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地域支援活動・他施設との連携実績
a. 地域や行政で主催される小児保健に関する専門家による会議への参加（委員等としての活動）

No. 日程 場所（地域） 主催・会議名・テーマ 担当者 役割 内容等
1 平成21年4月4日 豊川市立代田小学

校（豊川市）
ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：保健室活動の内容について

2 平成21年4月7日 阿久比町立英比小
学校（阿久比町）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：保健室活動の内容について

3 平成21年4月9日 岩倉市立南小学校
（岩倉市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：健康推進学校の内容について

4 平成21年4月14
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成21年度　第1回愛知県
保健所長会定例会

山崎 オブザー
バー

平成21年度事業計画・予算について、保健所会研究部会の運営に
ついて、会員構成員等の推薦についてほか

5 平成21年4月14
日

愛知県医師会館
（名古屋市）

愛知県医師会学校保健部
会学校健診委員会

山崎 委員 平成21年度事業計画について、平成21年度心電図精度管理調査
解析検討会についてほか

6 平成21年4月14
日

あいち小児センター
（大府市）

大府養護学校平成21年度
運営協議会

山崎 委員 センターと学校との連携について、学校行事について

7 平成21年4月16
日

西尾市立寺津小学
校（西尾市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：学校給食活動の内容について

8 平成21年4月16
日

西尾市立西尾小学
校（西尾市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：保健室活動の内容について

9 平成21年4月16
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」研修員選考会

山崎 チームリー
ダー

平成21年度のＪＩＣＡ集団研修「学校保健」の海外の研修員の選考。
15名を選考した。

10 平成21年4月17
日

京都国際会議場
（京都市）

日本小児保健協会理事・
支部長会

山崎 理事 平成20年度事業報告および同収支決算に関する件、協会運営に関
する件など

11 平成21年4月18
日

京都国際会議場
（京都市）

日本小児科学会学校保健
心の問題委員会

山崎 委員 本年度の活動について

12 平成21年4月18
日

京都国際会議場
（京都市）

日本国際小児保健医療研
究会役員会・総会

山崎 役員 ＪＩＣＨＡ委員会活動、会計報告ならびに会員数、2009年度の活動予
定ほか

13 平成21年4月19
日

システム科学コンサ
ルタンツ（東京都）

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」専門家
会議

山崎 専門家 2009年度活動について

14 平成21年4月20
日

長久手町立南小学
校（長久手町）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：体育活動の内容について

15 平成21年4月21
日

碧南市役所(碧南
市)

生活習慣病若年化対策事
業作業部会

山崎、
小田

構成員 平成２１年度生活習慣病若年化対策事業計画について

16 平成21年4月21
日

碧南市役所（碧南
市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

山崎、
小田

構成員 学童期生活習慣病対策事業健康づくり教室について

17 平成21年4月24
日

三の丸庁舎（名古
屋市）

あいち発達障害者支援ｾﾝ
ﾀｰ連絡協議会

加藤恵 構成員 平成20年度事業実績と平成21年度実施計画
発達障害支援に関する情報交換等

18 平成21年4月28
日

吉良町保健セン
ター（吉良町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

本年度の分担研究について

19 平成21年4月28
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援「ジョイジョ
イ」運営会議

加藤恵 関係者 平成20年度実績報告　平成21年度計画

20 平成21年5月1日 大府養護学校（大
府市）

大府養護学校平成21年度
第1回安全衛生委員会

山崎 衛生管理
医

本年度の開催日程について、本年度の開催内容について

21 平成21年5月8日 岡崎市保健所（岡
崎市）

ハローファミリーカードに関
する説明会

山崎 ハローファミリーカード事業の紹介と説明

22 平成21年5月11
日

豊橋市母子保健セ
ンター（豊橋市）

ハローファミリーカードに関
する説明会

山崎 ハローファミリーカード事業の紹介と説明

23 平成21年5月12
日

碧南市医師会（碧
南市）

平成21年度生活習慣病若
年化対策事業判定基準の
説明会

山崎 構成員 平成21年度　判定基準について

24 平成21年5月13
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

小田、
清水

構成員 学童期生活習慣病対策事業健康づくり教室について

25 平成21年5月18
日

豊橋市立芦原小学
校（豊橋市）

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」学校間
交流打ち合わせ会

山崎 専門家 テレビ会議についての説明、実施内容について

26 平成21年5月19
日

東京ステーションコ
ンファレンス（東京
都）

平成21年度 第1回班会議
（山縣班）

山崎 研究分担
者

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　研究班の概要および今後の研究計画全般について

27 平成21年5月20
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」開講式

山崎 チームリー
ダー

開講式およびコースオリエンテーション

28 平成21年5月21
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

小田、
清水

構成員 学童期生活習慣病対策事業健康づくり教室について

29 平成21年5月27
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

あいち小児センター　保健
事業運営協議会

山崎、
加藤恵、
小田

事務局 平成20年度保健事業実施内容について、平成21年度保健事業実
施計画について

30 平成21年5月28
日

大府市役所（大府
市）

平成21年度 第1回大府市
要保護児童対策地域協議

山崎 会長 平成20年度実績報告について、平成21年度事業計画について、意
見交換

31 平成21年6月2日 大府市役所（大府
市）

平成21年度 第1回大府市
次世代育成対策協議会

山崎 委員 大府市次世代育成支援対策行動計画のあらまし、平成20年度事業
進捗状況についてほか

32 平成21年6月2日 日本小児保健協会
事務局（東京都）

日本小児保健協会・平成
21年度第2回学校保健委

山崎 委員 学校保健法の英訳について、幼児の保健に関する問題ほか

33 平成21年6月9日 厚生労働省（東京
都）

健やか親子21・平成21年
度第1回作業部会

山崎 研究分担
者

健やか親子21の中間評価の実施、自治体アンケートの内容、全指
標のチェックと戦略の検討

34 平成21年6月16日 大府市役所（大府
市）

親子育成支援「ジョイジョ
イ」運営会議

加藤恵 関係者 現状報告　ジョイジョイにおいての課題
保健センターより報告

35 平成21年6月17
日

名鉄病院（名古屋
市）

平成21年度第1回あいち小
児保健医療総合センター
予防接種センター調査検
討委員会研究部会

山崎、
小田

事務局 今年度の調査研究について

36 平成21年6月22
日

大府市保健セン
ター

健康おおぶ２１プラン推進
会議

久野 委員 今年度の予定、講義

37 平成21年6月23
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」テレビ
会議（カイロ～名古屋）

山崎 専門家 2009年度エジプト研修員のアクションプランについて
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地域支援活動・他施設との連携実績
a. 地域や行政で主催される小児保健に関する専門家による会議への参加（委員等としての活動）

