
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18年4月16日 山梨大学（山梨県） 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

山崎 分担研
究者

「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（H16 - こども - 一般 - 001）」班
会議、問診項目の検討ほか

2 平成18年4月21日 金沢都ホテル（金沢
市）

日本小児保健協会理事・支部
長会

山崎 理事 ・平成17年度事業報告および平成17年度収支決算、・協会運
営に関する件ほか

3 平成18年4月22日 金沢都ホテル（金沢
市）

日本小児保健医療研究会役員
会

山崎 役員 ・平成17年度事業報告および収支決算、・日本小児科学会の
分科会について、・役員の役割について

4 平成18年5月16日 大府養護学校（大
府市）

平成18年度第1回大府養護学
校医教連携協議会

山崎 学校医 平成18年度連携のあり方について、保健室の来室状況につ
いて、年間行事について

5 平成18年5月18日 愛知県国保会館
（名古屋市）

平成18年度愛知県市町村保健
師協議会総会

山崎、
内田

報告 あいち小児センターの保健活動について、事業紹介・活動報
告

6 平成18年5月18日 アイリス愛知（名古
屋市）

平成18年度愛知県保健所長会
総会

山崎 会員 平成17年度歳入・歳出決算案について、平成18年度事業計
画・歳入歳出予算について、全国所長会長表彰候補者の推薦
について、愛知県保健所長会会員所属部会等について、平成
18年度の病床整備計画の取り扱いについて、がん診療連携
拠点病院の整備について

7 平成18年5月19日 八重洲ホール（東京
都）

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

山崎 分担研
究者

第１回全体班会議：研究班のこれまでの経緯と平成17年度評
価、平成18年度の研究概要、各分担研究について

8 平成18年5月25日 知多保健所（知多
市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

9 平成18年5月25日 大府市役所（大府
市）

平成18年度第1回大府市児童
虐待対策協議会

山崎 会長 知多児童相談センターにおける通告受理とその内容につい
て、平成17年度のケース検討会実績について、平成18年度の
ケース検討会対象ケースについて、情報交換

10 平成18年5月30日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成18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、
内田、
中澤

事務局 平成１８年度保健事業実施内容について、平成１９年度保健
事業実施内容について、保健事業に対する助言、意見交換

11 平成18年5月30日 知多保健所（知多
市）

知多保健所管内母子保健担当
者会議

秋津 会議 知多保健所管内の母子保健の課題について
あいち小児保健医療総合センターとの連携について

12 平成18年6月2日 知多保健所（知多
市）

第１回管内保健師リーダー会議 内田 委員 平成18年度研修計画について
管内保健師研究会について

13 平成18年6月5日 知多市保健セン
ター（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

14 平成18年6月5日 吉良町保健セン
ター（吉良町）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

15 平成18年6月8日 常滑市保健セン
ター（常滑市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

16 平成18年6月9日 名古屋第一赤十字
病院（名古屋市）

平成18年度第1回愛知県周産
期医療協議会

山崎 委員 平成18年度愛知県周産期医療情報システムについて、専門
相談事業の事業計画について、研修事業の事業計画につい
て、調査・研究事業の事業計画について、平成17年度調査研
究事業の報告について、報告事項

17 平成18年6月10日 日本小児科学会事
務局（東京都）

平成18年度第1回日本小児科
学会学校保健・心の問題委員

山崎 委員 委員長選出、前委員長よりの前期の活動報告等、今期の目
標と活動予定

18 平成18年6月11日 八重洲ホール（東京
都）

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

山崎 分担研
究者

問診項目・健診項目について、入力ツール（愛知県知多半島、
山梨県）について

19 平成18年6月18日 まなび創造館（小牧
市）

愛知母乳の会第2回運営委員
会

山崎 理事 第6回総会打ち合わせ、小学習会について、子育てフェスティ
バルについて、秋の定期学習会について

20 平成18年6月18日 ウィル愛知（名古屋
市）

あいち・こどもＮＰＯ総会 山崎 理事 平成17年度決算報告、平成18年度事業・予算案、会の運営に
ついて、運営委員メーリングリストの管理

21 平成18年6月30日 衣浦東部保健所
（刈谷市）

平成18年度第1回保健医療福
祉サービス調整推進会議

山崎 助言 管内の母子保健統計（ハイリスク母子の周辺）について、エジ
ンバラ産後うつ病質問表を活用した実態調査について、要支
援事例連絡票の活用について、今後の連携について

