
第4章　資料編

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24年4月9日 常滑市立西浦小学

校（常滑市）

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24年4月10

日

愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成24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24年度愛知県保健所長会の

新体制について、平成24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、本庁連絡事項

3 平成24年4月10

日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

市）

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24年度のＪＩＣＡ集団研修「学校保健」の海外の研修員の選考。

11名を選考した。

4 平成24年4月12

日

あいち小児セン

ター（大府市）

被災後の対応を含めた在宅障が

い児支援ツールの開発に関する

研究会議

山崎・今

本

研究協力

者

保育所における障害児保育の実態調査について

5 平成24年4月17

日

大府養護学校（大

府市）

平成24年度第1回安全衛生委員

会

山崎 校医 本年度の開催日程について、本年度の開催内容について

6 平成24年4月19

日

西尾市立東幡豆小

学校（西尾市）

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

7 平成24年4月19

日

あいち小児セン

ター（大府市）

あいち小児センターと児童家庭

課事業打ち合わせ

山崎・

辻・浅井

関係者 平成24年度児童家庭課の事業について、平成24年度のあいち小児セン

ターの事業について、母子健康診査マニュアルについて

8 平成24年4月20

日

福岡サンパレスホ

テル（福岡市）

日本小児保健協会平成24年度理

事候補者会

山崎 理事 執行役員選出

9 平成24年4月21

日

福岡平和ビル（福

岡市）

日本小児国際保健医療研究会運

営委員会

山崎 役員 各委員会からの報告、今後の運営方針について

10 平成24年4月23

日

稲沢市立領内小学

校（稲沢市）

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：健康推進学校の活動について

11 平成24年4月23

日

阿久比町保健セン

ター（阿久比町）

阿久比町予防接種事故対策委員

会

山崎 委員 予防接種事故対策について

12 平成24年4月24

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

平成24年度第1回保健所健康支

援課長会議

辻 オブザー

バー

平成24年度保健所健康支援会関連事業について

13 平成24年4月25

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24養成講座受講者選出、24年度事業計画について、第5回あいち・

くすりフォーラムについて、第45回東海薬剤師学術大会について

14 平成24年5月1日 大府市保健セン

ター（大府市）

平成24年度健康おおぶ21プラン

推進会議（第1回）

森本 委員 「健康おおぶ２１プラン」「自分の健康づくりと大府の健康なまちづく

り」について

15 平成24年5月8日 愛知県教育委員会

健康学習課（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

平成24年度研修実施に向けての説明と講師依頼等

16 平成24年5月8日 名古屋市立大学医

学部（名古屋市）

第3回先天性代謝異常等検査専門

委員会

山崎 委員 先天性代謝異常等検査におけるタンデムマス法移行に伴う課題について

17 平成24年5月10

日

あいち小児セン

ター（大府市）

平成24年度児童虐待予防活動推

進人材育成事業ワーキンググ

ループ

山崎・

辻・浅

井・久野

構成員 乳幼児虐待予防実務研修プログラムについて

18 平成24年5月16

日

名古屋市役所子育

て支援課（名古屋

市）

時間外電話相談に関する検討会 山崎 事務局 名古屋市が運営する「子どもあんしん電話相談事業」の実績と当セン

ターの時間外電話相談事業間での情報交換

19 平成24年5月17

日

アイリス愛知（名

古屋市）

平成24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23年度事業実績（案）および平成23年度歳入・歳出決算（案）について、

平成24年度事業計画（案）及び平成24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

20 平成24年5月17

日

国際センター（名

古屋市）

こども財団設立準備会議 山崎 専門家 一般財団法人こども財団の設立に関する検討

21 平成24年5月18

日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成24年度「乳幼児虐待予防対

策強化事業」企画選定委員会

山崎 委員 乳幼児虐待予防対策強化事業に係る応募企画の審査について

22 平成24年5月21

日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

市）

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

23 平成24年5月22

日

名鉄病院（名古屋

市）

平成24年度第1回予防接種セン

ター調査検討委員会研究部会

山崎・森

本

事務局 接種要注意者の予防接種に関するアンケートの実施

24 平成24年5月23

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

児童家庭課主催保健所・市町村

母子保健担当者会議

（山崎）

辻・浅井

（講師）

事務局

母子健康診査マニュアルに基づく健診情報の利活用について、乳幼児虐

待予防強化事業について

25 平成24年5月23

日

あいち小児保健医

療総合センター(大

府市）

平成24年度第1回あいち発達障

害者支援センター連絡協議会

辻 委員 あいち発達障害者支援センター運営事業について

26 平成24年5月24

日

あいち小児保健医

療総合センター(大

府市）

平成24年度児童虐待予防活動推

進人材育成事業ワーキンググ

ループ

山崎・辻・
浅井・久
野

構成員 乳幼児虐待予防実務研修プログラムについて

27 平成24年5月25

日

愛知県医師会館

（名古屋市）

平成24年度愛知県小児科医会理

事会

山崎 国際委員

会委員

会務報告、平成23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24年5月28

日

碧南市役所（碧南

市）

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉

会かしの木保育園死亡事故に係

る第三者委員会（第1回）

山崎 委員 委員長の選任、副委員長の指名、保育園児死亡事故の概要について、国

および県の最近の動向について

29 平成24年5月29

日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成24年度愛知県学校保健課題

解決支援事業第1回協議会

山崎 委員 事業内容等について、愛知県の具体的な健康課題について、重点地域事

業説明、意見・助言

30 平成24年5月29

日

愛知県西庁舎(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・辻 事務局 平成24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

31 平成24年5月29

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・辻 説明者 平成24年度あいち小児保健医療総合センター保健センター保健事業内容

について

32 平成24年5月31

日

愛知県自治セン

ター(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

山崎・辻・
久野

事務局 平成23年度保健事業実施内容について、平成24年度保健事業実施計画

について

33 平成24年6月2日 skype会議 JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 第4年次の活動について

34 平成24年6月5日 大府市役所（大府

市）

平成24年度第1回大府市要保護

児童対策地域協議会

山崎 委員長 平成23年度実績報告について、平成24年度事業計画について、シンポ

ジウムについて
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35 平成24年6月5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の評価に関する打