No. 日程 場所（地域） 主催・会議名・テーマ 担当者 役割 内容等
38 平成21年6月24

日
安城市保健セン
ター（安城市）

母子健康診査マニュアル
に基づく健診情報管理シス
テム素案の試行説明会

山崎 説明者 協力市町；安城市・吉良町、説明対象市町；衣浦東部保健所管内、
西尾保健所管内

39 平成21年6月26
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

小田 構成員 学童期生活習慣病対策事業健康づくり教室について

40 平成21年6月28
日

市民フォーラム21・
NPOセンター（名古
屋市）

緊急サポートネットワーク
事業「あいち子どもケアた
すかる」・カリキュラム委員

山崎 委員 研修会のカリキュラムおよびひやりはっと集などの配布物について
の検討

41 平成21年6月30
日

小牧市保健セン
ター（小牧市）

母子健康診査マニュアル
に基づく健診情報管理シス
テム素案の試行説明会

山崎 説明者 協力市町；小牧市・犬山市、説明対象市町；一宮保健所管内、春日
井保健所管内、江南保健所管内、（師勝保健所管内）

42 平成21年6月30
日

小坂井町保健セン
ター（小坂井町）

母子健康診査マニュアル
に基づく健診情報管理シス
テム素案の試行説明会

山崎 説明者 協力市町；新城市・小坂井町、説明対象市町；豊川保健所管内、新
城保健所管内

43 平成21年7月2日 ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」評価会、閉講式

山崎 チームリー
ダー

評価と閉講式あいさつ

44 平成21年7月6日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成21年度第1回愛知県
母子健康診査等専門委員

山崎、
浅井

委員、
事務局

母子健康診査マニュアルの健診情報の見直しについて、母子保健
における虐待予防の取り組みについて

45 平成21年7月7日 日本子ども家庭総
合研究所（東京都）

これからの母子保健を語る
会

山崎 専門家 健やか親子21の実効性のある対策について、チーム研究の市町村
アンケートの報告ほか

46 平成21年7月7日 厚生労働省（東京
都）

健やか親子21・平成21年
度第2回作業部会

山崎 研究分担
者

健やか親子21の中間評価の実施、自治体アンケートの内容、全指
標のチェックと戦略の検討

47 平成21年7月8日 津島市保健セン
ター（津島市）

母子健康診査マニュアル
に基づく健診情報管理シス
テム素案の試行説明会

山崎 説明者 協力市町；津島市・愛西市、説明対象市町；津島保健所管内、師勝
保健所管内

48 平成21年7月8日 ウィルあいち（名古
屋市）

妊婦・授乳婦の医薬品適
正使用推進研究班第1回

山崎 委員 平成21年度研究事業計画について

49 平成21年7月9日 阿久比町保健セン
ター（阿久比町）

母子健康診査マニュアル
に基づく健診情報管理シス
テム素案の試行説明会

山崎 説明者 協力市町；阿久比町、説明対象市町；半田保健所管内、知多保健
所管内

50 平成21年7月9日 あいち小児センター
(大府市)

あいち小児保健医療総合
センター母子保健事業連
絡会

山崎、
加藤恵、
小田

事務局 あいち小児保健医療総合センターの保健部門の活動について、母
子健康診査マニュアルについて

51 平成21年7月13
日

豊川保健所蒲郡保
健分室（蒲郡市）

周産期からの母子支援推
進会議

山崎 助言者 保健・医療ｔの周産期連携について

52 平成21年7月13
日

瀬戸市保健セン
ター（瀬戸市）

母子健康診査マニュアル
に基づく健診情報管理シス
テム素案の試行説明会

山崎 説明者 協力市町；瀬戸市、説明対象市町；瀬戸保健所管内、（春日井保健
所管内）

53 平成21年7月13
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

小田 構成員 学童期生活習慣病対策事業健康づくり教室について

54 平成21年7月16
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

加藤恵、
小田、
清水

構成員 学童期生活習慣病対策事業健康づくり教室について

55 平成21年7月17
日

大府市役所（大府
市）

大府市自立支援協議会
（発達支援部会）

加藤恵 委員 大府市自立支援協議会の全体図の確認及び「障がいと福祉研修
会」報告

56 平成21年7月18
日

Hotel Flamenco
(Cairo)

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」専門家
会議

山崎 専門家 Taskforce 5（Health care service）のワークショップの運営につい
て、パイロット校20校のワークショップの運営について

57 平成21年7月19
日

World Trade Center
(Cairo)

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」専門家
会議

山崎 専門家 JICA エジプト事務所訪問：エジプト事務所長井黒伸宏氏、小森次
長、プロジェクト担当者鶴岡氏に対して、プロジェクト進捗状況の報
告。

58 平成21年7月31
日

三の丸庁舎(名古屋
市）

第1回愛知県要保護児童
対策協議会

加藤直 委員（代） 愛知県児童相談センターの相談実績
愛知県の児童虐待防止事業について

59 平成21年7月31
日

愛知県三の丸庁舎
(名古屋市)

平成21年度第1回愛知県
要保護児童対策協議会

加藤直 委員代理 平成20年度愛知県児童相談センター相談実績に概要について、平
成21年度愛知県児童虐待防止対策事業について、児童虐待による
死亡事例等の検証実施要領(案)についてなど

60 平成21年8月5日 岡崎市保健所(岡崎
市)

平成21年度岡崎市周産期
保健連絡会議

加藤直 講師 平成20年度周産期保健関連事業報告、周産期からの虐待予防事
業｢ハローファミリーカード配布」による支援体制について

61 平成21年8月10
日

名古屋市役所西庁
舎（名古屋市）

乳幼児健康診査の課題と
研修会について

山崎 助言者 乳幼児健康診査の課題と研修会について

62 平成21年8月24
日

ＪＩＣＡ本部（東京都） ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」・帰国
報告

山崎 専門家 2009年度の上半期のプロジェクトの進捗状況についての報告と評
価

63 平成21年8月24
日

システム科学コンサ
ルタンツ（東京都）

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」専門家
会議

山崎 専門家 2009年度の下半期のプロジェクト活動について

64 平成21年8月25
日

阿久比町保健セン
ター（阿久比町）

分担班会議 山崎 研究分担
者

乳幼児健診情報の利活用について

65 平成21年8月25
日

吉良町立津平小学
校（吉良町）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」
検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：健康推進学校の活動について

66 平成21年8月27
日

愛知県教育委員会
（名古屋市）

平成2１年度　第1回愛知県
特別支援教育連携協議会

山崎 委員 平成20年度特別支援教育連携協議会・特別支援教育体制支援事
業についてほか

67 平成21年9月4日 阿久比町保健セン
ター（阿久比町）

分担班会議 山崎 研究分担
者

乳幼児健診情報の利活用について

68 平成21年9月7日 ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

帰国研修員のＴＶ会議システムを用いたフォローアップについて

69 平成21年9月7日 春日井市立不二小
学校（春日井市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」
検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：学校給食活動について

70 平成21年9月8日 豊橋市民病院（豊
橋市）

東三河南部地域の周産期
における保健医療連携推
進会議

山崎 助言者 東三河南部地域の保健・医療機関との連携状況について、渥美病
院と田原市との周産期連携状況について

71 平成21年9月10
日

市民フォーラム21・
NPOセンター（名古
屋市）

緊急サポートネットワーク
事業「あいち子どもケアた
すかる」・ネットワーク会議

山崎 委員 病児・緊急預かり対応基盤整備事業とH21年度展開について、愛知
県内市町村への意向調査結果について
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地域支援活動・他施設との連携実績
a. 地域や行政で主催される小児保健に関する専門家による会議への参加（委員等としての活動）

