
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27年4月6日 JICA本部（東京

都）

タジキスタン母子保健プロ
ジェクト帰国報告会

山崎 専門家 2014年度のプロジェクト成果に関する報告

2 平成27年4月7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27年度のＪＩＣＡ集団研修「学校保健」

の海外の研修員の選考。12名を選考した。

3 平成27年4月9日 あいち小児保健セ

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、

佐々木、

小澤、山

本、齋

藤、新

美、森

構成員 平成２７年度の児童家庭課の事業、あいち小

児センターの事業について

4 平成27年4月10日 三の丸庁舎（名古

屋市）

平成27年度第1回愛知県保

健所長会定例会

山崎 オブザー

バー

・平成２７年度愛知県保健所長会の新体制に

ついて・平成２７年度保健所長会事業計画

(案)及び平成２７年度保健所長会予算 （案）

について・保健所長会会員所属部会等につい

て・平成２７年度愛知県保健所の運営、職員

の処遇等に関する要望について

5 平成27年4月13日 弥富市立大藤小学

校（弥富市）

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

6 平成27年4月14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

検診について・腎臓健診について・学校保健

健診懇談会について

7 平成27年4月22日 あいち小児セン

ター（大府市）

平成27年度　運営協議会 山崎 学校医 平成27年度の小児センターと大府特別支援学

校との連携について

8 平成27年4月22日 名城大学名駅サテ

ライト（名古屋

市）

妊婦・授乳婦医薬品適正使

用推進研究班　第１回会議

山崎 班長 平成27年度養成講座受講者選出について・平

成27年度事業計画について・日薬学術大会

（2016年、愛知開催）について・第８回あい

ち・くすりフォーラムについて・症例検討

ワークショップについて

9 平成27年4月22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

小澤 オブザー

バー

平成２７年度保健所健康支援課関連事業につ

いて

10 平成27年4月26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26年度

第1回委員会

山崎 委員長 平成26年度研修会の振り返り・平成27年度日

本小児保健協会　小児救急電話相談スキル

アップ研修会について・日本小児保健協会が

企画した以外の基礎コースの位置づけ等につ

いて11 平成27年4月30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

コース運営、アクションプランに関する検討

12 平成27年5月11日 東京八重洲ホール

（東京都）

平成27年度「乳幼児期の健

康診査を通じた新たな保健

指導手法等の開発のための

研究」班（第1回全体会

議）

山崎、

佐々木、

新美

研究代表

者、研究協

力者

各研究者紹介、研究班の研究計画について、

今年度の調査研究について

13 平成27年5月14日 日本小児保健協会

事務局（東京都）

平成27年度日本小児保健協

会実践活動助成選考会

山崎 委員 実践活動助成対象者の選考

14 平成27年5月15日 大府市役所（大府

市）

平成27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26年度実績報告について（知多児童・

障害者相談センター、大府市）・平成27年度

会議予定について・平成27年度大府市児童虐

待防止シンポジウムについて

15 平成27年5月15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回全体会議）

山崎、

佐々木

研究分担

者、研究協

力者

・平成27年度の計画内容について・最終評価

および追加調査で得られたデータから分析加

納な事項の検討・基盤課題C-2の設問・選択

肢についての検討・公衆衛生学会における自

由集会について16 平成27年5月18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

17 平成27年5月21日 アイリス愛知（名

古屋市）

平成27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26年度愛知県保健所長会事業及び平成

26年度愛知県保健所長会歳入・歳出決算報告

について・平成27年度愛知県保健所長会事業

及び平成27年度愛知県保健所長会歳入・歳出

予算（案）・平成27年度愛知県保健所長会会

員所属部会等について・愛知県保健所の在り

方（第五案）について・保健所による児童虐

待予防のための市町村支援について

18 平成27年5月22日 大府市役所（大府

市）

平成27年度第１回健康おお

ぶ２１プラン推進会議

齋藤 委員 新健康おおぶ２１プランについて

19 平成27年5月23日 名古屋国際会議場

（名古屋市）

一般社団法人愛知県医療

ソーシャルワーカー協会総

会

山崎 関係者 挨拶
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20 平成27年5月26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、小

澤

事務局 平成26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

21 平成27年5月26日 愛知県庁西庁舎(名

古屋市）

あいち発達障害者支援セン

ター連絡協議会

小澤 委員 あいち発達障害者支援センター運営事業につ

いて

22 平成27年5月27日 名鉄病院（名古屋

市）

平成27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、齋

藤

事務局 平成27年度予防接種検討委員会調査研究につ

いて

23 平成27年5月28日 国保会館（名古屋

市）

平成27年度愛知県市町村保

健師協議会通常総会

山崎、小

澤

説明者 あいち小児センター保健事業計画等について

24 平成27年5月29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、小

澤、山本

事務局 平成26年度保健事業実施内容について・平成

27年度保健事業実施計画について・児童虐待

対応マニュアル（診療所編）について

25 平成27年5月29日 愛知県庁西庁舎(名

古屋市）

平成27年度保健所母子保健

担当者連絡会

齋藤、

新美

事務局 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業につい

て、養育支援訪問強化事業について、母子健

康マニュアルについて

26 平成27年5月30日 あいち小児セン

ター（大府市）

乳幼児期の健康診査を通じ

た新たな保健指導手法等の

開発のための研究究班（研

究代表者会議）

山崎、

佐々木、

新美

研究代表

者、研究協

力者

発達臨床心理分野における研究の進め方につ

いて、分担研究者黒田先生と協議

27 平成27年6月3日 自治センター（名

古屋市）

愛知県小児慢性特定疾病児

童等地域支援協議会

小澤 オブザー

バー

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業及び現

状について

28 平成27年6月5日 あいち小児保健セ

ンター（大府市）

児童家庭課との母子保健業

務打ち合わせ

山崎、

佐々木、

小澤、山

本、齋

藤、新

美、森

構成員 母子マニュアル関係事業、小児慢性特定疾患

に関する事業等

29 平成27年6月9日 KKP八重洲ビル

（東京都）

妊婦健康診査および妊婦届

を活用したハイリスク妊産

婦の把握と効果的な保健指

導のあり方に関する研究班

（第1回全体会議）

山崎、山

下

研究分担

者、研究協

力者

・本研究班結成の経緯ならびに概略の説明・

分担研究者の研究計画概要・全体討議

30 平成27年6月14日 ビーコンプラザ

（別府市）

日本小児科医会国際委員会 山崎 委員 本年度国際部各事業の経過報告と今後の予

定・在日外国人の子どもの健康に関する情報

提供他・「予防接種・子どもの海外渡航」合

同研修会について・オンライン医療相談のプ

ライバシー保護相談窓口の運用について

31 平成27年6月17日 愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

愛知県母子健康診査等専門

委員会小委員会（第1回）

山崎、齋

藤、新美

委員、事務

局

母子健康診査マニュアルに関するアンケート

結果について・「健やか親子２１（第２

次）」に示された新たな問診項目の取扱につ

いて・母子健康診査マニュアルの課題と改定

案について32 平成27年6月18日 長崎ブリックホー

ル（長崎市）

日本小児保健協会平成27年

度第1回理事会

山崎 理事 ・人事、事業実施報告・審議事項（庶務関

係、協会活動助成について、財務関係、編集

関係、その他）

33 平成27年6月19日 長崎ブリックホー

ル（長崎市）

日本小児保健協会平成27年

度定時社員総会

山崎 理事 報告事項（平成27年度事業計画、平成27年度

予算案、都道府県小児保健協会への補助金等

支出について、平成27年度協会活動助成の決

定について・審議事項（平成26年度事業報告

案、平成26年度決算書案、監査報告、平成27

年度名誉会員の決定について）

34 平成27年6月26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

35 平成27年7月2日 亀山市総合保健福

祉センター（亀山

市）

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 子育て支援連絡票の試験運用結果について

36 平成27年7月7日 大府特別支援学校

（大府市）

平成27年度第１回大府特別

支援学校学校保健委員会

山崎、小

澤、福

本、高田

委員 平成２６年度保健室利用状況、ヒヤリハット

報告の活用について

37 平成27年7月7日 大府特別支援学校

（大府市）

平成27年度第5回大府特別

支援学校安全衛生委員会

山崎 学校医 ・各所属部からの提案・要望など

・夏の健康増進プログラムについて

38 平成27年7月9日 愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

愛知県母子健康診査等専門

委員会小委員会（第2回）

山崎、齋

藤、新美

委員、事務

局

・母子健康診査マニュアル追補版（案）につ

いて

39 平成27年7月10日 あいち小児セン

ター（大府市）

平成27年度「乳幼児期の健

康診査を通じた新たな保健

指導手法等の開発のための

研究」班・研究代表者会議

山崎、

佐々木、

新美

研究代表

者、研究協

力者

全国調査項目の検討
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40 平成27年7月10日 SKYPE会議（大府

