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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23年4月5日 蒲郡市立南部小学

校（蒲郡市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：児童・生徒への個別の保健指導・保健室の活動に

ついて

2 平成23年4月8日 北名古屋市立西春

小学校（北名古屋

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：児童・生徒への個別の保健指導・保健室の活動に

ついて

3 平成23年4月12
日

愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成23年度第1回愛知県

保健所長会定例会

山崎 オブザー

バー

愛知県保健所長会規約の改正について、平成23年度愛知県保

健所長会の新体制について、平成23年度事業計画（案）及び

予算（案）について、保健所長会会員所属部会等について、

4 平成23年4月12
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 心電図精度管理調査解析検討会について、全国学校保健・学

校医大会「分科会」について、小児慢性腎臓病(CKD)啓発リー

フレットについて

5 平成23年4月14
日

扶桑町立柏森小学

校（扶桑町）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：学校給食活動の視察内容について

6 平成23年4月18
日

岩倉市保健セン

ター（岩倉市）

市町村版母子保健情報

データベース検討会

山崎 助言者 近隣市町の母子保健関係者とともに、市町村版母子保健情報

データベースの入力等の課題について検討した。

7 平成23年4月19
日

知多市立新田小学

校（知多市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：児童・生徒への個別の保健指導・保健室の活動に

ついて

8 平成23年4月20
日

名城大学名駅サテ

ライト（名古屋

市）

妊娠・授乳婦医薬品適正

使用推進研究班第1回班

会議

山崎 委員長 ・平成23年度事業計画について、・第１回「妊娠・授乳サ

ポート薬剤師」養成講座について、・養成講座カリキュラム

について、・相談事例報告書の内容及び収集方法

9 平成23年4月21
日

skype会議 JICA/エジプト学校保健

プロジェクト

山崎 専門家 エジプト学校保健プロジェクト3年次の業務フローと各専門家

の役割について

10 平成23年4月21
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

第1回愛知県健康支援課

長会議

加藤 オブザー

バー

平成23年度保健所健康支援課関連事業について

11 平成23年4月25
日

東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

健やか親子21を推進する

ための母子保健情報の利

活用に関する研究班第1
回班会議

山崎、加

藤、浅井

研究分担

者、研究

協力者

母子保健情報利活用システム全国モデル事業について、今年

度の分担研究について

12 平成23年4月26
日

大府市役所（大府

市）

親子育成支援事業「ジョ

イジョイ」運営会議

加藤 構成員 平成23年度の親子育成支援事業について

13 平成23年4月27
日

あいち小児セン

ター（大府市）

愛知県学童期生活習慣病

対策事業マニュアル編集

準備会議

山崎、加

藤

事務局 愛知県小児保健協会として委託を受けた学童期生活習慣病対

策マニュアルの編集作業について検討。

14 平成23年4月28
日

あいち小児セン

ター（大府市）

大府養護学校平成22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

15 平成23年4月28
日

愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

あいち発達障害者支援ｾﾝ

ﾀｰ連絡協議会

浅井 構成員代

理

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

16 平成23年5月12
日

愛知県庁本庁舎

（名古屋市）

あいち医療通訳システム

に関する連絡会議

山崎 調整役 愛知県国際課多文化共生室が計画する医療通訳システムへの

参加に関する打ち合わせ

17 平成23年5月17
日

愛知県立大府養護

学校（大府市）

大府養護学校安全衛生委

員会

山崎 委員 休養室の利用について、メンタルヘルス・感染症対策の講義

（講習会）について

18 平成23年5月19
日

アイリス愛知（名

古屋市）

平成23年度第2回愛知県

保健所長会定例会

山崎 オブザー

バー

平成22年度事業実績（案）および平成22年度歳入・歳出決算

（案）について、平成23年度事業計画（案）及び平成23年度

予算（案）について、全国保健所長会長表彰候補について、

愛知県保健所長会会員所属部会について、本庁連絡事項

19 平成23年5月20
日

大府市役所（大府

市）

平成23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22年度実績報告について、平成23年度事業計画につい

て、困難事例の共通理解について

20 平成23年5月23
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度地域子育て支

援人材養成事業審査委員

山崎 委員 同事業の審査

21 平成23年5月24
日

愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

あいち小児保健医療総合

センター保健事業運営協

議会に関する検討会

山崎、加

藤

事務局 平成23年度の同協議会での検討事項について、健康福祉部技

監ならびに病院事業庁管理課長と協議

22 平成23年5月25
日

あいち健康プラザ

（東浦町）

第57回東海公衆衛生学会

学術大会　第2回実行委

員会

山崎 実行委員 大会プログラムについて、一般演題の応募状況について、シ

ンポジウムについて、ランチョンセミナー実施案について、

今後のスケジュールについて

23 平成23年5月26
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、浅井

事務局 平成22年度保健事業実施内容について、平成23年度保健事業

実施計画について

24 平成23年5月26
日

名鉄病院（名古屋

市）

平成23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、大

野

事務局 今年度の調査研究について

25 平成23年5月28
日

日赤豊田看護大学

（豊田市）

日本小児保健協会第58回
学術集会・第8回企画委

員会会議

山崎 委員 ・会報への掲載、・講演集作成スケジュール、・ランチョン

セミナー等承諾状況の報告と今後の計画、・プログラムに関

する事項

26 平成23年5月29
日

愛知県医師会館

（名古屋市）

平成２3年度第1回愛知県

小児科医中部ブロック連

絡協議会準備委員会

山崎 委員 会場、および予算等の審議、メーンテーマ、議案の審議、当

日の役割分担

27 平成23年5月29
日

愛知県医師会館

（名古屋市）

愛知県小児科医会理事会 山崎 理事 新会長挨拶、会務報告、平成22年度決算報告、平成24年度事

業計画案ならびに予算案、50年表彰

28 平成23年5月30
日

国保会館（名古屋

市）

愛知県市町村保健師協議

会総会

山崎、加

藤

説明者 平成23年度あいち小児保健医療総合センター保健センター事

業内容について
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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

29 平成23年5月30
日

大府市役所（大府

市）

平成23年度第1回大府市

次世代育成対策協議会

山崎 委員 平成22年度事業実績及び平成23年度事業計画について、意見

交換など

30 平成23年5月30
日

大府市立神田小学

校（大府市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：体育教科と体育活動について

31 平成23年5月31
日

大府市役所（大府

市）

大府市自立支援協議会

（発達部会）

加藤 構成員 大府市自立支援協議会の22年度の活動報告及び23年度の活動

について

32 平成23年6月7日 愛知県総合教育セ

ンター（東郷町）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

愛知県教育センターの活動と現任者教育について

33 平成23年6月7日 愛知県医師会館

（名古屋市）

平成23年度第1回愛知県

小児救急電話相談協議会

山崎 委員 平成22年度・平成23年度4月の電話相談件数報告、平成22年度

事業実績報告、平成23年度の小児救急電話相談体制につい

て、平成23年度予算（案）について、カードの配布について

34 平成23年6月7日 名古屋市役所（名

古屋市）

保健センター事業に関す

る打ち合わせ会

山崎、加

藤

説明者 名古屋市子育て支援課と事業に関する打ち合わせ等

35 平成23年6月9日 skype会議 JICA/エジプト学校保健

プロジェクト

山崎 専門家 最近のエジプト情勢（治安とエ国側実施体制）、JICA本部主

催TV会議結果報告、確認事項；1)第3年次・4年次作業計画に

ついて再確認、2)今年の6月・7月の活動スケジュール、3)現行

のマニュアル案・ガイドライン案の改訂（SHC承認版から

36 平成23年6月11
日

岐阜都ホテル（岐

阜市）

小児救急の社会的サポー

トに関する委員会平成23
年度第1回委員会

山崎 委員長 基礎コースについて、研修テキストについて

37 平成23年6月12
日

岐阜都ホテル（岐

阜市）

日本小児科医会平成23年
度第1回国際委員会

山崎 委員 平成22年度事業報告と決算報告、平成23年度事業計画および

予算の概要、海外交流事業に関するお願い

38 平成23年6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 第54回東海学校保健学会について、第58回日本学校保健学会