No. 日程 場所（地域） 主催・会議名・テーマ 担当者 役割 内容等
72 平成21年9月14

日
日本小児保健協会
事務局（東京都）

日本小児保健協会・小児
救急の社会的サポートに
関する委員会

山崎 委員長 小児救急の電話相談に関する最近の動向、研修企画について

73 平成21年9月17
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

生活習慣病対策事業検討
会

山崎、
小田

構成員 栄養プログラムについて

74 平成21年9月24
日

ＪＩＣＡ本部（東京都） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」
開講式

山崎 チームリー
ダー

開講式およびコースオリエンテーション

75 平成21年10月6
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援「ジョイジョ
イ」運営会議

加藤恵 関係者 ジョイジョイの成果　後期事業について
平成22年度計画

76 平成21年10月6
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

生活習慣病若年化対策事
業作業部会

小田 構成員 平成２１年度生活習慣病若年化対策事業実施状況について

77 平成21年10月7
日

東京ステーションコ
ンファレンス（東京

健やか親子21・平成21年
度第3回作業部会

山崎 研究分担
者

健やか親子21の中間評価の実施、自治体アンケートの内容、全指
標のチェックと戦略の検討

78 平成21年10月8日 ＪＩＣＡ本部（東京都） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」
閉講式

山崎 チームリー
ダー

修了書授与・レポート発表・評価会

79 平成21年10月13
日

愛知県医師会館
（名古屋市）

愛知県医師会学校保健部
会学校健診委員会

山崎 委員 第25回学校保健健診懇談会についてほか

80 平成21年10月14 大府市役所（大府 大府市自立支援協議会 小田 委員（代） 協議会の見直し　　研修会について　　ふれあい支援センターにつ
81 平成21年10月15

日
あいち小児センター
（大府市）

生活習慣病対策事業検討
会

山崎、
小田

構成員 栄養プログラムについて

82 平成21年10月15
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

山崎、
小田

構成員 学童期生活習慣病対策事業健康づくり教室について

83 平成21年10月20
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

帰国研修員のＴＶ会議システムを用いたフォローアップについて

84 平成21年10月20
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成21年度第2回子どもの
健康を守る地域専門家総
合連携事業協議会

山崎 委員 専門家派遣について、モデル地域の事業概要について

85 平成21年10月22
日

奈良県文化会館
（奈良市）

日本公衆衛生学会・編集
委員会

山崎 委員 日本公衆衛生学会雑誌の編集について

86 平成21年10月23
日

あいち小児センター
（大府市）

平成21年度愛知県母子健
康診査等専門委員会第1
回作業部会

山崎、
浅井

委員、
事務局

素案の一部施行の結果について。問診・健やか親子項目について、
歯科の問診項目について

87 平成21年10月29
日

大阪国際会議場
（大阪市）

日本小児保健協会理事・
支部長会

山崎 理事 平成21年度事業報告および同収支決算に関する件、協会運営に関
する件など

88 平成21年10月30
日

大阪国際会議場
（大阪市）

日本小児保健協会　小児
救急の社会的サポートに
関する委員会

山崎 委員長 大阪の電話相談研修の実状報告、研修内容についての討論

89 平成21年10月31
日

大阪国際会議場
（大阪市）

日本小児保健協会　合同
委員会

山崎 委員 各委員会からの進捗状況の報告

90 平成21年11月6
日

大府養護学校（大
府市）

平成21年度学校評議員会 山崎 委員 学校評価についてほか

91 平成21年11月6
日

豊橋市民病院(豊橋
市)

平成21年度第2回東三河
南部地域の周産期におけ
る保健医療連携推進会議

加藤恵、
加藤直

講師 虐待予防とネットワークの充実に向けて、周産期からの子育て支援
に取り組むスタッフをつなぐ、

92 平成21年11月9
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成21年度愛知県母子健
康診査等専門委員会第2
回作業部会

山崎、
浅井

委員、
事務局

素案の一部施行の結果について。問診・健やか親子項目について、
歯科の問診項目について

93 平成21年11月17
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

分担班会議 山崎、
加藤恵、
浅井

研究分担
者
研究協力

素案の一部施行の結果について

94 平成21年11月17
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成21年度愛知県乳幼児
事故予防対策委員会

山崎、
久野

委員 妊娠期における事故予防の取り組みについて、妊娠期以外におけ
る事故予防の取り組みについて

95 平成21年11月17 愛知県三の丸庁舎 乳幼児事故予防対策委員 久野 委員 妊娠期における事故予防の取り組みについて
96 平成21年11月19

日
あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

小田 構成員 平成２１年度生活習慣病若年化対策事業実施状況について

97 平成21年11月20
日

静岡県立こども病
院

全国こども病院等保健師
連絡会

加藤恵 会員 情報交換　講演「静岡県における児童精神科医療の取組について」
静岡こども病院施設見学

98 平成21年11月24
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」帰国研
修員フォローアップ会議

山崎 専門家 ＪＩＣＡのＴＶ会議システムを利用したエジプトの帰国研修員の活動状
況に関する会議（カイロ～名古屋～東京）

99 平成21年11月25
日

ウィルあいち（名古
屋市）

妊婦・授乳婦の医薬品適
正使用推進研究班第4回

山崎 委員 あいち・くすりフォーラム開催にあたって、各論の研修会カリキュラム
について

100 平成21年11月30
日

愛知県江南保健所
（江南市）

平成21年度　江南保健所
保健医療福祉サービス調
整推進会議

山崎 助言者 医療機関と地域との連携状況・連絡票の活用状況、各機関の妊娠
期の取り組み・出産後の支援について

101 平成21年12月7
日

市民フォーラム21・
NPOセンター（名古
屋市）

緊急サポートネットワーク
事業「あいち子どもケアた
すかる」・ネットワーク会議

山崎 委員 病児・緊急預かり対応基盤整備事業とH21年度展開について、愛知
県内市町村への意向調査結果について

102 平成21年12月7
日

東京ステーションコ
ンファレンス（東京

健やか親子21・平成21年
度第4回作業部会

山崎 分担研究
者

健やか親子21の中間評価の実施、評価数値の検討

103 平成21年12月8
日

岡崎市保健所（岡
崎市）

ハローファミリーカードに関
する説明会

山崎 ハローファミリーカード事業の実施について

104 平成21年12月8
日

岡崎市保健所(岡崎
市)

平成21年度周産期保健連
絡会議

山崎、
加藤直

ハローファミリーカードの活用について

105 平成21年12月14
日

東大手庁舎（名古
屋市）

あいち発達障害者支援ｾﾝ
ﾀｰ連絡協議会

加藤恵 構成員 あいち発達障害者支援センター運営事業の状況について
自立応援ノート（仮称）について

106 平成21年12月17
日

保健同人社（東京
都）

日本小児保健協会　小児
救急の社会的サポートに
関する委員会

山崎 委員長 保健同人社の電話相談事業の概要説明、電話相談員研修、本委
員会が提案する研修会の基本コンセプトについて

107 平成21年12月17日 あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業検討会

小田 構成員 平成２１年度生活習慣病若年化対策事業実施状況について

108 平成21年12月21
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成21年度第2回愛知県
母子健康診査等専門委員

