
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医療など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. 日時 場所（地域） 主催・会議名・テーマ 担当者 役割 内容等

1 平成17年4月7日 グランドヒル市ヶ谷
（東京都）

平成17年度第1回「健やか親子
21推進協議会」第4課題グルー
プ幹事会

山崎 班員 関係機関との情報共有、今年度の取組みについて

2 平成17年4月14日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成17年度第1回愛知県保健
所長会定例会

山崎 参加 1.平成16年度歳入・歳出について、2.平成16年度事業計画
（案）及び平成17年度歳入・歳出（案）について、3.愛知県保
健所長会規約等改正（案）について、4.その他（東海公衆衛
生学会について、保健所放射線機器の老朽化に伴う対応に
ついて 本庁連絡事項3 平成17年4月22日 東京国際フォーラム

（東京都）
日本小児保健協会全国理事・
支部長会

山崎 理事 1.平成15年度事業報告について、2.平成16年度事業計画に
ついて

4 平成17年4月25日 西尾保健所（西尾
市）

西尾保健所保健医療福祉サー
ビス調整推進会議

山崎・
塩之谷

助言 15年度一般医療機関と保健機関との連携への介入的研究
の冊子による報告,愛知県西尾地域における子育て支援カー
ドの導入について,意見交換

5 平成17年5月9日 愛知県中央児童・
障害者相談セン
ター(名古屋市）

愛知県の児童虐待への取り組
みと歩み編集会議

塩之谷 委員 １ 編集方針の確認、２ 各委員の役割分担、３ 作業手順の確
認

6 平成17年5月10日 大府市市民体育館
（大府市）

ボランティア受け入れ機関担当
職員連絡会議

青山 委員 情報交換ほか

7 平成17年5月13日 愛知県三の丸庁舎
(名古屋市）

平成１７年度保健所地域保健
課班長会議

小出 委員 平成１６年度あいち小児保健医療総合センターの概要につ
いて、平成１７年度事業計画について、当院の受診のかかり
方(医師の紹介状必要）

8 平成17年5月15日 日本福祉大学名古
屋キャンパス（名古
屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

9 平成17年5月16日 国保会館（名古屋
市）

平成17年度愛知県市町村保健
師協議会通常総会

山崎、
小出

説明 平成１６年度あいち小児保健医療総合センターの概要につ
いて,平成１７年度事業計画について,当院の受診のかかり方
(医師の紹介状必要）

10 平成17年5月19日 小児センター（大府
市）

平成１７年度母子保健事業連
絡会

山崎、
小出、
中澤

事務
局

平成１６年度あいち小児保健医療総合センターの概要につ
いて、平成１７年度事業計画について、保健事業評価デー
ターベースについて

11 平成17年5月19日 アイリス愛知（名古
屋市）

平成17年度第2回愛知県保健
所長会定例会（総会）

山崎 委員 (1)平成16年度歳入・歳出決算について(2)平成17年度事業
計画（案）および平成17年度予算（案）について(3)本庁連絡
事項

12 平成17年5月20日 ウィルあいち（名古
屋市）

第１回　子育てフェスタ実行委
員会

塩之谷 委員 各団体から今年度の子育て支援事業予定や現在の事業に
ついて報告、第４回子育てフェスタｉｎあいちの開催について
→名古屋の子育て支援活動スキルアップ事業として開催、知

13 平成17年5月24日 自治センター（名古
屋市）

平成17年度あいち小児保健医
療総合センター保健事業運営
協議会

山崎、
小出

事務
局

（１）平成１６年度保健事業実施内容について（２）平成１７年
度保健事業実施内容について（３）保健事業に対する助言、
意見交換

14 平成17年5月25日 名古屋市男女平等
参画推進センター
（名古屋市）

平成17年度感染症研修会 中澤 説明 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の
紹介

15 平成17年5月25日 名鉄病院（名古屋
市）

愛知県予防接種センター調査
検討委員会研究部会

山崎、
中澤

事務
局

１．平成16年度予防接種センター事業実施内容について、
２．麻疹ワクチン質向上に関する調査時の質問への回答に
ついて、３．平成17年度の調査研究事業について

16 平成17年5月29日 今池ガスビル（名古
屋市）

愛知母乳の会第5回総会 山崎 世話
人

本年度の運営について、勉強会について

17 平成17年5月31日 大府養護学校（大
府市）

大府養護学校医教連絡協議会 山崎、
小出

委員 本年度の医教連携について

18 平成17年6月1日 大府養護学校（大
府市）

大府養護学校安全衛生委員会 山崎 委員 今年度の開催日程および方針、休憩場所について，高等部
棟3階窓の危険性について、トイレの衛生管理について

19 平成17年6月3日 名古屋第一赤十字
病院（名古屋市）

平成17年度第1回周産期医療
協議会

山崎 委員 (1)平成17年度愛知県周産期医療情報システムについて(2)
専門相談事業の事業計画について(3)調査・研究事業につい
て(4)研修事業について(5)平成16年度調査・研究事業の報告

20 平成17年6月6日 愛知県薬剤師会館
（名古屋市）

愛知県薬剤師会理事会 山崎 説明 概要説明

21 平成17年6月10日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県保健所長会研修会 山崎 参加 本年度事業についてほか

22 平成17年6月13日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

23 平成17年6月15日 あいち健康プラザ
（東浦町）

「あいち健康の森懇談会」検討
部会

山崎 委員 あいち健康の森の活性化等について

24 平成17年6月18日 イーライリリィ事務
室（名古屋市）

愛知県病弱児療育研究会幹事
会

山崎 事務
局

本年度の研究発表会についてほか

25 平成17年6月19日 日本福祉大名古屋
キャンパス（名古屋
市）

あいち子どもＮＰＯセンター総
会

山崎 理事 昨年度事業報告、決算、本年度事業予定ほか

26 平成17年6月24日 半田保健所（半田市平成17年度虐待防止対策会議
講演会

山崎 助言 1.平成17年度虐待防止事業について、2.管内の子育て支援
事業について、3.ほっと・はーと・めいとクラブ（ＭＣＧ）につい  
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No. 日時 場所（地域） 主催・会議名・テーマ 担当者 役割 内容等

27 平成17年6月28日 大府市役所（大府
市）

平成17年度第1回大府市児童
虐待防止連絡協議会

山崎 会長 1.会長・副会長選出について、2.知多児童相談センター管内
の状況について、3.大府市における取り組み及び件数につい
て、4.児童福祉法改正に伴う市の児童虐待に関わる対応に
ついて、5.事業計画（案）について、6.情報交換