市）

タジキスタン母子保健プロ

ジェクト会議

山崎 専門家 阿保団長、秋山専門員（東京）、Alisher

（タジキスタン）との協議。次回派遣中の活

動について。

41 平成27年7月13日 ＪＩＣＡ中部国際

センター（名古屋

市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校

保健」反省会

山崎 コースリー

ダー

研修員からのフィードバックによる研修評価

に基づいた次年度計画の検討

42 平成27年7月15日 大府市保健セン

ター（大府市）

大府市自立支援協議会（発

達支援部会）

小澤 委員 大府市自立支援協議会の２６年度の活動報告

と２７年度の活動について

43 平成27年7月15日 大府市役所（大府

市）

大府市自立支援協議会（第

1回）

小澤 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44 平成27年7月16日 碧南市医師会（碧

南市）

第１回生活習慣病若年化対

策事業作業部会

山崎

齋藤

構成員 平成27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（意見交換）

45 平成27年7月19日 東京八重洲ホール

（東京都）

平成27年度「乳幼児期の健

康診査を通じた新たな保健

指導手法等の開発のための

研究」班（ワーキング会

議）

山崎、

佐々木、

新美

研究代表

者、研究協

力者

全国調査における調査項目の検討

46 平成27年7月24日 愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

平成27年度第1回児童虐待

対応医療機関連絡会

山崎、生

駒

事務局 ・グループワーク（小児救急について、虐待

予防・ハイリスク妊産婦児童への支援につい

て、院内の医療チームの状況、地域での支援

チームの状況ほか）・診療所マニュアル（簡

易版）について47 平成27年7月26日 日本小児科学会事

務局（東京都）

平成27年度第1回日本小児

連絡協議会・健康診査委員

会

山崎 委員 ・第1回乳幼児健診研修会PartⅡのアンケー

ト結果と次回の開催について・山崎班からの

報告・乳幼児に対する健康診査についての通

知の改正について・乳幼児健診での効果的な

視覚スクリーニングについて

48 平成27年8月1日 TKP東京駅前カン

ファレンスセン

ター（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

研究班会議

山崎、

佐々木

研究分担

者、研究協

力者

保健師・助産師へのグループインタビュー及

び勉強会

49 平成27年8月10日 愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

平成27年度愛知県母子保健

運営協議会母子健康診査等

専門委員会

山崎、齋

藤、新美

委員、事務

局

・母子健康診査マニュアルの一部改訂につ

て・あいちの母子保健ニュースについて

50 平成27年8月16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26年度

第2回委員会

山崎 委員長 ・実践コースの運営について・年間計画につ

いて・フォローアップコースについて・テキ

ストの書籍化について

51 平成27年8月20日 National

Scientific

Institution for

Gynecology and

Pediatrics

(Dushanbe)

Project meeting for

neonatal care

山崎 専門家 Dr Abdugani Yunusov, Dr Alisherと新生児

ケアに関する研修会について討議

52 平成27年8月24日 Navabot NH

(Rumi Rayon)

状況視察 山崎 専門家 Antenatal Care(ANC)に関する研修の効果に

関する状況視察

53 平成27年8月25日 Project office

(Kurgan Tube;

KT, Khatlon

Oblast)

coordination meeting for

neonatal BTN meeting

山崎 専門家 新生児科領域のCritical Care Analysis の手

法に関する協議

54 平成27年8月26日 FAP  #6, FAP

#4、FAP  #8

(Vakhsh Rayon)

FAP（Feldsher Akusher

Punkt, (英訳Feldsher

Midwife Point) 村落ヘルス

センター）状況視察

山崎 専門家 Antenatal Care(ANC)に関する研修の効果に

関する状況視察

55 平成27年8月26日 江南保健所（江南

市）

平成27年度江南保健所管内

母子保健担当者連絡会

山本 構成員 養育支援訪問事業と保健師の役割について、

江南厚生病院のﾊﾛｰﾌｧﾐﾘｰｶｰﾄﾞの取り組みにつ

いて、情報交換「母子健康診査マニュアル、

すこやか親子２１」

56 平成27年8月27日 Shartuz Central

Rayon Hospital

(Shartuz Rayon)

Neonatal BTN meeting 山崎 専門家 新生児のCritical Care Analysis (CCR）会議

の試行

57 平成27年8月27日 Pakhtaobod

(Iskra) Numeral

Hospital (Shartuz

Rayon)

状況視察 山崎 専門家 Antenatal Care(ANC)に関する研修の効果に

関する状況視察

58 平成27年8月31日 Rumi Central

Rayon Hospital

(Rumi Rayon)

Neonatal BTN meeting 山崎 専門家 新生児のCritical Care Analysis (CCR）会議

の試行

59 平成27年9月1日 Project office (KT,

Khatlon Oblast)

Project internal meeting 山崎 専門家 9月～10月の活動方針について協議
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60 平成27年9月2日 Khatlon Oblast

Hospital　 (KT,

Khatlon Oblast)

Project meeting for

neonatal care

山崎 専門家 新生児領域の研修に関するDr Jamshed

Dodkhoyevとの協議

61 平成27年9月2日 Vakhsh Central

Rayon Hospital

(Vakhsh Rayon)

Maternal BTN meeting 山崎 専門家 妊産婦のCCA会議の実施

62 平成27年9月4日 あいち小児保健セ

ンター（大府市）

小児膠原病交流会打ち合わ

せ

新美、小

澤

構成員 平成26年度の成果と平成27年度の内容につい

て

63 平成27年9月5日 東京八重洲ホール

（東京都）

平成27年度第2回日本小児

連絡協議会・地域小児科総

合医検討委員会

山崎 委員 日本小児科医会から・日本小児科学会からの

情報提供と協議

64 平成27年9月7日 名古屋市役所西庁

舎（名古屋市）

平成27年度　健康なごやプ

ラン２１推進会議

山崎 委員 平成26年度「健康なごやプラン２１（第２

次）」の主な実績等について・平成27年度

「健康なごやプラン２１（第２次）」の「名

古屋市国民健康保険保健事業実施計画（デー

タヘルス計画）」（素案）について・歯と口

腔の健康づくり専門部会開催結果報告につい

て・母子保健分野にかかる専門部会について

65 平成27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

66 平成27年9月14日 大府市役所 大府市自立支援協議会（発

達支援部会）

小澤 委員 情報交換、ジョイジョイの経過報告

67 平成27年9月18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

小澤 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、

保健師活動に関する報告等

68 平成27年10月1日 八千代病院（安城

市）

第１回「機関連携によるハ

イリスク妊産婦の把握と支

援に関する研究」会議

山崎、

佐々木、

山下

研究分担

者、研究協

力者

・モデル問診票の開発について・ハイリスク

妊婦の把握と支援に関する各機関の現状と課

題について

69 平成27年10月2日 神奈川県立こども

医療センター（神

奈川県）

全国子ども病院保健師連絡

会

小澤 構成員 各病院保健師業務の情報交換及び課題協議

70 平成27年10月9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、

佐々木、

小澤、齋

藤

研究代表

者、研究協

力者

・研究の本年度の方向性・ワークシートによ

る支援の必要性の判定区分の整理（グループ

ワーク）

71 平成27年10月13

日

日本医療研究開発

機構（東京都）

成育疾患克服等総合研究事

業（AMED） ヒアリング

山崎 研究代表者 乳幼児期の健康診査を通じた新たな保健指導

手法等の開発のための研究の進捗状況

72 平成27年10月15

日

JICA本部（東京

都）

タジキスタン母子保健プロ

ジェクト帰国報告会

山崎 専門家 プロジェクト活動の進捗状況の情報共有、及

び第5回目派遣中の業務等に関する検討

73 平成27年10月20

日

Maternity #1

Hospital

(Dushanbe)

