
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 19 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
小児在宅ケアにおけるチーム医
療と地域医療連携のあり方　－
医師の立場から－

山崎嘉久 小児看護 30：5：567-572 2007

時間外の育児電話相談における
虐待予防　―グレーゾーン家族
への育児支援として―

秋津佐智恵、山崎嘉久 子どもの虐待とネグレクト 9：1：121-126 2007

安心安全な予防接種　―最近の
話題から

山崎嘉久 岡崎医報 294：17-21 2007

日常診療から始める虐待予防 山崎嘉久 小児の脳神経 32：5：378-382 2007
子どもの健康と電話相談 山崎嘉久 チャイルドヘルス 11：1：26-30 2008
虐待予防　－日常の小児診療で
可能なかかわり－

山崎嘉久 小児科 49：3：357-363 2008

いまどきの麻疹　～地域の現状
と麻疹排除(elimination）への里

山崎嘉久 名古屋醫報 1317：16-18 2008

乳幼児健診の個別データ集積シ
ステムのモデル構築に関する研
究

山崎嘉久、松浦賢長、田中太
一郎、和田恵子、青山亜由
美、榊原るり子、栗本洋子、
辻　真弓、八澤佳子、齋藤み
ゆき、井口由香、加藤美央、
牧田尚子、水野歩美、堀内康
世、松田由佳、磯貝恵美、榊
原奈緒美

平成19年度厚生労働科学
研究費補助金子ども家庭
総合研究事業「健やか親子
21を推進するための母子保
健情報の利活用および思
春期やせ症防止のための
学校保健との連携によるシ
ステム構築に関する研究」

43-54 2008

知ろう・語ろう・考えよう！　一歩
先行く健やか親子21　第７回報
告

田中太一郎、鈴木孝太、薬袋
淳子、松浦賢長、山崎嘉久、
山縣然太朗

同上 29-37 2008

乳幼児健診データを集積・利活
用するためのツールの開発及び
山梨県Ｋ保健所管内における母
子保健情報モニタリングシステ
ムの構築

田中太一郎、鈴木孝太、山崎
嘉久、松浦賢長、尾島俊之、
山中龍宏、仲宗根正、薬袋淳
子、山縣然太朗

同上 38-42 2008

脳神経外科医の日常診療の中
での児童虐待への対応に関する
研究

山崎嘉久、柳川敏彦 分担研究班（柳川敏彦）「医
療機関の虐待対応の向上
に関する研究」 報告書

22-38 2008

妊娠・出産・育児期に支援を必
要とする家庭の地域における保
健医療連携システム構築のガイ
ドライン

柳川敏彦、市川光太郎、小林
美智子、山崎嘉久

分担研究班（柳川敏彦）「医
療機関の虐待対応の向上
に関する研究」 報告書

2008

周産期から始める子育て支援
～地域の医療機関・助産施設と
保健機関との協働による取り組
み～

山崎嘉久、秋津佐智恵、松本
一年、土方節子、塩之谷真
弓、若杉英志、水野満地子、
岩田徹也

平成19年度厚生労働科学
研究費補助金子ども家庭
総合研究事業「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」報告書

2008

題　　名 著者名 発行年発表誌名
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※ 保健センター保健室発行冊子 

）軽度発達障害児の理解と保育（平成 19 年度保育リーダー研修報告書） 
 

2)  

3) 
08 年 3 月） 

4) （ボランティア活動報告集 7）

 
（２）学会・学術研究会報告 

発表者 年月日 学会等名称 場所

 
1

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（2008 年 2 月）

平成 19 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

あいち小児保健医療総合センター保健室発行(2008 年 5 月) 
平成 19 年度 母子保健スキルアップ研修報告書 
あいち小児保健医療総合センター保健室発行（20
ACHEMEC の仲間たち－子どもと家族の心に安心と安らぎを－

あいち小児保健医療総合センター保健室発行(2008 年 5 月) 
 

 