28 平成17年6月30日 大府市役所（大府
市）

平成17年度 第1回大府市DV連
絡会

塩之谷 委員 情報交換：各機関のDVへの取り組みについて紹介。石ヶ瀬
会館の相談状況の報告

29 平成17年7月5日 九段会館(東京都） 健やか親子21推進協議会「第4
課題グループ幹事会」

山崎 班員 本年度の活動について

30 平成17年7月5日 京王プラザホテル
（東京都）

日本小児循環器学会評議員会 山崎 評議
員

事業運営、会計報告、委員会報告ほか

31 平成17年7月8日 あいち健康プラザ
（東浦町）

あいち健康の森推進会議連絡
会議

山崎 委員 健康長寿あいちの実現について

32 平成17年7月11日 愛知県中央児童・
障害者相談セン
ター(名古屋市）

愛知県の児童虐待への取り組
みと歩み編集会議

塩之谷 委員 各委員課題報告、今後の手順、その他

33 平成17年7月11日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

34 平成17年7月21日 三の丸庁舎（名古
屋市）

平成１７年度第3回愛知県保健
所長会定例会

山崎 参加 1.平成17年度各種要望事項について、2.東海北陸ブロック保
健所長会総会について、3.支所のあり方を含めた保健所の
見直しについて、4.新医師臨床研修制度について

35 平成17年7月28日 ウィルあいち（名古
屋市）

名古屋の子育て支援活動スキ
ルアップ事業実行委員会

塩之谷 委員 11月4日のシンポジウムについて、子育てきらきらフェスタｉｎ
ちたの実行委員の進捗状況について、その他の事業展開に
ついて、その他、情報交換

36 平成17年7月28日 碧南市保健セン
ター（碧南市）

事故サーベイランス事業分析
会議

山崎、
青山

説明 2年半のデータ分析の結果について、今後の介入事業につ
いて

37 平成17年8月2日 あいち健康プラザ
（東浦町）

「あいち健康の森懇談会」検討
部会

山崎 委員 1.議題「あいち健康の森懇談会」検討部会の経過と今後につ
いて、2.情報提供「あいち健康の森推進会議」関係の状況に
ついて、知多半島発「健康あいち」コンソーシアムについて

38 平成17年8月2日 あいち小児センター
（大府市）

周産期からの虐待予防への取
り組みに向けての事前会議

塩之谷 事務
局

西尾保健所における周産期からの虐待予防への取り組みに
ついて

ド39 平成17年8月3日 半田保健所（半田
市）

平成17年度虐待防止ワーキン
グ会議

山崎 助言 1.各市町の子育て支援体制について、2.今後の虐待防止事
業のあり方について

40 平成17年8月5日 あいち小児センター
（大府市）

東浦町学校保健会会合 山崎、
小出、

説明 同町の各小中学校保健主事・養護教諭との会議、今後の連
携のあり方、講演会について

41 平成17年8月8日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

42 平成17年8月16日 あいち小児センター
（大府市）

知多市事故予防サーベイラン
ス検討会

山崎、
青山

事務
局

平成16年度分の事故報告データについて

43 平成17年8月18日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子マニュアル専門委
員会作業部会

青山 事務
局

母子健康診査マニュアル改正の経緯、見直し内容、現状に
おける評価と課題、作業部会の構成と進め方

44 平成17年8月19日 愛知県庁教育委員
会室（名古屋市）

平成17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17年度愛知県特別支援教育体制推進事業について・
平成17年度地区特別支援教育連携協議会での課題に対す
る対応について・地域における支援体制整備に向けた展望

45 平成17年8月24日 吉良町保健セン
ター（吉良町）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

46 平成17年8月24日 西尾市保健セン
ター（西尾市）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

47 平成17年8月24日 愛知県西尾保健所
（西尾市）

西尾保健所保健医療福祉サー
ビス調整推進会議

山崎、
塩之谷

助言 1.周産期からの子育て支援体制づくり（各機関の母子連絡票
の利用状況と課題、意見交換、2.仮称「ハローファミリーカー
ド」運用に向けて

48 平成17年8月29日 岡崎市保健所（岡
崎市）

岡崎保健所予防接種会議 山崎 助言 1.予防接種の実施に関すること、2.予防接種の事故防止対策
に関すること、3.その他

49 平成17年9月1日 大府市勤労文化会
館（大府市）

大府市制三十五周年記念式典 山崎 招待 大府市の市制35周年記念式典への参列

50 平成17年9月2日 あいち健康プラザ
（東浦町）

第２回あいち健康の森推進会
議連絡会議

山崎 委員 健康長寿あいちの実現について

51 平成17年9月6日 愛知県半田保健所
（半田市）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

52 平成17年9月9日 自治センター（名古
屋市）

平成17年度第2回愛知県保健
所長会研修会

山崎 参加 1.生活習慣病対策部会、2.結核・感染症部会、3.保健医療福
祉部会、4.健康危機管理部会の設立について

53 平成17年9月12日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

54 平成17年9月22日 オフィス東京ビル
（東京都）

母子保健情報システムの構築
に関する主任・分担研究班合
同会議（山縣班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

55 平成17年9月28日 大府市役所（大府
市）

健康日本21大府市計画等推進
評価会議作業部会

中澤 委員 みんなですぐ取り組める大府市の健康づくりを考えようPart１

56 平成17年9月29日 あいち小児保健医
療総合センター（大
府市）

愛知県周産期医療協議会調査
研究事業マニュアル検討会議

山崎、
塩之谷

事務
局

愛知県周産期医療協議会調査研究事業「医療現場スタッフ
のための子育て支援マニュアル」の作成検討。

57 平成17年9月30日 愛知県半田保健所
（半田市）

半田保健所平成17年度母子推
進事業研修会

山崎、
塩之谷

助言 虐待事例を通して考える、連携に向けてのグループワーク
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No. 日時 場所（地域） 主催・会議名・テーマ 担当者 役割 内容等