合せ会（第1回）

山崎 構成員 最終評価の方法について、次期プランについて

36 平成24年6月10

日

ホテル札幌芸文館

（札幌市）

日本小児科医会平成24年度第1

回国際委員会

山崎 委員 平成23年度事業報告と決算報告、平成24年度事業計画および予算の概

要、

37 平成24年6月12

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 終了時評価に関する打ち合わせ

38 平成24年6月15

日

あいち小児センター
(大府市）

平成24年度児童虐待予防活動推

進人材育成事業ワーキンググ

ループ

山崎・辻・
浅井・久
野

構成員 乳幼児虐待予防実務研修プログラムについて

39 平成24年6月17

日

ベルサール九段

（東京都）

日本小児保健協会平成24年度第

1回理事会

山崎 理事 平成24年度人事・事業実施報告、日本小児保健協会学術集会開催計画、

常任理事選任の件、委員会編成の件、平成23年度収支決算（案）ならび

に監査報告、平成24年度修正予算(案)、第61回日本小児保健協会学術集

会 会頭について

40 平成24年6月17

日

ベルサール九段

（東京都）

小児救急の社会的サポートに関す
る委員会第1回委員会

山崎 委員長 参加者募集について、基礎コースの運営ついて、実践コースについて、

テキストについて、今後の運営について

41 平成24年6月18

日

東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

母子保健事業の効果的実施のた

めの妊婦健診、乳幼児健診デー

タの利活用に関する研究班第1回

班会議

山崎・

辻・浅井

研究分担

者、研究

協力者

今年度の計画内容、分担研究者の報告、最終評価に向けて

42 平成24年6月22

日

大阪府立母子保健

総合医療センター

（和泉市）

乳幼児健康診査の実施と評価な

らびに多職種連携による母子保

健指導のあり方に関する研究班

山崎 研究代表

者

研究班の構成に関する検討

43 平成24年6月28

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

平成24年度児童虐待予防活動推

進人材育成事業第1回実務研修企

画評価会議

山崎・辻 構成員 愛知県保健師の母子保健における人材育成について、実務研修につい

て、報告書の作成について

44 平成24年7月2日 大府市役所(大府

市）

大府市自立支援協議会（発達部

会）

辻 構成員 大府市自立支援協議会の23年度の活動報告及び24年度の活動について

45 平成24年7月4日 ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保

健」評価会・閉講式

山崎 コース

リーダー

研修員からのフィードバックによる研修評価・修了書授与

46 平成24年7月9日 厚生労働省雇用機

会均等・児童局母

子保健課（東京

都）

乳幼児健康診査の実施と評価な

らびに多職種連携による母子保

健指導のあり方に関する研究班

山崎 研究代表

者

研究内容に関する検討

47 平成24年7月10

日

碧南市役所（碧南

市）

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉

会かしの木保育園死亡事故に係

る第三者委員会（第2回）

山崎 委員 事故現場の視察について、遺族の意見陳述について

48 平成24年7月12

日

碧南市保健セン

ター（碧南市）

第1回生活習慣病若年化対策事業

作業部会

山崎・森

本

構成員 平成24年度生活習慣病若年化対策事業の実施状況について、今後の生活

習慣病若年化対策事業について

49 平成24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24年度第1回

学校保健委員会

山崎・辻 委員 ヒヤリハット報告の活用、学校給食における緊急時連絡体制、感染症対

応、平成23年度保健室利用状況、小児センター緊急受診について

50 平成24年7月18

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の評価に関する打

合せ会（第2回）

山崎 構成員 最終評価の方法決定、無作為抽出（人口別）による対象地域の決定、次

期プランの指標について

51 平成24年7月19

日

HANDS事務局

（東京都）

JICA/学校保健プロジェクト検

討会

山崎 専門家 ガーナ国における学校保健活動に対するプロジェクト企画に関する検討

52 平成24年7月23

日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成24年度第1回愛知県小児救

急電話相談事業運営協議会

山崎 委員 平成23年度の電話相談実績について、平成24年度の電話相談事業につ

いて、他都道府県の実施状況について

53 平成24年7月26

日

名古屋市役所（名

古屋市）

健康なごやプラン21推進委員会 山崎 委員 健康なごやプラン21の改訂作業について

54 平成24年7月28

日

skype会議 JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 終了時業務報告書と第6回JCCについての検討

55 平成24年7月29

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

56 平成24年7月31

日

名古屋市立大学医

学部（名古屋市）

先天性代謝異常等検査検討会 山崎 委員 先天性代謝異常等検査におけるタンデムマス法移行に伴う課題について

57 平成24年8月2日 ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保

健」評価会

山崎 コース

リーダー

今年度の反省・来年度の計画について、平成26年度以降の学校保健コー

スの実施に関する検討（JICA中部研修業務課と）

58 平成24年8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24年実践

活動助成対象者選考会

山崎 委員 実践活動助成の対象者の選定

59 平成24年8月7日 碧南市役所（碧南

市）

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉

会かしの木保育園死亡事故に係

る第三者委員会（第3回）

山崎 委員 事故当時の見守り体制について、保育園の安全管理体制について

60 平成24年8月24

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

平成24年度第1回愛知県特別支

援教育連携協議会

辻 委員代理 平成24年度愛知県特別支援教育体制推進事業について、平成24年度第1

回地区特別支援教育連携協議会での成果と課題等について

61 平成24年8月27

日

愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成24年度第1回児童虐待予防

対策委員会

山崎 委員長 児童虐待の現状について、児童虐待予防に関する取組の現状について、
児童虐待予防の課題と今後の取組について

62 平成24年8月27

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の評価に関する打

合せ会（第3回）

山崎 構成員 母子保健全体の課題について、地域の母子保健の現状について、次期プ

ランの課題の検討

63 平成24年8月30

日

愛知県衣浦東部保

健所（刈谷市）

予防接種事故予防研修会担当者

会議

山崎 助言者 管内の現状と対応について

64 平成24年9月4日 あいち小児セン

ター（大府市）

平成24年度児童虐待予防活動推

進人材育成事業実務研修検討会

議

山崎 構成員 乳幼児虐待予防実務研修プログラムについて

65 平成24年9月9日 日本子ども家庭総

合研究所（東京

小児救急の社会的サポートに関す
る委員会 第3回委員会

山崎 委員長 参加者応募状況について、基礎コース（岡山）の最終確認、実践コース

（東京）の運営方法や資料等について、配布教材等について
66 平成24年9月12

日

愛知県立大府養護

学校（大府市）

大府養護学校職員健診 山崎 校医 教職員健康診断指導区分判定

67 平成24年9月13

日

豊橋市立嵩山小学

校（豊橋市）

JICA国別研修「学校保健」 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
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68 平成24年9月14