22 平成18年7月6日 私学会館アルカディ
ア市ヶ谷（東京都）

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

山崎 研究協
力者

第1回分担班　本年度の研究の進め方ほか

23 平成18年7月10日 大府養護学校（大
府市）

第1回大府養護学校安全衛生
委員会

山崎 学校医 本年度の開催日程・方針について、ＶＤＴ作業ガイドラインや
健康管理対策について、職員室の電源コード・ＬＡＮケーブル
の配線対策について、花粉症対策について、職員の禁煙教
育、網戸の設置

24 平成18年7月11日 常滑市保健セン
ター（常滑市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

25 平成18年7月12日 名古屋国際会議場
（名古屋市）

日本小児循環器学会評議員会 山崎 評議員 学会運営状況報告ほか

26 平成18年7月19日 名鉄病院（名古屋
市）

第１回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 平成18年度の調査研究について

27 平成18年7月20日 あいち小児センター
（大府市）

平成18年度第1回母子保健事
業連絡会

山崎、
内田、
中澤

事務局 あいち小児センターの保健部門の活動について
医療部門・保健部門・地域との連携について

28 平成18年7月27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
「あいち子どもケアたすかる」・
平成18年度第1回ネットワーク

山崎 委員長 緊急サポートネットワーク事業の進捗状況、関係者・機関との
ネットワーク構築

29 平成18年8月3日 ウィル愛知（名古屋
市）

妊婦・授乳婦の医薬品適正使
用ネットワーク構築に関する研

山崎 委員 研究事業の概要について、アンケート調査等について

30 平成18年8月7日 知多保健所（知多
市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

31 平成18年8月10日 日本小児保健協会
事務局（東京）

日本小児保健協会研究助成選
考委員会

山崎 委員 研究助成対象の選考について

32 平成18年8月23日 愛知県教育委員会
（名古屋市）

平成18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18年度愛知県特別支援教育体制推進事業について、平
成18年度地区特別支援教育連携協議会での課題に対する対
応について、地域における支援体制整備に向けた展望及び課

33 平成18年8月25日 あいち小児センター
（大府市）

東浦町保健主事・養護教諭連
絡会

山崎、
秋津

助言 同町の学校保健活動上の問題点等についての協議、医教連
携セミナーについて

34 平成18年8月25日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成18年度第1回愛知県要保
護児童対策協議会

山崎 委員 愛知県要保護児童対策協議会について、平成17年度児童相
談センターの相談実績の概要について、虐待防止対策につい
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35 平成18年8月29日 知多市保健セン
ター（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

36 平成18年8月29日 大府市保健セン
ター（大府市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

37 平成18年9月5日 日本小児保健協会
事務局（東京）

第3回小児救急の社会的サ
ポートに関する委員会

山崎 委員長 看護師による＃8000電話相談事業に対するアンケート（案）に
ついて

38 平成18年9月7日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成18年度乳幼児事故予防対
策会議

山崎、
青山

委員 乳幼児事故予防の取り組みについてほか

39 平成18年9月8日 知多保健所（知多
市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

40 平成18年9月11日 岐阜県医師会館
（岐阜市）

若年者心疾患協議会企画会議 山崎 講演者 協議会総会に向けての検討

41 平成18年9月11日 愛知県庁西庁舎
（名古屋市）

愛知県母子マニュアル小委員
会

青山 委員 母子健康診査マニュアルの見直しについて

42 平成18年9月12日 常滑市保健セン
ター（常滑市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

43 平成18年9月13日 ＮＰＯプラザなごや
（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
「あいち子どもケアたすかる」・
カリキュラム委員会

山崎 委員 病児・病後児サポートスタッフのための手引書について

44 平成18年9月15日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

妊婦・授乳婦の医薬品適正使
用ネットワーク構築に関する研

山崎 委員 研究事業の概要について、調査の実施方法等について

45 平成18年9月21日 愛知県師勝保健所
（師勝町）

平成18年度第4回愛知県保健
所長会

山崎 会員 全国保健所所長会表彰者、愛知県精神保健福祉協会長表彰
者の決定について、平成18年度定期監査の結果について、医
療制度改革の概要について

46 平成18年9月25日 カンファレンススク
エア エムプラス（東
京都）

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

山崎 分担研
究者

問診項目のトライアル結果、問診項目の還元の検討、資料の
まとめ方

47 平成18年9月26日 私学会館アルカディ
ア市ヶ谷（東京都）

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

山崎 研究協
力者

第2回分担研究班会議　平成18年度研究の進捗状況について

48 平成18年9月28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
「あいち子どもケアたすかる」・
平成18年度第2回ネットワーク