58 平成17年10月3日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

59 平成17年10月15日 愛知県看護協会 愛知県訪問看護ステーション管
理者協議会

小出 説明 あいち小児保健医療総合センターで実施した訪問看護ス
テーション研修会について

60 平成17年10月17日 愛知県一宮保健所
（一宮市）

一宮保健所保健医療福祉サー
ビス調整推進会議

山崎 助言 親グループ支援（おーぷん・ドア）の中間評価について

61 平成17年10月17日 愛知県春日井保健
所（春日井市）

平成17年度春日井保健所保健
医療福祉サービス調整推進会

山崎、
塩之谷

助言 周産期医療施設における子育て支援と地域の連携について

62 平成17年10月20日 あいち健康プラザ
(東浦町）

平成１７年度第4回愛知県保健
所長会

山崎 参加 1.平成17年度各種要望事項等について、2.支所のあり方を含
めた保健所の見直しについて、3.新医師臨床研修制度につ
いて、４．愛知学院大学歯学部からの研修歯科医受入れに
ついて、5.連絡事項：全国保健所長会総会（9月13日）の内容

63 平成17年10月24日 愛知県西尾保健所
（西尾市）

西尾保健所保健医療福祉サー
ビス調整会議

山崎 助言 1.周産期からの子育て支援体制づくり(1)連絡を必要とする
ケースについて、(2)母子連絡票及び返信票について、2.ハ
ロー・ファミリー・カード」の運用について

64 平成17年10月25日 愛知県半田保健所
（半田市）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

65 平成17年10月27日 ウィルあいち（名古
屋市）

緊急サポートネットワーク事業
ネットワーク会議

山崎 委員 医療機関・行政・研究者・保育福祉関係団体、企業、組合な
どによるネットワーク会議

66 平成17年10月28日 大府市役所（大府
市）

大府市次世代育成支援対策協
議会

山崎 委員 1.平成16年度事業実績について、2.子育て支援団体との座
談会について、3.合計特殊出生率について、4.その他

67 平成17年10月31日 自治センター（名古
屋市）

愛知県母子健康診査マニュア
ル専門委員会

山崎、
青山

委員 1.母子健康診査マニュアルに基づく実績について、2.母子健
康診査マニュアルの見直しについて

68 平成17年10月31日 ２１フォーラム事務
局（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
カリキュラム委員会

山崎 委員 緊急サポートネットワーク事業研修会のカリキュラムについ
て

69 平成17年11月1日 大府養護学校（大
府市）

大府養護学校安全衛生委員会 山崎 委員 喫煙場所について、毒虫について、アスベストについて、安
全点検のチェックについて

70 平成17年11月4日 名古屋第一赤十字
病院（名古屋市）

平成17年度第2回愛知県周産
期医療協議会

山崎 委員 ・平成１７年度愛知県周産期医療情報システムについて、専
門相談事業の報告と今後の予定について、調査研究事業の
中間報告について、研修事業の報告について

71 平成17年11月14日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

72 平成17年11月18日 大府養護学校（大
府市）

大府養護学校教育相談 山崎 助言 同校の教育相談への支援

73 平成17年11月21日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子健康診査マニュア
ル専門委員会

青山 事務
局

1.母子健康診査 見直しの方向性について 2.市町村実態調
査についての検討

74 平成17年11月23日 東京八重洲ホール
（東京都）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

75 平成17年11月24日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子健康診査マニュア
ル小委員会

青山 委員 母子健康診査のマニュアル見直しについて、小委員会の進
め方、見直しに必要な資料について

76 平成17年11月24日 大府市役所（大府
市）

第３回大府市DV連絡会議 塩之谷 委員 事例研究：２事例の検討から、DVについて学ぶ、情報交換：
各機関のDV支援状況など

77 平成17年11月25日 愛知県半田保健所
（半田市）

平成１７年度虐待防止ワーキン
グ会議

山崎 助言 ・視察の成果について、・今後の管内の虐待予防事業体制に
ついて

78 平成17年11月25日 アルカディア市ヶ谷
（東京都）

厚生労働省研究班会議（前川
班）

山崎 班員 平成１７年度厚生労働科学研究「住民参画と保健福祉の協
働による子育て機能の向上・普及・評価に関する研究」

79 平成17年11月28日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

遺伝相談センター連絡会議 山崎、
秋津

事務
局

本年度の遺伝相談の実績について、関係機関との情報共有
ほか

80 平成17年12月5日 しあわせ村保健福
祉センター（東海
市）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

81 平成17年12月12日 愛知県半田保健所
（半田市）

平成１７年度虐待防止ワーキン
グ会議

山崎 助言 親支援グループ実施についてのワーキング会議

82 平成17年12月16日 あいちNPO交流プ
ラザ（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
第2回ネットワーク会議

山崎 委員 事業の進捗状況説明。緊急サポートネットワーク事業に関す
る情報共有

83 平成17年12月19日 愛知県中央児童・
障害者相談セン
ター（名古屋市）

第３回「愛知県の児童虐待へ
の取組みと歩み」編集会議

塩之谷 委員 ・作業報告、座談会について、その他

84 平成17年12月21日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子健康診査マニュア
ル専門委員会

青山 事務
局

母子健康診査 見直しの方向性について 、あいちの母子保
健ニュースについて

85 平成17年12月21日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子健康診査マニュア
ル小委員会

青山 委員 母子健康診査マニュアル見直しについて
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86 平成18年1月5日 吉良町保健セン
ター（吉良町）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

87 平成18年1月5日 西尾市保健セン
ター（西尾市）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

88 平成18年1月16日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

89 平成18年1月17日 NPO 法人さわやか
愛知（大府市）

第１回　知多北ブロック（たすか
る知多北）会議

小出 委員 「たすかる知多北」の体制スタートについて（・受け入れ体制
について･養成講座の知多北ブロック開催について･交流会
の実施

90 平成18年1月19日 愛知県新城保健所
（新城市）

平成17年度第6回愛知県保健
所長会

山崎 参加 ・支所のあり方を含めた保健所の見直しについて、・HIV検査
に伴う針刺し事故の対応について、その他

91 平成18年1月20日 知多市勤労文化会
館（知多市）

子育て支援を考える会 山崎 助言 地域での子育てを担うＮＰＯ立ち上げについての検討

92 平成18年1月21日 日本小児保健協会
事務局（東京都）

第1回小児救急の社会的サ
ポート体制に関する委員会

山崎 委員 日本小児保健協会専門委員会

93 平成18年1月25日 ２１フォーラム事務
局（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
カリキュラム委員会