について、小児CKD対策講習会について、第27回学校保健健

診懇談会について

39 平成23年6月16
日

阿久比町保健セン

ター（阿久比町）

健やか親子21を推進する

ための母子保健情報の利

活用に関する研究班分担

山崎 分担研究

者

阿久比町版母子保健情報データベースのデータ項目に対する

検討

40 平成23年6月17
日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」研修員選考会

山崎 コース

リーダー

平成23年度のＪＩＣＡ集団研修「学校保健」の海外の研修員

の選考。7名を選考した。

41 平成23年6月20
日

Tammia primary
school for girls
(Tammia)

JICA/エジプト学校保健

プロジェクト

山崎 専門家 パイロット校でのプロジェクト開始後の活動状況について面

接調査

42 平成23年6月20
日

Kafr Mahfouz
Basic Education
School (Tammia)

JICA/エジプト学校保健

プロジェクト

山崎 専門家 パイロット校でのプロジェクト開始後の活動状況について面

接調査

43 平成23年6月23
日

MOH, Fayoum
governorate
(Fayoum city)

第12回School Health
Committee

山崎 専門家 プロジェクトの進捗状況についての報告と承認

44 平成23年6月24
日

skype会議 JICA/エジプト学校保健

プロジェクト

山崎 専門家 学校健診解説DVDの改訂版に関する協議

45 平成23年6月26
日

MOH, Fayoum
governorate
(Fayoum city)

JICAプロジェクト中間

評価ミッションチーム報

告会

山崎 専門家 プロジェクトの進捗状況に対するJICA調査チームの評価を

Fayoumのカウンターパートに報告

46 平成23年6月26 MiOH (Cairo city) C/P meeting 山崎 専門家 JCC (Joint Coordination Committee)会議の議事について検討

47 平成23年6月27
日

Center office of
MOH (Cairo city)

JCC (Joint Coordination
Committee)

山崎 専門家 JICA中間評価ミッションチームが実施したプロジェクト活動

の状況報告と討議。マニュアルの改訂内容の要約と今後のプ

ロジェクトの作業予定の報告

48 平成23年6月28 MiOH (Cairo city) C/P meeting 山崎 専門家 Dr Nagwaとマニュアル改訂の方針について検討。

49 平成23年6月29
日

Urban Health
Center (Fayoum
city)

Monitoring team (MT)
meeting

山崎 専門家 MTメンバーとモニタリング手法や帳票の改訂について検討。

50 平成23年6月30
日

Hotel Flamenco
(Cairo city)

JICA expert team
meeting

山崎 専門家 マニュアルの編集方針について

51 平成23年7月2日 Hotel Auberge
(Fayoum
governorate)

Trainer team (TT)
meeting

山崎 専門家 健康診断のjob descriptionの改訂、マニュアルの健康教育に関

する章の内容について検討。

52 平成23年7月3日 Fayoum Health
Education
District (Fayoum

Trainer team (TT)
meeting

山崎 専門家 Dr Faragと4人のHealth visitor supervisorとの学校看護師研

修事前会議。

53 平成23年7月4日 HIO  (Fayoum Trainer team (TT) 山崎 専門家 Dr Fakhryのオフィスで、学校看護師研修の資料の最終確認。

54 平成23年7月5日 Fayoum Health
Education
District (Fayoum

C/P meeting in Fayoum 山崎 専門家 学校保健マニュアルの改訂案について検討。

55 平成23年7月7日 MiOH (Cairo city) C/P meeting 山崎 専門家 Dr Saharとマニュアル改訂の方針について検討。

56 平成23年7月7日 Center for
Development
Services (Cairo
city)

学校保健マニュアル編集

に関する事前会議

山崎 専門家 改訂マニュアルのデザインと編集を外注する目的で、カイロ

で国際機関のマニュアル作成を多く手掛けているコンサルタ

ント会社と打ち合わせ。
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57 平成23年7月7日 World Trade
Center (Cairo

JICA エジプト事務所報

告会

山崎 専門家 JICA エジプト事務所で大竹次長に今回派遣期間の活動を報

告。

58 平成23年7月8日 愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

児童虐待予防対策強化事

業

加藤 専門家 児童虐待予防対策強化事業にかかる応募企画の審査

59 平成23年7月13
日

愛知県立大府養護

学校（大府市）

大府養護学校平成23年度

第1回学校保健委員会

山崎、加

藤

委員 平成22年度保健室利用状況について、ヒヤリ・ハット報告の

活用について、学校行事における担当主治医確認依頼につい

60 平成23年7月14
日

JICA本部（東京

都）

JICA/エジプト学校保健

プロジェクト

山崎 専門家 JICA本部へのエジプトプロジェクトの帰朝報告会。

61 平成23年7月22日 あいち小児セン

ター（大府市）

愛知県母子健康診査マ

ニュアル第9版編集委員

会実務委員会

山崎、加

藤、浅井

事務局 マニュアル改訂後の運用に関する県児童家庭課との検討会。

62 平成23年7月26
日

阿久比町保健セン

ター（阿久比町）

健やか親子21を推進する

ための母子保健情報の利

活用に関する研究班分担

山崎 分担研究

者

阿久比町版母子保健情報データベースのデータ項目に対する

検討

63 平成23年7月29
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度愛知県乳幼児

事故予防啓発推進会議

山崎、大

野

委員 乳幼児の家庭内での事故を予防啓発するための啓発用DVDの

作成について、乳幼児事故予防ハウスについて

64 平成23年7月29
日

碧南市保健セン

ター（碧南市）

碧南市生活習慣病若年化

対策事業作業部会

加藤 構成員 平成23年度生活習慣病若年化対策事業の実施状況について。

中学生の保健指導について

65 平成23年8月1日 日本小児保健協会

事務局（東京都）

小児救急の社会的サポー

トに関する委員会　平成

23年度第2回委員会

山崎 委員長 平成23年度の研修会の参加者とグループ選定について、SPの
シナリオについて

66 平成23年8月2日 碧南市臨海体育館

（碧南市）

碧南市生活習慣病若年化

対策事業作業保健指導プ

ログラム実施

加藤 構成員 保健指導プログラム「健康へゴー」における運動指導及び生

活指導

67 平成23年8月3日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度第1回愛知県

胆道閉鎖症等早期発見体

制整備推進会議

山崎 委員 胆道閉鎖症の最新の状況について、胆道閉鎖症等を早期発

見・対応するための体制整備に向けて、便色カラーカードに

ついて

68 平成23年8月5日 愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

発達障害検討会 山崎 委員 コロニー中央病院とあいち小児保健医療総合センター心療科

との統合に向けての喫緊の検討事項等について

69 平成23年8月17
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

第1回平成23年度愛知県

安心安全な妊娠出産推進

委員会

加藤 構成員 安心安全な妊娠出産推進事業の実施について

虐待ハイリスク家庭をスクリーニングするために妊娠届出書

の検討

70 平成23年8月20
日

ホテルフォレスタ

（豊田市）

第19回日本小児科医会中

部ブロック連絡協議会

山崎 理事 小児救急電話相談事業（＃８０００）：各県の現状と課題、

細菌性髄膜炎とHibワクチン/及び小児用肺炎球菌ワクチン、各

県医会活動報告および日本小児科医会理事会への提案事項ほ

71 平成23年8月22
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 予防接種実施状況、今後の予防接種対策について；接種率の