BTN meeting 山崎 専門家 DushanbeのMaternity #1病院で毎月開催さ

れているBTN meetingをVahkshi CRH,

Rumi CRHのBTN チームメンバーが視察

74 平成27年10月21

日

Project office

(Kurgan Tube)

Internal meeting 山崎 専門家 プロジェクトの今後の計画、BTN

conferenceおよび終了時評価に向けた準備に

ついて検討75 平成27年10月23

日

Shartuz Central

Rayon Hospital

(Shartuz Rayon)

Neonatal BTN at Shartuz 山崎 専門家 新生児領域のBTN　meetingの試行

76 平成27年10月24

日

Sanitary and

Environment

Control Center

（KT）

BTN conference 山崎 専門家 産科領域におけるCCAの実践状況、新生児科

領域のBTN meetingに関する検討

77 平成27年10月26

日

JICAタジキスタン

支所（Dushanbe)

JICA報告会 山崎 専門家 本邦研修参加者との協議状況、母子手帳に関

する検討

78 平成27年10月26

日

Sanitary and

Environment

Control Center

（KT）

Technical Working Group

meeting

山崎 専門家 ハトロン州のカウンターパートを対象とし

て、プロジェクト活動の進捗状況wお報告

79 平成27年10月27

日

大府市役所 平成27年度第2回健康おお

ぶ２１プラン推進会議

齋藤 委員 健康づくりチャレンジの優秀賞の選定、新健

康おおぶ２１プラン進捗管理について

80 平成27年10月28

日

大府市役所（大府

市）

大府市DV連絡会 山本 委員 相談実績と支援体制について、東海警察にお

ける現状と対応について、情報交換

81 平成27年11月13

日

あいち小児セン

ター（大府市）

健康なごやプラン母子専門

委員会

山崎 委員 来年度の専門委員会立ち上げの準備会合
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82 平成27年11月14