山崎 委員 緊急サポートネットワーク事業研修会のカリキュラムについ
て

94 平成18年1月27日 愛知県半田保健所
（半田市）

平成１７年度虐待防止ワーキン
グ会議

山崎 助言 ＭＣＧ事業に対するワーキング会議

95 平成18年1月30日 東京八重洲ホール
（東京都）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

96 平成18年1月30日 大府市保健セン
ター（大府市）

健康日本21大府市計画等推進
評価会議作業部会

中澤 委員 みんなですぐ取り組める大府市の健康づくりを考えよう

97 平成18年1月31日 弥富町総合福祉セ
ンター

ケースに対する助言 山崎 助言 養育困難な事例に対する助言

98 平成18年2月1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、
青山

委員 ・愛知県の母子保健の現状について、・愛知県母子保健推進
事業について、・その他

99 平成18年2月2日 名古屋市役所（名
古屋市）

平成17年度健康なごやプラン
21推進委員会

山崎 委員 ・健康づくりの取り組みについて、・平成18年度の中間評価に
ついて、・その他

100 平成18年2月2日 あいち小児センター
（大府市）

愛知県周産期医療協議会調査
研究事業マニュアル検討会議

山崎、
塩之谷

事務
局

愛知県周産期医療協議会調査研究事業「医療現場スタッフ
のための子育て支援マニュアル」の作成検討。

101 平成18年2月5日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

102 平成18年2月6日 阿久比町保健セン
ター（阿久比町）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

103 平成18年2月8日 ２１フォーラム事務
局（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
カリキュラム委員会

山崎 委員 緊急サポートネットワーク事業研修会のカリキュラムについ
て

104 平成18年2月9日 あいちNPO交流プ
ラザ（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
第3回ネットワーク会議

山崎 委員 事業の進捗状況説明。緊急サポートネットワーク事業に関す
る情報共有

105 平成18年2月10日 厚生労働省中部国
際空港検疫所支所
（常滑市）

平成17年度第6回愛知県保健
所長会研修会

山崎 参加 ・検疫業務（感染症・輸入食品）の現状について、・業務視察

106 平成18年2月13日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

107 平成18年2月14日 あいち小児センター
（大府市）

あいち小児センター母子保健
連絡会

山崎、
小出、

事務
局

本年度の活動実績について（速報）、来年度の事業企画につ
いて、情報交換

108 平成18年2月15日 愛知県教育委員会
（名古屋市）

平成17年度第2回愛知県特別
支援教育連携協議会

山崎 委員 報告事項・平成17年度巡回指導の実施状況について、・各地
区特別支援教育連携協議会の実施状況について、・高浜市
における平成17年度特別支援教育体制推進事業の取り組
みについて。協議事項・平成18年度特別支援教育推進事業
について、・地域における支援体制整備に向けた展望及び課
題等について

109 平成18年2月15日 大府養護学校（大
府市）

大府養護学校安全衛生委員会 山崎 委員 本校のアスベスト問題の状況について、小学部から、施設・
訪問から

110 平成18年2月16日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

第4回あいち健康の森推進会
議連絡会議

山崎 委員 健康長寿あいちの実現について
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111 平成18年2月23日 愛知県半田保健所
（半田市）

平成１７年度虐待防止ワーキン
グ会議

山崎 助言 ＭＣＧ事業に対するワーキング会議

112 平成18年2月23日 愛知県半田保健所
（半田市）

厚生労働省研究班会議（山縣
班）

山崎 班員 厚生労働省科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「健
やか親子21の推進のための情報システム構築および各種情
報の利活用に関する研究」班

113 平成17年2月23日 NPO 法人さわやか
愛知（大府市）

第2回　知多北ブロック（たすか
る知多北）会議

小出 委員 経過報告1)体制のスタート、２）登録について、３）交流会に
ついて、４）スタッフ養成講座について、意見交換

114 平成18年2月24日 大府養護学校（大
府市）

平成１７年度第2回大府養護学
校医教連絡協議会

山崎 委員 本年度の医教連携の状況について

115 平成18年3月2日 名鉄病院（名古屋
市）

予防接種センター調査検討委
員会研究部会

山崎、
中澤

事務
局

１．平成17年度予防接種実施及び相談状況について、２．調
査研究「ＢＣＧ接種後のコッホ現象報告事例に対する予後調
査」、３．平成18年度の調査研究事業について

116 平成18年3月9日 あいちNPO交流プ
ラザ（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
第4回ネットワーク会議

山崎 委員 事業の進捗状況説明。緊急サポートネットワーク事業に関す
る情報共有

117 平成18年3月13日 愛知県一宮保健所
（一宮市）

一宮保健所児童虐待予防のた
めの親グループ支援事業検討
委員会

山崎、
大河内

助言 おーぷん・ドアの状況（親グループの報告、地区担当保健師
としての関わりから、保育の状況）、評価について（アンケート
結果、最終回の参加者からの評価、経年的な評価）、次年度

実施に118 平成18年3月13日 愛知県江南保健所
（江南市）

江南保健所保健医療福祉サー
ビス調整推進会議

山崎 助言 医療機関と地域との連絡状況、早期の支援体制の確立ー要
支援事例連絡票について

119 平成18年3月13日 同ＮＰＯセンター事
務局（名古屋市）

あいち・子どもＮＰＯセンター常
任理事会

山崎 理事 あいち・子どもＮＰＯセンターの運営について

120 平成18年3月14日 株式会社　保健同
人社（東京都）

第2回小児救急の社会的サ
ポートに関する委員会

山崎 委員 保健同人社コールセンター見学、全国＃8000事業の比較検
討について、電話相談後の住民からの評価手法について

121 平成18年3月15日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成17年度愛知県予防接種セ
ンター調査検討委員会

山崎、
中澤

事務
局

１．平成17年度予防接種センター事業実績について、２．調
査研究について（・ＢＣＧ接種後のコッホ現象報告事例に対す
る予後調査・個別接種医療機関における直接ＢＣＧ接種後の
局所所見の観察について）、３．予防接種センター事業に関

122 平成18年3月16日 法研本社（東京都） 厚生労働省研究班会議（前川
班）

山崎 班員 「健やか親子21推進協議会」第4課題グループ及び「住民参
画と保健福祉の協働による子育て機能の向上・普及・評価に
関する研究」班合同会議 議題：健やか親子21第4課題の推