向上に向けての対応、MR予防接種漏れ者の対応

72 平成23年8月23
日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」開講式

山崎 コース

リーダー

開講式およびコースオリエンテーション

73 平成23年8月25
日

愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

平成23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23年度愛知県特別支援教育体制推進事業について、平成

23年度地区特別支援教育連携協議会での課題に対する対応に

ついて、地域における支援体制整備に向けた展望及び課題に

74 平成23年8月31
日

あいち小児セン

ター（大府市）

平成23年度愛知県学童期

生活習慣病対策事業　生

活習慣病予防のための健

診・保健指導マニュアル

作成打ち合わせ会議

山崎、加

藤

事務局 事業説明、健診・保健指導マニュアル作成に向けて

75 平成23年9月1日 名古屋国際会議場

（名古屋市）

日本小児保健協会平成23
年度理事・支部長会

山崎 理事 平成22年度人事・事業実績報告、日本小児保健協会学術集会

開催計画ほか

76 平成23年9月2日 名古屋国際会議場

（名古屋市）

小児救急の社会的サポー

トに関する委員会　平成

23年度第3回委員会

山崎 委員長 実践コースの運営について

77 平成23年9月6日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度第1回愛知県

母子健康診査等専門会議

山崎、加

藤

委員 改正母子健康診査マニュアルに基づく健診の実施状況につい

て、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業について

78 平成23年9月13
日

あいち小児セン

ター（大府市）

愛知県母子健康診査マ

ニュアル第9版編集委員

会実務委員会

山崎、加

藤、浅井

事務局 マニュアル改訂後の運用に関する県児童家庭課との検討会。

79 平成23年9月13
日

あいち小児セン

ター（大府市）

平成23年度愛知県学童期

生活習慣病対策事業　第

2回愛知県学童期生活習

慣病対策普及事業編集会

山崎、加

藤

事務局 学童期生活習慣病対策マニュアルの章立てについて、意見交

換

80 平成23年9月18
日

AP名古屋（名古

屋市）

あいちこころの診療医研

究会　幹事会

山崎 幹事 会計報告、今後の幹事会体制について

81 平成23年10月1
日

山王病院（東京

都）

小児救急電話相談の実施

体制および相談対応の充

実に関する研究班第2回
全体会

山崎 委員 東日本大震災被災地3県および近県の#8000連携の可能性につ

いての研究会報告、相談内容記録共通ソフトの説明、PICUに

関する研究報告、民間電話会社の現状説明、PICUに関する協

議、全国情報センターに関する協議、#8000の評価に関する協

議、相談員の研修に関する協議

82 平成23年10月7
日

愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

発達障害検討会 山崎 委員 コロニー中央病院とあいち小児保健医療総合センター心療科

との統合に向けての喫緊の検討事項等について
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83 平成23年10月11
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54回東海学校保健学会について、第58回日本学校保健学会

について、小児CKD対策講習会について、第27回学校保健健

診懇談会について

84 平成23年10月13
日

阿久比町保健セン

ター（阿久比町）

健やか親子21を推進する

ための母子保健情報の利

活用に関する研究班分担

山崎 分担研究

者

阿久比町版母子保健情報データベースのデータ項目に対する

検討

85 平成23年10月17
日

尾張旭市立白鳳小

学校（尾張旭市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：学校給食活動の視察内容について

86 平成23年10月19
日

豊田市立東山小学

校（豊田市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：健康推進学校活動の視察内容について

87 平成23年10月23
日

MiOH P(Cairo
city)

C/P meeting 山崎 専門家 今後のプロジェクトの予定（会議や研修の日程調整）につい

て検討。

88 平成23年10月24
日

Fayoum Health
Education
District (Fayoum

C/P meeting,Fayoum 山崎 専門家 Dr Faragと学校医研修の内容とガイドラインの原稿について

事前の協議

89 平成23年10月24
日

Queen Hotel
(Fayoum city)

C/P meeting,Fayoum 山崎 専門家 Ms Amal (Health Visitor Supervisor, HIO Fayoum)と学校医

研修の内容について協議

90 平成23年10月25
日

Fayoum Health
Education
District (Fayoum

Monitoring Team (MT)
meeting

山崎 専門家 MOH,HIO,MOEのモニタリングの状況を再確認し、学校現場

で集積する情報から行政機関にとって必要な項目を整理

91 平成23年10月25
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度第1回愛知県

要保護児童対策協議会

久野 委員代理 愛知県児童相談センター相談実績の概要について、児童虐待

防止関連事業について、児童虐待防止緊急PR事業について、

新聞報道された「児童虐待」事件の概要について

92 平成23年10月26
日

Fayoum Health
Education
District (Fayoum

Trainer Team (TT)
meeting

山崎 専門家 現場の学校医に対して実施する学校健診に関するワーク

ショップについて協議

93 平成23年10月27
日

Center for
Development
Services (Cairo
city)

学校保健マニュアル編集

会議

山崎 専門家 改訂マニュアルのデザインと編集の進行状況について報告を

受け、編集内容について協議した。

94 平成23年10月27
日

MiOH P(Cairo
city)

C/P meeting 山崎 専門家 Dr Nagwa, Mr Mosadと学校保健活動の啓発用リーフレット、

モニタリングガイドライン、学校医研修について協議

95 平成23年10月31
日

Tammia primary
school for girls
primary

学校医健診の実施状況視

察 #1
山崎 専門家 Dr Souhairの診察状況を視察した。学校現場はプロジェクト

のモデル通りに問診票や身体計測を行っていたが、学校医は

モデルとは異なるため助言した。

96 平成23年11月1
日

Kafr Mahfouz
Basic Education
School (Tammia)

学校医健診の実施状況視

察 #2
山崎 専門家 Dr Ibrahim(学校医)は、プロジェクトの研修にも参加した若手

の医師で、モデル通りの診察を行っていた。

97 平成23年11月2
日

Center for
Development
Services (Cairo
city)

学校保健マニュアル編集

会議

山崎 専門家 JICA専門家チームの修正案を報告して協議した。

98 平成23年11月2
日

MiOH P(Cairo
city)