日

日本小児保健協会

事務局（東京都）

日本小児保健協会平成27年

度第2回理事会

山崎 理事 人事・事業実施報告・開催計画 （日本小児

保健協会学術集会・セミナー・研修会等・役

員会・総会等）・審議事項（庶務関係・財務

関係・編集関係）

83 平成27年11月15

日

AP秋葉原（東京

都）

小児救急の社会的サポート

に関する委員会（第３回）

山崎 委員 平成27年度研修会の振り返り・平成28年度の

計画について・年間計画について・フォロー

アップコースについて

84 平成27年11月16

日

愛知県半田保健所

（半田市）

平成27年度半田保健所母子

保健担当者会議

山崎 助言者 ・母子健康診査マニュアルの情報還元につい

て・管内市町における母子保健の課題の共有

と検討について

85 平成27年11月17

日

愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成27年度第2回児童虐待

防止医療ネットワーク連絡

会議

山崎、生

駒

事務局 グループワークシートについて・診療所マ

ニュアル（簡易版）について・千種区調査に

ついて86 平成27年11月19

日

八千代病院（安城

市）

第2回「機関連携によるハ

イリスク妊産婦の把握と支

援に関する研究」会議

山崎、

佐々木、

山下

研究分担

者、研究協

力者

類似の先行研究の検討・グループ討論（モデ

ル問診とすべき内容や質問項目の検討）

87 平成27年11月24

日

愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

愛知県　児童虐待予防対策

委員会

山崎、山

本

構成員 平成２６年度母子保健活動報告について、平

成２７年度児童虐待予防の目標と取組状況に

ついて（乳幼児健康診査の未受診児対策につ

いて・養育支援訪問事業の充実について）、

特定妊婦に関する対策について

88 平成27年11月29

日

日本小児科学会事

務局（東京都）

平成27年度第2回日本小児

連絡協議会・健康診査委員

会

山崎 委員 「難聴児の早期診断・療育システム」につい

て・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PartⅡ開催報告・4. 乳幼児に

対する健康診査についての通知の改正につい

て89 平成27年11月30

日

多摩消費生活セン

ター（東京都立川

市）

平成27年度市町村・都母子

保健事業担当者連絡会

山崎 オブザー

バー

妊娠期からの切れ目ない支援について・「健

やか親子２１」関連について

90 平成27年11月30

日

北名古屋市健康

ドーム（北名古屋

市）

平成27年度清須保健所母子

保健推進会議（尾張中部地

域保健師会）

新美 助言者 母子健康診査マニュアルについて・平成26年

度母子健康診査マニュアル集計結果・乳幼児

健康診査での課題等

91 平成27年12月1日 東京八重洲ホール

（東京都）

乳幼児期の健康診査を通じ

た新たな保健指導手法等の

開発のための研究究班（第

2回全体会議）

山崎、

佐々木、

新美

研究代表

者、研究協

力者

全国調査の結果について・分担研究の進捗状

況・「乳幼児健診における保健指導と評価の

標準的な考え方（仮）」の作成について

92 平成27年12月7日 愛知県衣浦東部保

健所（刈谷市）

平成27年度西三河母子保健

推進会議

山崎 助言者 情報交換及グループワーク・発表(母子保健

マニュアルのばらつきが大きくてはいけない

項目について)・乳幼児健康診査から子ども

の健やかな育ちを支えるために

93 平成27年12月7日 愛知県衣浦東部保

健所（刈谷市）

平成27年度衣浦東部保健所

管内母子保健担当者会議

山崎 助言者 各市の３歳児健康診査の状況について　～保

健所の見学をとおして～ 子どもの育ちと母

の子育てを支えるために

94 平成27年12月10

日

貸し会議室名古屋

（名古屋市）

乳幼児期の健康診査を通じ

た新たな保健指導手法等の

開発のための研究究班（研

究代表者会議）

山崎、小

澤

研究代表

者、研究協

力者

子育て支援の必要性の判定について、乳幼児

健診後のフォローアップの概念整理について

95 平成27年12月10

日

JICA本部（東京

都）

タジキスタン母子保健プロ

ジェクト帰国報告会

山崎 専門家 プロジェクトの進捗状況ならびに成果につい

て、終了時評価報告書について

96 平成27年12月11

日

八千代病院（安城

市）

第3回「機関連携によるハ

イリスク妊産婦の把握と支

援に関する研究」会議

山崎、

佐々木、

山下

研究分担

者、研究協

力者

医療機関で把握すべき問診項目の検討

97 平成27年12月14

日

愛知県津島保健所

（津島市）

津島保健所母子保健推進会

議

山崎 助言者 津島保健所管内平成26年度母子健康診査マ

ニュアル情報の概要・乳幼児期における同居

家族の喫煙について・母子健康診査マニュア

ルの一部改訂について

98 平成27年12月15

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、

佐々木、

小澤、山

本

研究代表

者、研究協

力者

疾病のスクリーニングに対する精度管理の

データ集計結果と支援対象者のフォローアッ

プについて・グループワーク：支援対象者の

フォローアップについて考える

99 平成27年12月22

日

愛知県一宮保健所

（一宮市）

平成27年度　母子保健推進

研修会

山崎、新

美

助言者 保健、福祉、医療につなげる子育て支援、育

てにくい子の支援のためのポピュレーション

アプローチ、母子保健マニュアルから見えて

くること
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100 平成27年12月23

日

日本小児科学会事

務局（東京都）

平成27年度第3回日本小児

連絡協議会・地域小児科総

合医検討委員会・拡大懇談

会

山崎 委員 地域総合小児医療認定医制度発足の経緯・小

児科医会の考える地域総合小児医療につい

て・新しい小児科専門医制度・生涯教育・専

門医の育成・変貌する小児医療・わが国の小

児医療提供体制の構想

101 平成27年12月26

日

東京八重洲ホール

（東京都）

妊婦健康診査および妊婦届

を活用したハイリスク妊産

婦の把握と効果的な保健指

導のあり方に関する研究班

（第2回全体会議）

山崎、

佐々木

研究分担

者、研究協

力者

大阪府メンタルヘルス事業について・大阪府

メンタルヘルス事業について・大阪府におけ

る特定妊婦の支援ガイドライン・各グループ

の研究の進捗状況

102 平成28年1月6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回全体会議）

山崎 研究分担者 勉強会（データ分析・論文執筆について）・

分担研究者の報告・3年間の総括

103 平成28年1月6日 愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

JICA学校保健研修業務報告 山崎 コースリー

ダー

平成27年度研修事業について健康学習課・保

健体育スポーツ課の協力者に報告

104 平成28年1月8日 あいち小児セン

ター（大府市）

乳幼児期の健康診査を通じ

た新たな保健指導手法等の

開発のための研究究班（研

究代表者会議）

山崎、

佐々木、

新美

研究代表

者、研究協

力者

発達臨床心理分野における研究の進め方につ

いて、分担研究者黒田先生と協議

105 平成28年1月8日 自治センター(名古

屋市）

平成27年度母子保健スキル

アップ研修評価会

小澤、山

本

構成員 研修での学びについて、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)106 平成28年1月20日 愛知県庁西庁舎

（名古屋市）

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、小

澤

研究代表

者、研究協

力者

健診後のフォローアップと支援対象者のフォ

ローアップについて

107 平成28年1月20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）

小澤 委員 平成26年度のまとめ、平成28年度の方向性等

108 平成28年1月22日 八千代病院（安城

市）

第4回「機関連携によるハ

イリスク妊産婦の把握と支

援に関する研究」会議

山崎、

佐々木、

山下

研究分担

者、研究協

力者

光田班班会議の報告、問診票（案）につい

て、意見交換

109 平成28年1月24日 日本小児科学会事

務局（東京都）

平成27年度第4回日本小児

科連絡協議会・地域総合小

児科医検討委員会

山崎 委員 拡大連絡委員会報告、意見交換・地域総合小

児医療認定医制度改変に向けて・小児医療提

供体制V2.について

110 平成28年1月26日 沖縄県北部福祉保

健所（沖縄県名護

市）

乳幼児期の健康診査を通じ

た新たな保健指導手法等の

開発のための研究究班（研

究代表者会議）

山崎 研究代表者 愛知県の乳幼児健診における判定や評価の保

健指導モデルに関する検討

111 平成28年1月27日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

愛知県母子保健運営協議会 山崎、小

澤

委員、事務

局

・愛知県の母子保健の現状について・各専門

委員会の取組の状況について・平成27年度の

母子保健の取組について・「妊産婦・乳幼児

を守る災害時ガイドライン」について・愛知

県母子保健計画について

112 平成28年1月27日 東浦町役場(東浦

町）

東浦町要保護児童対策地域

協議会代表者会議

山本 委員代理 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28年度の活動方針に

ついて113 平成28年1月28日 愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

第3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、小

澤

研究代表

者、研究協

力者

健診後のフォローアップと支援対象者のフォ

ローアップ、その評価について

114 平成28年1月29日 豊川市民病院（豊

川市）

周産期連携会議 山本 構成員 豊川市の母子保健の状況について、周産期支

援に関するアンケート結果報告、意見交換

「子育てにやさしいまちづくり」

115 平成28年2月1日 愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成27年度麻しん・風しん

対策会議

山崎 委員長 ・発生動向について・予防接種実施状況につ

いて・平成27年度麻しん及び風しん対策につ

いて・麻しんの検査診断について

116 平成28年2月3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

117 平成28年2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（身体計

測、視力・聴力検査、検尿、採血ほか）

118 平成28年2月5日 大府市役所（大府

市）

平成27年度第2回大府市要

保護児童対策地域協議会

山崎 会長 ・平成27年度中間報告（12月末現在）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

119 平成28年2月8日 蒲郡市民病院（蒲

郡市）

周産期連携会議 山本 構成員 蒲郡市の母子保健の状況について、周産期支

援に関するアンケート結果報告、意見交換

「子育てにやさしいまちづくり」
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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