123 平成18年3月16日 大府市役所（大府
市）

第３回大府市ＤＶ連絡会 塩之谷 委員 愛知県ＤＶマニュアルについて、情報交換：あいち小児保健
医療総合センターのＤＶ状況について

124 平成18年3月17日 愛知県西尾保健所
（西尾市）

西尾保健所保健医療福祉サー
ビス調整会議

山崎、
塩之谷

助言 1.周産期からの子育て支援体制づくり　2.ハロー・ファミリー・
カード」について

125 平成18年3月20日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子保健マニュアル小
委員会

青山 委員 母子健康診査の見直しについて

126 平成18年3月24日 名古屋第一赤十字
病院（名古屋市）

平成17年度第3回愛知県周産
期医療協議会

山崎 委員 平成１７年度愛知県周産期医療情報システムについて、専
門相談事業の報告と今後の課題について、調査研究事業の
中間報告について、報告事項

127 平成18年3月24日 NPO 法人さわやか
愛知（大府市）

第3回　知多北ブロック（たすか
る知多北）会議

小出 委員 経過報告「たすかる知多北」の実施状況についてア問い合わ
せ･登録申し込み状況　　イ養成講座の実施結果ウ3月17日
全国フォーラムの報告 エ受け入れの体制の拡大に向け

128 平成18年3月25日 霞ヶ関ビル（東京
都）

「ワクチンの安全性向上のため
の品質確保の方策に関する研
究」研究班会議

山崎 班員 分担研究班合同報告会議

129 平成18年3月27日 大府市役所（大府
市）

第2回健康日本21大府市計画
等推進評価会議

山崎 委員 1.第1回会議の課題について、2.18年度の取り組みについて
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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. 日時 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17年4月19日 日本福祉大名古屋キャ
ンパス（名古屋市）

全国児童養護問題研究会愛知支部
学習会（４月例会）

山崎 小児医療と乳児院・児童養護施設・保育所
の子どもたち ～虐待・発達障害について生
活の視点から～

2 平成17年4月19日 愛知県社会福祉会館
（名古屋市）

平成17年度児童相談センター等職員
新任研修

大河内 相談の実際

3 平成17年4月19日 ミュー石が瀬（大府市） 託児スタッフ体験講座講演 山崎 託児スタッフ、ボランティアへの講習会。「子
どもの身体の発達」

4 平成17年5月16日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

名古屋市立大学芸術工学部見学研
修

山崎 概要説明

5 平成17年5月26日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

愛知県立豊橋聾学校との連携 加藤 人工内耳の音入れ（初回のスイッチオン）見
学

6 平成17年5月31日 岡崎市役所（岡崎市） 岡崎市公立保育園長会研修会 大河内 軽度発達障害児と気になる子

7 平成17年6月2日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

平成17年度東海北陸ブロック乳児院
協議会・栄養士部会研修会

山崎 子どもを取り巻く環境と関わり方

8 平成17年6月9日 美浜町総合体育館（美
浜町）

平成17年度知多学校保健会記念講
演会

山崎 教育現場と保健・医療機関との連携　～子
どもと家族を支援するために～

9 平成17年6月12日 愛知高等高校（名古屋
市）

第30回全国学童保育指導員学校（西
日本・愛知会場）

山崎 主催全国学童保育連絡協議会「子どもの
安全と健康を守る」

10 平成17年6月14日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

ヤング・リーダーズ・プログラム
2004-2005

山崎 Child health in Japan

11 平成17年6月14日 大府市保健センター（大
府市）

放課後クラブ指導員研修会 大河内 発達の遅れた子どもの理解と援助について

12 平成17年6月23日 半田市福祉文化会館
（半田市）

平成17年度家庭教育学級合同講座 山崎 子育て　子育ち　親育ち

13 平成17年6月23日 富士松南保育園 父母の会研修会 青山 乳幼児の事故・安全

14 平成17年6月23日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

愛知県立岡崎聾学校との連携 加藤 人工内耳の音入れ（初回のスイッチオン）見
学

15 平成17年6月24日 半田保健所（半田市） 平成17年度虐待防止対策会議講演
会

山崎 愛知県の虐待の現状と予防の必要性、特
にハイリスクの親支援の必要性とその効果

16 平成17年6月25日 半田福祉文化会館（半
田市）

ちたメンタルへルス研究会記念講演
会

塩之谷 小児センターの虐待予防活動と保健師の
新たな役割

17 平成17年6月28日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

名古屋市中川区児童委員見学研修
会

山崎 センターの概要説明、虐待防止活動

18 平成17年6月30日 大府市子どもステーショ
ン（大府市）

おおぶファミリー・サポート・センター
説明会、講習会

山崎 乳幼児の健康

19 平成17年7月1日 ウィル愛知（名古屋市） 託児ボランティア育成講座 青山 子どもの変化に気づけますか。～子どもの
病気と手当て～

20 平成17年7月2日 蒲郡市保健医療セン
ター（蒲郡市）

蒲郡市虐待予防研修会 塩之谷 虐待ケースの支援から学ぶ発生予防への
取り組み－各機関の連携による愛着形成
への子育て支援－

21 平成17年7月6日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

平成17年度東三河児童福祉施設長
会視察研修

塩之谷 あいち小児保健医療総合センターその保健
活動と虐待対応について

22 平成17年7月7日 桜花学園大学保育学部
（豊明市）

平成17年度「愛知県現任保育士指導
者養成研修」

山崎 日本の小児保健の概要とあいち小児保健
医療総合センターの保健活動

23 平成17年7月7日 愛知県教育会館（名古
屋市）

面接教育相談事業「軽度発達障害セ
ミナー」

並木 軽度発達障害児の子どもを理解するため
に

24 平成17年7月8日 知多市ふれあいプラザ
（知多市）

ファミリーサポートセンター事業講習
会

青山 生活の中の事故防止

25 平成17年7月14日 岐阜県立岐阜病院（岐
阜市）

平成17年度児童虐待予防連絡委員
会研修会

山崎 医療機関での地域につなげる虐待予防・防
止活動

26 平成17年7月23日 あいち小児センター（大
府市）

日本福祉大学見学研修会 山崎 概要説明と虐待対応

27 平成17年7月29日 桜花学園大学保育学部
（豊明市）

平成17年度「愛知県現任保育士指導
者養成研修」

小出 時間外電話・保健医療相談・子育て支援ス
クールについてにより相談情報分析結果

28 平成17年7月30日 愛知学院大学（名古屋
市）

愛知学院大学心理臨床・教育相談室
学術フロンティア推進事業　公開シン
ポジウム

並木 学校におけるよりよい援助のあり方を考え
る

29 平成17年8月3日 あいち小児センター（大
府市）

大府市立石ヶ瀬小学校・調べ学習「障
害者の施設の工夫」

加藤 地元小学校の学習の援助

30 平成17年8月4日 チサンホテル大阪（大阪
市）

子どもの虹情報研修センター 市町村
虐待対応等指導職員セミナー（関西
エリア）

山崎 児童虐待と発生予防、早期発見～地域に
おける虐待予防活動と連携～
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No. 日時 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