C/P meeting 山崎 専門家 Dr Nagwaに学校医研修の結果と2つの学校での学校健診の様

子について報告した。

99 平成23年11月2
日

World Trade
Center (Cairo

JICA エジプト事務所報

告会

山崎 専門家 担当の後藤氏に今回の活動の進行状況と結果を説明。2月の国

別研修の参加者について協議した。

100 平成23年11月5
日

日本小児保健協会

事務局（東京都）

小児救急の社会的サポー

トに関する委員会　平成

23年度第4回委員会

山崎 委員長 実践コースの参加者のグループ分け、配布資料など細かな実

施方法について検討した。

101 平成23年11月6
日

日本小児科医会事

務局（東京都）

平成23年度第2回　日本

小児科医会国際委員会

山崎 委員 国際部各事業に関する本年度の活動報告、予定および次年度

以降の事業計画について協議した。

102 平成23年11月10
日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」反省会

山崎 コース

リーダー

研修員の評価票等に基づいて研修内容の評価と今後の計画立

案

103 平成23年11月15
日

あいち小児セン

ター（大府市）

愛知県学童期生活習慣病

対策事業マニュアル編集

山崎、加

藤

事務局 学童期生活習慣病対策マニュアルの編集会議

104 平成23年11月17
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度愛知県学童期

生活習慣病対策マニュア

ル策定会議

山崎、加

藤

事務局 愛知県学童期生活習慣病対策事業について、学童期生活習慣

病対策マニュアルについて、学童期生活習慣病対策マニュア

ルの活用方法について

105 平成23年11月20日 愛知県医師会館

（名古屋市）

平成23年度第2回妊娠・

授乳婦医薬品適正使用推

進研究班会議

山崎 班員 特別講演について、第4回あいち・くすりフォーラムについ

て、妊婦授乳サポート薬剤データベースについて 、修了者へ

の対応

106 平成23年11月21
日

愛知県一宮保健所

（一宮市）

市町村データ取込試行・

データ確認作業会議

山崎、浅

井

事務局 一宮保健所、江南保健所管内で改訂母子健康診査マニュアル

に基づいて市町村から報告される個別データの集積作業を支

107 平成23年11月22
日

愛知県春日井保健

所（春日井市）

市町村データ取込試行・

データ確認作業会議

山崎、加

藤

事務局 春日井保健所、瀬戸保健所管内で改訂母子健康診査マニュア

ルに基づいて市町村から報告される個別データの集積作業を

108 平成23年11月25
日

愛知県豊川保健所

（豊川市）

市町村データ取込試行・

データ確認作業会議

山崎、浅

井

事務局 豊川保健所、新城保健所管内で改訂母子健康診査マニュアル

に基づいて市町村から報告される個別データの集積作業を支

109 平成23年12月6
日

三重県立聾学校

（津市）

第49回東海地区聾教育研

究会

浅見 助言者 分科会「自立活動（聴能・発音発語）」における助言者
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110 平成23年12月8
日

愛知県半田保健所

（半田市）

市町村データ取込試行・

データ確認作業会議

山崎、浅

井

事務局 半田保健所、知多保健所管内で改訂母子健康診査マニュアルに基
づいて市町村から報告される個別データの集積作業を支援

111 平成23年12月9
日

愛知県衣浦東部保

健所（刈谷市）

市町村データ取込試行・

データ確認作業会議

山崎、浅

井

事務局 衣浦東部保健所、西尾保健所管内で改訂母子健康診査マニュ

アルに基づいて市町村から報告される個別データの集積作業

112 平成23年12月10
日

東医健保会館（東

京都）

日本小児保健協会　平成

23年度 臨時総会

山崎 理事 平成23年度の役員改選について

113 平成23年12月10
日

山王病院（東京

都）

小児救急電話相談の実施

体制および相談対応の充

実に関する研究班第3回
全体会

山崎 委員 PICUのアンケート調査について、長崎県の#8000、被災地福

島県の#8000、宮城県#8000深夜帯の取り組み、小児保健協会

の電話相談スキルアップ研修、全国衛生部長会#8000実施状況

アンケート調査、東京都内の深夜帯の取り組み、#8000の費用

114 平成23年12月12
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

第2回平成23年度愛知県

安心安全な妊娠出産推進

委員会

加藤 構成員 虐待ハイリスク家庭をスクリーニングするために妊娠届出書
について
HTLVー1母子感染対策について

115 平成23年12月13
日

愛知県師勝保健所

（北名古屋市）

市町村データ取込試行・

データ確認作業会議

山崎、浅

井

事務局 師勝保健所、津島保健所管内で改訂母子健康診査マニュアル

に基づいて市町村から報告される個別データの集積作業を支

116 平成23年12月16
日

愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成23年度第2回愛知県

母子健康診査等専門委員

会

山崎、加

藤、浅井

委員 乳幼児健康診査の実施状況について、あいちの母子保健

ニュース（第38号）の発行について、乳児家庭全戸訪問事業

及び養育支援訪問事業の効果的な実施について

117 平成23年12月19
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度愛知県乳幼児

事故予防対策専門委員会

山崎、大

野

委員 安心安全な妊娠・出産・育児推進事業；乳幼児事故予防対策

事業の実施結果について、子育て応援団　チュウキョーくん

のすこやかフェスタ実施結果、乳幼児事故予防啓発用のDVD
について、アンケート調査結果について、今後の事故予防対

118 平成23年12月21
日

愛知県東大手庁舎

（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 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

119 平成23年12月22
日

あいち小児セン

ター（大府市）

第3回学童期生活習慣病

対策普及事業編集会議

山崎、加

藤

事務局 学童期生活習慣病対策マニュアル完成に向けて、愛知県学童

期生活習慣病対策事業啓発シンポジウムについて

120 平成23年12月23
日

skype会議 JICA/エジプト学校保健

プロジェクト

山崎 専門家 学校保健活動マニュアル・ガイドラインの編集について

121 平成24年1月7日 全国町村会館（東

京都）

小児救急電話相談の実施

体制および相談対応の充

実に関する研究班報告会

山崎 委員 小児救急電話相談の実施体制および相談対応の充実に関する
研究班における成果報告と討論

122 平成24年1月12
日

愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

愛知県教育委員会健康学習課とともに来年度の研修コースの

学校訪問について検討

123 平成24年1月13
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度愛知県麻しん

対策会議

山崎 委員 県の主な対応について、麻しんの発生動向について、麻しん

の予防接種実施状況について、予防接種による副反応につい

て、麻しんの検査診断について

124 平成24年1月13
日

愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

発達障害検討会 山崎 委員 コロニー中央病院とあいち小児保健医療総合センター心療科
との統合に向けての課題等について

125 平成24年1月14
日

大府市役所（大府

市）

大府市自立支援協議会

（発達部会）

加藤 構成員 平成23年度のまとめ

126 平成24年1月20
日

愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

愛知県教育委員会体育スポーツ課にて来年度の研修コースの
学校訪問について検討

127 平成24年1月31
日

愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

平成23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23年度特別支援学校による地域支援の実施状況につい

て、特別支援教育体制推進事業等の実施状況、発達障害者支

援体制整備事業の実施状況、特別支援学校の生徒にかかわり

がある県事業の実施状況、特別支援教育推進のためにどのよ

128 平成24年1月31
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23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および健康日本21あいち計画（健

やか親子分野）の最終評価について、各専門委員会の開催結

果について、・平成23年度愛知県母子保健重点目標と重点的

な取り組みについて

129 平成24年2月1日 愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成23年度子どもの健康

を守る地域専門家総合連

携事業協議会

山崎 委員 平成23年度学校保健推進基本計画について、平成23年度専門

家派遣について、平成24年度学校保健推進について

130 平成24年2月3日 名鉄病院（名古屋

市）

平成23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、大

野

事務局 今年度の調査研究について、髄膜炎ワクチン等の啓発ポス

ターについて、次年度の調査研究について

131 平成24年2月3日 愛知県医師会館

（名古屋市）

平成23年度第3回愛知県

小児救急電話相談協議会

山崎 委員 平成23年4月～12月の電話相談件数報告について、平成24年度
の愛知県小児救急電話相談事業の要望について、愛知県小児
救急電話相談看護師への感謝の会開催について

