
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25年4月2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

研究班会議

山崎、今

本

研究協力

者

指導者養成研修内容、報告会について

2 平成25年4月9日 大府市立若宮保育

園（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

保育園訪問：保育園での保健活動・保育活動について

3 平成25年4月10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

（代表者会議）

山崎、新

美

研究代表

者、研究

協力者

保健師による保健指導のポイントに関する検討

4 平成25年4月15日 北名古屋市立鴨田

小学校（北名古屋

市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保

健」検討会

山崎 コース

リーダー

学校訪問：教科としての体育・スポーツ活動について

5 平成25年4月15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25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。

6 平成25年4月15日 厚生労働省雇用均

等・児童家庭局母

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

本年度の研究の進め方について

7 平成25年4月15日 東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

第1回健やか親子21最終評価・次

期プランに関する検討

山崎 委員 最終評価・次期プランについて、次期「健やか親子２１」に向けての方

向性のまとめ

8 平成25年4月23日 愛知県自治セン

ター

第1回愛知県健康支援課長会議 辻 オブザー

バー

平成25年度保健所健康支援課関連事業について

9 平成25年4月24日 あいち小児セン

ター（大府市）

平成25年度　運営協議会 山崎 学校医 平成25年度の小児センターと大府養護学校との連携について

10 平成25年4月24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

・乳幼児健診の実施と保健指導に関する手引きの作成について、・全国

市町村調査について

11 平成25年4月25日 京都府長岡京市保

健センター（長岡

京市）

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

（代表者会議）

山崎、新

美

研究代表

者、研究

協力者

長岡京市における乳幼児健診、特に電子カルテによる健診後のフォロー

アップ体制等について

12 平成25年4月26日 あいち小児保健セ

ンター

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・久

野・新

美･森

構成員 平成25年度児童家庭課の事業について、平成25年度のあいち小児セン

ターの事業について

13 平成25年5月9日 愛知県医師会館

（名古屋市）

学校保健部会学校健診委員会 山崎 委員 学校健診における精度管理について、心臓健診について、腎臓健診につ

いて、学校保健健診懇談会について

14 平成25年5月10日 八重洲倶楽部（東

京都）

病児・病後児保育の実態把握と

質向上に関する研究班会議（第1

回）

山崎 研究分担

者

研究計画について、全国調査の調査内容に関する検討

15 平成25年5月10日 愛知県自治セン

ター(名古屋市）

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

16 平成25年5月10日 大府市役所 親子支援事業「ジョイジョイ」

運営会議

辻 委員 平成24年度報告、平成25年度計画について

17 平成25年5月12日 東京都医師会館

（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 総合診療医研修プログラムについて

18 平成25年5月13日 大府市役所（大府

市）

平成25年度第1回大府市要保護児

童対策地域協議会

山崎 会長 平成24年度実績報告について、平成25年度事業計画について、シンポジ

ウムについて

19 平成25年5月15日 厚生労働省雇用均

等・児童家庭局母

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

発達障害のスクリーニングに関する岡班との調整について

20 平成25年5月16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

研究班会議

山崎、今

本

研究協力

者

指導者養成研修（第1回）の振り返り、今後の研修内容について

21 平成25年5月17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「の最終評

価・課題分析及び次期国民健康

運動の推進に関する研究班第1回

班会議

山崎、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、今年度の研究予定、その他

22 平成25年5月18日 新博多サテライト

（福岡市）

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

乳幼児健診の問診項目等に関する検討

23 平成25年5月19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25年度第1回委員

会

山崎 委員長 基礎コースの運営について、実践コースについて、テキストについて

24 平成25年5月21日 名鉄病院（名古屋

市）

平成25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

ター調査検討委員研究部会

山崎、浅

井

事務局 予防接種調査検討委員会研究部会研究内容の検討

25 平成25年5月23日 名古屋第二赤十字

病院（名古屋市）

愛知県児童虐待防止医療ネット

ワーク事業に関する検討会

山崎 事務局 愛知県児童虐待防止医療ネットワーク事業に対する愛知県医療ソーシャ

ルワーカー協会への協力依頼、事業に関する協議等

26 平成25年5月23日 大府市役所（大府

市）

平成25年度健康おおぶ２１プラ

ン推進会議（第１回）

新美 委員 「新健康おおぶ２１プランについて」

27 平成25年5月27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

28 平成25年5月28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、辻 事務局 平成25年度の同協議会での検討事項について、健康福祉部技監と協議

29 平成25年5月30日 国保会館（名古屋

市）

平成25年度愛知県市町村保健師

協議会通常総会

山崎 説明者 あいち小児センター保健事業計画等について
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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

30 平成25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24年度保健事業実績について、平成25年度保健事業実施計画につい

て

31 平成25年6月4日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

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 事業内容及び愛知県学校保健課題等について、重点地域事業説明につい

て

32 平成25年6月9日 AP大阪淀屋橋（大

阪市）

日本小児科医会平成25年度第1回

国際委員会

山崎 委員 平成24年度事業報告と決算報告、平成25年度事業計画および予算の概要

33 平成25年6月10日 愛知県半田保健所

（半田市）

平成25年度予防接種担当者会議 山崎 助言者 予防接種事業を円滑に進めるにあたっての取組について

34 平成25年6月16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25年度第1

回理事会

山崎 理事 平成25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、委員会編成ほか

35 平成25年6月16日 東京八重洲ホール

（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

全国市町村調査について

36 平成25年6月16日 あいち小児セン

ター（大府市）

ＮＰＯ子ども健康フォーラム 棚瀬、平

野、大

森、宮谷

会議運営 子どもの療養環境に関する会議

37 平成25年6月18日 長野県庁（長野

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

諏訪保健所ならびに長野県の乳幼児健診における発達支援システム等に

ついて

38 平成25年6月18日 TKP東京駅ビジネ

スセンター（東京

都）

第2回健やか親子21最終評価・次

期プランに関する検討会

山崎 委員 最終評価に関する検討：課題1～4の評価シート報告（現時点の作成可能

分まで）・評価方法の確認等

39 平成25年6月19日 愛知県豊川保健所

（豊川市）

妊娠期からの母子保健活動の評

価に関する打合せ会

山崎 助言者 今後の妊娠期からの母子保健活動の評価について

40 平成25年6月30日 東京八重洲ホール

（東京都）

「発達障害児とその家族に対す

る地域特性に応じた継続的な支

援の実施と評価」研究班会議

山崎 オブザー

バー

研究計画に関する説明と意見交換、研究分担者、研究協力者からの本年

度の研究スケジュールについて

41 平成25年7月3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）

辻 委員 大府市自立支援協議会の24年度の活動報告と25年度の活動について

42 平成25年7月5日 厚生労働省13階 局

大会議室（東京

都）

第3回健やか親子21最終評価・次

期プランに関する検討会

山崎 委員 最終評価に関する検討:評価方法の確認等：各課題の評価シート検討、課

題1～4の評価シート報告と内容検討

43 平成25年7月7日 日本小児科学会会

議室（東京都）

第6回小児科連絡協議会健康診査

委員会

山崎 委員 健診インストラクションDVD作成について、健診内容の改善と充実につ

いて、第2回研修会の実施について

44 平成25年7月12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

45 平成25年7月12日 大府市役所（大府

市）

平成25年度健康おおぶ２１プラ

ン推進会議（第２回）

新美 委員 「新健康おおぶ２１プランについて」

46 平成25年7月13日 三重県医師会館

（津市）

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

「途切れない乳児健診システムの構築に関する検討」の打ち合わせ

47 平成25年7月16日 愛知県一宮保健所

（一宮市）

発達障害児の地域支援体制づく

り会議

山崎 助言者 会議の運営方法に関して一宮保健所との検討

48 平成25年7月17日 愛知県立大府養護

学校（大府市）

平成25年度第1回大府養護学校保

健委員会

山崎 校医 平成24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

49 平成25年7月17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 平成24年度保健室利用状況、ヒヤリハット報告の活用について