31 平成17年8月10日 桜花学園大学保育学部
（豊明市）

平成17年度「愛知県現任保育士指導
者養成研修」

塩之谷 子どもたちのSOSへの気づきと支援を目指
して－各機関の連携による愛着形成への
子育て支援－

32 平成17年8月10日 （徳島市） 特別支援教育研究会　担任者研修会 大河内 軽度発達障害児の個別指導

33 平成17年8月10日 桜花学園大学保育学部
（豊明市）

平成17年度「愛知県現任保育士指導
者養成研修」

中澤 子どもの生活習慣病予防、子どもの事故予
防

34 平成17年8月26日 知多市八幡中学校 校内夏季現職教育 大河内 軽度発達障害児の理解と支援　中学校で
の対応について

35 平成17年8月26日 あいち小児センター（大
府市）

医教連携セミナー 大河内 ＡＤＨＤの子どもの理解と支援ＰＡＲＴⅡ

36 平成17年8月30日 名古屋市前山小学校
（名古屋市）

前山小学校職員研修会 大河内 軽度発達障害児の理解と支援　その１

37 平成17年9月3日 半田市青年の家（半田
市）

託児ボランティア育成講座 青山 子どもの変化に気づけますか。～子どもの
病気と手当て～

38 平成17年9月8日 愛知県産業貿易館西館
（名古屋市）

平成17年度主任児童委員研修 山崎 子ども虐待の予防と発見

39 平成17年9月9日 あいち小児センター（大
府市）

愛西市民生児童委員児童部会視察
研修

塩之谷 あいち小児保健医療総合センターその保健
活動と虐待予防について

40 平成17年9月11日 知多市健康プラザ（知
多市）

子育て支援講演会 大河内 軽度発達障害児への家庭での支援

41 平成17年9月12日 名古屋会計経営専門学
校（名古屋市）

学童保育運営科講座 山崎 子どもの心と体の健康その1

42 平成17年9月13日 大府市役所（大府市） 保育園長補佐研修会 大河内 発達障害と統合保育

43 平成17年9月13日 あいち小児センター（大
府市）

愛知教育大学学生見学研修 山崎 概要説明と子どもと子育てを巡る環境

44 平成17年9月18日 あいち健康プラザ（東浦
町）

平成17年度愛知県県民健康祭 山崎、
中澤

子どもの医療相談、子どもの事故予防

45 平成17年9月26日 名古屋会計経営専門学
校（名古屋市）

学童保育運営科講座 山崎 子どもの心と体の健康その２

46 平成17年9月26日 日進市役所(日進市） 第38回中央ブロック家庭相談員連絡
協議会研修会

塩之谷 ー虐待ケースの支援から学ぶ愛着形成へ
の取り組み－各機関の連携による地域に
おける子育て支援

47 平成17年9月27日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

国際母子保健研修プログラム 2005 山崎 Child Health in Japan

48 平成17年9月30日 愛知県半田保健所（半
田市）

半田保健所平成17年度母子推進事
業研修会

山崎、
塩之谷

周産期医療と保健活動の連携、愛知県の
虐待の現状と参加との連携の必要性

49 平成17年10月3日 東海高校（名古屋市） 東海高校「現代医療ゼミ」 山崎 医療はビジネスか？－公共サービスか小
児医療を巡って

50 平成17年10月4日 ミュー石が瀬（大府市） ミューいしがせ　子育てセミナーⅡ 山崎 子どもの権利を守ろう ① 親の権利と子の
権利

51 平成17年10月4日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

愛知県児童相談センター児童心理司
等研修会Ａグループ

山崎 あいち小児保健医療総合センターの理念と
機能

52 平成17年10月4日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

愛知県児童相談センター児童心理司
等研修会Ａグループ

大河内 アセスメントと心理支援をつなぐもの

53 平成17年10月4日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

愛知県児童相談センター児童心理司
等研修会Ａグループ

並木 軽度発達障害児のアセスメントと心理支援

54 平成17年10月15日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

平成17年度愛知県地域子育て支援セ
ンター連絡協議会Ｂブロック研修会

山崎 子育てに今必要なもの　小児医療センター
の現場から

55 平成17年10月15日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

名古屋市児童福祉センター難聴幼児
通園施設「すぎのこ学園」との連携

中山 人工内耳の音入れ（初回のスイッチオン）見
学

56 平成17年10月18日 母子愛育会研修部（東
京都）

母子愛育会 平成17年度母子保健専
門指導員研修会

山崎 ハイリスク児とその家族への継続的支援

57 平成17年10月18日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

藤田保健衛生大学看護学生見学研
修会

小出 あいち小児保健医療総合センターの概要
説明と施設見学

58 平成17年10月22日 豊橋商工会議所（豊橋
市）

第127回東三河小児科医会学術講演
会

山崎 医療機関で取り組む育児支援と虐待防止

59 平成17年10月27日 愛知県総合看護専門学
校（名古屋市）

総合看護専門学校講義 山崎 小児看護学方法論Ⅰ

60 平成17年10月27日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

子どもの事故予防講習（名古屋市緑
区）

中澤 子どもの事故予防について
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No. 日時 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