120 平成28年2月9日 大府特別支援学校

（大府市）

平成27年度大府特別支援学

校学校評議委員会

山崎 委員 学校評議委員会（授業参観・各担当者からの

報告）

学校関係者評価委員会（学校評価について・

保護者アンケートについて）

121 平成28年2月9日 大府市役所（大府

市）

第2回親子育成支援事業

「ジョイジョイ」運営会議

山下 構成員 平成27年度「ジョイジョイ」活動報告、平成

28年度計画（案）について

122 平成28年2月12日 東京八重洲ホール

（東京都）

乳幼児期の健康診査を通じ

た新たな保健指導手法等の

開発のための研究究班（第

3回全体会議）

山崎、

佐々木、

新美

研究代表

者、研究協

力者

二次調査の結果について・冊子「乳幼児健診

における保健指導と評価の標準的な考え方

（仮）」の作成について

123 平成28年2月14日 あいち小児セン

ター（大府市）

平成26年度愛知県小児保健

協会理事会

山崎、小

澤、山本

事務局 平成26年度愛知県小児保健協会理事及び監事

について、平成25年度収支決算書、平成25年

度事業及び決算見込み、平成26年度事業計画

及び予算案、平成27年度研修担当理事の選出

124 平成28年2月15日 愛知県西尾保健所

（西尾市）

平成27年度小児慢性特定疾

病児童等自立支援事業　関

係機関連携会議

山崎 助言者 ・西尾保健所の取組「Ⅰ型糖尿病の子どもと

家族への支援について」・意見交換「小児慢

性特定疾病児・家族支援のための地域におけ

る関係機関の連携について」

125 平成28年2月17日 愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

平成27年度「学校保健総合

支援事業」第2回協議会

山崎 委員 ・重点地域事業結果報告・各委員からの助言

等・全県への発信方法について

126 平成28年2月22日 愛知県東大手庁舎

（名古屋市）

平成27年度第3回児童虐待

防止医療ネットワーク連絡

会議

山崎、生

駒

事務局 グループワークシートについて・診療所マ

ニュアル（簡易版）について・退院後の支援

につなげるための情報提供シートについて

127 平成28年2月22日 瀬戸保健所（瀬戸

市）

慢性疾患児地域支援会議 山本 構成員 平成27年度瀬戸保健所の取り組み、訪問看護

ステーションからの事例紹介、瀬戸地区の

ネットワークの課題と現状、医療機関退院後

の慢性疾患児の地域支援について

128 平成28年2月26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

小澤 オブザー

バー

平成27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28年度保健所健

康支援課関連事業(計画）について

129 平成28年2月29日 愛知県知多保健所

（知多市）

平成27年度知多保健所管内

母子保健業務連絡会

山崎 助言者 乳幼児健康診査の体制に関する検討・マニュ

アル集計結果について

130 平成28年3月1日 豊川市歯科医療セ

ンター（豊川市）

平成27年度東三河南部医療

圏母子保健推進会議

山崎 助言者 母子健康診査マニュアルについて　－平成26

年度集計結果の還元－

131 平成28年3月2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）

132 平成28年3月3日 愛知県衣浦東部保

健所（刈谷市）

平成27年度小児慢性特定疾

病児童等関係機関等連絡会

議

山崎 助言者 小児慢性特定疾病医療給付者の概要・慢性疾

患児の地域支援について

133 平成28年3月6日 名城大学薬学部

（名古屋市）

第6回「妊娠・授乳サポー

ト薬剤師」養成講座

山崎 委員 修了試験及び修了式

134 平成28年3月8日 田原市立童浦小学

校（田原市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校

保健」検討会

山崎 コースリー

ダー

平成28年度事業の検討：学校給食活動につい

て

135 平成28年3月8日 愛知県医師会館

（名古屋市）

平成27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26年度の愛知県小児救急電話相談事業の

実績について・平成27年度の愛知県小児救急

電話相談事業の概要について・平成28年度の

小児救急電話相談事業について・適正受診普

及啓発事業による#8000の周知について

136 平成28年3月10日 知多保健所（知多

市）

知多保健所小児慢性特定疾

病児童等関係機関連絡会議

糸見、小

澤

構成員 知多保健所管内の小児慢性特定疾患児の状況

及び在宅医療の推進に向けて

137 平成28年3月14日 愛知県三の丸庁舎

（名古屋市）

平成27年度あいち小児保健

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、

佐々木

事務局 平成27年度あいち小児保健医療総合センター

予防接種センター事業実施について・調査研

究について・予防接種センター事業に関する

意見交換138 平成28年3月15日 愛知県自治セン

ター（名古屋市）

平成27年児童虐待対応医療

機関連携推進会議

山崎、生

駒

事務局 医療機関における児童虐待対応マニュアル

（診療所編）普及版について・連絡会の活動

報告・児童虐待防止医療ネットワーク事業の

推進に向けて139 平成28年3月15日 愛知県立大府養護

学校（大府市）

大府養護学校第2回学校保

健委員会

小澤、福

本、高田

委員 事故報告事例(ヒヤリ・ハットを含む）につ

いて、平成２７年度定期健康診断結果につい

て140 平成28年3月16日 JICA本部（東京

都）

タジキスタン母子保健プロ

ジェクト事業完了報告会

山崎 専門家 プロジェクト業務結果の報告ならびに評価

141 平成28年3月22日 岡崎市立甲山中学

校（岡崎市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校

保健」検討会

山崎 コースリー

ダー

平成28年度事業の検討：保健室の活動につい

て

142 平成28年3月27日 愛知県医師会館

（名古屋市）

第6回愛知県小児科医会定

例理事会

山崎 理事 平成27年度決算見込み・平成28年度予算案に

ついて、医会事務所の使用範囲について

111



第4章　資料編

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/講演会名・テーマ 講師 内容等

1 平成27年4月17日 山城広域振興局健康福
祉部　乙訓保健所（京
都府向日市）

母子保健担当者等研修会 山崎 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

ついて
2 平成27年4月27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

3 平成27年5月17日 あいち小児センター
（大府市）

第71回あいち小児センター小児

医療懇話会

山崎 「健やか親子２１（第２次）」と乳幼児健診

4 平成27年5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」講義

山崎 Course orientation, School health in Japan

5 平成27年5月19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）

6 平成27年5月19日 あいち小児医療総合セ
ンター

日本赤十字豊田看護大学大学院
ＣＮＳコース研修

小澤 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

7 平成27年5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 Case study: problems trees & objectives trees

#1
8 平成27年5月20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；日本の学校保健システム（文
部科学省　スポーツ・青少年局学校健康教育
課：松永夏来）

9 平成27年5月20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 Progress report presentation meeting (video

conference) #1

10 平成27年5月20日 あいち小児医療総合セ
ンター

日本赤十字豊田看護大学大学院
ＣＮＳコース研修

小澤 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

11 平成27年5月21日 児童養護施設　大和荘

（尾張旭市）

施設内での性問題の理解と性教

育の実際

大橋 子どもの性的問題の理解と対応

12 平成27年5月22日 千種区医師会館（名古
屋市）

千種区保健所　児童虐待予防に

関する研修会

山崎 日常診療から始める子ども虐待予防

13 平成27年5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」国際学校保健シンポジウ
ム

山崎 Inception Report Presentation Meeting 2015

14 平成27年5月24日 愛知県薬剤師会（名古
屋市）

平成27年度第1回「妊娠・授乳サ
ポート薬剤師」養成講座

山崎 サポート薬剤師さんに期待すること

15 平成27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: problems trees & objectives trees

#2
16 平成27年5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；Dr. Sachi Tomokawa (School

Health consultant in WHO HQ):School Health

basic concepts and world trends in post MDGs

17 平成27年5月27日 あいち小児センター
（大府市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」

山崎 コーディネート：廃食用油を用いた石鹸作り

（大府市役所市民協働部環境課環境保全係）

18 平成27年5月27日 あいち小児センター
（大府市）

ＪＩＣＡ課題別研修「学校保
健」

山崎 コーディネート：手洗い/あいち小児センター視
察（外来看護師長西嶋志津江他）

19 平成27年5月30日 あいち健康の森健康科
学総合センター（東浦
町）

平成27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

20 平成27年5月30日 あいち小児保健セン
ター

名古屋医専保健学科研修 山本 保健室の役割と連携体制について

21 平成27年6月1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

22 平成27年6月2日 あいち小児センター

（大府市）

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

23 平成27年6月2日 あいち小児センター

（大府市）

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

小澤 Roles of public health nurses in Japan

24 平成27年6月3日 JICA本部（東京都） ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」
視察

山崎 JICAの学校保健プロジェクト・上エジプト地域
における学校保健プロジェクト概要

25 平成27年6月4日 東京都予防医学協会
（東京都）

ＪＩＣＡ国別研修「学校保健」
視察

山崎 コーディネート：日本の寄生虫対策（公益財団

法人東京都予防医学協会常務理事　山内邦昭）

26 平成27年6月6日 沖縄県小児保健協会
（沖縄県島尻郡南風原
町）

平成27年度沖縄県小児保健協会

定時総会・小児保健学会

山崎 乳幼児健診の目指すもの　～「健やか親子２１

（第２次）」の達成に向けて～

27 平成27年6月8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 Progress report presentation meeting (video

conference) #2

28 平成27年6月9日 愛知県産業貿易館西館
（名古屋市）

愛知県社会福祉協議会平成26年
度保育士試験予備講習会

山崎 子どもの保健（学童期の発達を理解する・子ど
もたちの生活と健康）

29 平成27年6月10日 あいち小児センター

（大府市）

保育リーダー研修指導者編 山崎 コーディネート：オリエンテーション

30 平成27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」討論

山崎 Action Plan making #1

31 平成27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）

32 平成27年6月21日 労働会館本館（名古屋

市）

2015 年度「学童保育士・基礎」
資格認定履修講座

山崎 小児保健
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33 平成27年6月23日 瑞穂市保健センター
（岐阜県瑞穂市））