日

愛知県立大府養護

学校（大府市）

大府養護学校第7回安全衛生委員

会

山崎 校医 メンタルヘルス講習会について、養護教諭より、今年度の予定について

69 平成24年9月15

日

日本小児科医会事

務局（東京都）

平成24年度#8000検討班（桑原

チーム）第1回全体会

山崎 委員 全国情報支援センターの立ち上げ、#8000の費用対効果の研究、国民の

周知度および満足度調査について

70 平成24年9月17

日

東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

乳幼児健康診査の実施と評価な

らびに多職種連携による母子保

健指導のあり方に関する研究班

第1回全体会議

山崎・新

美

研究代表

者、研究

協力者

研究班の計画概要いついて、情報提供；乳幼児健診における発達のスク

リーニング等について（神尾陽子：国立精神・神経医療研究セン

ター）・母子健康診査マニュアル（愛知県版）について、本年度の調査

内容について

71 平成24年9月18

日

碧南市役所（碧南

市）

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉

会かしの木保育園死亡事故に係

る第三者委員会（第4回）

山崎 委員 事故の状況について（直接的要因、見守り体制、救急処置等）、おやつ

について（食材、食べさせ方等）、保育環境について（詰め込み保育、

異年齢保育等との関連）、行政の対応について（監査体制、事故後の対

応等）72 平成24年9月22

日

ミッドランドスク

エア―（名古屋

市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保

健」打ち合わせ会

山崎 コース

リーダー

課題別研修コースの外部委託に関する検討

73 平成24年9月25

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

第1回平成24年度愛知県安心安

全な妊娠出産推進委員会

辻 委員 母子保健統計について、平成24年度児童虐待予防に関する取り組みにつ

いて、健やかな妊娠サポートについて、HTVV-1母子感染対策について

74 平成24年9月27

日

岡山コンベンショ

ンセンター（岡山

市）

日本小児保健協会平成24年度第

3回理事会

山崎 理事 平成24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、

各委員会活動報告

75 平成24年9月28

日

岡山コンベンショ

ンセンター（岡山

市）

小児救急の社会的サポートに関

する委員会　平成24年度第3回

委員会

山崎 委員長 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基

礎コースについて

76 平成24年10月3

日

Branch Office

MOHP, Cairo

JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 Preliminary Meeting with C/Ps

77 平成24年10月4

日

Central Office

MOHP, Cairo

JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 第6回Joint Coordination Committee(JCC)会議

78 平成24年10月8

日

Branch Office

MOHP, Cairo

JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 Meeting with Dr Nagwa

79 平成24年10月10

日

MOE, Fayoum

Governorate

JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 Meeting with Mr Gama,Ms Ahlam and Ms Genan El Garhy

80 平成24年10月10

日

MOHP, Fayoum

Governorate

JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 Meeting with Dr Emam

81 平成24年10月10

日

Urban Health

Center, Fayoum

Governorate

JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 Health Visitor向け研修会(Dr Farag), Arab Medical Unionの助成

82 平成24年10月10

日

HIO, Fayoum

Governorate

JICA/エジプト学校保健プロ

ジェクト

山崎 専門家 Meeting with Dr Hosam、Dr Mohsen and Dr Osamma

83 平成24年10月19

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の評価に関する打

合せ会（第4回）

山崎 構成員 最終評価・次期プランについて、浜松市の母子保健の現状について、次

期プラン課題の検討

84 平成24年10月19

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

平成24年度保健所・市町村地域

保健主管課長会議

辻 オブザー

バー

保健所・市町村の地域保健対策関連事業について、地域保健活動に関す

る動向について

85 平成24年10月22

日

碧南市役所（碧南

市）

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉

会かしの木保育園死亡事故に係

る第三者委員会（第5回）

山崎 委員 おやつの物性検査について、行政の対応について（監査体制、事故後の

対応等）、全体を通じての意見交換

86 平成24年10月22

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

平成24年度愛知県要保護児童対

策協議会

辻 委員代理 平成23年度愛知県児童相談センター相談実績の概要について、平成24

年度児童虐待予防関連事業について

87 平成24年10月23

日

あいち小児セン

ター（大府市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎・浅

井

助言者 衣浦東部保健所の平成23年度乳幼児健診結果に対する分析について

88 平成24年11月2

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の評価に関する打

合せ会（第5回）

山崎 構成員 最終評価・次期プランについて、調査対象地域の選定方法検討、指標お

よび調査票の検討

89 平成24年11月7

日

名城大学名駅サテ

ライト（名古屋

市）

平成24年度「妊娠・授乳婦医薬

品適正使用推進研究班」第2回会

議

山崎 委員 「妊娠・授乳と薬」対応手引き最終校正について、第45回東海薬剤師学術大

会　特別講演について、第5回あいち・くすりフォーラムについて、修了試験及
び症例課題について、妊婦・授乳サポートシステム改善点

90 平成24年11月10

日

愛知県立大府養護

学校（大府市）

平成24年度学校評議会並びに学

校関係者評価員会

山崎 委員 学校評価について、本校教育へのアンケートについて、学校評議会で話

題になった内容（平成23年度）に関する報告、学校関係者評価を実施す

る主な評価項目について

91 平成24年11月11

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 第4回委員会

山崎 委員長 実践コース（東京）の運営方法や資料等について、来年度の研修会につ

いて

92 平成24年11月12

日

島根県職員会館

（松江市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎 研究代表

者

島根県における母子保健と乳幼児健診の状況に関する聞き取り調査

93 平成24年11月13

日

岡山県備中保健所

（倉敷市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎 研究代表

者

岡山県備中保健所管内における母子保健と乳幼児健診の状況に関する聞

き取り調査

94 平成24年11月17

日

あいち小児セン

ター（大府市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎・新

美

研究代表

者、研究

協力者

市町村における乳幼児健診の実態把握に関する検討

95 平成24年11月19

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 帰国報告会

96 平成24年11月20

日

東京都庁（東京

都）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎 研究代表

者

東京都における母子保健と乳幼児健診の状況に関する聞き取り調査

97 平成24年11月20

日

厚生労働省合同庁

舎5号館（東京

都）

小児救急の社会的サポートに関

する委員会

山崎 委員長 医政局指導課の小児救急電話相談事業担当者との研修会に関する打ち合

わせ

98 平成24年11月26

日

碧南市役所（碧南

市）

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉

会かしの木保育園死亡事故に係

る第三者委員会（第6回）

山崎 委員 児童福祉最低基準の解釈について、再発防止に向けての検証などの意見

交換

99 平成24年11月29

日

山梨大学（山梨県

中央市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎 研究代表

者

乳幼児健診の保健指導に対する科学的根拠に関する検討
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100 平成24年12月3