132 平成24年2月5日 あいち小児セン

ター（大府市）

平成23年度愛知県小児保

健協会理事会

山崎、加

藤、浅井

事務局 平成23年度愛知県小児保健協会理事及び監事について、平成

22年度収支決算書、平成23年度事業及び決算見込み、平成24
年度事業計画及び予算案、平成24年度研修担当理事の選出、

日本小児保健協会について、学童期生活習慣病対策普及事業

133 平成24年2月6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23
年度第4回常任理事会

山崎 理事 報告事項：平成23年度臨時総会議事他、開催予定：日本小児

科連絡協議会合同委員会他、審議事項：旅費規定について(公
益法人化に向けて一部修正)他

134 平成24年2月13日 ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

ＪＩＣＡ国別研修「学校

保健」開講式

山崎 コース

リーダー

エジプト、マレーシアの研修員8名による国別研修の開講式
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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

135 平成24年2月14
日

ふれ愛サポートセ

ンタースピカ（大

府市）

親子育成支援事業「ジョ

イジョイ」運営会議

加藤 構成員 平成23年度ジョイジョイの報告

平成24年度計画

136 平成24年2月15
日

大府市役所（大府

市）

平成23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23年度中間報告について、児童虐待防止シンポジウムに

ついて、困難ケースの対応と連携について

137 平成24年2月15
日

東浦町保健セン

ター（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 構成員 平成23年度要保護児童対策の現状について

138 平成24年2月16
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

愛知県病院事業庁総括安

全衛生委員会

山崎 委員 平成23年度安全衛生管理の状況について、平成24年度安全衛

生管理事業計画について

139 平成24年2月17
日

skype会議 JICA/エジプト学校保健

プロジェクト

山崎 専門家 帰国報告、今後のスケジュール・要員配置、パイロット校の

学校保健活動実績比較、普及ガイドラインについて

140 平成24年2月20
日

ふれ愛サポートセ

ンタースピカ（大

府市）

大府市自立支援協議会

（全体会議）

加藤 構成員 大府市自立支援協議会の活動状況について

141 平成24年2月23
日

愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

第3回愛知県健康支援課

長会議

加藤 オブザー

バー

平成24年度保健所健康支援課関連事業

142 平成24年2月24
日

碧南市保健セン

ター（碧南市）

平成2３年度第2回生活習

慣病若年化対策事業作業

山崎、加

藤

委員 平成23年度生活集会病若年化対策事業の実施状況について、

平成24年度に向けて意見交換・情報交換

143 平成24年2月27
日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

ＪＩＣＡ国別研修「学校

保健」評価会

山崎 コース

リーダー

エジプト、マレーシアの研修員とともに、研修内容について

フィードバックを行った。

144 平成24年2月27
日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

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

145 平成24年2月29
日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成23年度あいち小児保

健医療総合センター予防

接種調査検討委員会

山崎、大

野

事務局 愛知県予防接種センターの実績（相談件数、予防接種件

数）、本年度の調査研究活動について

146 平成24年2月29
日

名城大学名駅サテ

ライト（名古屋

市）

平成23年度「妊娠・授乳

婦医薬品適正使用推進研

究班」第3回会議

山崎 委員 平成23年度確認試験（修了試験及び修了式）について、平成

24年度事業計画について、次年度養成講座について

147 平成24年2月29
日

愛知県瀬戸保健所

（瀬戸市）

平成23年度母子保健連絡

調整推進会議

加藤 助言者 周産期における医療機関ー保健機関連携支援体制強化に向け

て

148 平成24年3月1日 あいち小児セン

ター（大府市）

保健センター事業に関す

る説明会

山崎、加

藤

説明者 大阪府立母子保健総合センター企画調査部長；佐藤拓代氏、

WHO母子保健指定研究協力センター；植田紀美子氏との保健

事業に関する説明会

149 平成24年3月7日 愛知県衣浦東部保

健所（刈谷市）

予防接種事故防止研修会

担当者会議

山崎 助言者 各市の予防接種事故把握方法・事故防止対策、予防接種事故

発生状況、発生報告様式等

150 平成24年3月11
日

北名古屋市立鴨田

小学校（北名古屋

ＪＩＣＡ課題別研修「学

校保健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：体育教科と体育活動について

151 平成24年3月16
日

Hotel Flamenco
(Cairo city)

Project team meeting 山崎 専門家 National staffのMs Magdahを交えて今後の活動に関して討議

152 平成24年3月17
日

Queen Hotel
(Fayoum city)

Preparatory meeting on
WS on March 18

山崎 専門家 Dr Farag, Ms Sabah, Ms Zeinat, Dr Asmaaらと、翌日のWS
の最終打ち合わせ

153 平成24年3月19
日

Abo Taleb school
(Tammia)

Dissemination training
by Center Schoolの視察

山崎 専門家 Abo Taleb校において実施された学校健診活動をセンター校か

らノンパイロット校に展開する研修の視察

154 平成24年3月20
日

Menshat el
Gamal school

Dissemination training
by Center Schoolの視察

山崎 専門家 Menshat el Gamal校において実施された学校健診活動をセン

ター校からノンパイロット校に展開する研修の視察

155 平成24年3月21
日

El Rodaa school
(Tammia)

Dissemination training
by Center Schoolの視察

山崎 専門家 El Rodaal校において実施された学校健診活動をセンター校か
らノンパイロット校に展開する研修の視察。健康教育教材に

いても討議156 平成24年3月22
日

Tammia for girls
school (Tammia)

Dissemination training
by Center Schoolの視察

山崎 専門家 Tammia for girls校において実施された学校健診活動をセン

ター校からノンパイロット校に展開する研修の視察

157 平成24年3月25
日

MOHP office
(Cairo)

C/P weekly meeting 山崎 専門家 Dr Nagwa, Dr Sahar (MOHP), Dr Osamaa (HIO), Ms
Ellham, Mr Mosad (MOE)との週礼会議。学校健診視察の結果

158 平成24年3月26
日

愛知県社会福祉会

館（名古屋市）

市町村・福祉相談ｾﾝﾀｰ・

児童ｾﾝﾀｰ・女性ｾﾝﾀｰ・保

健所児童福祉主管課長会

浅井 構成員 平成24年度愛知県健康福祉児童家庭課予算の概要と関連事業

平成24年度愛知県健康福祉部子育て支援課予算の概要と関連

事業

159 平成24年3月29
日

名古屋市役所（名

古屋市）

平成23年度第2回健康な

ごやプラン21推進委員会

山崎 委員 健康ナゴヤプラン21最終評価案について、健康なごやプラン

21改定の今後のスケジュールについて、国の次期国民健康づ

くり運動プランの素案について、平成24年度新規事業等につ

160 平成24年3月29
日

ミッドランドホー

ル（名古屋市）

愛知県病児・緊急預かり

対応基盤正義事業ネット

ワーク会議

山崎 委員 平成23年度の事業活動報告、講座等の実施状況および今後の

予定について、事業終了後の展開について



第4章　資料編

102

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23年4月27日 愛知県薬剤師会館（名古屋

市）

「妊娠・授乳サポート薬剤師」平成

23年度第1回養成講座

山崎 妊娠・授乳サポート薬剤師への期待

2 平成23年4月28日 あいち小児センター（大府

市）

愛知県立看護学校小児看護実習 加藤 あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰにおける保健部門の活動