山崎、
浅井

委員、
事務局

乳幼児健康診査の実績について、あいちの母子保健ニュースの発
行について、母子健康診査マニュアルの改正について
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a. 地域や行政で主催される小児保健に関する専門家による会議への参加（委員等としての活動）

No. 日程 場所（地域） 主催・会議名・テーマ 担当者 役割 内容等
109 平成21年12月21

日
半田保健所(半田
市）

平成21年度母子保健推進
事業会議

加藤直 関係者 保健機関での妊娠及び子育て中の母親の喫煙状況・環境調査につ
いて

110 平成21年12月21
日

半田保健所(半田
市)

平成2１年度母子保健推進
事業会議

加藤直 関係者 保健機関での妊婦および子育て中の母親の喫煙状況・環境調査に
ついて、講演「行動変容に向けた禁煙指導について」

111 平成21年12月24
日

システム科学コンサ
ルタンツ（東京都）

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」専門家
会議

山崎 専門家 2009年度の業務のまとめについて、2010年度の活動提案について

112 平成21年12月26
日

名古屋市立大学
（名古屋市）

新生児マス・スクリーニン
グ検討委員会

山崎 委員 新生児マス・スクリーニングに関する検討

113 平成22年1月8日 三の丸庁舎(名古屋
市）

平成21年度愛知県安心安
全な妊娠出産推進委員会

加藤恵 委員 妊娠出産に関する母子保健の現状
安心安全な妊娠出産に向けた啓発活動について

114 平成22年1月12
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成21年度愛知県麻しん
対策会議

山崎 委員 麻しんの発生動向について、上半期における第3期・第4期麻しん風
しんの予防接種率について、副反応の発生状況について

115 平成22年1月18
日

東京ステーションコ
ンファレンス（東京
都）

平成21年度 第2回班会議
（山縣班）

山崎 研究分担
者

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　本年度の研究成果について

116 平成22年1月19
日

日本小児保健協会
事務局（東京都）

日本小児保健協会　学校
保健委員会

山崎 委員 平成22年度の答申に向けて

117 平成22年1月24
日

安保ホール（名古屋
市）

日本小児保健協会　小児
救急の社会的サポートに
関する委員会

山崎 委員長 電話相談員研修の実施内容について、経費等について、今後の進
め方

118 平成22年1月27
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成21年度子どもの健康
を守る地域専門家総合連
携事業第3回協議会

山崎 委員 専門家派遣について、モデル地域の事業概要について

119 平成22年1月28
日

愛知県教育委員会
（名古屋市）

平成21年度　第2回愛知県
特別支援教育連携協議会

山崎 委員 平成21年度特別支援学校による地域支援について、特別支援教育
体制推進事業等の実施状況について、発達障害者支援体制整備
事業の実施状況について

120 平成22年1月28
日

愛知県医師会館
（名古屋市）

平成21年度第3回愛知県
小児救急電話相談事業協

山崎 委員 平成21年度の電話相談件数、協議会委員と相談看護師との懇談会
について、三者間通話相談事例、看護師からの意見・質問への対

121 平成22年1月29
日

大府市役所（大府
市）

大府市自立支援協議会
（発達支援部会）

加藤恵 部会員 発達障害の理解と対応
ケース報告2件

122 平成22年2月1日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成21年度愛知県母子保
健運営協議会

山崎 委員 愛知県の母子保健の現状について、平成22年度愛知県母子保健
重点目標と取り組について

123 平成22年2月1日 自治センター(名古
屋市）

平成21年度愛知県母子保
健運営協議会

加藤恵 関係者 愛知県の母子保健の現状
平成22年度の母子保健重点目標と取組について

124 平成22年2月4日 愛知県一宮保健所
（一宮市）

平成21年度児童虐待予防
のための親グループ支援
検討委員会

山崎 助言者 平成21年度親グループ支援事業の報告、親グループ支援事業のま
とめ

125 平成22年2月4日 東浦町役場（東浦
町）

東浦町要保護児童対策地
域協議会代表者会議

加藤恵 委員（代） 平成21年度要保護児童対策の現状報告について
平成22年度の取り組み案について

126 平成22年2月4日 碧南市役所（碧南
市）

生活習慣病若年化対策事
業作業部会

小田 構成員 平成２２年度生活習慣病若年化対策事業について

127 平成22年2月8日 大府市役所（大府
市）

平成21年度 第2回大府市
要保護児童対策地域協議

山崎 会長 平成21年度中間報告について、児童虐待防止シンポジウムにい
て、要保護児童の現状と課題について（ＤＶ対応との連携等）

128 平成22年2月8日 岡崎市保健所（岡
崎市）

岡崎市予防接種対策協議
会

山崎 委員 予防接種の実施状況について、予防接種行政措置について、今後
の予防接種の進め方について

129 平成22年2月9日 ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」フォロ-アップ会議

山崎 チームリー
ダー

カメルーン、エジプト、ガーナ、ラオス、ネパールの帰国研修員と
JICAのTV会議システムを用いた会議。学校保健活動の進捗につい
て報告、議論が実施された。

130 平成22年2月10
日

大府市保健セン
ター

健康おおぶ２１プラン推進
会議

久野 委員 次年度の推進について

131 平成22年2月19
日

三の丸庁舎(名古屋
市）

第2回愛知県要保護児童
対策協議会

加藤直 委員（代） 平成21年度構成機関児童虐待防止対策取組状況について
児童虐待事件の検証報告について

132 平成22年2月19
日

愛知県三の丸庁舎
(名古屋市)

平成21年度第2回愛知県
要保護児童対策協議会

加藤直 委員代理 平成21年度構成機関の児童虐待防止対策取り組み状況いついて、
児童虐待事件の検証報告について、オレンジリボンキャンペーン
2009の実施状況について

133 平成22年2月20
日

Auberge Hotel
(Helwan, Egypt)

Meeting for field practicum
of school health

山崎 専門家 学校健診モデル開発のための企画会議。Dr. Mohsen、Dr. Doaa、
Dr. Farag（HIO, Tammia）とDr. Asmaaが参加

134 平成22年2月23
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援「ジョイジョ
イ」運営会議

加藤恵 関係者 ジョイジョイ後期報告
平成22年度計画

135 平成22年2月27
日

Ministry of Health
(Cairo)

Preliminary meeting for
dissemination workshop to
upper Egypt

山崎 専門家 上エジプト行政関係者への普及ワークショップについて。Dr.
Hussein、Dr. Sarah、Dr. Nagwa、Dr. OmaymaおよびDr. Asmaaと
JICA専門家チームが参加。

136 平成22年3月2日 知多保健所（知多
市）

平成21年度地域ニーズ対
応トータルヘルス事業

加藤恵 関係者 平成21年度「産科医療機関と保健機関の連携システム強化事業」
のまとめ　平成22年度計画案

137 平成22年3月5日 名鉄病院（名古屋
市）

平成21年度第２回あいち
小児保健医療総合セン
ター予防接種センター調査
検討委員会研究部会

山崎、
小田

事務局 今年度の調査研究の進捗について、新型インフルエンザウイルスワ
クチンについて

138 平成22年3月9日 日本小児保健協会
事務局（東京都）

日本小児保健協会　学校
保健委員会

山崎 委員 平成22年度の答申に向けて

139 平成22年3月11
日

弥富市立白鳥小学
校（弥富市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：保健室活動の内容について

140 平成22年3月13
日

あいち小児センター
(大府市)