日

北海道庁（北海

道）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎・新

美

研究代表

者、研究

協力者

北海道における母子保健と乳幼児健診の状況に関する聞き取り調査

101 平成24年12月4

日

愛知県衣浦東部保

健所（刈谷市）

平成24年度衣浦東部保健所母子
保健推進事業

山崎・

浅井

助言者 「母子健康診査マニュアル推進研修会」意見交換会

102 平成24年12月6

日

高知県庁（高知

市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎 研究代表

者

高知県における母子保健と乳幼児健診の状況に関する聞き取り調査

103 平成24年12月11

日

あいち小児セン

ター（大府市）

被災後の対応を含めた在宅障が

い児支援ツールの開発に関する

研究会議

山崎・今

本

研究協力

者

保育所における障害児保育の実態調査結果について、来年度の研修会に

ついて

104 平成24年12月12

日

愛知県東大手庁舎

(名古屋市）

平成24年度第2回あいち発達障害
者支援センター連絡協議会

辻 委員 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、発達障害支援

に関する情報交換等について

105 平成24年12月13

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

平成24年度児童虐待予防活動推

進人材育成事業実務研修評価会

山崎・

辻・久野

構成員 実務研修での学びについて、実務研修の評価と今後の方向性について、

講話：母子保健における保健所保健師への期待（愛知県豊川保健所澁谷

いづみ所長）

106 平成24年12月15

日

あいち小児セン

ター（大府市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎・新

美

研究代表

者、研究

協力者

母子健康診査マニュアル（愛知県班）について、乳幼児健康診査の状

況、乳幼児健康診査における県の役割、健診後の事後フォロー体制につ

いて

107 平成24年12月21

日

愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成24年度第2回愛知県児童虐

待予防対策委員会

山崎

久野

委員長

委員

児童虐待予防対策の目標と評価について、児童虐待予防の今後の取組に

ついて

108 平成24年12月22

日

日本小児科医会事

務局（東京都）

#8000検討班（桑原チーム）第2

回全体会

山崎 研究協力

者

「全国情報支援センター」の立ち上げ等に関する都道府県の意向調査、

#8000の費用対効果の研究、多数県の協同による深夜帯応需状況の解

析、#8000と「子どもの救急web」との連携について

109 平成24年12月25

日

碧南市役所（碧南

市）

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉

会かしの木保育園死亡事故に係

る第三者委員会（第7回）

山崎 委員 これまでの検討を踏まえた報告書（案）について

110 平成24年12月25

日

碧南市保健セン

ター（碧南市）

小児期生活習慣病対策事業作業

部会

山崎 委員 DVD制作に関する打ち合わせ会

111 平成25年1月8日 名古屋市立大学

（名古屋市）

先天性代謝異常等検査検討会 山崎 委員 先天性代謝異常等検査におけるタンデムマス法移行に伴う課題について

112 平成25年1月10

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

平成24年度母子健康診査等専門

員会

山崎

辻・浅井

委員

事務局

乳幼児健康診査について、平成23年度の実施状況について、乳幼児健診

情報の利活用について、あいちの母子保健ニュース（第39号）の発行に

ついて、胎動閉鎖症等早期発見対応体制整備について

113 平成25年1月18

日

厚生労働省合同庁

舎5号館（東京

都）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎 研究代表

者

市区町村調査に関する検討会

114 平成25年1月22

日

名鉄病院（名古屋

市）

平成24年度第2回予防接種セン

ター調査検討委員会研究部会

山崎・森

本

事務局 接種要注意者の予防接種に関するアンケートの実施

115 平成25年1月25

日

愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成24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及び平成24年度の取組について、健康日本21

あいち新計画（案）について、平成25年度愛知県母子保健重点目標と取

組について116 平成25年1月25

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

平成24年度第２回愛知県特別支

援教育連携協議会

辻 委員代理 平成24年度特別支援教育体制推進事業等の実施状況について、平成24

年度特別支援学校における地域支援の実施状況について、平成24年度特

別支援教育体制整備状況調査結果について、特別支援教育推進のために

どのように連携を図っていくか愚弟的な連携のあり方について

117 平成25年1月26

日

あいち小児セン

ター（大府市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎・新

美

研究代表

者、研究

協力者

市町村における乳幼児健診の実態把握に関するヒアリング結果の分析

118 平成25年1月27

日

日本小児保健協会

事務局（東京都）

第3回健康診査委員会（日本小児

科連絡協議会）

山崎 委員 委員の追加について、乳幼児健診の標準的モデル作成と研修について、

山口県小児科医会からの要望書について、平成２４年度学校保健講習会

プログラムについて

119 平成25年1月27

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24年度第5回委員
会

山崎 委員長 本年度の研修コースの振り返り、来年度の研修会について：テキストの

増刷、実施内容、開催回数、SP役について

120 平成25年1月29

日

大府市保健セン

ター（大府市）

平成24年度健康おおぶ21プラン

推進会議（第4回）

森本 委員 「健康おおぶ２１プランの評価」「平成25年度計画策定及び推進スケ

ジュール」について

121 平成25年1月30

日

愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

平成24年度愛知県学校保健課題

解決支援事業第2回協議会

山崎 委員 重点地域事業結果報告、各委員からの意見・助言、全県への発信方法に
ついて、来年度事業について

122 平成25年1月31

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の次年度計画に関する検討会

123 平成25年2月1日 愛知県立大府養護

学校（大府市）

平成24年度第2回大府養護学校

保健委員会

山崎 校医 平成24年度定期健康診断結果について、事故報告事例いついて、平成

24年度感染症対応（出席停止）報告について、学校環境衛生検査と環境

整備対策の報告、学校給食衛生管理について

124 平成25年2月4日 東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

母子保健事業の効果的実施のた

めの妊婦健診、乳幼児健診デー

タの利活用に関する研究班第2回

班会議

山崎・

辻・浅井

研究分担

者、研究

協力者

最終評価について、分担研究者の報告、時期プランに向けて

125 平成25年2月4日 大府市役所（大府

市）

平成24年度第2回大府市要保護

児童対策地域協議会

山崎 委員長 平成24年度中間報告について、児童虐待防止シンポジウム（アンケート

結果）について、情報交換

126 平成25年2月5日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成24年度愛知県麻しん対策会

議

山崎 委員長 麻しんに関する特定感染症予防指針の改定について、麻しんの発生動向
について

127 平成25年2月5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との次年度計画に関する検討会

128 平成25年2月7日 碧南市役所（碧南

市）

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉
会かしの木保育園死亡事故に係る
第三者委員会報告会

山崎 委員 碧南市長へ報告書提出、当事者との懇談会

129 平成25年2月10

日

全国町村会館（東

京都）

平成24年度第1回地域小児科総

合医検討委員会（日本小児科連

絡協議会）

山崎 委員 地域小児科総合医制定の提案理由について、地域小児科総合医の認定制

度についての意見交換、専門医　総合診療医との整合性について
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第4章　資料編