61 平成17年10月28日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

全日本特別支援教育研究見学研修
会

青山 小児センターの概要

62 平成17年10月29日 栄ガスビル（名古屋市） 愛知県周産期医療協議会平成17年
度研修会

山崎 報告「周産期医療施設・助産施設における
子育て支援の取り組み」

63 平成17年11月4日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

岡崎市美合地区 民生委員・児童委員
施設見学研修

塩之谷 あいち小児保健医療総合センター その保
健活動と虐待予防について

64 平成17年11月5日 「イーストプラザいこま
い館」（東郷町）

豊田・三好地区学校と地域の発達支
援研究会

大河内 障害の理解 ＬＤ ＡＤＨＤ 高機能自閉症等

65 平成17年11月5日 大府市役所（大府市） 大府市虐待シンポジウム 山崎 シンポジウム進行

66 平成17年11月8日 名古屋市女性会館（名
古屋市）

子育て講座 山崎 子育ち親育ち

67 平成17年11月8日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

名古屋市児童福祉センター等心理職
員研修

大河内 あいち小児保健医療総合センターにおける
臨床心理の業務ー学習教材を利用した心
理教育的援助を中心にー

68 平成17年11月10日 愛知労働金庫（名古屋
市）

緊急サポートネットワーク事業・第2回
緊急サポートスタッフ養成講座

山崎 「子どもの命を守る」乳幼児の救急蘇生法、
ＳＩＤＳの理解

69 平成17年11月11日 東浦中学校（東浦町） 平成17年度第2回学校保健委員会 山崎 教育や医療の現場で、ともに支える気にな
る子どもたち

70 平成17年11月12日 愛知労働金庫（名古屋
市）

緊急サポートネットワーク事業・第3回
緊急サポートスタッフ養成講座

山崎 「子どものかぜ学を学ぶ」

71 平成17年11月17日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

東浦町ＰＴＡ連絡協議会視察研修 塩之谷 保健室の業務について、小児センターの虐
待対応と虐待予防活動について

72 平成17年11月18日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

子どもの事故予防講習(ひかり乳児院
職員）

青山 子どもの事故予防について

73 平成17年11月20日 愛知労働金庫（名古屋
市）

緊急サポートネットワーク事業・第7回
緊急サポートスタッフ養成講座

山崎 「これならできる！保育・託児施設での感染
防止」

74 平成17年11月21日 ホテルレガロ福岡（福岡
市）

子どもの虹情報研修センター 市町村
虐待対応等指導職員セミナー（九州
エリア）

山崎 児童虐待と発生予防、早期発見～地域に
おける虐待予防活動と連携～

75 平成17年11月22日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

東京都立病院視察研修 山崎 センターの概要説明、虐待防止活動

76 平成17年11月22日 名古屋市前山小学校
（名古屋市）

前山小学校職員研修会 大河内 軽度発達障害児への対応についてー具体
的な事例をもとに

77 平成17年11月23日 ラフレさいたま（さいたま
市）

「子どもの虐待防止推進全国フォーラ
ム in さいたま」

山崎 第２分科会：虐待予防における保健・医療
機関と福祉機関（児童委員等）の役割と連
携のあり方とは　医療機関の立場から～医
療機関を起点とした子育て支援と機関連携

78 平成17年11月25日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

岐阜県障害幼児研究会見学研修会 秋津 センターの概要説明

79 平成17年11月26日 緑区ピンポンハウス（名
古屋市）

ピンポンハウス講演会 山崎 気になる子どもたちの理解と対応

80 平成17年11月26日 幸田町民会館あじさい
ホール

広汎性発達障害講演会 大河内 広汎性発達障害の子どもの成長のために
家庭と学校は何をなすべきか

81 平成17年11月26日 豊田加茂医師会館（豊
田市）

平成17年度豊田加茂小児科医会セミ
ナー

山崎 予防接種に関する地域の保健医療のエビ
デンス

82 平成17年11月27日 愛知労働金庫（名古屋
市）

緊急サポートネットワーク事業・第10
回緊急サポートスタッフ養成講座

山崎 「ワークショップ」

83 平成17年11月29日 東部市民プラザ（碧南 子育て講演会 青山 子どもの事故と予防

84 平成17年11月29日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

知多地域障害者支援センターらいふ
17年度障害児（者）地域療育支援事

大河内 軽度発達障害児事例を通じて学ぶ

85 平成17年11月29日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

藤田保健衛生大学看護学生見学研
修会

中澤 あいち小児保健医療総合センターの概要
説明と施設見学

86 平成17年12月6日 とよはしライフポート（豊
橋市）

平成１７年度児童健全育成講座 山崎 児童虐待と発生予防、早期発見 ～あいち
小児保健医療総合センターの現場から～

87 平成17年12月10日 おおぶ子どもステーショ
ン（大府市）

大府市更生保護女性会子育て支援
講演会

山崎 いま必要な子育てについて

88 平成17年12月13日 岡崎市教育研究所（岡
崎市）

面接教育相談「軽度発達障害」 並木 軽度発達障害の子どもを理解するために
－家族が心に留めておくとよいこと－

89 平成17年12月15日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

託児グループ「ふうせん」小児セン
ター見学研修

山崎 センターの概要説明

90 平成17年12月18日 名古屋市女性会館（名
古屋市）

愛知県助産師会　教育委員会・母子
保健委員会合同研修会

山崎 周産期における虐待予防
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91 平成17年12月20日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