平成27年度　第1回岐阜保健所管
内母子保健担当者連絡会議兼研
修会

山崎 1歳6か月児健診における保健指導の標準的な考

え方　～親支援を中心に～

34 平成27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」討論

山崎 Action Plan making 4

35 平成27年6月26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

36 平成28年6月25日 大府特別支援学校（大

府市）

大府特別支援学校部別研修 谷 事例検討

37 平成27年6月26日 中日青葉学園（日進

市）

性の問題について考える会 大橋 コーディネート；児童養護施設職員を対象とし

た勉強会

38 平成27年6月27日 埼玉県県民活動総合セ

ンター（埼玉県北足立

郡伊奈町）

第１３回国際小児保健医療協力
入門セミナー（～28日）

山崎 国際保健における学校保健の役割

39 平成27年7月2日 あいち小児センター
（大府市）

平成27年度保健所保健師母子実
務研修

山崎 あいち小児センターの保健活動と診療について

40 平成27年7月10日 あいち小児センター
（大府市）

大府地区民生児童委員協議会視

察研修

山本 保健室の役割と虐待予防

41 平成27年7月10日 あいち小児センター
（大府市）

大府地区民生児童委員協議会視

察研修

谷 心療科の不登校・DV対応について

42 平成27年7月10日 あいち小児センター
（大府市）

日本赤十字豊田看護大学研修 山本 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

43 平成27年7月11日 日本赤十字豊田看護大
学（豊田市）

研究科専門看護師（ＣＮＳ）
コース　母子看護支援論

山崎 小児診療と子ども虐待

44 平成27年7月14日 あいち小児センター
（大府市）

埼玉文京大学院　作業療法士研
修

小澤 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

45 平成27年7月24日 あいち小児センター
（大府市）

名古屋大学大学院医学系研究科
看護専攻ＣＮＳ研修

小澤 保健室の役割と連携体制について

46 平成27年7月27日 愛知県三の丸庁舎（名
古屋市）

平成27年度学校保健講座 山崎 保健管理講座「学校における感染症対策につい

て」
47 平成27年7月29日 碧南市健康推進部（碧

南市）
生活習慣病予防事業「健康へ
ゴー」

佃 運動指導

48 平成27年8月4日 大府特別支援学校（大
府市）

教員向け夏期研修 田辺 「姿勢や動きが気になる子のアプローチ」につ
いて

49 平成27年8月7日 品川プリンスホテル
（東京都）

地域保健・医療・福祉活動研究

会 in東京 2015

山崎 「乳幼児期の健康診査と保健指導に関する標準

的な考え方」

50 平成28年8月7日 大府特別支援学校（大

府市）

大府特別支援学校職員研修 河邉 難しい子どもを理解するための覚え書き

51 平成27年8月11日 サンピーチOKAYAMA

（岡山市）
岡山県保健福祉部健康推進課

「母子保健指導アカデミー事業

研修会」

山崎 効果的な乳幼児健診を目指して

52 平成27年8月12日 児童養護施設ゆうりん
（名古屋市）

予防教育実施
「こころと身体の安全教育：ケ
アキットプログラム」

棚瀬 予防教育実施として「こころと身体の安全教
育：ケアキットプログラム」を職員に講義、施
設入所児には実践。

53 平成27年8月17日 児童養護施設　ゆうり

ん（名古屋市緑区）

予防教育の実際 大橋 予防教育としてのケアキットプログラムの実践

54 平成27年8月26日 あいち小児センター
（大府市）

医薬安全課インターン研修 小澤 保健室の役割と連携体制について

55 平成27年8月31日 児童養護施設　ゆうり

ん（名古屋市緑区）

予防教育の実際 大橋 予防教育としてのケアキットプログラムの実践

56 平成27年9月10日 あいち小児センター
（大府市）

上海交通大学看護学部関係者視
察

山崎 Maternal and Child Health (MCH) in Japan

57 平成27年9月16日 あいち小児医療総合セ
ンター

児童相談センター職員等研修 小澤、
山本、
河邉、
棚瀬

施設概要と保健活動（虐待・対応）等について

58 平成27年9月20日 B-1 丸の内（名古屋
市）

平成27年度一般財団法人こども
財団小規模保育事業　現任研修

山崎 子どもの健康管理

59 平成27年9月21日 日本福祉大学（半田
市）

小児科学講義 山崎 小児科学概論、発育と発達

60 平成27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）

平成27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（～27日）

山崎 実践コースのコーディネート

61 平成27年9月28日 日本福祉大学（半田
市）

小児科学講義 山崎 小児内科学、循環器疾患、代謝・内分泌疾患、

腎・泌尿器疾患

62 平成27年9月29日 ふれあい福寿会館（岐
阜市）

平成27年度重症心身障がい児者
看護人材育成研修

山崎 障がい児と虐待

63 平成27年10月2日 CIVI研修センター新大
阪東（大阪市）

平成27年度標準的な乳幼児期の

健康診査と保健指導に関する手

引きについての研修

山崎 乳幼児健康診査事業の管理と評価
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64 平成27年10月5日 愛知県三の丸庁舎（名

古屋市）

平成27年度愛知県母子保健指導
者研修会

山崎 標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関す

る手引き　「健やか親子２１（第２次）」の達

成に向けて

65 平成27年10月6日 あいち小児センター
（大府市）

平成27年度愛知県教育センター
新規栄養教諭研修

山崎 児童生徒の生活習慣病

66 平成27年10月10

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 シンポジウム「みんなで守ろう、大切な命　あ

なたの中の子どもの心（気づきからの始ま

り）」67 平成27年10月12

日

日本福祉大学（半田
市）

小児科学講義 山崎 先天性疾患・アレルギー疾患・感染症、小児保
健68 平成27年10月29

日

大府特別支援学校（大

府市）

WISC-Ⅳを日常の支援に生かす

ために

大橋 WISC-Ⅳの概論と活用

69 平成27年10月31

日

小牧市医師会館（小牧
市）

小牧医師会生涯教育研修会 山崎 乳幼児健診の質の向上を目指して

70 平成27年11月9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 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

71 平成27年11月9日 一宮市役所（一宮市） 平成27 年度 愛知県放課後児童支

援員認定資格研修

山崎 ⑬子どもの生活面における対応

72 平成27年11月10

日

リファレンス駅東 ビル
（福岡市）

平成27年度標準的な乳幼児期の

健康診査と保健指導に関する手

引きについての研修

山崎 乳幼児健康診査事業の管理と評価

73 平成27年11月26

日

岐阜県立図書館（岐阜
市）

平成27年度岐阜県母子保健従事
者研修会

山崎 「標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関

する手引き」について

74 平成27年11月27

日

名古屋市守山区役所
（名古屋市）

学校保健研修会 山崎 子どもの睡眠について　その保健指導のエビデ

ンス
75 平成27年12月4日 児童養護施設　プティ

ヴィラージュ（岡崎

市）

性の問題について考える会 大橋 コーディネート；児童養護施設職員を対象とし

た勉強会

76 平成27年12月5日 あいち小児センター
（大府市）

モンゴル派遣医師団視察研修会 山崎 Maternal and Child Health in Japan &

ACHEMEC

77 平成27年12月13

日

三重県医師会館（津
市）

平成27年度三重県医師会乳幼児
謀鑓講習会

山崎 乳幼児健診における医療機関と行政の連携

78 平成27年12月17

日

十四山総合福祉セン
ター（弥富市）

愛知県「平成27年度病児病後児
預かり人材養成事業」

山崎 子どもの事故と対応ワークショップ

79 平成27年12月17

日

公立陶生病院（瀬戸
市）

児童虐待に関する研修会 山崎 地域の救急病院における児童虐待の対応につい

て80 平成27年12月18

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）

81 平成27年12月21

日

沖縄県小児保健協会
（沖縄県島尻郡南風原
町）

「乳幼児健診のあり方」につい

ての研修会

山崎 乳幼児期の健康診査の目指すべき方向性

82 平成27年12月22

日

愛知県一宮保健所（一
宮市）

平成27年度　母子保健推進研修

会

山崎 母子保健調査として新たに把握する指標に関す

る取り組みについて

83 平成28年1月15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）

84 平成28年2月1日 安城労働福祉会館（安
城市）

愛知県子育て支援員資格研修 山崎 小児保健Ⅰ・小児保健Ⅱ

85 平成28年2月6日 石ヶ瀬会館（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

86 平成28年2月6日 名古屋YWCA（名古屋
市）

愛知県子育て支援員資格研修 山崎 安全の確保とリスクマネジメント

87 平成28年2月7日 東建ホール・丸の内
（名古屋市）

第8回あいち・くすりフォーラム 山崎 座長：妊娠・授乳と免疫疾患

88 平成28年2月8日 名古屋YWCA（名古屋
市）

愛知県子育て支援員資格研修 山崎 小児保健Ⅰ・小児保健Ⅱ

89 平成28年2月9日 名古屋市立赤星小学校
（名古屋市）

平成27年度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28年2月16日 岩手県医師会館（盛岡
市）