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

130 平成25年2月11

日

松山赤十字病院

（松山市）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎 研究代表

者

松山市におけるe-母子手帳に関する聞き取り調査

131 平成25年2月12

日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」

開講式

山崎 コース

リーダー

マレーシアの研修員5名に対する国別研修の開講式

132 平成25年2月12

日

厚生労働省合同庁

舎5号館（東京

都）

平成２４年度厚生労働科学研究

費補助金（成育疾患克服等次世

代育成基盤研究事業）中間評価

ヒアリング

山崎 研究代表

者

乳幼児健康診査の実施と評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあ
り方に関する研究に関する中間報告

133 平成25年2月13

日

大府市役所(大府

市）

大府市自立支援協議会（発達部

会）

辻 委員 今年度の発達支援部会についての振り返り、来年度の発達支援部会の方

向

134 平成25年2月14

日

厚生労働省合同庁

舎5号館（東京

都）

乳幼児健康診査の実施と評価なら
びに多職種連携による母子保健指
導のあり方に関する研究班会議

山崎・新

美

研究代表

者

全国市区町村調査に関する検討会

135 平成25年2月14

日

碧南市保健セン

ター（碧南市）

平成24年度第2回生活習慣病若

年化対策事業作業部会

山崎・森

本

構成員 平成24年度生活習慣病若年化対策事業の実施状況について、平成25年

度生活習慣病若年化対策事業実施案について

136 平成25年2月15

日

ふえ愛サポートセ

ンタースピカ(大府

市）

親子支援事業「ジョイジョイ」

運営医会議

辻 構成員 平成24年度ジョイジョイの活動報告、平成25年度計画

137 平成25年2月19

日

東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

乳幼児健康診査の実施と評価な

らびに多職種連携による母子保

健指導のあり方に関する研究班

第2回全体会議

山崎・新

美

研究代表

者、研究

協力者

市区町村調査の内容に関する検討、乳幼児の健康診査（健診）の実施・
集計・評価方法及び妊産婦及び乳幼児の保健指導と評価に関する手引書
（仮称）の内容について

138 平成25年2月20

日

東浦町保健セン

ター（東浦町）

平成24年度東浦町要保護児童対

策地域協議会代表者会議

辻 委員代理 平成24年度要保護児童対策の現状について、要保護児童対策の基本方針

及び平成25年度の活動方針について

139 平成25年2月21

日

あいち小児セン

ター（大府市）

被災後の対応を含めた在宅障が

い児支援ツールの開発に関する

研究会議

山崎・今

本

研究協力

者

障がい児保育に関するツール開発について、平成25年度研究について

140 平成25年2月21

日

愛知県東大手庁舎

(名古屋市）

平成24年度児童虐待予防活動推

進人材育成事業実務研修評価会

山崎・辻 委員 実務者研修の評価について、報告書の作成について

141 平成25年2月24

日

あいち小児セン

ター（大府市）

平成24年度愛知県小児保健協会

理事会

山崎・

辻・浅井

事務局 平成24年度愛知県小児保健協会理事及び監事について、平成23年度収

支決算書、平成24年度事業及び決算見込み、平成25年度事業計画及び

予算案、平成25年度研修担当理事の選出

142 平成25年2月25

日

ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」

評価会・閉講式

山崎 コース

リーダー

研修員からのフィードバックによる研修評価・修了書授与

143 平成25年2月26

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」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：学校における歯科保健活動について

144 平成25年2月26

日

大府市役所(大府

市）

大府市自立支援協議会 辻 委員 今年度の協議会の活動について、相談支援事業について、障がい福祉制

度の動向について、各機関の情報交換

145 平成25年2月27

日

名城大学名駅サテ

ライト（名古屋

市）

平成24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24年度確認試験（修了試験及び修了式）について、平成25年度事

業計画について、次年度養成講座について

146 平成25年2月27

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

第3回保健所健康支援課長会議 辻 オブザー

バー

平成24年度医療福祉計画課地域保健グループ関連事業状況について、平

成25年度保健所健康支援課関連事業について

147 平成25年3月4日 京都府山城北保健

所（宇治市）

乳幼児健康診査の実施と評価な

らびに多職種連携による母子保

健指導のあり方に関する研究班

会議

山崎 研究代表

者

京都府山城保健所の母子保健事業に関する調査、特にたんぽぽ手帳につ

いて

148 平成25年3月5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の評価に関する打

合せ会（第6回）

山崎 構成員 最終評価・次期プランについて、都道府県・自治体調査票の検討および

調査方法について、次期「健やか親子21」に関する検討

149 平成25年3月8日 愛知県薬剤師会館

（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

愛知県学校薬剤師会への講義依頼と連絡調整

150 平成25年3月13

日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成24年度予防接種センター調

査検討委員会

山崎・森

本

事務局 愛知県予防接種センター平成24年度事業実績について、接種要注意者の

予防接種に関するアンケートの実施

151 平成25年3月18

日

東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

乳幼児健康診査の実施と評価な

らびに多職種連携による母子保

健指導のあり方に関する研究班

第3回全体会議

山崎・新

美

研究代表

者、研究

協力者

市区町村調査の内容に関する検討、乳幼児の健康診査（健診）の実施・

集計・評価方法及び妊産婦及び乳幼児の保健指導と評価に関する手引書

（仮称）の内容について

152 平成25年3月19

日

愛知県産業労働セ

ンター（名古屋

市）

平成24年度乳幼児虐待予防対策

強化事業評価会

山崎 委員 事業の評価と報告書の作成について

153 平成25年3月21

日

大府市役所（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：保育園における保健活動について

154 平成25年3月23

日

東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

第１回　小児科・日本プライマ

リ・ケア連合学会総合診療医合

同検討委員会

山崎 委員 日本プライマリ連合学会より現在の専門医制度、またその中での「総合

診療専門医」に関する議論の状況について、小児科三者協より日本小児

科医会で議論されてきた地域小児科総合医についてなど

155 平成25年3月24

日

日本小児科医会事

務局（東京都）

平成２４年度　第２回地域小児

科総合医検討委員会（日本小児

科連絡協議会）

山崎 委員 地域小児科総合医認定制度について、総合診療医研修プログラムについ
て

156 平成25年3月24

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・児童相
談センター・女性相談センター・保
健所児童福祉主管課長会議