50 平成25年7月18日 三条市保健福祉セ

ンター（新潟県三

条市）

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

（代表者会議）

山崎、新

美

研究代表

者、研究

協力者

三条市教育委員会に属する母子保健事業の取組について、乳幼児健診の

実施と継続的な情報把握について、三条市子育て支援ファイル「すまい

るファイル」について

51 平成25年7月18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

森 構成員 平成25年度生活習慣病若年化対策事業の実施状況について

52 平成25年7月20日 掛川市徳育保健セ

ンター（掛川市）

東海公衆衛生学会評議員会 山崎 評議員 東海公衆衛生学会の運営について

53 平成25年7月23日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25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24年度の電話相談実績について、平成25年度の電話相談事業につい

て

54 平成25年7月27日 大府市役所（大府

市）

大府市自立支援協議会（平成25

年度第1回）

辻 委員 今年度の協議会活動について、各専門部会の活動計画、相談支援事業に

ついて、研修会について

55 平成25年8月2日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25年度愛知県HTLV-1母子感

染対策協議会

山崎 委員 愛知県におけるHTLV-1母子感染対策の推進に向けた課題、愛知県におけ

る体制整備について

56 平成25年8月6日 日本小児保健協会

事務局（東京都）

実践助成事業選考会 山崎 委員 実践助成事業の選考について検討した。

57 平成25年8月8日 厚生労働省雇用均

等・児童家庭局母

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

全国市区町村調査の項目について,健やか親子２１最終評価における評価

表（第4課題）の検討

58 平成25年8月8日 国立保健医療科学

院（埼玉県和光

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

国立保健医療科学院が受け入れている研修生の合同臨地訓練について、

乳幼児健診の栄養指導に関する検討

59 平成25年8月16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・久野

構成員 平成25年度保健所保健師母子保健実務研修について、平成26年度歩援助

保健師母子保健実務者研修計画について、乳幼児健康診査情報の還元に

ついて
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60 平成25年8月19日 名古屋市役所西庁

舎（名古屋市）

平成25年度健康なごやプラン２

１推進委員会

山崎 委員 名古屋市国民健康保険第2期特定健康診査等実施計画推進にかかる主な新

規事業・拡充事業について、歯と口腔の健康づくり専門部会の設置につ

いて61 平成25年8月22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25年度第2回委員

会

山崎 委員長 参加者の状況と基礎コースのグループ分け、テキスト改訂について、実践
コースについて

62 平成25年8月23日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25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24年度愛知県特別支援教育連携協議会の経費等について、平成25年

度愛知県特別支援教育体制推進事業について、特別支援学校による幼稚

園及び小・中学校への地域支援について、発達障害関連事業について

63 平成25年8月27日 さいたま市保健所

（さいたま市）

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

さいたま市の乳幼児健診について、研究班で作成中の手引きの内容につ

いて

64 平成25年8月29日 ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

市）

ＪＩＣＡ「学校保健」研修実施

報告会

山崎 コース

リーダー

途上国支援活動の経験から見た日本の学校保健の展望

65 平成25年8月30日 ウィルあいち（名

古屋市）

先天代謝異常等検査精度管理委

員会

山崎 委員 コンサルタント医について、精密検査医療機関について、先天代謝異常

児の療育相談指導事業について、検査機関の立入検査について、先天代

66 平成25年9月4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）

辻 委員 昨年度事例の共有・検討を行ったケースのその後について、特別支援学

級の現状について

67 平成25年9月5日 東京大学大学院医

学系研究科教育研

究棟（東京都）

病児・病後児保育の実態把握と

質向上に関する研究班会議（第2

回）

山崎 研究分担

者

第１次調査結果について、第２次調査について、３． 役割分担について

68 平成25年9月11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 大府養護学校職員の健診に関する検討