分担班会議 山崎、加
藤恵

研究分担
者

母子手帳交付時からの子育て支援策に関する検討

141 平成22年3月16
日

あいち小児センター
(大府市)

あいち小児保健医療総合
センター母子保健事業連
絡会

山崎、
加藤恵、
小田

事務局 平成21年度の保健部門の活動及び平成22年度の活動予定につい
て、平成22年度の重点事業および新規事業について

142 平成22年3月16 碧南市役所（碧南 碧南市養護教諭連絡会 山崎 構成員 平成21年度愛知県生活習慣病対策事業の実施状況について
143 平成22年3月18

日
ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

JICA-netを用いたフォロー
アップ方法に関する評価会

山崎 チームリー
ダー

帰国研修員とJICAのTV会議システムを用いた会議の有効性や課
題について検討した。

144 平成22年3月20
日

愛知県医師会館
（名古屋市）

愛知県小児救急電話相談
事業協議会委員と相談看
護師の懇談会

山崎 委員 特別講演「三者間通話相談事例集をもとにして」須場今朝子氏、意
見交換会
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地域支援活動・他施設との連携実績
a. 地域や行政で主催される小児保健に関する専門家による会議への参加（委員等としての活動）

No. 日程 場所（地域） 主催・会議名・テーマ 担当者 役割 内容等
145 平成22年3月23

日
尾張旭市立三郷小
学校（尾張旭市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：健康推進学校活動の内容について

146 平成22年3月23日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

予防接種調査検討委員会 山崎、
小田

事務局 愛知県予防接種センターの平成21年度活動状況について、新型イ
ンフルエンザウイルスワクチンについて

147 平成22年3月25
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

愛知県教育振興基本計画
策定会議第1部会

山崎 委員 基本計画策定にかかる専門的事項の検討について

148 平成22年3月25
日

西尾市立西尾小学
校（西尾市）

ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト
「エジプト学校保健」に係る
検討会議

山崎 専門家 2010年度のエジプト・日本の学校間交流について

149 平成22年3月25
日

豊川市立中部小学
校（豊川市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：保健室活動の内容について

150 平成22年3月30
日

豊明市立沓掛小学
校（豊明市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」検討会

山崎 チームリー
ダー

学校訪問：保健体育活動の内容について



第4章　資料編

95

地域支援活動・他施設との連携実績
b. 地域で主催される専門家や一般県民への研修会・講演会の講師

No. 日程 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

1 平成21年4月9日 あいち小児センター（大府
市）

子どもの遊びと発達について 棚瀬 看護部教育委員会

2 平成21年5月1日 あいち小児センター（大府
市）

あいち小児センターにおける保育活動
について

棚瀬 愛知県立看護大学

3 平成21年5月9日 すずらん保育園（安城市） 子どもの事故予防 小田 子どもの事故予防、救急蘇生法

4 平成21年5月9日 あいち小児センター（大府
市）

ボランティア研修会
「わくわくチーム医療をめざして」

棚瀬 ボランティア研修会

5 平成21年5月21日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」討論 山崎 コーディネート；Project Cycle Management 1（元
国立看護大学教授：熱田泉）

6 平成21年5月24日 愛知淑徳大学長久手キャ
ンパス

愛知県臨床心理士会平成２１年度総会
ならびに一日研修会（福祉領域部会分
科会「親との対応における知恵と工

並木 障害名を使わず発達の気になるところを伝える
工夫

7 平成21年5月25日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 Participation Analysis 1

8 平成21年5月27日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 Participation Analysis 2

9 平成21年5月28日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 Participation Analysis 3

10 平成21年5月29日 愛知県庁（名古屋市） 平成21年度第2回学校栄養職員10年
経験者研修会

山崎 学童の健康と栄養　子どものメタボリック・シンド
ロームと食物アレルギー

11 平成21年5月30日 ウィルあいち（名古屋市） 2009年度　国際学校保健セミナー 山崎 座長；アジア、アフリカ11か国（14名）の学校保健
の現状と課題

12 平成21年6月1日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 Problem Analysis 1& 2

13 平成21年6月2日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 Problem Analysis 3

14 平成21年6月4日 稲沢市勤労福祉会館（稲
沢市）

稲沢市教育委員会　子どもの事故予防
と窒息時の対応について

加藤
直
・久野

子どもの事故予防と窒息時の対応について

15 平成21年6月5日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」講義 山崎 コーディネート；養護教諭養成課程（名古屋学芸
大学ヒューマンケア学部：堀内久美子）

16 平成21年6月5日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 Problem Analysis 4

17 平成21年6月8日 西尾市立西尾小学校（西
尾市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；保健室における養護教諭の職務
と役割

18 平成21年6月9日 あいち小児センター（大府
市）

名古屋大学Young Leader's Program 山崎 Child health in Japan

19 平成21年6月10日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 Problem Analysis 5

20 平成21年6月10日 中津川市教育研修所（岐
阜県中津川市）

中津川市教育委員会主催　夏期職員
研修「高機能広汎性発達障がいの子ど
もへの支援」

河邉 教員・保育紙を対象に発達障害の子どもへの対
応と発達の話をした

21 平成21年6月11日 大府市立北山小学校（大
府市）

北山小学校PTA講演会 山崎 子育て子育ちは、自分育ち

22 平成21年6月12日 ＪＩＣＡ本部（東京都） ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」討論 山崎 コーディネート；JICA学校保健関連プロジェクト
（国際協力機構人間開発部：竹内智子）

23 平成21年6月12日 日本寄生虫予防会（東京
都）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；日本の寄生虫対策（日本寄生虫
予防会：山内邦昭）

24 平成21年6月13日 聖学院教室(埼玉県） 子どもにおける生と死 田中 聖学院大学総合研究所

25 平成21年6月15日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 School health and safety law in Japan

26 平成21年6月16日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 コーディネート；Project Cycle Management 2（元
国立看護大学教授：熱田泉）

27 平成21年6月17日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 1

28 平成21年6月17日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」講義 山崎 コーディネート；研修企画の実際（愛知県総合教
育センター：河合伸樹、東浦町立片葩小学校：中
村恵美子）

29 平成21年6月18日 長久手町立南小学校（長
久手町）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；体育活動の実際

30 平成21年6月22日 岩倉市立南小学校（岩倉
市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；健康推進学校の取り組み

31 平成21年6月23日 多治見市立市之倉小学校
（多治見市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；学校現場における歯科保健活動

32 平成21年6月24日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 2

33 平成21年6月25日 西尾市立寺津小学校（西
尾市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；学校給食活動の実際