妊娠出産から乳児早期の育児不安へ
のセーフティネットとしての時間外電話
相談の意義

山崎嘉久 2007.04.20～
2007.04.22

第110回日本小児科学会学
術集会

京都市

相談活動から見た小児保健医療施設
における保健師の役割

松岡優里、内田眞喜乃、中
澤和美、加藤直実、秋津佐
智恵、山崎嘉久

2007.07.28 第53回東海公衆衛生学会 津市

知多保健所管内における乳幼児健診
データ管理システム構築の試み　―匿
名化個別情報集積の有用性―

山崎嘉久、中澤和美、青山
亜由美、秋津佐智恵、加藤
直実、内田眞喜乃、山本田
鶴子、川合美穂子、竹市由

2007.07.28 第53回東海公衆衛生学会 津市

軽度発達障害に対応できる医師を目
指して

山崎嘉久、杉山登志郎、志
水哲也、有吉允子、稲坂　博

2006.08.27 第44回中部日本小児科学
会

名古屋市

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、秋津佐智恵、山
崎嘉久、宮津光伸、荻野高
敏、濱口典子

2007.09.20～
2007.09.22

第54回日本小児保健学会 前橋市

小児救急の社会的サポートとしての
「小児救急電話相談」　第三報；電話相
談利用者の状況と小児救急の課題

秋津佐智恵、中澤和美、山
崎嘉久

2007.09.20～
2007.09.22

第54回日本小児保健学会 前橋市

妊娠中・授乳中のくすりに対する地域
の相談体制の必要性

山崎嘉久 2007.09.20～
2007.09.22

第54回日本小児保健学会 前橋市

小児救急の社会的サポートとしての
「小児救急電話相談」　第一報；運用状
況等の調査報告

本田浩子、大西文子、鎌田
博司、倉下美和子、小迫幸
恵、長坂典子、山崎嘉久

2007.09.20～
2007.09.22

第54回日本小児保健学会 前橋市

小児救急の社会的サポートとしての
「小児救急電話相談」　第二報；電話相
談対応者の実態

大西文子、本田浩子、鎌田
博司、倉下美和子、小迫幸
恵、長坂典子、山崎嘉久

2007.09.20～
2007.09.22

第54回日本小児保健学会 前橋市

小児専門病院における子育て支援 ～
アチェメック子育てスクール～

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

2007.11.15～
2007.11.16

第29回全国地域保健師学
術研究会

大津市

小児医療施設の保健活動と保健師の
役割について

山崎嘉久、内田眞喜乃、中
澤和美、加藤直実、青山亜
由美、秋津佐智恵、松岡優
里、長嶋正實

2007.11.15～
2007.11.16

第29回全国地域保健師学
術研究会

大津市

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 2007.12.14～
2007.12.15

日本子どもの虐待防止研究
会第13回学術集会

津市

医療機関におけるケース進行管理 加藤直実、秋津佐智恵、山
崎嘉久

2007.12.14～
2007.12.15

日本子どもの虐待防止研究
会第13回学術集会

津市

虐待予防と母子保健活動　 ～保健師
だから出来る対象把握の機会と家庭
訪問援助について～

山崎嘉久（座長） 2007.12.14～
2007.12.15

日本子どもの虐待防止研究
会第13回学術集会

津市

題　　名

第 3 章 活動別の実績とその評価 80



 