69 平成25年9月17日 TKP東京駅前カン

ファレンスセン

ター（東京都）

第5回健やか親子21最終評価・次

期プランに関する検討会

山崎 委員 最終報告書について、集計データの送付方法について、指標構成の方向

性、最終評価結果からでた課題の適応について、次期指標の選定方法

70 平成25年9月20日 名城病院（名古屋

市）

愛知県児童虐待防止医療ネット

ワーク事業に関する検討会

山崎、生

駒

事務局 愛知県児童虐待防止医療ネットワーク事業に関する協議等

71 平成25年9月26日 国立オリンピック

記念青少年総合セ

ンター（東京都）

日本小児保健協会平成25年度理

事会

山崎 理事 平成25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、

セミナー・研修会火災計画、各委員会活動報告

72 平成25年9月27日 国立オリンピック

記念青少年総合セ

ンター（東京都）

小児救急の社会的サポートに関

する委員会　平成25年度第3回委

員会

山崎 委員長 基礎コースの振り返り、実践コースの実施に向けた検討

73 平成25年10月3日 三重県医師会館

（津市）

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

（代表者会議）

山崎 研究代表

者

「途切れない乳児健診システムの構築に関する検討」の打ち合わせ

74 平成25年10月3日 亀山市総合保健福

祉センター（三重

県亀山市）

第1回途切れない乳児健診システ

ムの構築に関する検討会議

山崎 研究代表

者

健診後の医療機関から保健センターへの情報伝達、健診後のケースの状

況に関する医療機関へのフィードバックについて

75 平成25年10月3日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

保健所母子保健担当者会議 辻、浅井 事務局 保健所母子保健業務の連絡調整

76 平成25年10月7日 あいち小児セン

ター（大府市）

第１回妊娠期からの支援の評価

等に関する検討会

山崎、森 研究代表

者、研究

協力者

研究の位置づけと目指すこと、妊娠届出書の記述状況について、市町の

状況について（妊娠期からの支援の状況に関する報告と議論）、支援の

評価に関する検討

77 平成25年10月8日 愛知県医師会館

（名古屋市）

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結果について、学校保健健診懇談会について、学校

保健シンポジウムについて

78 平成25年10月11

日

愛知県立大府養護

学校（大府市）

平成25年度第9回大府養護学校安

全衛生委員会

山崎 校医 メンタルヘルス講習会について、健康増進セミナーについて、職場の労働
環境について

79 平成25年10月15

日

あいち小児セン

ター（大府市）

第1回乳幼児健診後のフォロー

アップと評価に関する検討会

山崎、浅

井

研究代表

者、研究

協力者

健診後の支援に関する調査結果（平成25年3月集計）、市町の状況につい

て（健診後のフォローアップと評価に関する報告と議論）、フォロー

アップの進行管理と評価方法について

80 平成25年10月17

日

あいち小児セン

ター（大府市）

京都府小児保健関係者調査会 山崎、辻 説明者 あいち小児センターの保健事業について、京都府の小児保健推進につい

て

81 平成25年10月17

日

メルパルク名古屋

（名古屋市）

Young Leaders' Program創設10

周年記念式典

山崎 講師 省庁関係者あいさつ、YLPの設立とその考え方について、帰国留学生の

活動報告

82 平成25年10月20

日

京都商工会議所

（京都市）

第2回乳幼児健診を中心とする若

手小児科医のための研修会

山崎 委員 小児科連絡協議会健康診査委員会にて実施を検討。

83 平成25年10月21

日

東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

第6回健やか親子２１最終評価・

次期プランに関する検討会

山崎 委員 次期プランに関する検討、各課題のポンチ絵を参考に、全体の概念図を

検討、スケジュール、その他予定について、最終評価報告書について

84 平成25年10月23

日

三重県総合文化セ

ンター（津市）

日本公衆衛生学会拡大編集委員

会

山崎 編集委員 編集委員会の活動状況について、査読システムについて

85 平成25年10月23

日

三重県総合文化セ

ンター（津市）

病児・病後児保育の実態把握と

質向上に関する研究班実務会議

山崎 研究分担

者

愛知県におけるモデル事業の展開、今後の研究の方向について

86 平成25年10月27

日

オフィス東京事務

所（東京都）

小児救急の社会的サポートに関

する委員会平成25年度第4回委員

会

山崎 委員長 平成25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、

実践コースについて

87 平成25年10月28

日

中央合同庁舎第5

号館厚生労働省省

議室（東京都）

第３回「健やか親子２１」の最終評価
等に関する検討会

山崎 オブザー

バー

｢健やか親子２１｣の最終評価について

88 平成25年10月29

日

愛知県自治セン

ター

（名古屋市）

平成25年度愛知県要保護児童対

策協議会委員会

久野 委員 平成24年度愛知県児童相談センター相談実績について、平成25年度児童

虐待防止関連事業について、児童死亡事件の検証報告書について等

89 平成25年10月30

日

愛知県済生会病院

（名古屋市）

ブラジル学校における学校健診

検討会

山崎 助言者 愛知県済生会病院が実施するブラジル学校での学校健診の実施について

90 平成25年10月31

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」第2回研究班会議

山崎、今

本

研究協力

者

第3回指導者養成研修について、公開講演会について、指導者研修後の展

開について、平成25年度研究報告書について
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91 平成25年11月1日 あいち小児セン

ター（大府市）

第1回児童虐待対応医療機関連絡

会

山崎、生

駒、福山

事務局 県内虐待応報告について、マニュアルについて

92 平成25年11月3日 Sheraton Grande

Taipei Hotel

（Taipei city,

Taiwan)

台湾小児科医会・日本小児科医会
委員会交流会

山崎 国際委員

会委員

日本の小児保健の状況（予防接種、乳幼児健診）について、台湾の小児

医療の課題について

93 平成25年11月6日 愛知県自治セン

ター(名古屋市）

第2回愛知県健康支援課長会議 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

94 平成25年11月7日 あいち小児セン

ター（大府市）

第2回妊娠期からの支援の評価等に
関する検討会

山崎、森 研究代表

者、研究

協力者

ワークショップについて、妊娠期からの支援の評価等に関するワーク

ショップ

95 平成25年11月14

日

亀山市総合保健福

祉センター（三重

県亀山市）

第2回途切れない乳児健診システ

ムの構築に関する検討会議

山崎 研究代表

者

健診後の医療機関から保健センターへの情報伝達、医療機関での子育て

支援や発達支援の視点、 健診後のケースの状況に関する医療機関への

フィードバックや評価

96 平成25年11月18

日

愛知県庁本庁舎

（名古屋市）

愛知県児童虐待予防対策委員会 山崎 委員長 乳幼児虐待予防の推進に向けて、児童虐待予防の今後の取組みについて

97 平成25年11月18

日

愛知県本庁舎

（名古屋市）

平成25年度愛知県児童虐待予防

対策委員会

久野 委員 乳幼児虐待予防の推進と今後の取り組みについて

98 平成25年11月23

日

日本小児科医会事

務局（東京都）

日本小児科医会平成25年度第2回

国際委員会

山崎 委員 平成25年度事業計画の進捗状況について

99 平成25年11月28

日

愛知県自治セン

ター(名古屋市）

保健所健康支援課地域保健Ｇ班長
会議

辻 オブザー

バー

地域保健グループ関連事業について

100 平成25年11月29

日

東京八重洲ホール

（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、分担・協力者の研究報告、手引書の

内容について、健やか親子２１次期計画で指標とすべき課題について

101 平成25年12月2日 愛知県津島保健所

（津島市）

乳幼児健康診査に関する検討会 山崎 助言者 津島保健所管内の平成24年度乳幼児健診データの活用について

102 平成25年12月3日 愛知県立大府養護

学校（大府市）

平成25年度第11回大府養護学校安
全衛生委員会

山崎 校医 各学部、部署からの提案（小学部、中学部、高等部、施設訪問、事務、

教頭）

103 平成25年12月8日 日本小児科学会会

議室（東京都）

第7回小児科連絡協議会健康診査

委員会

山崎 委員 第2回乳幼児健診を中心とする小児科医のための研修会の総括について、

第3回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、妊娠

期・乳幼児期の健康診査に関する手引きについて
104 平成25年12月10

日

大府市役所 大府市自立支援協議会（発達支

援部会）

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

105 平成25年12月12

日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25年度保健所保健師母子実

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、

講和：母子保健における保健所保健師への期待

106 平成25年12月16

日

東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

第7回健やか親子２１最終評価・次
期プランに関する検討会

山崎 委員 健やか親子２１次期プラン関連の研究発表、次期プランに関する検討

107 平成25年12月16

日

システム科学コン

サルタンツ株式会

社（東京都）

JICAタジキスタン国ハトロン州

母子保健システム改善プロジェ

クト検討会

山崎 専門家 同プロジェクトの計画およびこれまでの実施内容に関する検討

108 平成25年12月17

日

JICA中部センター

（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

次年度の研修実施に係る業務委託等について

109 平成25年12月17

日

愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25年度愛知県母子健康診査

等専門委員会

山崎

浅井、新

美

委員

事務局

母子健康診査結果集計・分析についての意見交換と今後へ向けた検討

110 平成25年12月19

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」第3回研究班会議

山崎、今

本

研究協力

者

公開講演会について、指導者研修後の展開について、冊子の作成について

111 平成25年12月20

日

あいち小児セン

ター（大府市）

愛知県児童虐待防止医療ネット

ワーク事業に関する検討会

山崎、生

駒、福山

事務局 医療機関向けマニュアルに関する協議

112 平成25年12月22

日

東京国際フォーラ

ム（東京都）

3歳児検尿の効果的方法と腎尿路

奇形の早期発見第2回班会議

山崎 オブザー

バー

3歳児検尿のモデル地区事業について、4か月健診での超音波検査、濾紙

法での尿β2Mの測定、尿中微量アルブミンの検討、新生児がスリー検

査、腎不全進行阻止のエビデンス

113 平成25年12月26

日

一宮市中保健セン

ター（一宮市）

平成25年度第3回発達障害児の地
域支援体制づくり会議

山崎 助言者 発達障害児支援における関係機関連携について

114 平成25年12月31

日

Jomi Central

Rayon Hospital

(Tajikistan)