34 平成21年6月26日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 3

35 平成21年6月29日 （高浜市） 【高浜市】子育て・家族支援者養成講
座

山崎 子どもの病気・事故　その予防と対応

36 平成21年6月29日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 4

37 平成21年6月29日 東海労働金庫本店ビル
（名古屋市）

東海労働金庫労働組合男性育児教室 加藤
恵
・浅井

男性の育児参加セミナー

38 平成21年7月2日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」・アクショ
ンプラン発表会

山崎 司会、座長

39 平成21年7月4日 知多市勤労文化会館（知
多市）

TOKOTOKO３周年記念シンポジユウ
ム

加藤
恵

保健室の立場から虐待予防を考える

40 平成21年7月5日 大阪市 大阪子ども虐待心理士研究会「被虐待
児童への対応と支援、解離」

海野 被虐待児における解離の問題とその対応につい
て

41 平成21年7月6日 あいち小児センター（大府
市）

平成21年度大垣市民生・児童委員協
議会

山崎 あいち小児保健医療総合センターその活動につ
いて

42 平成21年7月12日 東海医療科学専門学校 愛知県言語聴覚士会新人研修会 浅見 現場で役立つ簡単な聴力チェック法
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地域支援活動・他施設との連携実績
b. 地域で主催される専門家や一般県民への研修会・講演会の講師

No. 日程 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

43 平成21年7月15日 あいち小児センター（大府
市）

ボランティア研修会
「わくわくチーム医療をめざして」

棚瀬 ボランティア研修会

44 平成21年7月16日 Fayoum Urban Health
Center (Fayoum, Egypt)

2nd Workshop for Development of
Manuals for Implementation and
Monitoring of School Health

山崎 プロジェクト活動の５つのTask Force Teamの活
動内容について討論

45 平成21年7月18日 東洋英和女学院大学(横
浜市）

病院における病気の子どもと家族に対
する

田中 東洋英和女学院人間科学部人間福祉学科

46 平成21年7月20日 Tammia District Hospital
(Tammia, Egypt)
～7月22日まで

1st Workshop for Development of
Manuals for Implementation and
Monitoring of School Health
(Taskforce 5: Health Care Services)

山崎 Healthcare serviceをテーマとしたTaskforce
Team 5の活動内容に関するworkshop。10名のメ
ンバーによる討論の結果、具体的な活動内容を
決定した。

47 平成21年7月28日 Fayoum Club (Fayoum,
Egypt)
～7月29日まで

Follow Up Workshop of School Action
Plans for 20 Pilot Schools

山崎 パイロット校20校の校内保健委員会のメンバー
によるグループ討論と次年度（2009年9月～2010
年6月）の活動計画プラン作成。

48 平成21年8月2日 El Rodda school (Tammia,
Egypt)

Internal school health committee会議
の視察

山崎 親代表、生徒代表も入った学校保健委員会活動
の視察

49 平成21年8月3日 Fayoum Urban Health
Center (Fayoum, Egypt)
～8月5日まで

3rd Workshop for Development of
Manuals for Implementation and
Monitoring of School Health (TF
1,2,3,4), 　2nd workshop for
Development of Manuals for
Implementation and Monitoring of

   

山崎 Taskforce team約50名が参加して実施。学校現
場で行われている健康教育に関する講義と討
論。健康診断結果など学校現場で収集されてい
る健康情報や学校保健活動情報のモニターリン
グシステムについての講義と討論。

50 平成21年8月6日 大府養護学校（大府市） 職員夏期研修「描画テスト入門」 河邉 大府養護学校と知多地区の教員を対象に、描画
テスト（主にバウムテスト）の概要を示した

51 平成21年8月10日 刈谷市産業振興会館（刈
谷市）

刈谷市教育委員会主催　夏期職員研
修「医療現場から見た子どもの姿」

河邉 不登校に関する考え方と、医療機関に置ける治
療について

52 平成21年8月14日 名古屋市役所西庁舎（名
古屋市）

乳幼児健康診査に関する研修 山崎 乳幼児健康審査の情報活用と母子保健活動

53 平成21年8月18日 稲沢市勤労福祉会館（稲
沢市）

平成21年度第２回尾張部通級指導教
室担当者研修会

山崎 発達障害と地域連携

54 平成21年8月20日 あいち健康プラザ（東浦
町）

ＪＩＣＡ課題別研修「生活習慣病予防対
策研修コース」・ジョブレポート発表会

山崎 アジア、南米など7か国の研修員の自国におけ
る生活習慣病対策の現状と課題について発表と

55 平成21年8月22日 あいち健康プラザ（東浦
町）

ＪＩＣＡ課題別研修「生活習慣病予防対
策研修コース」

山崎 小児メタボリックシンドローム対策

56 平成21年8月24日 あいち小児保健医療総合
センター（大府市）

平成２１年度第２回医教連携セミナー 並木 広汎性発達障害の子どもの苦手さの理解とその
対応

57 平成21年8月24日 甲南大学（神戸市東灘区） 甲南大学北川研究室主催　サークル

オブセキュリティ（COS)事例検討会
シンポジスト

河邉 アタッチメント研究をベースにしたアメリカの治療
技法を日本で適用していくための事例検討会の
コメンテーター

58 平成21年8月31日 安城市保健センター（安城
市）

愛知県市町村保健行政栄養士連絡協
議会研修会

山崎 変わりつつある母子保健の現状について

59 平成21年9月1日 あいち小児センター（大府
市）

愛知教育大学養護教諭養成課程研修
会

山崎 感染防止の基本

60 平成21年9月8日 豊橋市民病院（豊橋市） 東三河南部地域の周産期における保
健医療連携推進会議

山崎 講演「医療と地域の周産期連携について　～ハ
ローファミリーカードを通じて」

61 平成21年9月11日 あいち小児センター（大府
市）

ボランティア研修会
「わくわくチーム医療をめざして」

棚瀬 ボランティア研修会

62 平成21年9月15日 あいち小児センター（大府
市）

ACHEMEC学習会 山崎 ワクチン外来　激変する予防接種対策　Up to
Date

63 平成21年9月17日 一宮スポーツセンター(一
宮市）

小児看護師と分かち合う医療保育とい
う視点

棚瀬 一宮市立看護専門学校

64 平成21年9月18日 大府養護学校（大府市） 職員安全衛生委員会研修会 山崎 新型インフルエンザウイルス感染とその対策

65 平成21年9月24日 ＪＩＣＡ本部（東京都） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」講義 山崎 各国と日本の学校保健の状況

66 平成21年9月28日 JICA中部（名古屋市） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」講義 山崎 コーディネート；教育専門家による保健学習の指
導法と実際（岐阜大学地域科学部：近藤真庸）

67 平成21年9月28日 吉良町立津平小学校（吉
良町）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；健康推進学校の取り組み

68 平成21年10月2日 大阪大学大学院（吹田市） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」講義 山崎 コーディネート；学校保健と母子保健の連携（大
阪大学大学院人間科学研究科：中村安秀）

69 平成21年10月3日 プレジャー企画１階アトリ
エ(名古屋市）

貴院でのホスピタル・クラウンの活動エ
ピソードを
お話いただく

田中 NOP法人日本ホスピタル・クラウン協会

70 平成21年10月5日 愛知県国保会館（名古屋
市）

平成21年度愛知県市町村保健師協議
会研修会

山崎 乳幼児健康診査の評価と動向

71 平成21年10月5日 茨木市男女共生センター
（大阪府）

平成２１年度　第３回ローズWAM 保
育グループ公開研修　「発達障
害の理解と対応ー幼児期を中

今本 主にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保育士を対象に、発達障害の理解
を深める。

72 平成21年10月6日 豊橋市立芦原小学校（豊
橋市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；児童による学校保健委員会活動