について

3 平成23年5月9日 ウインクあいち（名古屋 愛知県臨床心理士会 今本 新版Ｋ式発達検査に習熟するために

4 平成23年5月9日 ウインクあいち 愛知県臨床心理士会 並木 新版Ｋ式発達検査に習熟するために

5 平成23年5月9日 ウインクあいち（名古屋

市）

愛知県臨床心理士会 大橋 大学院での学びを振り返り，今，臨床の場で考えるこ

と～目の前の人の人生（歴史）とどのように出会い，

どう関わるか～

6 平成23年5月15日 名古屋国際会議場（名古屋 小児科医会 今本 発達障碍と心理テスト―その利用の仕方についてー

7 平成23年5月24日 アイプラザ半田（半田市） 平成23年度「人権擁護委員の日」記

念講演会

山崎 児童虐待　気になる親子を気にする私たちの視点

8 平成23年6月1日 豊田加茂医師会館（豊田

市）

平成23年度第1回豊田加茂地域母子保

健事業研究会

山崎 改訂される母子健康診査マニュアルについて

9 平成23年6月5日 ウィルあいち（名古屋市） 平成23年度　「妊娠・授乳サポート

薬剤師」養成講座　公開講座

山崎 座長：妊娠中の女性と胎児の生理、先天異常について

（種村光代）、母乳分泌の生理、母乳、乳児の生理に

ついて（瀬尾智子）

10 平成23年6月6日 半田保健所（半田市） 平成23年度半田保健所地域保健福祉

パイオニア育成研修会（第1回）

山崎 マニュアル改訂後の乳幼児健診のポイントについて

11 平成23年6月6日 愛知県津島保健所（津島 津島市健康支援課 河邉 虐待予防という視点から親子の関係を考える

12 平成23年6月14日 あいち小児センター（大府

市）

2010年度名古屋大学大学院医学系研

究科医療行政学修士課程　Young
Leader's Program

山崎 Child health in Japan, School health in Japan

13 平成23年6月16日 あいち小児センター（大府

市）

2010年度名古屋大学大学院医学系研

究科医療行政学修士課程　Young
Leader's Program

加藤 Roles of public health nurses in Japan

14 平成23年6月16日 半田市役所（半田市） 半田市保育園保健会総会講演会 山崎 おとなのかかわり　子どもの育ち ～子育て支援に視点

を置いた乳幼児健診は保育園にどのように活かされる

15 平成23年6月21日 Urban Health Center
(Fayoum city)

Trainer team & monitoring team
workshop For Revising
“Implementation Manual for School
Health Services” and“ Guideline of
Monitoring and Supervision for
School health Services”#3

山崎 Theme 5; School health examination and Medical care
service

16 平成23年6月22日 Urban Health Center
(Fayoum city)

Trainer team & monitoring team
workshop #4

山崎 Theme 5; School health examination and Medical care
service

17 平成23年6月25日 刈谷市産業振興センター

（刈谷市）
平成23年度発達障害支援指導者
養成研修

久野 母子保健の視点から「保健室から見えてくること～相

談例からみる発達障害～」

18 平成23年6月26日 あいち健康プラザ（東浦

町）

名古屋大学小児科医局　あいち小児

保健医療総合センター保健室活動

加藤 あいち小児保健医療総合センター保健室活動

19 平成23年7月5日 Urban Health Center
(Fayoum city)

On job training Workshop for
Health Visitors / School Nurses

山崎 Tammia郡の20校のパイロット校に勤務する学校看護

師向けの研修。

20 平成23年7月6日 ウインクあいち（名古屋 こどもの安全管理・緊急時の対応 加藤、大野 事故予防講義、救急蘇生法の実技

21 平成23年7月9日 あいち小児センター（大府

市）

愛知淑徳大学　福祉貢献学部実習 加藤 あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰにおける保健部門の活動

について

22 平成23年7月25日 愛知県瀬戸保健所（瀬戸 母子健康診査マニュアル研修会 浅見 「３歳児聴覚検査の目的とポイント」

23 平成23年7月27日 蒲郡市保健センター（蒲郡 幼児教室「子どもの事故予防」 大野 事故予防講義、救急蘇生法の実技

24 平成23年7月28日 春日井市立岩成小学校（春

日井市）

春日井市立岩成小学校内現職教育 棚瀬 インシデント・プロセス法による事例検討会

25 平成23年7月30日 愛知県弁護士会館（名古屋

市）

第54回日弁連人権擁護大会プレシン

ポジウム：患者の権利法の制定を求

めて in 愛知

山崎 子どもの医療の実情　～子どもの視点で見る小児医療

26 平成23年8月1日 小牧市保健センター（小牧 子育て支援機関連絡会議 加藤 ハローファミリーカードの活用について

27 平成23年8月1日 あいち小児センター（大府 医療連携セミナー 棚瀬 愛着障害・解離性障害の子どもたちの理解と支援

28 平成23年8月2日 碧南市 生活習慣病若年化対策事業保健指導

プログラム

佃 安全で効果的である運動プログラムの実施・提案

29 平成23年8月5日 あいち小児センター（大府

市）

名古屋学芸大学ヒューマンケア学部

子どもケア科　実習

加藤 あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰにおける保健部門の活動

について

30 平成23年8月6日 三重県北勢きらら学園(四日

市市)
ABSシーティングについて 朝日

31 平成23年8月8日 あいち小児センター（大府 大府養護学校 今本 発達障碍ってどんな障碍？－その理解と支援ー

32 平成23年8月8日 愛知県半田保健所（半田 地域保健福祉パイオニア育成研修会 浅見 「聴覚の発達と異常の早期発見について」

33 平成23年8月11日 特別支援学校伊賀つばさ学

園【名張市）

特別支援学校伊賀つばさ学園 今本 広汎性発達障害のある子の育ち，不適切な問題行動の

理解及び支援

34 平成23年8月22日 西尾市役所（西尾市） 平成23年度西尾市保健主事・養護教

諭研修会

山崎 小児疾患に関する最新の状況と対応

35 平成23年8月23日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」討論

山崎 Case study #1

36 平成23年8月25日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（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）
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37 平成23年8月26日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」討論

山崎 Case study #2

38 平成23年8月29日 瀬戸保健所（瀬戸市） 愛知県瀬戸保健所市町村母子保健推

進事業

母子健康診査マニュアル研修会

山崎 「各健診のチェックポイント」（３～４か月児、１歳

６か月児、３歳児、歯科）～子育て支援の視点に立っ

た乳幼児健診を目指して～

39 平成23年8月30日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」討論

山崎 Case study #3

40 平成23年9月1日 名古屋国際会議場（名古屋

市）

平成23年度日本小児保健協会 小児救

急電話相談スキルアップ研修会

山崎 基礎コースのコーディネート

41 平成23年9月2日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」討論

山崎 Case study #3

42 平成23年9月3日 名古屋国際会議場（名古屋

市）

第58回日本小児保健協会学術集会 山崎 座長：　国際シンポジウム[世界の学校保健活動と子ど

もの笑顔」

43 平成23年9月5日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」討論

山崎 Problem Analysis #1& #2

44 平成23年9月6日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」討論

山崎 Problem Analysis #3

45 平成23年9月7日 佐世保市中央保健福祉セン

ター（佐世保市）

児童虐待予防のための家庭支援技術

研修会

加藤 妊娠届出時における要支援家庭の「ふるいわけ」と乳

児検診結果について

46 平成23年9月8日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」講義

山崎 学校健診の実際（ロールプレイによる学校現場での健

診手技習得と事後措置に関する討論）

47 平成23年9月10日 あいち健康の森健康科学総

合センター（東浦町）

平成23年度JICA研修「生活習慣病予

防対策研修コース」

山崎 Metabolic syndrome in childhood

48 平成23年9月10日 金山プラザホテル（名古屋

市）

第31回南部小児科懇話会 山崎 子育て支援に視点をおいた乳幼児健診 ～子育て支援と

発達支援

49 平成23年9月14日 愛知県社会福祉会館（名古

屋市）

愛知県福祉人材センター 今本 関わりの難しい子どもの理解と対応

50 平成23年9月15日 ＪＩＣＡ本部（東京都） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 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：牧本小枝課長）