事故の重症度と家庭での事故予防策
との関連

青山亜由美、秋津佐智恵、
加藤直美、中澤和美、内田
眞喜乃、山崎嘉久

2008.01.18～
2008.01.19

平成19年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

母子保健スキルアップ研修の評価 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

2008.01.18～
2008.01.19

平成19年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

医療的ケアを要する在宅療養児と家族
への支援　～院内連携と病院保健師
の役割

秋津佐智恵、山崎嘉久、岩
田徹也、塩之谷真弓

2008.01.18～
2008.01.19

平成19年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

職員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

2008.01.18～
2008.01.19

平成19年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

小児医療施設における保健師が果た
す役割の意義について

内田眞喜乃、松岡優里、秋
津佐智恵、青山亜由美、加
藤直実、中澤和美、山崎嘉
久、長嶋正實

2008.01.18～
2008.01.19

平成19年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

乳幼児健診で得られる母子保健情報
の有効活用　第一報　県集計で捉えら
れる地域母子保健活動の現状

松岡優里、山崎嘉久、秋津
佐智恵、青山亜由美、加藤
直実、中澤和美、内田眞喜
乃、和田恵子、榊原るり子

2008.01.18～
2008.01.19

平成19年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

母子保健情報システムの有用性と情
報の利活用化までの課題点について

和田恵子、山崎嘉久、栗本
洋子、辻真弓、八澤佳子、牧
田尚子、加藤美央、水野歩
美、堀内康世

2008.01.18～
2008.01.19

平成19年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

乳幼児健診で得られる母子保健情報
の有効活用　第二報　地域集計値の
ばらつきと個別データ収集の利点

山崎嘉久、松岡優里、秋津
佐智恵、青山亜由美、加藤
直実、中澤和美、内田眞喜
乃、和田恵子、榊原るり子

2008.01.18～
2008.01.19

平成19年度愛知県公衆衛
生研究会

東浦町

小児の肥満におけるメタボリックシンド
ロームと自覚症状について

和田恵子、濱島崇、中澤和
美、前坂明子、秋津佐智恵、
青山亜由美、加藤直実、内
田眞喜乃、山崎嘉久

2008.01.25～
2008.01.26

第18回日本疫学会学術総
会

東京都

健康スクール外来を受診した肥満児に
おける生活習慣の特徴

和田恵子、濱島崇、中澤和
美、前坂明子、秋津佐智恵、
青山亜由美、加藤直実、内
田眞喜乃、山崎嘉久

2008.02.17 平成19年度愛知県小児保
健協会研修会

大府市

（３）学会・研究会の開催 
 
いち小児センター 小児医療懇話会 

 担当科 担当医師名 
あ

実施日 内容

第２

（日） 
どこまで診るべき？ らは診たい。 

 

 

 

.循環器科 田東始哲 

５回 
７月２５日

午後１時～４時 

ここか

地域の医療機関と小児専門医療機関の役割

【治療戦略からみた紹介のポイント】 

1. 「心疾患ではないか？」と疑ったら

2. 子どもの便秘と腹痛のトリアージ 

 
 
1
2.小児外科 

 
 
 
安

渡邊 芳夫 
【テーマ；小児救急のトリアージ】   第２６回 

９月９日（日） 
午後１時～４時 

1.地域の小児救急医療に対する当センター

の役割 
2. 新しい小児の一次救命処置 
3. 電話対応に必要な子どもの病気とケガの

知識 

1.腎臓科 
 
2.循環器科 
3.総合診療部 
 

上村 治 
 
福見 大地 
山崎 嘉久 
 

題　　名 発表者 年月日 学会等名称 場所
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第２７回 
１月１３日（日） 

。 

略からみた紹介のポイント】 
? な

整形外科疾患についての一般診療の .整形外科 小路隆彦 

午後１時～４時 

どこまで診るべき？ここからは診たい

地域の医療機関と小児専門医療機関の役割 

【治療戦

1. なぜ「新生児聴覚スクリーニング」

ぜ「手引き」? 
2. 小児

ポイント 

 
 
 
1.耳鼻科 
 
2

 
 
 
服部 琢 
 
北

第２８回 
３月 ９日（日） 
午後１時～４時 

.アレルギー科 村 昌樹 
 

【乳幼児健診で注目される疾病】 

1.アトピー性皮膚炎の管理と指導 
2.健診で見られる軽度発達障害のサイン 

 
1
2.心療科 

 
二

浦野 葉子

実施 内容 講 師

月１９日（日）  第１回実践講座：情緒障害の総

後１時～３時半 「開業小児科医ができる情緒障害への 」 
 

貴久子 

司会：山崎嘉久  
 
あいち・こころの診療医研究会 

日  
８

午

論 
対応 栗山

９月３０日（日） １

後１時～４時半 
第２回実践講座：摂食障害 
「摂食障害」 

心理治療」 
東  誠 
服部麻子 

 
午

「摂食障害の

１０月１ 日） 第３回実践講座：不登校  
本利一 

４日（

午後１時～４時半 
 

「不登校をめぐって」 
「不登校外来」 

今

内田志保 
１１月１８日（日） 

午後１時～４時半 
  

現状と課題」 
への対応と支援」     

 
 