The Project for Improving

Maternal and Child Health

Care System in Khatlon Oblast

山崎 専門家 Maternity unit, 産婦人科、新生児科の現状と、プロジェクト活動の実施
状況について

115 平成25年12月31

日

Jomi Numeral

Hospital 4 Bahor

(Tajikistan)

同上 山崎 専門家 Maternity unit, 小児科病棟の現状と、プロジェクト活動の実施状況につ

いて

116 平成26年1月2日 Shartuz Central

Rayon Hospital

(Tajikistan)

同上 山崎 専門家 Maternity unit, 産婦人科、新生児科の現状と、プロジェクト活動の実施

状況について

117 平成26年1月2日 Shartuz Numeral

Hospital 2 Iskra

(Tjikistan)

同上 山崎 専門家 Maternity unit, 小児科病棟の現状と、プロジェクト活動の実施状況につ

いて

118 平成26年1月2日 Rumi Central

Rayon Hospital

(Tajikistan)

同上 山崎 専門家 Maternity unit, 産婦人科、新生児科の現状と、プロジェクト活動の実施

状況について

119 平成26年1月2日 Rumi Numeral

Hospital 4

Navabot

同上 山崎 専門家 Maternity unit, 小児科病棟の現状と、プロジェクト活動の実施状況につ

いて

120 平成26年1月3日 Vakhsi Central

Rayon Hospital

(Tajikistan)

同上 山崎 専門家 Maternity unit, 産婦人科、新生児科の現状と、プロジェクト活動の実施

状況について
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121 平成26年1月3日 Vakhsi Numeral

Hospital 3 Kirov

(Tajikistan)

同上 山崎 専門家 Maternity unit, 小児科病棟の現状と、プロジェクト活動の実施状況につ
いて

122 平成26年1月4日 National Scientific

Institution for

Gynecology and

Pediatrics

(Dushanbe city)

同上 山崎 専門家 同病院の新生児センターの視察ならびにDr Abdugani Yunusov（新生児

科医）とともに酸素濃縮器の仕様書を検討

123 平成26年1月9日 亀山市総合保健福

祉センター（三重

県亀山市）

第3回途切れない乳児健診システ

ムの構築に関する検討会議

山崎 研究代表

者

乳児健診で入力されている「お母さんの問診表」のデータと集団健診の

個別データを連結した分析について、乳児健診　子育て支援連絡票につ

いて

124 平成26年1月10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

次年度の研修実施に係る愛知県教育委員会健康学習科ならびに体育・ス
ポーツ課との連携について

125 平成26年1月10日 東京ステーション

コンファレンス

（東京都）

第7回健やか親子２１最終評価・

次期プランに関する検討会

山崎 委員 次期プランに関する検討、全体の概念図を検討、スケジュール、その他

予定について、最終評価報告書について

126 平成26年1月11日 システム科学コン

サルタンツ株式会

社（東京都）

JICAタジキスタン国ハトロン州

母子保健システム改善プロジェ

クト検討会

山崎 専門家 同プロジェクトの進捗状況に関する検討

127 平成26年1月19日 NPO法人CAPNA

事務局（名古屋

市）

子ども虐待防止世界会議名古屋

2014 現地会合

山崎 オブザー

バー

ユースプログラムの内容について、会議準備に向けての現地の体制につ

いて

128 平成26年1月20日 愛知県庁本庁舎

（名古屋市）

平成25年度第2回愛知県HTLV-1
母子感染対策協議会

山崎 委員 HTLV-1母子感染予防のための手引書の作成について、愛知県における今

後の取組み課題について

129 平成26年1月23日 愛知県自治セン

ター(名古屋市）

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

130 平成26年1月24日 あいち小児セン

ター（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

業務委託先に選定されたシステム科学コンサルタンツ社との業務打合せ

131 平成26年1月28日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25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２５年度愛知県特別支援教育体制推進事業の取組み、特別支援学校に
よる地域支援の実施状況、愛知県特別支援教育推進計画について

132 平成26年1月29日 東浦町役場（東浦

町）

平成25年度東浦町要保護児童対

策地域協議会代表者会議

山崎 委員 平成２５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２６年度の活動方針について

133 平成26年1月30日 東横INN名古屋丸

の内（名古屋市）

第1回子ども虐待防止世界会議 名

古屋 2014 現地委員会

山崎 事務局長 組織体制について、広報活動について、資金調達について、ユース・プ

ログラムについて、NPOフォーラムについて、おもてなし関連、本部主

催講演等134 平成26年1月31日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25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２５年度の取組について、「健康日本

２１あいち新計画」目標・指標について、平成２６年度愛知県母子保健

重点目標について

135 平成26年1月31日 碧南市保健セン

ター（碧南市）

第2回生活習慣病若年化対策事業

作業部会

山崎、森 構成員 平成25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26年度

生活習慣病若年化対策事業実施案について

136 平成26年2月1日 あいち小児セン

ター（大府市）

第2回児童虐待対応医療機関連絡

会

山崎、生

駒、福山

事務局 マニュアルについて、事例報告会

137 平成26年2月3日 愛知県知多保健所

（知多市）

平成25年度知多保健所管内母子

保健業務連絡会

山崎 助言者 母子健康診査マニュアルについて、妊娠期からの虐待予防の取組みについ
て、未熟児訪問事業について

138 平成26年2月4日 愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

平成25年度愛知県麻しん会議 山崎 議長 麻しんの発生動向について、麻しんの予防接種状況について、予防接種

による副反応の報告、県の主な対応について、麻しんの検査診断につい

て139 平成26年2月4日 大府市役所 平成25年度健康おおぶ２１プラ

ン推進会議（第４回）

新美 委員 「新健康おおぶ２１プランについて」

140 平成26年2月6日 大府市役所（大府

市）

平成25年度第1回大府市要保護児

童対策地域協議会

山崎 会長 平成25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

141 平成26年2月7日 イザキ・ニュート

ン校（美濃加茂

市）

ブラジル学校における学校健診

検討会

山崎 助言者 ブラジル学校での学校健診の実施方法の検討について

142 平成26年2月9日 あいち小児セン

ター（大府市）

平成25年度愛知県小児保健協会

理事会

山崎、

辻、浅井

事務局 平成25年度愛知県小児保健協会理事及び監事について、平成24年度収支

決算書、平成25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26年度研修担当理事の選出

143 平成26年2月12日 愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

平成25年度「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、全県への発信方法について、来年度の事業につ