盛岡市医師会 母子保健・思春期

保健講演会主催　虐待防止研修

会

山崎 幼児・児童の虐待防止について

91 平成28年2月18日 メルパルク名古屋（名
古屋市）

平成27年度（第42回）地域組織

活動指導者全国大会

山崎 家庭内の事故から子どもを守る

92 平成28年2月19日 阿久比町保健センター
（阿久比町）

平成27年度阿久比町予防接種講

習会（第1回）

山崎 定期予防接種について　～安全な接種の実施の

ために～

93 平成28年2月23日 阿久比町保健センター
（阿久比町）

平成27年度阿久比町予防接種講

習会（第2回）

山崎 定期予防接種について　～安全な接種の実施の

ために～

94 平成28年2月28日 可児市総合会館（岐阜
県可児市）

平成27 年度 岐阜県放課後児童支

援員認定資格研修

山崎 ⑬子どもの生活面における対応

95 平成28年2月29日 糸貫ぬくもりの里（岐
阜県本巣市）

平成27 年度 岐阜県放課後児童支

援員認定資格研修

山崎 ⑬子どもの生活面における対応

96 平成28年3月1日 豊川市歯科医療セン
ター（豊川市）

平成27年度東三河南部医療圏母
子保健推進会議

山崎 「健やか親子21の推進と乳幼児健康診査の充実

～母子健康診査マニュアルの一部改訂～」
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97 平成28年3月6日 名城大学薬学部（名古
屋市）

「妊娠・授乳サポート薬剤師養
成講座」修了試験及び修了式

山崎 食物アレルギーについて

98 平成28年3月7日 名古屋ダイヤビルディ
ング2号館（名古屋市）

平成27年度児童虐待防止医療

ネットワーク事業保健医療関係

者研修会

山崎、
小野、
生駒

コーディネート；「赤ちゃん縁組で命をつなぐ

～児童相談所の虐待予防のとりくみ～」　（愛

知教育大学教職大学院特任教授・萬屋育子）

99 平成28年3月9日 春日井市総合保健医療
センター（春日井市）

平成27年度母子保健研修会 新美 健やか親子２１（第二次）に伴う追加問診項目
とその意義について

100 平成28年3月10日 いわて県民情報支援セ
ンター（盛岡市）

母子保健指導者講習会 山崎 乳幼児健診が目指すもの～「健やか親子２１

（第２次）」の達成に向けて

101 平成28年3月12日 エーザイ本館（東京
都）

第4回遊びのボランティア　白熱
教室

棚瀬 ボランティアや受け入れ施設の職員がパネラー
に
なり、活動報告、問題点や解決策をフロァーと
ディスカッションする。パネラーとして参加し102 平成28年3月17日 横浜市南区総合庁舎

（横浜市）
第８回横浜市児童虐待防止医療
ネットワーク情報交換会

生駒 愛知県における「児童虐待対応医療機関連絡会

の活動」

103 平成28年3月17日 横浜市南区総合庁舎
（横浜市）

横浜市児童虐待防止医療ネット

ワーク「児童虐待防止医療ネッ

トワークの目的とその効果につ

いて」

山崎 児童虐待防止医療ネットワークの目的とその効

果

104 平成28年3月24日 碧南市健康推進部（碧
南市）

生活習慣病予防事業「健康へ
ゴー」

佃 運動指導
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地域支援活動・他施設との連携実績
c. 市町村の乳幼児健診に対する視力検査等の技術支援

No. 日程 主催（場所） 健診名等 担当者 役割 内容等

該当なし

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27年6月11日 カトレア学園（東海市） 療育相談 田辺 技術支