73 平成21年10月7日 JICA中部（名古屋市） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」講義 山崎 日本の学校検診システム

74 平成21年10月8日 ＪＩＣＡ本部（東京都） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」講義 山崎 コーディネート；JICA学校保健関連プロジェクト
（国際協力機構人間開発部：竹内智子）

75 平成21年10月11日 岐阜女子大学（岐阜市） 子どもの生活習慣づくりフォーラムin
中部

小田 親子で取り組む学童期からの生活習慣改善へ
の支援
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地域支援活動・他施設との連携実績
b. 地域で主催される専門家や一般県民への研修会・講演会の講師

No. 日程 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

76 平成21年10月14日 岡崎市医師会公衆衛生セ
ンター（岡崎市）

岡崎小児科医会例会・学術講演会 山崎 妊娠中・授乳中の薬物投与の考え方

77 平成21年10月15日 愛知県総合看護専門学校
（名古屋市）

小児看護学方法論Ⅰ講義 山崎 小児の特徴的な健康障害と治療（呼吸器系、消
化器系、社会医学）

78 平成21年10月18日 大府市役所（大府市） 平成21年度大府市児童虐待防止シン
ポジウム

山崎 シンポジウム「知らずに怒っていませんか？大
切なわが子」コーディネーター

79 平成21年10月23日 あいち小児センター（大府
市）

日進市ファミリーサポートセンター 加藤
恵、
久野

子どもの事故予防

80 平成21年10月25日 桑名市民会館（桑名市） 桑名市主任児童委員研修会 山崎 問題を抱える親子へのかかわり

81 平成21年10月26日 名古屋市立老松小学校
（名古屋市）

老松小学校喫煙予防教室 山崎 タバコとわたしたちの健康

82 平成21年10月30日 愛知県刈谷児童相談セン
ター（刈谷市）

乳幼児の虐待予防の研修会 加藤
恵

乳幼児の虐待予防の関わりについて

83 平成21年11月2日 沖縄小児保健センター（沖
縄県南風原町）

乳幼児健康診査に関する研修会 山崎 乳幼児健診の現場から始める発達障害児への
支援

84 平成21年11月2日 沖縄小児保健センター（沖
縄県南風原町）

沖縄県小児保健協会乳幼児健診委員
会勉強会

山崎 乳幼児健診で得られる情報の有効な利活用を
目指して

85 平成21年11月6日 あいち小児センター（大府
市）

平成21年度新規採用栄養教諭研修会 山崎 児童生徒と生活習慣病

86 平成21年11月10日 碧南市立棚尾小学校（碧
南市）

学校保健委員会 小田 子どもの生活習慣

87 平成21年11月13日 愛西市立佐屋中学校（愛
西市）

佐屋中学校学校保健委員会 山崎 生活リズムと心身の健康

88 平成21年11月19日 あいち小児センター（大府
市）

たすかるケアサポート 山崎 子どもの事故予防

89 平成21年11月19日 あいち小児センター（大府
市）

たすかるケアサポート 久野 子どもの事故予防

90 平成21年11月24日 中生涯学習センター（名古
屋市）

子育てサポーターはじめの一歩「託児
ボランティア養成講座」

山崎 みんないっしょ、みんな仲間　～軽度発達障害
について理解しよう～

91 平成21年11月26日 名古屋市女性会館（名古
屋市）

平成21年　サプリメント研修会（第3回） 山崎 発達障害児の理解と支援

92 平成21年11月26日 生涯学習推進センター（名
古屋市）

子育てネットワーカー養成講座 加藤
恵
・加藤
直

子どもの安全と救急手当て・応急処置の方法

93 平成21年12月2日 愛知県西三河総合庁舎
（岡崎市）

子育てネットワーカー養成講座 小田・
久野

子どもの安全と救急手当て・応急処置の方法

94 平成21年12月14日 名古屋市立道徳小学校
（名古屋市）

道徳小学校　喫煙予防教室 山崎 たばことわたしたちの健康

95 平成21年12月19日 あいち小児センター（大府
市）

PALS講習会（～20日） 山崎 コーディネート

96 平成22年1月16日 あいち小児センター（大府
市）

あいち小児センターにおける
心療内科病棟の保育活動の試み

棚瀬 名古屋芸術大学、同朋大学、日本福祉大学

97 平成22年1月20日 幸田町民会館（幸田町） 平成２１年度幸田町学校保健大会 小田 子どもの生活習慣

98 平成22年1月20日 大府養護学校（大府市） 平成２１年度第４回知多地区高等学校
家庭科研究会

並木 障害のある生徒への理解と対応について

99 平成22年1月21日 あいち小児センター（大府
市）

たすかるケアサポート 小田 子どもの事故予防

100 平成22年1月23日 岡崎げんき館（岡崎市） これを聞けば安心　子育てのコツ 山崎 子どもが事故にあわない「ワザ」

101 平成22年1月25日 愛知県一宮保健所（一宮
市）

平成21年度地域保健福祉パイオニア
育成研修

山崎 虐待予防・子育て支援としての医療機関・保健
機関連携について

102 平成22年1月25日 愛知県一宮保健所（一宮
市）

平成21年度地域保健福祉パイオニア
育成研修

加藤
恵

ハローファミリーカードプロジェクトの実施状況に
ついて

103 平成22年1月29日 あいち小児センター（大府
市）

たすかるケアサポート 久野 子どもの事故予防

104 平成22年1月31日 東建ホール・丸の内（名古
屋市）

第２回　あいち・くすりフォーラム　「妊
娠と授乳中のくすりと母と子の健康」

山崎 総合司会

105 平成22年2月4日 あいち小児センター（大府
市）

たすかるケアサポート 加藤
直

子どもの事故予防

106 平成22年2月6日 石が瀬公民館（大府市） おおぶファミリーサポートセンター説明
会・研修会

山崎 乳幼児の健康　子どもを病気と事故から守るコ
ツ

107 平成22年2月6日 あいち小児センター（大府
市）

愛知県小児保健協会総会・研修会 山
崎、
加藤
恵、

事務局、進行。特別講演「食べ方を通した食育
推進：昭和大学歯学部教授　向井美惠氏」、一
般演題9題。

108 平成22年2月6日 学生情報センター 東海地区聾学校長・教頭等合同会議 浅見 あいち小児センターにおける難聴児の実態

109 平成22年2月15日 Fayoum Club (Fayoum,
Egypt)
～2月17日まで

Health Education Training and
Development of Health Education
Materials

山崎 エジプトの学校保健活動に応用可能な健康教育
の手法と教材の開発を目的とした参加型のワー
クショップ。Tammiaのパイロット校20校の学校保
健担当者（学校看護師、ソーシャルワーカー、教
師など）のべ190名、HIO（Cairo, Fayoum,
Tammia）、MOH（Cairo, Fayoum）、MOE
（Tammia）のカウンターパートのべ49名が参加し

110 平成22年2月16日 あいち小児センター（大府
市）

たすかるケアサポート 加藤
恵

子どもの事故予防

111 平成22年2月18日 El Rodda school (Tammia,
Egypt)