いて

144 平成26年2月13日 愛知県庁本庁舎

（名古屋市）

子ども虐待防止世界会議名古屋

2014 現地委員会会合

山崎 事務局長 愛知県吉本明子副知事への説明と愛知県・名古屋市への協力依頼

145 平成26年2月13日 亀山市総合保健福

祉センター（三重

県亀山市）

第4回途切れない乳児健診システ

ムの構築に関する検討会議

山崎 研究代表

者

乳児健診で入力されている「お母さんの問診表」のデータと集団健診の

個別データを連結した分析について、乳児健診子育て支援連絡票につい

て、説明会の開催について

146 平成26年2月13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25年度ジョイジョイの活動報告、平成26年度計画

147 平成25年2月16日 あいち小児セン

ター（大府市）

全国病児遊びのボランティア集

会

棚瀬、平

野、宮

谷、布施

運営 全国の病院で活動するボランティアの情報交流会議

148 平成26年2月18日 名鉄病院（名古屋

市）

平成25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

ター調査検討委員研究部会

山崎、浅

井

事務局 本年度の調査研究事業の実施結果（速報値）について

149 平成26年2月19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

150 平成26年2月20日 イザキ・ニュート

ン校（美濃加茂

市）

ブラジル学校における学校健診 山崎 助言者 ブラジル学校での学校健診の実施（身体計測、視力・聴力検査、検尿、

採血ほか）

151 平成26年2月22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25年度第5回委員

会

山崎 委員長 平成25年度研修会の振り返りと平成26年度の研修内容について、平成26

年度研修の運営について
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152 平成26年2月23日 日本子ども家庭総

合研究所（東京

都）

子ども虐待防止世界会議 名古屋

2014　実行委員会

山崎 現地委員

会事務局

長

現地委員会設置の経緯、実行委員会と現地委員会の連携体制、現地委員

会事務局体制、来賓接待委員会、セレモニー委員会の設置、ISPCANと

のSkype会議における協議事項

153 平成26年2月24日 名古屋市立大学桜

山キャンパス本部

棟（名古屋市）

子ども虐待防止世界会議名古屋

2014 現地委員会会合

山崎 事務局長 名古屋市立大学戸苅創学長への説明と協力依頼

154 平成26年2月24日 三重県庁本庁舎

（津市）

子ども虐待防止世界会議名古屋

2014 現地委員会会合

山崎 事務局長 三重県鈴木英敬知事への説明と協力依頼

155 平成26年2月25日 愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

子ども虐待防止世界会議名古屋

2014 現地委員会会合

山崎 事務局長 愛知県野村道朗教育長への説明と協力依頼

156 平成26年2月25日 愛知学院大学楠

元・末盛キャンパ

ス（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

歯科保健活動に関する講義に関する検討

157 平成26年2月25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

愛知県総合教育センター視察と講義に関する検討

158 平成26年2月25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25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26年度保健所健康支援課関連事業について

159 平成26年2月27日 名古屋市立大学医

学部付属病院（名

古屋市）

子ども虐待防止世界会議名古屋

2014 現地委員会会合

山崎 事務局長 会議の運営に関する協議

160 平成26年3月4日 イザキ・ニュート

ン校（美濃加茂

市）

ブラジル学校における学校健診 山崎 助言者 ブラジル学校での学校健診の実施（医師の診察と判定）

161 平成26年3月6日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25年度児童虐待対応医療機

関連携推進会議

山崎、生

駒、福山

事務局 医療機関における児童虐待対応マニュアルについて、児童虐待防止医療

ネットワーク事業の評価方法について

162 平成26年3月7日 愛知県警察熱田警

察署（名古屋市）

子ども虐待防止世界会議名古屋

2014 現地委員会会合

山崎 事務局長 会議の運営に関する協議

163 平成26年3月8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「の最終評

価・課題分析及び次期国民健康

運動の推進に関する研究班第2回

班会議

山崎、浅

井

研究分担

者、研究

協力者

最終評価結果・次期プランについて、分担研究者の報告、来年度の研究

の方向性、予定について

164 平成26年3月9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4回全体会議）

山崎、新

美

研究代表

者、研究

協力者

手引書の内容について、手引書（暫定版）の完成に向けた予定について

165 平成26年3月10日 愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

第3回児童虐待対応医療機関連絡

会

山崎、山

下、生

駒、福山

事務局 マニュアル（最終案）の検討

166 平成26年3月11日 あいち小児セン

ター（大府市）

第2回妊娠期からの支援の評価等

に関する検討会

山崎、森 研究代表

者、研究

協力者

妊娠期からの情報把握に関する検討、妊娠期からの支援方法に関する検

討、妊娠期からの支援の評価に関する検討

167 平成26年3月11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

ター予防接種センター調査検討

委員会

山崎、浅

井

事務局 予防接種センターの平成25年度事業について、調査研究について

168 平成26年3月12日 あいち小児セン

ター（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

業務委託先に選定されたシステム科学コンサルタンツ社との業務打合せ

169 平成26年3月13日 あいち小児セン

ター（大府市）

第2回乳幼児健診後のフォロー

アップと評価に関する検討会

山崎、浅

井

研究代表

者、研究

協力者

精度管理の集計結果について、支援の必要性の判定の集計結果につい

て、フォローアップの進行管理と評価方法について

170 平成26年3月13日 愛知県一宮保健所

（一宮市）

平成25年度第4回発達障害児の地

域支援体制づくり会議

山崎 助言者 発達障害児支援における関係機関連携について、今年度の取組の経過と

内容居ついて、地域の保健・福祉・保育機関の事業及び窓口の紹介

171 平成26年3月14日 高浜市立翼小学校

（高浜市）

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

172 平成26年3月18日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成25年度愛知県小児救急電話

相談事業運営協議会

山崎 委員 平成25年4月から2月の愛知県小児救急電話相談事業の相談件数等につい

て、小児救急電話相談事業の認知状況について、相談時間について、適

正受診普及啓発事業について

173 平成26年3月20日 大府市役所（大府

市）

第2回大府市ＤＶ連絡会 辻 構成員 平成25年度大府市相談実績について、情報交換

174 平成26年3月22日 日本子ども家庭総

合研究所（東京

都）

子ども虐待防止世界会議 名古屋

2014　実行委員会

山崎 現地委員

会事務局

長

プログラム編成について、査読について、プログラムと抄録集につい

て、資金調達進捗状況について、財務委員会報告、広報について、グッ

ズ製作について、おもてなしについて、国際活動委員会・現地委員会共

同プログラムについて

175 平成26年3月24日 厚生労働省雇用均

等・児童家庭局児

童虐待対策室（東

京都）

子ども虐待防止世界会議名古屋

2014 実行委員会会合

山崎 現地委員

会事務局

長

会議の運営に関する協議

176 平成26年3月28日 TKP 東京駅前カン

ファレンスセン

ター（東京都）

第8回健やか親子２１最終評価・

次期プランに関する検討会

山崎 委員 次期プランに関する検討、1）次期計画の名称、2）課題担当の検討、3）

追加調査の方法の検討（調査項目・調査票案など）、4）目標値の再確認

177 平成26年3月30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 国際委員

会委員

平成25年度の事業実績について、新年度からの体制について
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1 平成25年4月13日 あいち小児センター（大府市）愛知教育大学教育学専攻学生研修会 山崎 子ども虐待と子どもの心の医療的対応

2 平成25年4月18日 University of Utah(Salt Lake

city)

Constructing Health in Japan Session

1 – Family and Life Course, Session 2

– Contagion

山崎 Maternal and Child Health in Japan – How can we

apply the 20th century’s achievement?