51 平成23年9月17日 瀬戸市 瀬戸市児童生活習慣病予防事業 佃・竹内 安全で効果的である運動プログラムの実施・提案

52 平成23年9月18日 あいち小児センター（大府

市）

あいち医療通訳システム研修会（～

19日）

山崎 コーディネート；医療現場でのロールプレイによる通

訳研修

53 平成23年9月18日 愛知県産業労働センター

（名古屋市）

あいちこころの診療医研究会 山崎 コーディネート 第1回講座；被災地支援の報告（あい

ち小児センター川村昌代）、災害にあった子どものメ

ンタルヘルス（名古屋大学　吉川　徹）

54 平成23年9月18日 あいち健康プラザ（東浦 県民健康祭　「こどもの事故予防」 浅井 事故予防啓発活動

55 平成23年9月20日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（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）

56 平成23年9月22日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」討論

山崎 Action Plan making 1

57 平成23年9月22日 みよし市立南部小学校（み

よし市）

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

58 平成23年9月22日 西三河合同庁舎（岡崎市） 子育てネットワーカー養成講座「事

故予防」

森本、浅井 事故予防講義、救急蘇生法の実技

59 平成23年9月24日 小牧市保健センター（小牧 予防接種講演会 山崎 安心安全な予防接種　最近の話題から

60 平成23年9月26日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（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；学校保健における健康教育（理論と

実践）（システム科学コンサルタンツ：森川ひかり）

61 平成23年9月29日 静岡県下田総合庁舎（下田 平成23年度第3回母子保健関係者研修 山崎 乳幼児健康診査 現場の課題とその対応

62 平成23年9月30日 大府市立神田小学校（大府 ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視 山崎 コーディネート；教科としての体育活動

63 平成23年10月3日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保

健」討論

山崎 Action Plan making 2&3

64 平成23年10月4日 扶桑町給食センター（扶桑

町）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視

察

山崎 コーディネート；日本の学校給食システム（愛知県教

育委員会健康学習課：倉橋伸子）

65 平成23年10月4日 扶桑町立柏森小学校（扶桑 ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」視 山崎 コーディネート；学校給食活動の実際

66 平成23年10月6日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（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

67 平成23年10月11日 名古屋市南保健所（名古屋

市）

名古屋市南保健所子育て講座 山崎 守りたい！子どもの健康・成長」　　～子どもをとり

まく環境～

68 平成23年10月13日 大府市役所（大府市） 病児・病後児スタッフ養成講座 山崎 子どもの事故と予防対策

69 平成23年10月17日 津島市総合保健福祉セン

ター（津島市）

津島市健康支援課 河邉 事例検討会　助言者

70 平成23年10月18
日

愛知県東大手庁舎（名古屋

市）

子育てネットワーカー養成講座「事

故予防」

久野、大野 事故予防講義、救急蘇生法の実技

71 平成23年10月20日 秋田県民会館（秋田市） 第70回日本公衆衛生学会総会 山崎 座長；シンポジウム「気になる子どもと家族のサポー

ト―発達障害児支援システムと連携のあり方－」

72 平成23年10月23日 日本ガイシ スポーツプラザ

ガイシホール（名古屋市）

子どもの事故予防(チュウキョウ君） 加藤、大野 事故予防啓発活動
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73 平成23年10月30日 Fayoum Health Education
District (Fayoum city)

Workshop for School Doctors -
Comprehensive School Health
Examination

山崎 パイロット校の学校医に対する学校健診実施の研修

74 平成23年10月30日 愛知学院大学日進キャンパ

ス(日進市）

愛知県臨床心理士会福祉領域部会 並木 知能検査を使うために

75 平成23年11月3日 名古屋市中小企業振興会館

(名古屋市）

はぐみんフェスタ 森本、大野 事故予防啓発活動

76 平成23年11月8日 あいち小児センター（大府 平成23年度新規採用栄養教諭研修 山崎 児童生徒の生活習慣病

77 平成23年11月11日 豊川市総合体育館(豊川市) 東三河南部医療圏母子保健推進会議 浅見 「母子健康診査マニュアルについて」

78 平成23年11月12
日

岡山コンベンションセン

ター（岡山市）

第17回日本保育園保健学会　シンポ

ジウム「療育が必要な子どもたちと

山崎 乳幼児健診から保育園につなげる支援　～乳幼児健診

における子育て支援の必要性の判定について

79 平成23年11月13日 名古屋大学（名古屋市） 第58回日本学校保健学会　シンポジ

ウム「子ども虐待への対応－発見か

ら援助まで－」

山崎 被虐待児支援における医療機関と学校の連携

80 平成23年11月15日 大垣市墨俣さくら会館（大

垣市）

平成23年度西濃地域児童虐待防止研

修会

山崎 子ども虐待への地域での対応　～発見から支援へ

81 平成23年11月19日 日進市市民会館（日進市） 第13回　あいち小児保健医療総合セ

ンター県民公開講座

山崎、浅

井、森本

コーディネート；子どもの心の専門医が語る「へこた

れない！強いこころの育て方」（川村昌代）

82 平成23年11月19 あいち小児センター（大府 ダウン症の食事指導について 朝日

83 平成23年11月20
日

愛知県医師会館（名古屋

市）

「妊婦・授乳婦への医薬品適正使用

について」　特別講演会

山崎 妊婦・授乳婦医薬品適正使用推進研究班の事業及び妊

娠・授乳の薬の適正使用について

84 平成23年11月22日 一宮市 子どもの入院生活に望ましい環境づ 棚瀬 センターの保育活動紹介や遊び方や玩具紹介

85 平成23年11月23日 愛知県産業労働センター

（名古屋市）

平成23年度日本小児保健協会 小児救

急電話相談スキルアップ研修会（～

山崎 実践コースのコーディネート

86 平成23年11月27
日

愛知県医師会館（名古屋

市）

平成23年度日本医師会生涯教育講座 山崎 乳幼児健診における新しい評価の視点 ～子育て支援と

発達支援

87 平成23年12月17日 あいち小児センター（大府 PALS講習会（～18日） 山崎 コーディネート

88 平成23年12月20
日

愛知県立総合衛生専門学校

（名古屋市）

小児看護学方法論1第一看護科2年生 山崎 小児の特徴的な健康障害と治療（呼吸器系、消化器

系）

89 平成23年12月26
日

名古屋市中川保健所（名古

屋市）

中川保健所　喫煙予防教室 山崎 タバコとわたしたちの健康

90 平成24年1月11日 岡崎市保健所（岡崎市） 新生児周産期保健関係者向け研修会 加藤 虐待予防・養育支援訪問事業について

91 平成24年1月12日 愛知県立総合衛生専門学校

（名古屋市）

小児看護学方法論1第一看護科2年生 山崎 小児の特徴的な健康障害と治療（社会医学）

92 平成24年1月19日 東浦町社会福祉会館（東浦 託児ボランティア講座「事故予防」 浅井 事故予防講義、救急蘇生法の実技

93 平成24年1月22日 東建ホール・丸の内（名古

屋市）

第4回あいち・くすりフォーラム 山崎 座長：慢性疾患（内分泌疾患）をもつ女性の妊娠・出

産・育児

94 平成24年1月24日 豊橋市役所（豊橋市） Vamos aprender sobre o exame de
saúde escolar
e como é realizado　学校健診とその