藤田保健衛生大学看護学生見学研
修会

小出 あいち小児保健医療総合センターの概要
説明と施設見学

92 平成18年1月12日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

藤田保健衛生大学看護学生見学研
修会

青山 あいち小児保健医療総合センターの概要
説明と施設見学

93 平成18年1月13日 あいち健康プラザ（東浦
町）

在宅保健師等臨床技術研修 山崎 乳幼児の発達チェックポイント

94 平成18年1月23日 東海高校（名古屋市） 東海高校「現代医療ゼミ」 山崎 小児医療の現場から

95 平成18年1月27日 東浦町文化センター（東
浦町）

第２回あいち小児保健医療総合セン
ター県民公開講座

大河内 気になる子どもの理解と家庭での関わり

96 平成18年1月27日 東浦町文化センター（東
浦町）

第２回あいち小児保健医療総合セン
ター県民公開講座

山崎 生きる力を育む子育て

97 平成18年1月30日 三重県伊勢庁舎 子どもの虐待予防研修会 塩之谷  -愛着形成への子育て支援-　地域連携に
よる虐待予防と保健師の役割

98 平成18年1月31日 弥富町総合福祉セン 子どもの生活習慣病予防事業研修会 山崎 子どもの生活習慣病の予防

99 平成18年1月31日 愛知県社会福祉会館
（名古屋市）

平成１７年度児童福祉施設主任職員
研修

塩之谷 愛着形成への子育て支援－各機関の連携
による虐待予防－

100 平成18年2月3日 母子愛育会研修部（東
京都）

第223回母子保健関係者講習会「地
域母子保健と保健師活動」

山崎 保健師に求められていること

101 平成18年2月3日 東京都健康プラザ「ハイ
ジア」（東京都）

東京都母と子の健康等に関する電話
相談事業研修会

山崎 子どものこころと発達　－ふだんの関わりか
ら

102 平成18年2月3日 あいち小児保健医療総
合センター（大府市）

豊田市民生院児童委員協議会見学
研修会

小出 センターの概要説明

103 平成18年2月5日 知多市ふれあいプラザ
（知多市）

ファミリーサポートセンター事業講習
会

山崎 子どもの病気とけが　～その対処と予防法
～

104 平成18年2月21日 あいち小児センター（大
府市）

日本福祉大学生見学研修会 小出 施設見学･事故予防ハウス見学、保健活動
について

105 平成18年2月13日 愛知県中央児童・障害
者相談センター（名古屋

「愛知県の児童虐待への取り組みと
歩み」座談会

山崎 愛知県児童相談所の歩み

106 平成18年2月14日 あいち小児センター（大
府市）

豊明市ファミリーサポートセンター子
育て講演会

青山 子どもの事故と予防（事故予防ハウス見
学）

107 平成18年2月19日 住吉町文化センター（半
田市）

緊急サポートネットワーク事業・緊急
サポートスタッフ養成講座（知多北第

山崎 救急蘇生の知識

108 平成18年2月19日 住吉町文化センター（半
田市）

緊急サポートネットワーク事業・緊急
サポートスタッフ養成講座（知多北第3

山崎 保育・託児施設での感染防止

109 平成18年2月21日 春日井市役所（春日井
市）

春日井市児童家庭福祉懇談会 山崎 子どもの虐待の予防と発見

110 平成18年2月21日 あいち小児センター（大
府市）

日本福祉大学生見学研修会 小出 地域保健連携について

111 平成18年2月23日 あいち小児センター（大
府市）

多治見市生涯学習センター多治見市
子育てボランティア講座

青山 子どもの事故と予防（事故予防ハウス見
学）

112 平成18年2月25日 おおぶファミリーステー
ション（大府市）

おおぶファミリー・サポート・センター
説明会、講習会

山崎 乳幼児の健康

113 平成18年2月26日 名古屋市女性会館（名
古屋市）

あいち子どもＮＰＯセンターシンポジウ
ム

山崎 シンポジウム進行

114 平成18年2月28日 岡崎市健保会館（岡崎
市）

岡崎市公立保育園園長会研修会 大河内 軽度発達障害児と気になる子について

115 平成18年2月28日 愛知県医師会館（名古
屋市）

愛知県医師会　予防接種講演会 山崎 予防接種法施行令等の改定に伴う愛知県
内の状況について

116 平成18年3月1日 あいち小児センター（大
府市）

日本福祉大学学生見学研修 塩之谷 虐待対応の地域連携・親支援について説
明

117 平成18年3月3日 あいち小児センター（大
府市）

刈谷市中部第二民生・児童委員協議
会研修

塩之谷 あいち小児保健医療総合センター－その保
健活動と虐待予防について－

118 平成18年3月5日 住吉町文化センター（半
田市）

緊急サポートネットワーク事業・緊急
サポートスタッフ養成講座（知多北第

山崎 子どものかぜ学を学ぶ

119 平成18年3月6日 熊本市役所（熊本市） 熊本市児童虐待防止ネットワーク連
絡会虐待予防研修会（市町村関係者
向け）

山崎 地域における虐待予防活動と連携

120 平成18年3月6日 熊本市役所（熊本市） 熊本市児童虐待防止ネットワーク連
絡会虐待予防研修会（医師会向け）

山崎 日常診療における虐待予防 と子育て支援
の視点  

 
 
 

第Ⅳ章 資料編 139



 
No. 日時 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

121 平成18年3月10日 住吉町文化センター（半
田市）

緊急サポートネットワーク事業・緊急
サポートスタッフ養成講座（知多北第

山崎 ワークショップ

122 平成18年3月12日 大口町保健福祉セン
ター（大口町）

緊急サポートネットワーク事業・緊急
サポートスタッフ養成講座（尾張）

山崎 乳幼児の救急蘇生法、ＳＩＤＳの理解

123 平成18年3月13日 愛知県新城保健所（新
城市）

市町村母子保健推進研究会 塩之谷 子育てしやすい地域づくり～愛着形成のた
めの子育て支援～

124 平成18年3月17日 愛知県西三河庁舎（岡
崎市）

里親ヘルパー研修会 青山 子どもの事故予防と手当て

125 平成18年3月18日 あいち小児センター（大
府市）

子どもの事故予防講習 中澤 子どもの事故予防について

126 平成18年3月20日 フォーラム２１ＮＰＯセン
ター（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業・緊急
サポートスタッフ養成講座（名古屋）

山崎 乳幼児の救急蘇生法、ＳＩＤＳの理解

127 平成18年3月24日 愛知県西三河庁舎（岡
崎市）

里親ヘルパー研修会 青山 子どもの事故予防と手当て

128 平成18年3月27日 フォーラム２１ＮＰＯセン
ター（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業・緊急
サポートスタッフ養成講座（名古屋）

山崎 子どものかぜ学を学ぶ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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． 日時 主催（場所） 健診名等 担当者 役割 内容等

1 平成17年4月8日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 天野 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保健師
への助言

3 平成17年6月9日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 天野 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保健師
への助言

5 平成17年7月27日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 櫻井
山口

技術
支援

豊山町３ヵ月、１歳６ヵ月、３歳時などに健診にて
眼科的異常を疑われた児の二次検診

6 平成17年8月4日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原    天
野

技術
支援

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保健師
への助言

7 平成17年10月13日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保健師
への助言

8 平成17年11月29日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保健師
への助言

9 平成17年11月30日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 櫻井
堀

技術
支援

豊山町３ヵ月、１歳６ヵ月、３歳時などに健診にて
眼科的異常を疑われた児の二次検診

10 平成16年12月8日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保健師
への助言

11 平成18年12月13日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保健師
への助言

12 平成18年2月23日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保健師
への助言

14 平成18年3月22日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 櫻井
春日井

技術
支援

豊山町３ヵ月、１歳６ヵ月、３歳時などに健診にて
眼科的異常を疑われた児の二次検診  
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d. 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 
 
 以下は電子版では省略 
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