辻 構成員 平成25年度児童家庭課当初予算状況の概要と関連事業、平成25年子育

て支援課当初予算状況と関連事業

157 平成25年3月25

日

犬山市立羽黒小学

校（犬山市）

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

158 平成25年3月29

日

愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

保育リーダー研修に関する検討

会

山崎 事務局 愛知県健康福祉部子育て支援課と協議

159 平成25年3月31

日

日本小児科学会会

議室（東京都）

第4回健康診査委員会（日本小児

科連絡協議会）

山崎 委員 乳幼児健診における子育て支援の必要性の判定区分について、「1か月

健診を小児科医が実施すること」の環境整備に関する要望について、乳

幼児健診を中心とする小児科医のための研修会について
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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

1 平成24年5月13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24

年度第1回養成講座

山崎 妊娠・授乳サポート薬剤師さんへの期待

2 平成24年5月17日 名古屋市中区大須 県政お届け講座［子どもの事故予防」 辻・浅

井

子どもの事故予防、講話と救急実技

3 平成24年5月21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 Course orientation, School health in Japan

4 平成24年5月22日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保健」 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）

5 平成24年5月24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

6 平成24年5月25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

7 平成24年5月29日 尾張旭市役所（尾張旭市） 障害児保育研究会１ 今本 あいち小児センター方式について１

8 平成24年5月29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 帰国研修員プログレス報告会（テレビ会議）

9 平成24年5月30日 師勝保健所（北名古屋市） 平成24年度母子保健推進研修会 浅見 「3歳児健診における聴力検査の意義について」

10 平成24年5月31日 あいち小児センター（大府

市）

保育リーダー研修① 今本 あいち小児センター方式①

11 平成24年5月31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

12 平成24年6月2日 あいち小児センター（大府

市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」

国際学校保健シンポジウム

山崎 研修員によるインセプションレポート報告会

13 平成24年6月5日 あいち小児センター（大府

市）

2011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

14 平成24年6月7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）

15 平成24年6月7日 あいち小児センター(大府

市）

2011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

辻 Roles of public health nurses in japan

16 平成24年6月8日 幡豆学校給食センター(西尾

市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；給食センターの業務

17 平成24年6月8日 西尾市立東幡豆小学校（西尾

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

18 平成24年6月9日 あいち健康の森健康科学総合

センター（東浦町）

平成24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

19 平成24年6月11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：松山勇樹）

20 平成24年6月12日 HANDS事務局（東京都） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 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；中村安秀）

21 平成24年6月14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）

22 平成24年6月18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

23 平成24年6月18日 稲沢市立領内小学校（稲沢

市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「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

24 平成24年6月21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

25 平成24年6月21日 和歌山大学医学部（和歌山

市）

和歌山小児保健研究会 山崎 支援が必要な子どもと家族への対応

　～ふだんのかかわりから始める地域からの支援～

26 平成24年6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 3

27 平成24年6月23日 刈谷市産業振興センター

（刈谷市）

平成24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～」

28 平成24年6月25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；健康教育の手法（SSC米国駐在員：森

川ひかり）

29 平成24年6月25日 藤田保健衛生大学（豊明市） 藤田保健衛生大学医学部講義 山崎 学校現場での学校保健活動

30 平成24年6月28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 4

31 平成24年6月29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 5

32 平成24年6月30日 愛知県医師会館

（名古屋市）

平成24年度愛知県訪問看護ステーショ

ン連絡協議会

久野 事例検討会「在宅における小児の訪問看護」

33 平成24年6月30日 大府市 虐待を受けた子どもたちへの理解を深

めるための研修会

棚瀬 心療科病棟における「こころと身体の安全教育」

－ケアキットプログラムの試み－

34 平成24年7月1日 キャッスルプラザホテル（名

古屋市）

Medical Tribune 予防接種セミナー名

古屋会場

山崎 愛知県内の2～7か月齢未満児の接種状況について

35 平成24年7月2日 北名古屋市立鴨田小学校（北

名古屋市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」

視察

山崎 コーディネート；教科としての体育活動

36 平成24年7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 6

37 平成24年7月3日 名古屋大学医学部（名古屋

市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」

討論

山崎 アジアの留学生との討論
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38 平成24年7月4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

39 平成24年7月7日 熱田区役所（名古屋市） 名古屋市・こども未来財団主催：平成

24年度事業所内保育施設等保育従事者

研修会

山崎 気になる子どもへの対応

40 平成24年7月12日 愛知県社会福祉協議会（名古

屋市）

愛知県社会福祉協議会 今本 対応の難しい子どもについて

41 平成24年7月19日 あいち小児センター（大府

市）

西尾保健所臨床研修医実地研修 山崎 あいち小児保健医療総合センターその保健活動について

42 平成24年7月25日 倉敷国際ホテル（倉敷市） 第184回倉敷小児科専門医会 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－

43 平成24年7月29日 ウインク愛知（名古屋市） あいちこころの診療医 今本 未就学児に対する発達障害の理解と対応

44 平成24年7月29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；未就学児の保護者が困難と

感じる症状とその対応（吉川徹）、発達検査や知能検査

を通じて日常生活を支援する方法（今本利一）

45 平成24年7月29日 三重県総合教育センター（津

市）

養護教諭職務推進研修２ 山崎 学校における虐待への対応

46 平成24年7月30日 あいち小児センター（大府

市）

医教連携セミナー 今本 発達障害の思春期の問題と支援について

47 平成24年7月31日 碧南市臨海体育館 生活習慣病若年化対策事業保健指導プ

ログラム

佃 運動指導

48 平成24年8月2日 あいち小児センター（大府

市）

保育リーダー研修② 今本 あいち小児センター方式②

49 平成24年8月3日 あいち小児センター（大府

市）

時間外電話相談事業研修会 山崎 今変わりつつある予防接種について

50 平成24年8月4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学部子ども

ケア学科

辻 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

51 平成24年8月8日 尾張旭市役所（尾張旭市） 障害児保育研究会２ 今本 あいち小児センター方式について２

52 平成24年8月11日 あいち小児センター(大府

市）

椙山女学園大学看護学部 辻 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

53 平成24年8月19日 ウインク愛知（名古屋市） あいち心の診療医 河邉 ペアレントトレーニングからわかったこと

54 平成24年8月19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2回講座；保育園や幼稚園の先生が困