方法を学ぼう

山崎 Saúde escolar no Japão, O procedimento e como
realizar o exame de saúde

95 平成24年1月30日 蒲郡市保健センター（蒲郡

市）

蒲郡市医師会予防接種研修会 山崎 予防接種に関する最近の話題　不活化ポリオワクチ

ン、ロタウイルスワクチンについて

96 平成24年2月5日 名古屋市 HPSの視点と先進スキルで看護師が

行う効果的なプレパレーション

棚瀬 プレパレーションの意味と実演（プレパレーションや

ディストラクション）

97 平成24年2月7日 豊明勤労会館（豊明市） 病児・病後児スタッフ養成講座 山崎 子どもと事故の予防対策

98 平成24年2月9日 名古屋市中小企業振興会館

（名古屋市）

愛知県学童期生活習慣病対策事業啓

発シンポジウム　学童期からの健康

な生活習慣の確立に向けて

山崎、加藤 コーディネート；基調講演「試して、なるほど！　学

童期生活習慣づくりの健康教育とその指導原理」（近

藤真庸）、パネルディスカッション「学校保健と地域

保健の協働による学童期生活習慣病対策の取り組み」

99 平成24年2月9日 名古屋市中小企業振興会館

(名古屋市）

学童期生活習慣病対策事業シンポジ

ウム

山崎、加

藤、森本

学童期生活習慣病対策事業シンポジウム

100 平成24年2月14日 豊田市立東山小学校（豊田 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

101 平成24年2月14日 津島保健所

（津島市）

ハイリスク母子の周産期医療機関と

保健機関との連携会議

久野 ハローファミリーカードを用いた支援について

102 平成24年2月16日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」討論 山崎 コーディネート；帰国研修員のプログレスレポート報

告会（テレビ会議）
103 平成24年2月17日 尾張旭市立白鳳小学校（尾

張旭市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；学校給食活動の実際

104 平成24年2月20日 HANDS事務局（東京都） 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）
105 平成24年2月21日 ＪＩＣＡ本部（東京都） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 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：瀧澤郁雄）
106 平成24年2月23日 愛知県総合教育センター

（東郷町）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；現職教員研修（一般・養護教諭）

（教育センター研修部長；水野達彦、研修指導主事深
107 平成24年2月25日 石が瀬会館（大府市） おおぶファミリー・サポート・セン

ター講習会

山崎 乳幼児の健康

108 平成24年2月27日 半田市 プレパレーションとディストラク

ションの理念や目的・実践方法

平野 プレパレーションの意味と実演（プレパレーションや

ディストラクション）
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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
109 平成24年2月28日 Escola Alegria de Saber豊橋

校（豊橋市）

外国人学校における学校保健のあり

方に関する研究　パイロット校にお

ける健康診断の実施

山崎 Escola Alegria de Saber豊橋校に通う全児童生徒の健

康診断の実施

110 平成24年3月1日 名古屋市役所西庁舎（名古

屋市）

平成23年度子育て総合相談窓口担当

者研修会

山崎 妊娠期からの養育支援のあり方　～妊娠届出書の変更

の意義～
111 平成24年3月5日 愛知江南短期大学（江南

市）

江南市「病気の子どもをお預かりす

るための研修講座」

山崎 子どもの病気 急性感染症の知識と対応

112 平成24年3月5日 愛知江南短期大学（江南

市）

江南市「病気の子どもをお預かりす

るための研修講座」

山崎 子どもの事故とその予防対策

113 平成24年3月6日 愛知県江南保健所（江南

市）

江南保健所サービス調整推進会議(周
産期医療機関連携会議)

山崎 新しい妊娠届出書の有効活用」　－要支援家庭への早

期支援に向けて-
114 平成24年3月7日 愛知県衣浦東部保健所（刈

谷市）

予防接種事故防止研修会 山崎 予防接種による事故防止について

115 平成24年3月11日 名城大学薬学部（名古屋

市）

「妊娠・授乳サポート薬剤師」修了

試験及び修了式

山崎 講評

116 平成24年3月14日 Fayoum Club (Fayoum city) TT’s Refresher Training on T1-4 to
Pilot Schools

山崎 Trainer Team (TT)を講師としたパイロット校100名の

Internal School Helath Committeeへの研修
117 平成24年3月15日 Fayoum Club (Fayoum city) Center Schools’ Dissemination

Kickoff Workshop for Non-pilot
山崎 プロジェクトの学校保健モデルを他校にも広めるため

に実施した研修。
118 平成24年3月18日 Fayoum Club (Fayoum city) TT’s Refresher Training on T5 to

Pilot Schools
山崎 パイロット校で実践した学校健診についての問題点と

その改善に向けた討議
119 平成24年3月29日 ミッドランドホール（名古

屋市）

病児・病後児預かり 啓発フォーラム 山崎 パネルディスカッション：病児・病後児保育のこれか

らを考える　～中央からではなく、市町村と市民でつ
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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23年7月29日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀・
土屋

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

2 平成23年11月11日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀・
土屋

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

3 平成24年3月23日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀・
土屋

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23年6月3日 知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ（ふたば園）

療育相談 田辺 講師 職員研修

2 平成23年6月10日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 助言者 リハビリ相談

3 平成23年6月23日 知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ（ふたば園）

療育相談 田辺 講師 職員研修

4 平成23年6月28日 碧南市（チャレンジサポー

ト）

朝日 助言者 担当患者の通園施設での生活支援技術の提

供

5 平成23年6月28日 知多市（やまもも園） 障害児療育支援事業 佃 講師 療育相談

6 平成23年7月8日 知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ（藤江保育園）

障害児療育支援事業 田辺 講師 事例検討及び研修

7 平成23年7月19日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 助言者 リハビリ相談

8 平成23年7月19日 阿久比町立宮津保育園 障害児療育支援事業 佃 講師 療育相談

9 平成23年9月7日 知多市（やまもも園） 朝日 講師 担当患者の食事指導について情報提供と技

術支援10 平成23年9月27日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 助言者 リハビリ相談

11 平成23年10月4日 知多市（やまもも園） 障害児療育支援事業 佃 講師 療育相談

12 平成23年10月18日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 助言者 リハビリ相談

13 平成23年11月22日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 助言者 リハビリ相談

14 平成23年12月2日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 助言者 リハビリ相談

15 平成23年12月8日 知多地域障害者生活支援セン

ターらいふ（藤江保育園）

障害児療育支援事業 田辺 講師 事例検討及び研修

16 平成23年12月13日 豊明市（どんぐり園） 朝日 助言者 担当患者の食事指導について情報提供と技

術支17 平成23年12月13日 知多市（やまもも園） 障害児療育支援事業 佃 講師 療育相談

18 平成23年12月14日 阿久比町立宮津保育園 障害児療育支援事業 佃 講師 療育相談

19 平成24年1月24日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 助言者 リハビリ相談

20 平成24年2月10日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 助言者 リハビリ相談
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