援

子どものからだの使い方・動きについて①

2 平成27年6月12日 石浜保育園（東浦町） 療育相談 田辺 技術支

援

事例検討

3 平成27年6月26日 NPO法人野っこ 支援者向け研修 朝日 技術支

援

肢体不自由児への身体介助の方法

4 平成27年7月8日 やまもも園（知多市） 巡回相談 佃 技術支

援

事例検討

5 平成27年10月2日 こども発達支援リ・ハビ
リ初音（大府市）

保護者向け研修 朝日 技術支

援

発達がゆっくりなお子さんの摂食リハビリ
テーションについて

6 平成27年10月22日 カトレア学園（東海市） 療育相談 田辺 技術支

援

子どものからだの使い方・動きについて②

7 平成27年11月6日 こども発達支援リ・ハビ
リ初音（大府市）

保護者向け研修 佃 技術支

援

感覚を育てる遊びの大切さ

8 平成27年11月11日 やまもも園（知多市） 巡回相談 佃 技術支

援

事例検討

9 平成28年1月15日 石浜保育園（東浦町） 療育相談 田辺 技術支

援

事例検討
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地域支援活動・他施設との連携実績

No. 開催日 開催場所 参加機関・職種
出席
者数

あいち小児センター
の参加者

会議の種類 当センターの役割

1 平成27年4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

2 平成27年4月17日 あいち小

児セン

ター

保健センター保健師・児童課保

育士

4 医師、保健師、ＭＳＷ ケース会議 情報提供・地域支援

3 平成27年4月23日 F役場 F児童福祉課・保健センター保健

師、保育園保育士、小学校教

師、児童相談センター

10 保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

4 平成27年4月30日 T保健福祉

センター

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

5 平成27年5月2日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師 5 医師、理学療法士、保

健師

カンファレン

ス・研修

情報提供・地域支援

6 平成27年5月8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

7 平成27年5月12日 あいち小

児セン

ター

T市健康推進課保健師、T市女性

子ども課・家庭児童相談員、児

童発達支援センター、訪問看護

ステーション看護師、C保健所保

健師

16 医師、病棟・外来看護

師、保健師、ＭＳＷ

ケース会議 情報提供・地域支援

8 平成27年5月19日 あいち小

児セン

ター

T警察署 3 医師 ケース検討会

議

事例への意見

9 平成27年5月19日 あいち小

児セン

ター

保護者 17 医師、病棟・外来看護

師、保健師

ケース会議 情報提供・地域支援

10 平成27年6月2日 あいち小

児セン

ター

T警察署 2 医師 ケース検討会

議

事例への意見

11 平成27年6月4日 あいち小

児セン

ター

O市特別支援校教師・看護師、保

護者

6 医師、看護師、保健師 ケース会議・

研修

情報提供・地域支援

12 平成27年6月4日 あいち小

児セン

ター

相談支援所相談支援専門員、訪

問看護ステーション作業療法

士、ヘルパー事業所

6 保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

13 平成27年6月12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

14 平成27年6月16日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師、

診療所言語療法士、ヘルパー事

業所、療育センター、保護者

11 保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

15 平成27年6月25日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師、T

市保健センター保健師、C保健所

保健師

9 医師、病棟・外来看護

師、保健師

16 平成27年7月3日 あいち小

児セン

ター

N保健所保健師、保護者 7 医師、病棟・外来看護

師、保健師

ケース会議 情報提供・地域支援

17 平成27年7月8日 T市役所 T市健康推進課保健師、T市女性

子ども課・家庭児童相談員、児

童発達支援センター、訪問看護

ステーション看護師、C保健所保

健師、療育施設

11 保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

18 平成27年7月10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

19 平成27年7月13日 K市役所 K児相（課長、児童福祉司・弁護

士２）、K市（要対協事務・保健

師）、K市民病院（医

師.Ns,MSW)、小学校（教師２）

幼稚園（副園長）、CAPNA弁護

団（弁護士２）

15 保健師 個別ケース会

議

受診状況,・母子に

関する情報提供と今

後の方針の検討、及

び役割分担の確認

20 平成27年7月16日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師 6 医師、外来看護師、保

健師保健師

ケース会議 情報提供・地域支援

21 平成27年7月16日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師、

療育施設

9 医師、病棟・外来看護

師、理学療法士、保健

師

ケース会議 情報提供・地域支援

22 平成27年7月24日 あいち小

児セン

ター

相談支援事業所、訪問看護ス

テーション看護師、児童ディ施

設、T特別支援学校教師、

14 医師、病棟・外来看護

師、保健師

ケース会議 情報提供・地域支援

23 平成27年8月5日 あいち小

児セン

ター

T市保健師、O聾学校教師 11 医師、病棟・外来看護

師、保健師、栄養士

ケース会議 情報提供・地域支援

e.虐待の地域ネットワークへの支援として、地域主催のネットワーク会議のスーパーバイザー
　または、地域で開催される虐待や療育支援のためのケース検討会議にメンバーとして参加
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No. 開催日 開催場所 参加機関・職種
出席
者数

あいち小児センター
の参加者

会議の種類 当センターの役割

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

24 平成27年8月5日 あいち小

児セン

ター

児童相談所、地元校 8 医師、保健師、臨床心

理士、ＭＳＷ

児相主催の個

別ケース会議

治療

25 平成27年8月6日 あいち小

児セン

ター

N市保健センター保健師 5 医師、病棟・外来看護

師、保健師

ケース会議 情報提供・地域支援

26 平成27年8月6日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師、

ヘルパー事業所、療育施設、O市

保健センター保健師

6 保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

27 平成27年8月7日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師、O

市保健センター保健師

9 医師、病棟・外来看護

師、保健師、ＭＳＷ

ケース会議 情報提供・地域支援

28 平成27年8月18日 あいち小

児セン

ター

O特別支援校教師、N市小学校教

師、療育施設、S児童相談セン

ター

13 医師、病棟看護師、保

健師、臨床心理士、Ｍ

ＳＷ

ケース会議 情報提供・地域支援

29 平成27年8月27日 自宅 訪問看護ステーション看護師、

ヘルパー事業所、C児童相談セン

ター、T市児童家庭相談室、障害

者支援センター、保護者

10 保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

30 平成27年8月27日 あいち小

児セン

ター

O特別支援学校教師、T市小学校

教師、T市子ども家庭課

19 医師、病棟・外来看護

師、保健師、臨床心理

士

ケース会議 情報提供・地域支援

31 平成27年9月1日 あいち小

児セン

ター

保健センター保健師 7 医師、病棟・外来看護

師、保健師、理学療法

士、栄養士

ケース会議 情報提供・地域支援

32 平成27年9月11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

33 平成27年9月25日 あいち小

児セン

ター

O市保健師・自立支援員、訪問看

護ステーション看護師、

2 医師、病棟・外来看護

師、保健師、ＭＳＷ

ケース会議 情報提供・地域支援

34 平成27年10月9日 T市役所 児童発達支援、訪問看護、相談

支援、県保健所、市保健師、家

庭児童相談室

9 保健師 ケース検討会

議

情報提供

35 平成27年10月10日 T市役所 T市健康推進課保健師、T市女性

子ども課・家庭児童相談員、児

童発達支援センター、訪問看護

ステーション看護師、C保健所保

健師

9 保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

36 平成27年10月16日 O市役所 要保護児童対策地域協議会実務

者委員

13 保健師 進行管理、事

例検討

情報提供、地域支援

37 平成27年10月30日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師、

ディ－ビス看護師、保護者

8 医師、外来看護師、保

健師

ケース会議 情報提供・地域支援

38 平成27年10月30日 あいち小

児セン

ター

診療所看護師、保育園保育士 6 医師、外来看護師、保

健師

ケース会議 情報提供・地域支援

39 平成27年11月6日 あいち小

児セン

ター

O市児童課・健康推進課保健師 6 医師、保健師 ケース会議 情報提供・地域支援

40 平成27年11月11日 O特別支援

学校

児童相談所、地元校、適応指導

教室、スクールソーシャルワー

カー、学校教育課、子育て支援

課

13 医師、看護師、臨床心

理士、MSW

要保護児童対

策地域協議会

治療

41 平成27年12月8日 あいち小

児セン

ター

O特別支援校教師、小学校教師 13 医師、病棟・外来看護

師、ＭＳＷ，臨床心理

士、保健師

ケース会議 情報提供・地域支援

42 平成27年12月24日 あいち小

児セン

ター

保育園保育士、C保健所保健師 7 医師、病棟看護師、保

健師

ケース会議 情報提供・地域支援

43 平成27年12月25日 あいち小

児セン

ター

T警察署 3 医師 ケース検討会

議

事例への意見

44 平成28年1月7日 あいち小

児セン

ター

N市小学校教師 8 医師 ケース検討会

議

事例への意見

45 平成28年1月9日 あいち小

児セン

ター

児童相談所、O特別支援学校、地

元校、地元幼稚園、保健所、区

子ども係

14 医師、看護師、臨床心

理士、MSW

M区サポート

チーム会議

治療

46 平成28年1月14日 あいち小

児セン

ター

T警察署 1 医師 ケース検討会

議

事例への意見

47 平成28年1月15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
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No. 開催日 開催場所 参加機関・職種
出席
者数

あいち小児センター
の参加者

会議の種類 当センターの役割

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

48 平成28年1月22日 K市役所 K児相（課長、児童福祉司）、K

市（要対協事務）、K市民病院

（医師,MSW)、小学校（教師

２）、幼稚園（副園長）

9 保健師 個別ケース会

議

受診状況,・母子に

関する情報提供と今

後の方針の検討、及

び役割分担の確認

49 平成28年1月27日 あいち小

児セン

ター

地元校、教育委員会、施設職

員、児童相談所

12 医師、臨床心理士、Ｍ

ＳＷ

個別ケース会

議

治療

50 平成28年2月9日 あいち小

児セン

ター

地元校、保健所、区役所、児童

相談所

医師、保健師、看護

師、臨床心理士、MSW

T区サポート

チーム会議

治療

51 平成28年2月24日 あいち小

児セン

ター

教育委員会、地元校、市民相談

室、市の子育て支援課、児童相

談所

医師、臨床心理士、Ｍ

ＳＷ

個別ケース会

議

治療

52 平成28年2月26日 あいち小

児セン

ター

H市保健センター保健師、H市教

育委員会

4 医師、保健師

53 平成28年2月26日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師 7 医師、病棟・外来看護

師、保健師、理学療法

士

ケース会議 情報提供・地域支援

54 平成28年3月15日 あいち小

児セン

ター

T警察署 1 医師 ケース検討会

議

事例への意見

55 平成28年3月16日 あいち小

児セン

ター

訪問看護ステーション看護師、

薬局薬剤師、A市保健センター保

健師、T保健所保健師

医師、病棟・外来看護

師、保健師、薬剤師、

栄養士

ケース会議 情報提供・地域支援

56 平成28年3月16日 あいち小

児セン

ター

O特別支援校教師、K市中学校教

師、訪問看護ステーション看護

師、K保健所保健師

15 医師、看護師、保健

師、ＭＳＷ，臨床心理

ケース会議 情報提供・地域支援

57 平成28年3月18日 O市役所 要保護児童対策地域協議会実務

者委員

15 保健師 進行管理、事

例検討

情報提供、地域支援
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