難と感じる症状とその対応（栗山貴久子）、ペアレント

トレーニングを行う中で感じる親への指導のポイント

（河邊眞千子）55 平成24年8月23日 名古屋市南保健所（名古屋

市）

南保健所防煙防止事業 山崎 守りたい！子どもの健康・成長～子どもを取り巻く環境

56 平成24年8月29日 大府養護学校（大府市） 大府養護学校 服部 メンタルヘルス研修会

57 平成24年8月30日 愛知県衣浦東部保健所（刈谷

市）

予防接種事故予防研修会 山崎 予防接種による事故防止について

58 平成24年8月30日 刈谷市総合文化センター（刈

谷市）

予防接種講演会 山崎 生後2か月からのワクチン接種

59 平成24年8月31日 碧南市医師会館（碧南市） 碧南市医師会予防接種講演会 山崎 安心安全な子どもの予防接種

60 平成24年9月4日 あいち小児センター(大府

市）

日本赤十字豊田看護大学 辻 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

61 平成24年9月7日 あいち小児センター（大府

市）

平成24年度ケニア国ニャンザ州保健マ

ネージメント強化プロジェクト」カウ

ンターパート研修

山崎 School Health in Japan

62 平成24年9月8日 ホテルトヨタキャッスル（豊

田市）

平成24年度第1回豊田加茂地域母子保

健事業研究会

山崎 乳幼児健診の情報の利活用について

～マニュアル改訂の成果を踏まえて

63 平成24年9月15日 あいち小児センター（大府

市）

虐待を受けた子どもたちへの理解を深

めるための研修会

今本 子どもをほめてみませんか？

64 平成24年10月2日 あいち小児センター（大府

市）

虐待を受けた子どもたちへの理解を深

めるための研修会

大橋 解離症状の評価

65 平成24年10月11日 あいち小児センター（大府

市）

保育リーダー研修③ 今本 ほめることと集団参加について

66 平成24年10月14日 大府市役所（大府市） 平成２４年度大府市児童虐待防止シン

ポジウム

山崎 コーディネーター「みんなで守ろう、大切な命」

67 平成24年10月16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

68 平成24年10月18日 名古屋市立広見小学校（名古

屋市）

名古屋市中川保健所防煙教室 山崎 タバコとわたしたちの健康

69 平成24年10月18日 ファイザー（株）名古屋事業

所（名古屋市）

社内勉強会 山崎 安全安心な予防接種の実施に向けて

70 平成24年10月30

日

愛知県西尾保健所（西尾市） 西尾保健所管内母子保健推進会議 浅井 改訂乳幼児健診集計結果還元意見交換助言者

71 平成24年11月3日 愛知県産業労働センター（名

古屋市）

第23回東海外来小児科学研究会講演 山崎 子ども虐待と子どもの心の医療的対応

72 平成24年11月4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（～5

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73 平成24年11月8日 尾張旭市役所（尾張旭市） 障害児保育研究会３ 今本 あいち小児センター方式について３

74 平成24年11月8日 あいち小児センター(大府

市）

東海学園大学人間健康学部人間健康学

科　養護教諭・保健コース

辻 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

75 平成24年11月9日 岐阜振興局（岐阜市） 岐阜県母子自立支援協議会 今本 発達障害って何ですか？

76 平成24年11月11

日

春日井保健所（春日井市） 平成24年度地域保健福祉パイオニア育

成研修

浅見 「乳幼児健診における聴力チェックの意義」

77 平成24年11月12日 島根県職員会館（松江市） 乳幼児健診における発達障がいの早期

発見・早期支援研修会

山崎 乳幼児健診から始める発達支援　～愛知県の取り組み・

保健所のかかわり～

78 平成24年11月13

日

あいち小児センター（大府

市）

平成24年度新規採用栄養教諭研修 山崎 児童生徒の生活習慣病
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79 平成24年11月18日 あいち小児センター（大府

市）

第15回あいち小児保健医療総合セン

ター県民公開講座

山崎 親子の絆と子育て支援

80 平成24年11月19日 日本福祉大学中央福祉専門学

校（名古屋市中区）

愛知県言語聴覚士会　専門研修会 加藤

(智)

「小児聴覚障害臨床の今」

81 平成24年11月22日 あいち小児センター（大府

市）

岐阜市民生児童委員研修会 山崎 問題を抱える親子へのかかわり

82 平成24年11月23

日

日本子ども家庭総合研究所

（東京都）

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（～24

日）

山崎 実践コースのコーディネート

83 平成24年11月29

日

あいち小児センター（大府

市）

保育リーダー研修④ 今本 保育者の工夫

84 平成24年12月2日 愛知県産業労働センター（名

古屋市）

第45回東海薬剤師学術大会特別講演

「妊娠と授乳中のくすりと母と子の健

康」

山崎 研究班および養成講座の紹介

85 平成24年12月4日 愛知県衣浦東部保健所（刈谷

市）

平成24年度衣浦東部保健所母子保健推

進事業「母子健康診査マニュアル推進

研修会」

山崎 改訂母子健康診査マニュアル情報の分析と今後の展望に

ついて

86 平成25年1月10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）

87 平成25年1月12日 愛知大学名古屋キャンパス

（名古屋市）

新しい公共フォーラム・あいち 山崎 すべてのこども、子育てに必要なサービスに向けて

88 平成25年1月17日 あいち小児センター（大府

市）

保育リーダー研修⑤ 今本 あいち小児センター方式のまとめ

89 平成25年1月17日 松籟荘（常滑市） 児童養護施設松籟荘 大橋 子どものアセスメント

90 平成25年1月23日 尾張旭市役所（尾張旭市） 障害児保育研究会４ 今本 あいち小児センター方式について４

91 平成25年1月28日 小牧市まなび創造館（小牧

市）

第16回あいち小児保健医療総合セン

ター県民公開講座

山崎・

辻・森

本

コーディネート；育てにくい子どもとその親を支える周

囲のかかわり方（栗山貴久子）

92 平成25年2月3日 東建ホール・丸の内（名古屋

市）

第5回あいち・くすりフォーラム 山崎 座長：呼吸器疾患をもつ女性の妊娠・出産・育児

93 平成25年2月5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）

94 平成25年2月7日 岐阜県東濃振興局（多治見

市）

平成24年度岐阜県母子自立支援員協議

会研修会

山崎 気になる親子を気にする私たちの視点

～ひとり親家庭のニーズに寄り添う支援

95 平成25年2月9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

96 平成25年2月11日 松山赤十字病院（松山市） 愛媛発達支援研修会 山崎 乳幼児健診から始める発達支援　～愛知県内の保健所管

内市町村で一斉に始めた発達支援と子育て支援を視野に

置いた健診について～

97 平成25年2月12日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」講義 山崎 School Health in Japan