3 平成25年4月18日 University of Utah(Salt Lake

city)

Constructing Health in Japan Session

3 – Gender and Communities of Care,

Session 4 – Politics of Disaster

山崎 Workshop

4 平成25年5月7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

5 平成25年5月27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

6 平成25年5月28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）

7 平成25年5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 #1

8 平成25年6月1日 ウィンクあいち（名古屋市） 第17回 日本医療保育学会 山崎 ふだんのかかわりから始めよう！　～多職種が連携した

虐待予防～

9 平成25年6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 マレーシア帰国研修員プログレス報告会（テレビ会議）

10 平成25年6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 Case study #2

11 平成25年6月4日 あいち小児センター（大府

市）

2013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

12 平成25年6月4日 あいち小児センター（大府

市）

2013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

13 平成25年6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 Case study #3

14 平成25年6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」

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

15 平成25年6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」

討論

山崎 Case study #4

16 平成25年6月11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）

17 平成25年6月11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（事後措置に関する討論）

18 平成25年6月12日 知多市立新田小学校（知多

市）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；保健室とその業務について

19 平成25年6月13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 Countermeassures to life style related disease by school

health activities

20 平成25年6月14日 犬山市立羽黒小学校（犬山

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

21 平成25年6月17日 ジョイセフ（家族計画国際協

力財団）（東京都）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；Reproductive health education（ジョ

イセフ：浅村里紗）

22 平成25年6月17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）

23 平成25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」

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）

24 平成25年6月24日 半田常滑看護学校 小児看護におけるホスピタル・プレ

イ・スペシャリストの活動について

平野、

棚瀬

病院での保育士・ＨＰＳ活動についての講義補助

25 平成25年6月25日 あいち小児センター（大府

市）

平成25年度保健所保健師母子実務研

修会

山崎 あいち小児センターの保健活動と総合診療部の診療につ

いて26 平成25年6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 Action Plan making 1

27 平成25年6月27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；スポーツ・体育活動のの実際

28 平成25年6月27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

29 平成25年6月28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

30 平成25年7月1日 児童養護施設「こどもの家

ともいき」（一宮市）

虐待を受けた子どもたちへの対応 大橋 被虐待児の理解と対応について

31 平成25年7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 Action Plan making 3

32 平成25年7月6日 あいち健康の森健康科学総合

センター（東浦町）

平成25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

33 平成25年7月8日 大府市立若宮保育園（大府

市）

ＪＩＣＡ課題別集団研修「学校保健」

視察

山崎 コーディネート；保育園での保健活動・保育活動につい

て

34 平成25年7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」

討論

山崎 Action Plan making 4

35 平成25年7月9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

36 平成25年7月11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
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37 平成25年7月13日 あいち小児センター（大府

市）

椙山女学園大学看護学部見学研修会 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

38 平成25年7月17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

39 平成25年7月18日 名古屋市 愛知県社会福祉協議会 今本 被虐待児童の心とケアー事例をまじえてー

40 平成25年7月19日 豊川市保健センター（豊川

市）

平成２５年度母子保健推進研修会 山崎 乳幼児の発達の見方と乳幼児健康診査マニュアルの活用

について

41 平成25年7月22日 愛知淑徳大学

福士貢献学部

子ども福祉専攻科

保育士・HPSの業務の概要と任務
院内での遊びや玩具、錨状・処置への理
解を促すツールなどの紹介

棚瀬

病院での保育士・ＨＰＳ活動についての講義補助

42 平成25年7月26日 あいち小児センター（大府

市）

あいち小児センター看護師勉強会 山崎 最近の小児の予防接種について

43 平成25年8月2日 高知県看護協会会館（高知

市）

平成25年度高知県母子保健指導者研

修会「知っておきたい、乳幼児健診の

基本と実際１」

山崎 乳幼児健診の意義～いま、乳幼児健診に求められるもの

～

44 平成25年8月6日 半田市 半田市教育委員会 今本 発達障碍をめぐってー学習支援の視点からー

45 平成25年8月19日 大府市 大府養護学校 今本 自閉症スペクトラム障碍ってどんな障碍？－その理解と

支援ー

46 平成25年8月29日 ＪＩＣＡ中部国際センター

（名古屋市）

ＪＩＣＡ「学校保健」研修実施報告会 山崎 「学校保健」研修の成果とインパクト

47 平成25年9月7日 愛知県医師会館（名古屋市） 子育て支援フォーラムｉｎ愛知　～子

育ての応援とゼロ歳児からの虐待防止

～

山崎 乳幼児健診でつなぐ支援のバトン　～子育て支援に重点

を置いた乳幼児健診と母子保健活動

48 平成25年9月13日 名古屋市立上名古屋小学校

（名古屋市）

名古屋市西保健所喫煙予防教室 山崎 タバコとわたしたちの健康

49 平成25年9月14日 ホテルトヨタキャッスル（豊

田市）

平成25年度第1回豊田加茂地域母子保

健事業研究会

山崎 乳幼児健診の未受診者

50 平成25年9月18日 東海市 東海市障害児保育研修会 今本 あいち小児センター方式について

51 平成25年9月19日 エル・パーク仙台（仙台市） 母子衛生研究会主催母子保健指導者セ

ミナー

山崎 子育て支援に視点を置いた乳幼児健診とは

52 平成25年9月19日 あいち小児センター（大府

市）

日本赤十字豊田看護大学見学研修会 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25年9月24日 愛知県一宮保健所（一宮市） 平成２５年度第２回発達障害児の地域

