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町
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（３）学会・研究会の開催 
 
あいち小児センター 小児医療懇話会 

実施日 内容 担当科 担当医師名 
第１９回 
５月１４日（日） 
午後２時～４時 

1. 心臓手術の進歩と 
  術後の精神運動発達 

2. 日常診療から始める虐待予防 

1.副センター長 
（心臓外科） 
2.総合診療部長 

前田 正信 
 
山崎 嘉久 

第２０回 
６月２２日（木） 
午後８時～９時 

新生児マススクリーニングのピッ

トフォール 
内分泌代謝科医長 濱島 崇 

第２１回 
９月１０日（日） 
午後２時～４時 

1. 最近の先天性股関節脱臼ー予

防、診断、治療ー 
2. 子どもの歯科・口腔外科疾患へ

の治療戦略 

1.整形外科部長 
 
2.歯科口腔外科部長 

服部 義 
 
加納 欣徳 

第２２回 
１０月１９日（木） 
午後８時～９時 

どう考える？ 
子どもの頸部腫脹へのアプローチ 

・感染免疫科医長 北島 直子 

第２３回（平成 19
年） 
１月１４日（日） 
午後２時～４時 

1.乳幼児の視力障害 
2.子どもの創傷治癒への対処法 

1.眼科部長 
2.形成外科医長 

都築 欣一 
石川 博彦 

第２４回（平成 19
年） 
２月１５日（木） 
午後８時～９時 

子どもの心身症とうつ病 ・心療科医長 東 誠 

司会：山崎嘉久  
 
平成 17 年度、平成 18 年度の懇話会の内容は、メディカル朝日に「子どものみかた」に連載され

た。（2006 年 4 月号～2007 年 3 月号） 
・ 4 月号 小児医療のいま～あいち小児センターの取り組み センター長 長嶋正實 
・ 5 月号 第 1 回：腎尿路疾患「雑学」          内科部長 上村 治 
・ 6 月号 第 2 回：難聴児を見つける－乳幼児の特徴 耳鼻いんこう科部長 服部 琢 
・ 7 月号 第 3 回：痙攣               神経科医長 糸見和也 
・ 8 月号 第 4 回：先天性心疾患の手術をめぐる最新事情   心臓外科 前田正信 
・ 9 月号 第 5 回：日常診療から始める虐待予防     総合診療部長 山崎嘉久 
・ 10 月号 第 6 回：小児の肥満・生活習慣病     内分泌代謝科医長 濱島 崇 
・ 11 月号 第 7 回：冬の感染症に備える          感染免疫科 安藤嘉浩 
・ 12 月号 第 8 回：先天性股関節脱臼をめぐる最近の話題から 整形外科部長 服部 義 
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・ １月号 第 9 回：弱視の診断と治療           眼科部長 都築欣一 
・ 2 月号 第 10 回：目立たない傷跡を目指す傷の初期治療 形成外科医長 石川 博彦 
・ 3 月号 第 11 回：子どもの心身症とうつ      心療科医長 東 誠 
 
あいち・こころの診療医研究会 

実施日 内容 担当 
８月２０日（日）  
１０：００～ 
１２：００ 

講演会 
・軽度発達障害への対応：医療システムと地域の連携 

杉山登志郎 

１０月１５日（日） 

１３：００～ 
１６：４５ 

第１回実践講座 
・広汎性発達障害の診断と鑑別 
・発達障害に必要な心理検査 

 
東  誠 
今本利一 

１１月 ５日（日） 
１３：００～ 
１６：４０ 

第２回実践講座 
発達障害の治療と follow up  
・実践講座 2：個別心理療法の実際 

 
浅井朋子 
河邉眞千子 

１２月３日（日）  
１３：００～ 
１６：４０ 
 

第３回実践講座 
広汎性発達障害に対する薬物療法の位置づけ  
・実発達障害児への福祉              
・問題行動の理解の仕方と対応の方法 
・支援の実際                   

 
田村 立 
大橋信彦 
並木典子 
内田志保 

平成１８年１０月～ 
平成１９年 １月 

第４回診療陪席：初診、再診外来に１回ずつ陪席 
・初診外来：金曜午後 １時～４時 
・再診外来：木曜 午前 ９時～１２時  

 午後 １時～４時 
      金曜 午前 ９時～１２時 

 
杉山登志郎 
東  誠 
小石慎子 
内田志保 

平成１９年 
１月１４日（日）  
１３：００～ 
１６：３０ 

第５回実践講座 
質疑応答と症例検討 
（インシデントプロセス法を学ぶ） 
 

 
杉山登志郎 
 

 
ＰＡＬＳ講習会（PJYAi06-01） 

・ 平成１８年１２月１６日（土） 9：00 ～ 19：00 
・ 平成１８年１２月１７日（日） 8：00 ～ 16：00 
・ あいち小児保健医療総合センター 大会議室・研修室 
・ 参加：医師（小児医療専従者）２７名 

Pediatric Advanced Life Support(PALS)は、米国心臓協会(AHA)が米国小児科学会(AAP) など

と協力して提唱している小児のための高度救命蘇生法。日本小児集中治療研究会(JSPICC)が日本

での AHA の ITO(International Training Organization) として認定。そのトレーニングサイト
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として、当センターにおいて実施された。 
 
愛知県小児保健協会 平成１８年度総会兼研修会 

・ 平成１9 年２月１8 日（土） 9：00 ～ 19：00 
・ あいち小児保健医療総合センター 大会議室 
・ 特別講演：「喫煙の百害と禁煙の百益」  

（財）愛知県健康づくり振興事業団健康科学センター センター長 富永祐民 
  座長 大島紀美子（愛知県薬剤師会理事） 
・ 一般演題：９題 
研究発表 第１部 座長 大庭美保（愛知県保健師会会長） 
① 脳性まひ患児（者）と家族に関する看護の研究動向と今後の課題 

きそがわ作業所重心通園事業 立松生陽 
② 調和の取れた生活ができる子をめざして ～睡眠に関する４年生の保健指導を通して～ 

岡崎市立井田小学校    久野佳保子 
③ 吉良中学校赤ちゃんふれあい体験事業 

愛知県幡豆郡吉良町保健センター 磯貝恵美 
④ 虐待予防を目指した母親へのグループ支援（親支援）における今後の保健所の役割 

～ほっと・はーと・めいとクラブの取り組みから考える～ 
愛知県半田保健所  北野淑恵 

研究発表 第１部 座長 長谷川勢子（愛知県健康福祉部児童家庭課主幹） 
⑤ 学校心電図検診 問診表の役割について 

愛知県学校保健健診協議会 疋田年秀 
⑥ 愛知県医師会学校保健部会（学校医部会）の「心臓検診委員会」から 

「学校保健健診委員会」へ 
愛知県医師会理事  稲坂 博 

⑦ 妊娠の口腔衛生、喫煙および受動喫煙に対する意識の評価 
愛知学院大学歯学部  稲垣幸司 

⑧ ＭＲ（麻しん・風しん）ニ種混合ワクチン２回法の意義と感染症対策 
名鉄病院予防接種センター  宮津光伸 

⑨ 小児の服薬指導 
みずほ調剤センター薬局  長谷川公子 
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