98 平成25年2月15日 愛知県津島保健所（津島市） 津島保健所母子保健推進事業 山崎 母子健康診査マニュアルの集計から見える地域の現状分

析99 平成25年2月16日 愛知県医師会館（名古屋市） 愛知県小児科医会第48回子どもの健康

を守る会

山崎 ふだんのかかわりから始める子ども虐待防止

100 平成25年2月17日 三重県医師会館（津市） 三重県医師会平成24年度乳児健診マ

ニュアル講習会

山崎 乳幼児健診から始める子育て支援と発達支援

～愛知県の取り組み～

101 平成25年2月18日 常滑市立西浦南小学校（常滑

市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；保健室での学校保健活動の取り組み

102 平成25年2月19日 アクアホール（大垣市） NPO法人　旅人とたいようの会 大橋 人のこころに接するとき

103 平成25年2月19日 愛知県歯科医師会館（名古屋

市）

平成24年度愛知県歯科保健関係職員研

修

山崎 歯科における乳幼児健康診査情報の利活用について

104 平成25年2月20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）

105 平成25年2月25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；マレーシアにおける学校保健活動とそ

の課題

106 平成25年3月1日 吹上ホール（名古屋市） ハウジングリフォームあいち 新美 子どもの事故予防啓発と救急実技

107 平成25年3月2日 吹上ホール（名古屋市） ハウジングリフォームあいち 浅井 子どもの事故予防啓発と救急実技

108 平成25年3月3日 吹上ホール（名古屋市） ハウジングリフォームあいち 辻・新

美

子どもの事故予防啓発と救急実技

109 平成25年3月16日 あいち健康プラザホテル（東

浦町）

知多半島小児科医会学術講演会 山崎 乳児早期から取り組む予防接種対策

～ロタワクチンを中心に

110 平成25年3月17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 小児の予防接種に関する最近の話題

111 平成25年3月21日 あいち小児センター（大府

市）

第58回あいち小児センター小児科懇話

会

山崎 乳幼児健診 小児科医の役割

112 平成25年3月28日 刈谷医師会館（刈谷市） 刈谷医師会予防接種事故対策研修会 山崎 最近の予防接種の動向 ～安全な接種の実施のために～

113 平成25年3月30日 半田市医師会健康管理セン

ター（半田市）

第31回知多半島医療圏臨床セミナー 山崎 乳児期早期からの予防接種について
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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24年8月8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24年12月5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25年3月15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24年5月18日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

2 平成24年6月5日 まるまるね（東海市） 朝日 講師 脳性麻痺について

3 平成24年6月5日 青い鳥保育園（豊明市） 相談会 朝日 講師 事例療育相談

4 平成24年6月20日 上野台幼稚園 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

5 平成24年6月22日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

6 平成24年7月6日 はつね 朝日 講師 摂食指導

7 平成24年7月10日 やまもも園（知多市） 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

8 平成24年7月10日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

9 平成24年7月20日 緒川保育園（東浦町） 障害児者等療育支援事業 田辺 事例を通しての療育相談

10 平成24年9月4日 やまもも園（知多市） 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

11 平成24年9月11日 はつね 朝日 講師 摂食指導

12 平成24年9月14日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

13 平成24年9月26日 あさひ保育園 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

14 平成24年10月10日 上野台幼稚園 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

15 平成24年10月12日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

16 平成24年11月13日 やまもも園（知多市） 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

17 平成24年11月16日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

18 平成24年12月6日 緒川保育園（東浦町） 障害児者等療育支援事業 田辺 事例を通しての療育相談

19 平成24年12月14日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

20 平成24年12月19日 あさひ保育園 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

21 平成25年1月18日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

22 平成25年1月25日 ドーナツママ 朝日 講師 脳性麻痺について

23 平成25年2月8日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 リハビリ相談

24 平成25年2月8日 やまもも園（知多市） 障害児者等療育支援事業 朝日 事例療育相談
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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24年4月13日 O市役所 要保護児童対策地域協議会実

務者委員

18 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

2 平成24年6月8日 O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、事例

検討

情報提供、地域支援

3 平成24年6月26日 C児童・障害
者相談セン
ター（N市）

C児童・障害者相談センター医

師

3 医師、保健師 ケース検討会議 事例の報告

4 平成24年7月3日 あいち小児

センター

市（学校教育課・生涯学習

課・児童課・福祉課）、障害

者相談支援センター相談員、

小学校教員、放課後クラブ指

導員、ヘルパー事業所、小児

センター

13 医師、保健師 事例検討 情報提供、地域支援

5 平成24年8月3日 あいち小児

センター

T警察署職員 3 医師 ケース相談 事実の評価

6 平成24年8月3日 K児童・障

害者相談セ

ンター

児童福祉司・市家庭児童相談

員・教育委員会

6 医師、保健師 ケース検討会議 事例の報告

7 平成24年8月10日 O市役所 要保護児童対策地域協議会実

務者委員

18 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

8 平成24年8月15日 H保健セン

ター

H保健所保健師 11 臨床心理士 ケース検討会議 助言者

9 平成24年11月15日 あいち小児

センター

K警察署職員 3 医師 ケース相談 事実の評価

10 平成24年11月21日 I市民病院 病院医師、医療ソーシャル

ワーカー

3 医師 ケース検討会議 経過報告

11 平成24年11月30日 K児童相談

センター

市健康増進課、子育て支援

課、NPO

10 保健師 ネットワーク 親支援、コーディネー

ト

12 平成24年12月11日 Ｆサポートセ
ンター

学校教育課、児童課、保健セ

ンター、障害者相談支援セン

ター、小児センター、家族

8 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

13 平成24年12月14日 O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、事例

検討

情報提供、地域支援

14 平成24年12月18日 あいち小児

センター

こども発達支援、市学校教育

課、児童課、健康推進課、福

祉課、障害者相談支援セン

ター、小児センター、家族

13 医師、看護師、保健

婦

事例検討 情報提供、地域支援

15 平成24年12月18

日

あいち小児

センター

病院医師、医療ソーシャル

ワーカー

5 医師、保健師 ケース検討会議 経過報告

16 平成25年1月31日 K児童相談

センター

市健康増進課、子育て支援

課、NPO

9 保健師 ネットワーク 親支援、コーディネー

ト

17 平成25年2月15日 O市役所 要保護児童対策地域協議会実

務者委員

18 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

18 平成25年3月12日 K児童相談

センター

市健康増進課、子育て支援課 5 保健師 ネットワーク 親支援、コーディネー

ト

19 平成25年3月21日 あいち小児

センター

市障害者相談支援センター、

市福祉課、健康推進課、訪問

看護ステーション、訪問入浴

事業所、小児センター、家族

11 医師、看護師、保健

婦

事例検討 情報提供、地域支援

20 平成25年3月28日 あいち小児

センター

N市児童相談所児童福祉司 3 医師 ケース検討会議 事例の報告

21 平成25年3月29日 T保健セン

ター

市内医療機関医師、小学校教

員、保健所相談員、市（子育

て支援課、保健福祉課）、小

児センター

14 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

106