支援体制づくり会議

山崎 乳幼児健康診査における発達障害児の早期発見と支援

54 平成25年9月30日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A

コース

山崎 第一講義「体の構造と機能」

－学齢児の発育・発達・成熟－

55 平成25年10月1日 あいち小児センター（大府

市）

心理検査を用いて子どもを理解する～

知能検査～

大橋 田中ビネーⅤ知能検査、WISC-Ⅳの説明。知能検査を用

いた事例の紹介

56 平成25年10月9日 あいち小児センター（大府

市）

大府養護学校安全衛生委員会相談会 山崎 小児の結核感染とその防止について

57 平成25年10月12日 大府市役所（大府市） 大府市児童虐待防止シンポジウム 山崎 コーディネータ「シンポジウム：みんなで守ろう、大切

な命」

58 平成25年10月21日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A

コース

山崎 第二講義「体の構造と機能」

－生活リズムと体の機能“基礎編”－

59 平成25年10月21日 一宮看護学校 小児へのプレパレーションと遊びの工

夫

平野、

棚瀬

病院での保育士・ＨＰＳ活動についての講義補助

60 平成25年10月23日 三重県総合文化センター（津

市）

第７2回日本公衆衛生学会総会自由集

会「知ろう・語ろう・考えよう！"一

歩先行く" 健やか親子２１ 第13回」

山崎 コーディネーター、座長

61 平成25年10月24日 三重県総合文化センター（津

市）

第７2回日本公衆衛生学会総会 山崎 シンポジウム13　「健やか親子21」の最終評価と次期

「健やか親子21」の課題：「課題4　子どもの心の発達

と育児不安の課題の最終評価」

62 平成25年10月29日 あいち小児センター（大府

市）

愛知県議会自民党政策条例検討プロ

ジェクトチーム勉強会

山崎 当センターの虐待対応と虐待防止活動の中で医療機関が

果たすべき役割

63 平成25年10月29日 愛知県一宮保健所（一宮市） 平成２５年度第２回発達障害児の地域

支援体制づくり会議

山崎 乳幼児健康診査における発達障害児の早期発見と支援

64 平成25年11月3日 高雄市漢來大飯店翠園廳

（Kaohsiung city, Taiwan ）

台日基層兒科醫師聯誼與學術討論會 山崎 New approach for child health examination in Japan〝

Child rearing and child development support〞

65 平成25年11月5日 愛知県総合教育センター（東

郷町）

平成25年度新規採用養護教諭研修 山崎 児童生徒の生活習慣病

66 平成25年11月10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（～

11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

67 平成25年11月11日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A

コース

山崎 第三講義「体の構造と機能」

－生活リズムと体の機能“病気編”－

68 平成25年11月12日 あいち小児センター（大府

市）

平成25年度新規採用栄養教諭研修 山崎 児童生徒の生活習慣病

69 平成25年11月14日 愛知県西尾保健所（西尾市） 西尾保健所母子健康診査マニュアル還

元会議

浅井 母子健康診査マニュアル還元、情報交換助言者

70 平成25年11月21

日

愛知県瀬戸保健所（瀬戸市） 瀬戸保健所管内母子保健担当者会議 浅井 母子健康診査マニュアル還元、情報交換助言者

71 平成25年11月22日 あいち小児センター（大府

市）

あいち小児センター虐待予防院内研修

会

山崎 座長「小児科領域における療養支援ナースの活動」

72 平成25年11月23日 国立オリンピック記念青少年

総合センター（東京都）

平成25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

73 平成25年11月25日 名古屋市立露橋小学校（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
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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