Internal school health committee会議
の視察

山崎 親代表、生徒代表も入った学校保健委員会活動
の視察。ビデオ撮影
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地域支援活動・他施設との連携実績
b. 地域で主催される専門家や一般県民への研修会・講演会の講師

No. 日程 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

112 平成22年2月23日 Abo Taleb BE School
（Tammia, Egypt）
～2月24日

Field practicum of comprehensive
school health examination

山崎 日本の学校保健の経験に基づいた健康診断帳
帳票類の開発ならびに学校医、学校看護師を対
象とした現場実習を行った。

113 平成22年2月23日 あいち小児センター（大府
市）

たすかるケアサポート 浅井 子どもの事故予防

114 平成22年2月25日 World Trade Center
(Cairo)
豊橋市立芦原小学校（豊
橋市）

JICA-netを利用した学校間交流 山崎 Rodda校のISHCの5名の子ども（3～6年生）と愛
知県豊橋市立芦原小学校の保健委員会の子ど
も（5,6年生）とのJICAテレビ会議システムを利用
した交流会議。2009年の秋からニュースレターを
交換して学校の日課や学校保健活動を紹介し

115 平成22年2月26日 豊川市勤労福祉会館（豊
川市）

豊川保健所地域保健福祉パイオニア
育成事業

久野 脳障害の子どもをもつ家庭への支援

116 平成22年2月27日 あいち小児センター（大府
市）

あいち小児センターにおける
心療内科病棟の保育活動の試み

棚瀬 名古屋芸術大学、同朋大学、日本福祉大学

117 平成22年3月2日 あいち小児センター（大府
市）

感染症対策研修会 山崎 予防接種 2010年

118 平成22年3月4日 しあわせ村（東海市） 緊急サポートスタッフ講習会 山崎 これならできる　保育・託児施設での感染防止・
子どものかぜ学

119 平成22年3月7日 和歌山県立医科大学付属
病院（和歌山市）

第8回和歌山県病院薬剤師会学術大
会

山崎 妊娠中・授乳中の薬物投与について

120 平成22年3月19日 ウィンクあいち（名古屋市） 愛知県｢病児・病後児預かり促進事業｣
病児・病後児保育普及・啓発フォーラ

山崎 【パネルディスカッション】　病児・病後児保育の
これから～どの子も大切にするために
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地域支援活動・他施設との連携実績
c. 市町村の乳幼児健診に対する視力検査等の技術支援

No. 日程 主催（場所） 健診名等 担当
者

役割 内容等

1 平成21年4月23日 豊田市役所　東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

2 平成21年5月28日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

3 平成21年6月11日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

4 平成21年7月9日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

5 平成21年7月29日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 岩味、
橋村

技術
支援

豊山町乳幼児健診にて眼科的異常を疑われ
た児の二次検診

6 平成21年8月27日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

7 平成21年10月22日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

8 平成21年11月26日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

9 平成21年12月3日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

10 平成21年12月9日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 岩味、
橋村

技術
支援

豊山町乳幼児健診にて眼科的異常を疑われ
た児の二次検診

11 平成22年1月28日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

12 平成22年2月25日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

13 平成22年3月11日 豊田市保健センター ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

14 平成22年3月24日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 岩味、
橋村

技術
支援

豊山町乳幼児健診にて眼科的異常を疑われ
た児の二次検診

d. 地域での療育活動に対する技術支援

No. 日程 主催（場所） 事業名等 担当
者

役割 内容等

1 平成21年5月19日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談

2 平成21年6月11日 ふたば園 障害児等療育支援事
業

田辺 講師 療育相談

3 平成21年6月16日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談

4 平成21年7月14日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談

5 平成21年7月16日 やまもも園 障害児等療育支援事
業

佃 講師 療育相談

6 平成21年7月17日 東浦緒川新田保育園 障害児等療育支援事
業

田辺 講師 療育相談

7 平成21年9月15日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談

8 平成21年9月29日 やまもも園 障害児等療育支援事
業

佃 講師 療育相談

9 平成21年10月20日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談

10 平成21年10月27日 東浦緒川新田保育園 障害児等療育支援事
業

田辺 講師 療育相談

11 平成21年11月17日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談

12 平成21年11月24日 やまもも園 障害児等療育支援事
業

佃 講師 療育相談

13 平成21年12月8日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談

14 平成22年1月22日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 職員研修「自走式車いすと付き合うために」

15 平成22年2月23日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談

16 平成22年2月23日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事
業

朝日 講師 リハビリ相談
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地域支援活動・他施設との連携実績

Ｎｏ． 開催日 開催場所 参加機関・職種
出席者

数
当センター
の参加者

会議の種類 当センターの役割

1 平成21年4月10日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

17 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

2 平成21年5月7日 市立養護学
校

養護学校職員、児童相談セン
タ

8 医師・保健師 事例検討 情報提供、地域支援

3 平成21年5月8日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

12 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

4 平成21年6月10日 小児センター 療育機関、保健センター 6 保健師、PT、OT 事例検討 支援メンバー

5 平成21年6月25日 他医療機関 児相、学校(2)、病院、市、保健所 医師、臨床心理士、保
健師

事例検討 情報提供、地域支援

6 平成21年7月10日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

14 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

7 平成21年7月14日 小児センター 学校(3) 9 医師、MSW、保健師 事例検討 情報提供、地域支援

8 平成21年7月14日 大府市石ｹ
瀬公民館

児童相談センター、児童課、福祉
課、学校教育課、保健センター、
発達支援センター、デーサービ
ス、ヘルパー

16 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

9 平成21年8月14日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

14 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

10 平成21年8月25日 小児センター 学校、児相 8 医師、保健師 事例検討 情報提供、地域支援

11 平成21年10月6日 小児センター クリニック、訪問看護ステーショ
ン、保健センター、保健所

12 医師、看護師、ＭＳＷ、
保健師、

事例検討 情報提供、地域支援

12 平成21年10月7日 碧南市役所 事例検討会 10 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

13 平成21年10月9日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

11 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

14 平成21年11月13日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

14 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

15 平成21年11月16日 豊田市保健
センター

事例検討会 10 保健師 事例検討 助言

16 平成21年12月11日 小児センター 学校(2) 9 医師、看護師、臨床心
理士、MSW、保健師

事例検討 情報提供、地域支援

17 平成22年1月8日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

15 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

18 平成22年1月15日 豊田市保健
センター

事例検討会 11 保健師・臨床心理士 事例検討 助言

19 平成22年2月12日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

16 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

20 平成22年2月24日 津島保健所 児童相談センター、保健センター
保健所

6 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

21 平成22年3月4日 津島保健所 児童相談センター、保健センター
保健所

6 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

22 平成22年3月12日 大府市役所 要保護児童対策地域協議会実務
者委員

15 保健師 進行管理 情報提供、地域支援

23 平成22年3月12日 大府市役所 児童相談センター、児童課、福祉
課、保健センター、発達支援セン
ター、園長、デーサービス

11 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

e.虐待の地域ネットワークへの支援として、地域主催のネットワーク会議のスーパーバイザー
　または、地域で開催される虐待や療育支援のためのケース検討会議にメンバーとして参加
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