第４回実践講座：子ども虐待

「子ども虐待の

「性的虐待を受けた子ども

 
杉山登志郎

海野千畝子

平成１９年 
１０月～１２月 

第５回診療陪席：初診、再診外来に１回ずつ陪席 
１時～４時 

 午前 ９時～１２時  
４時 
１２時 

 

石慎子 

・初診外来：金曜午後 
・再診外来：木曜

 午後 １時～

      金曜 午前 ９時～

 
杉山登志郎

東  誠 
小

内田志保 

１月２０日（

午後１時～４時半

第６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

 

ife Support(PALS)は、米国心臓協会(AHA 学会(AAP
と協力して提 小児のための高度救 (J

平成２０年 
日）  

  
山登志郎 

 
ＰＡＬＳ講習会 

Pediatric Advanced L )が米国小児科 ) など

唱している 命蘇生法。日本小児集中治療研究会 SPICC)が日本
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での AHA の ITO(Inter ganization) として認定。そのトレ イト

にお

 平成１９年９月２９日（土）～３０日（日） 
月１日（土）～２日（日） 

 

食べて育つこころとからだ－」  
ーク 理事長  中島 知夏子 

 一般演題：11 題 
局子育て家庭部） 

② 

果より～ 
診協議会 白石祐一 

④ 肥満児における生活習慣の特徴 

⑤ 

会副会長） 
⑥ ざして 

検討 ～幼児のう蝕発生に関する要因分析 

⑨ 地域差 

⑩ ーに関する一考察 

⑪ 

子 

national Training Or ーニングサ

として、当センター いて実施された。 
・

・ 平成１９年１２

愛知県小児保健協会 平成１９年度総会兼研修会 

・ 平成２０年２月１７日（日） あいち小児保健医療総合センター 大会議室 
・ 特別講演：「摂食コミュニケーション －

NPO 法人摂食コミュニケーション・ネットワ

  座長 田中ひろ子（愛知県保健師会会長） 
・

研究発表 第１部 座長 伊藤容子（名古屋市子ども青少年

① 児童生徒のアレルギー性疾患に関する実態調査 
愛知県薬剤師会 木全勝彦 
高校 1 年生の肥満と血圧との関連について  
～平成 18 年度愛知県立高等学校心電図検診結

愛知県学校保健健

③ 小児糖尿病サマーキャンプを通して得られた効果と課題 
あいち小児保健医療総合センター 横江真由美 
健康スクール外来を受診した

あいち小児保健医療総合センター 和田恵子 
小児メタボ健診事業から得られた１知見 
愛知県医師会理事  稲坂 博 

研究発表 第 2 部 座長 剱 真紀子（愛知県市町村保健師協議

健康づくりに進んで取り組むことができる子をめ

－歯・口腔の健康づくりを意識した保健指導－ 
愛知県小牧市立三ツ渕小学校 山田阿希子 

⑦ 乳歯う蝕対策における効果的な保健指導の

愛知県半田保健所 畔柳由佳里 
⑧ 小学校児童における防煙教育の成果について 

（学校薬剤師と養護教諭による９年間の実践報告） 
愛知県薬剤師会 清水裕世 
小学校６年生の喫煙についての意識の評価と

愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科 稲垣幸司 
山間地域の乳幼児健診事後フォロ

豊田市役所地域保健課 夏目佐織 
外国人家庭への子育て支援体制充実に向けた試み 
愛知県豊川保健所 椎葉 直
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