74 平成25年11月25日 愛知県半田保健所（半田市） 半田保健所管内母子保健担当者会議 浅井 母子健康診査マニュアル還元、情報交換助言者

75 平成25年11月28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）

76 平成25年12月1日 ウェルとばた（北九州市） 第26回日本保健福祉学会学術集会 山崎 養育環境の貧しさを考える

77 平成25年12月1日 名古屋市 あいち心の診療医研究会 今本 学童前半の発達障碍児へのペアレントトレーニングの実

践報告

78 平成25年12月2日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A

コース

山崎 第四講義「精神保健」

－心の発達と学齢児の発達障害－

79 平成25年12月4日 愛知県衣浦東部保健所（刈谷

市）

母子健康診査マニュアル推進研修会 浅井 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

80 平成25年12月6日 愛知県津島保健所（津島市） 津島保健所母子保健推進研修会 山崎 母子健康診査マニュアルからみる地域の現状 データ分

析と健診後のフォローアップについて

81 平成25年12月7日 HANDS事務局（東京都） HANDS学校保健勉強会 山崎 日本と途上国の学校保健の現状と課題

82 平成25年12月11

日

名鉄トヨタホテル（豊田市） 豊田加茂ワクチンセミナー 山崎 近年注目されている乳幼児期のワクチンについて

83 平成25年12月15

日

信州大学松本キャンパス（松

本市）

日本子ども虐待防止学会第19回学術

集会分科会B-11

山崎 児童虐待防止医療ネットワーク事業　愛知県での取り組

み

84 平成25年12月24日 愛知県衣浦東部保健所（刈谷

市）

平成25年度衣浦東部保健所母子関係

者会議

山崎 母子健康診査データからみる地域の現状データ分析と健

診後のフォローアップについて

85 平成26年1月7日 しあわせ村（東海市） 「安心感の輪子育てプログラム」 河邉 育児不安を持つ母親を対象に心理教育プログラムを実施

した。

86 平成26年1月14日 大府市役所（大府市） 大府市放課後クラブ指導員研修会 山崎 指導員のメンタルヘルス

87 平成26年1月16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）

88 平成26年1月18日 京田辺市商工会議所（京田辺

市）

平成25年度児童虐待未然防止研修会 山崎 児童虐待未然防止をめざした妊娠期からの地域支援　～

センターの取り組みを通して感じること

89 平成26年1月20日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A

コース

山崎 第五講義「精神保健」

－子ども虐待への対応－

90 平成26年1月21日 しあわせ村（東海市） 「安心感の輪子育てプログラム」 河邉 育児不安を持つ母親を対象に心理教育プログラムを実施

した。

91 平成26年1月27日 愛知県衣浦東部保健所（刈谷

市）

平成25年度西三河地域母子保健推進

会議

山崎 母子保健の体制が変化している中での今後の母子保健の

あり方について

92 平成26年1月28日 愛西市佐織公民館（愛西市） 「ファミリー・サポート・センター事

業」養成講座

山崎 子どもの救急処置の実践

93 平成26年1月28日 しあわせ村（東海市） 「安心感の輪子育てプログラム」 河邉 育児不安を持つ母親を対象に心理教育プログラムを実施

した。

94 平成26年1月30日 名古屋市立長須賀小学校（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

95 平成26年1月30日 ウィンクあいち（名古屋市） 「あい・あい保育向上プログラム」報

告会

山崎 パネルディスカッション座長

96 平成26年1月30日 名古屋市 地域医療基盤開発推進研究事業 今本 公開講演会「子どもがかわるー気になる子、一つの援助

目標から広がる保育」

97 平成26年1月31日 東海市 東海市障害児保育研修会 今本 あい・あい保育向上プログラムについて

98 平成26年2月1日 東建ホール・丸の内（名古屋

市）

第6回あいち・くすりフォーラム 山崎 座長：妊娠・授乳とメンタルヘルス

99 平成26年2月4日 しあわせ村（東海市） 「安心感の輪子育てプログラム」 河邉 育児不安を持つ母親を対象に心理教育プログラムを実施

した。

100 平成26年2月6日 福島市 地域医療基盤開発推進研究事業 今本 「あい・あい保育向上プログラム」講演会

101 平成26年2月8日 ミュー石が瀬（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

102 平成26年2月10日 名古屋市総合社会福祉会館

（名古屋市）

平成２５年度　母子保健事業従事者研

修会

山崎 今後の母子保健活動のあり方について　～「健やか親子

２１」最終評価報告書の公表をうけて

103 平成26年2月15日 名古屋大学鶴舞キャンパス

（名古屋市）

日本国際小児保健研究会「小児生活習

慣病対策と学校保健」勉強会

山崎 国際協力の視点から 見た我が国の学校保健

104 平成26年2月16日 あいち小児センター（大府

市）

全国小児病棟遊びのボランティア第2

回交流集会

山崎 パネルディスカッション「病院小児科医の立場から」

105 平成26年2月17日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A

コース

山崎 第六講義「精神保健」

－問題行動の背景にある子どもの心－

106 平成26年2月17日 姫路自治福祉会館（姫路市） 食幾指導者研修会 朝日 食べる機能の獲得と運動発達支援について

107 平成26年2月18日 関市 関市障碍児保育研修会 今本 あい・あい保育向上プログラムって何ですか？

108 平成26年2月18日 しあわせ村（東海市） 「安心感の輪子育てプログラム」 河邉 育児不安を持つ母親を対象に心理教育プログラムを実施

した。
109 平成26年2月21日 愛知県江南保健所（江南市） 母子健康診査マニュアル担当者会議

（市町村母子保健推進事業）

山崎 母子健康診査マニュアルデータの有効活用について

110 平成26年2月24日 愛知県師勝保健所

（北名古屋市）

母子保健推進事業研修会 久野 「あいち小児保健医療総合センターで実施している親支

援について」

111 平成26年2月25日 しあわせ村（東海市） 「安心感の輪子育てプログラム」 河邉 育児不安を持つ母親を対象に心理教育プログラムを実施

した。

112 平成26年3月2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 講評及び小児の予防接種について
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113 平成26年3月3日 名古屋第二赤十字病院（名古

屋市）

名古屋第二赤十字病院第6回小児救急

医療　小児集中治療勉強会

山崎 救急外来で見逃してはいけない子どもの虐待

114 平成26年3月4日 しあわせ村（東海市） 「安心感の輪子育てプログラム」 河邉 育児不安を持つ母親を対象に心理教育プログラムを実施

した。

115 平成26年3月11日 しあわせ村（東海市） 「安心感の輪子育てプログラム」 河邉 育児不安を持つ母親を対象に心理教育プログラムを実施

した。

116 平成26年3月13日 茨木市 郡山小学校 今本 発達障碍って何ですか？

117 平成26年3月15日 名古屋　B-1 丸の内（名古屋

市）

般財団法人こども財団 家庭的保育者

研修カリキュラム

山崎 子どもの虐待、小児保健Ⅰ、小児保健Ⅱ

118 平成26年3月17日 和歌山県民文化会館（和歌山

市）

平成25年度母子保健担当者研修会 山崎 子育て支援の視点を取り入れた乳幼児健康診査について

119 平成26年3月27日 亀山市総合保健福祉センター

（三重県亀山市）

途切れない乳児健診システムの構築に

関する打合せ会

山崎 子育て支援の必要性の判定について
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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25年7月25日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀　・
柿原

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25年11月21日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀　・
柿原

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26年3月20日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀　・
柿原

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25年5月17日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談

2 平成25年6月7日 ドーナツママ リハビリ相談 朝日 講師 脳性マヒについての講義

3 平成25年6月13日 森岡保育園 療育相談 田辺 講師 ケースを通しての療育相談

4 平成25年6月14日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談

5 平成25年6月18日 上野台幼稚園（東海市） 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

6 平成25年6月21日 まるまるね リハビリ相談 朝日 講師 脳性まひ児の介助のしかたについて

7 平成25年7月2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25年7月11日 あさひ保育園（半田市） 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

9 平成25年7月12日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談，講義

10 平成25年8月1日 碧南市臨海体育館 生活習慣病若年化対策事

業

佃 講師 運動指導

11 平成25年9月11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

12 平成25年9月13日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談

13 平成25年10月11日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談

14 平成25年10月11日 初音 講演 朝日 講師 ダウン症児の食事指導について

15 平成25年10月22日 上野台幼稚園（東海市） 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

16 平成25年11月15日 まるまるね リハビリ相談 朝日 講師 脳性まひの食事介助について

17 平成25年11月29日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談

18 平成25年12月4日 あさひ保育園(半田市) 障害児者等療育支援事業 佃 講師 療育相談

19 平成25年12月5日 森岡保育園 療育相談 田辺 講師 ケースを通しての療育相談

20 平成25年12月13日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談

21 平成25年12月18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

22 平成26年1月17日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談，講義

23 平成26年1月17日 姫路独協大学 リハビリ指導 朝日 講師 ダウン症児の運動発達支援

24 平成26年2月7日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 田辺 講師 ケースを通してのリハビリ相談，講義
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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25年4月12日 O市役所 要保護児童対策地域協議会実

務者委員

20 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

2 平成25年5月17日 O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、事例

検討

情報提供、地域支援

3 平成25年6月14日 O市役所 要保護児童対策地域協議会実

務者委員

19 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

4 平成25年7月12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

5 平成25年7月12日 O市役所 健康推進課、児童課、幼稚

園、児童障害者相談センター

7 保健師 ケース検討会議 情報提供、地域支援

6 平成25年8月9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

7 平成25年8月15日 H保健セン

ター

H保健所・保健師 10 臨床心理士 ケース検討会議 事例への助言

8 平成25年8月22日 あいち小児

センター

T保健所 不明 医師、保健師、臨床

心理士

事例検討会 事例への助言

9 平成25年8月22日 あいち小児

センター

市児童課、保健センター、保

健所

11 保健師 ケース会議 地域支援

10 平成25年8月29日 あいち小児

センター

特別支援学校 6 保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

11 平成25年9月13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

12 平成25年10月17日 あいち小児
センター

市子ども家庭課、保育園、園

医、小児センター

11 医師、看護師、保健

師

ケース会議 情報提供・地域支援

13 平成25年10月18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25年10月22日 あいち小児

センター

市役所、保健センター、保育

園、教育委員会、保護者

10 医師、保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

15 平成25年11月20日 N病院 病院医師・助産師等、児童・

障害者相談センター、T市関係

者、T保健所関係者

14 医師 ケース検討会議 事例への助言

16 平成25年12月5日 N病院 病院医師、ＭＳＷ 3 医師 ケース検討会議 事例の情報共有

17 平成25年12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

18 平成26年1月14日 T市役所 A児童・障害者相談センター、

T市児童課、T保健所、教育関

係、保健センター

12 医師 ケース検討会議 事例への助言

19 平成26年2月3日 N保健セン

ター

大学教授、市保健師、児童相

談センター、保健所保健師

18 保健師 事例検討 情報提供・地域支援

20 平成26年2月21日 あいち小児

センター

町保健師 20 医師、看護師、保健

師

ケース会議 情報提供・地域支援

21 平成26年2月26日 あいち小児

センター

市こども発達センター、小学

校、子ども保健係

6 医師、保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

22 平成26年3月8日 あいち小児

センター

特別支援学校、養護学校 20 医師、看護師、保健

師

ケース会議 情報提供・地域支援

23 平成26年3月14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

24 平成26年3月28日 あいち小児

センター

児童養護施設 8 医師、臨床心理士、

保健師、看護師、保

育士

事例検討会 事例への助言

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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