山崎 委員長 緊急サポートネットワーク事業の進捗状況、関係者・機関との
ネットワーク構築

49 平成18年9月29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 オープンドアの状況（親グループ前半の報告、保育の状況）、
評価について（随時アンケート結果、事例の評価）、今後の運
営について、ファシリテーターとしてのスキルアップ

50 平成18年10月4日 大府市保健セン
ター（大府市）

健康日本21大府市計画及び健
やか親子21大府市計画推進評
価会議

山崎 委員 平成17年度の取り組み状況及び進捗状況の報告、平成18年
度の取り組みについて、運動週間の取り組みについて

51 平成18年10月11
日

知多保健所（知多
市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

52 平成18年10月13
日

長崎ブリックホール
（長崎市）

日本小児保健医療研究会役員
会

山崎 役員 役員選挙について、研究会の運営についてほか

53 平成18年10月19
日

三河総合庁舎（豊
橋市）

愛知県豊川保健所平成18年度
母子保健推進会議

山崎 助言 思春期保健の現状と関係機関の取組について（母子保健報
告から管内の状況、若年妊産婦の管内の現状と子育ての現
状）、母子保健マニュアルについて

54 平成18年10月22
日

東京リエゾンオフィ
ス（東京都）

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

山崎 分担研
究者

最終的なプロダクトのデータ加工、どのようなデータを市町村
に返していくかについての具体的検討

55 平成18年10月26
日

アピオ甲府（山梨
県）

日本小児保健協会理事・支部
長会

山崎 理事 ・平成18年度事業報告中間報告、・協会運営に関する件ほか

56 平成18年10月27
日

アピオ甲府（山梨
県）

第4回小児救急の社会的サ
ポートに関する委員会

山崎 委員長 看護師による＃8000電話相談事業に対するアンケート（案）に
ついて

57 平成18年10月28 アピオ甲府（山梨 日本小児保健協会合同委員会 山崎 委員 各員会の進捗状況の報告
58 平成18年10月29

日
吹上ホール（名古屋
市）

愛知母乳の会運営委員会 山崎 委員 会の運営について、定期学習会、総会・研修会の内容

59 平成18年10月31
日

知多市保健セン
ター（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

60 平成18年10月31
日

阿久比町保健セン
ター（阿久比町）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

61 平成18年10月31
日

大府市保健セン
ター（大府市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

62 平成18年11月2日 愛知県西尾保健所
（西尾市）

保健医療福祉サービス調整推
進会議（母子保健関係者会議）

山崎 助言 母子連絡票の利用状況と今後について、ハローファミリーカー
ドプロジェクトの現場での対応について

63 平成18年11月6日 知多市保健セン
ター（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

64 平成18年11月7日 大府養護学校（大
府市）

第2回大府養護学校安全衛生
委員会

山崎 学校医 網戸の設置について、喫煙の権利について

65 平成18年11月11
日

日本小児科学会事
務局（東京都）

平成18年度第2回日本小児科
学会学校保健心の問題委員会

山崎 委員 いわゆる軽度発達障害児に対して、子どもの心の健康問題に
関して委員からの報告、入院中の患児・家族を支援するシス
テムについて、非行いじめその他

66 平成18年11月11
日

日本小児保健協会
事務局（東京都）

第5回小児救急の社会的サ
ポートに関する委員会

山崎 委員長 小児救急の社会的サポートに関する提言（案）について

67 平成18年11月13
日

愛知県知多保健所
（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

68 平成18年11月14
日

あいち健康プラザ
（東浦町）

第2回あいち健康の森連絡会議
幹事会

山崎 委員 あいち健康長寿推進会議の結果について、あいち健康の森へ
の交通アクセスについて、あいち健康の森周辺のイベントアン
ケートの結果について、あいち健康の森周辺施設の連携事業
について、あいち健康プラザの取り組みについて

69 平成18年11月27
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成18年度第1回愛知県母子
健康診査マニュアル専門委員

山崎、
青山

委員、
事務局

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

70 平成18年11月27
日

愛知県庁西庁舎
（名古屋市）

愛知県母子マニュアル小委員
会

青山 委員 母子健康診査マニュアルの見直しについて

71 平成18年11月28
日

愛知県江南保健所
（江南市）

平成18年度江南保健所保健医
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携状況について、各機関の取組状況と
今後の予定について
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地域支援活動・他施設との連携実績
a. 地域や行政で主催される小児保健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）

72 平成18年11月28
日

愛知県衣浦東部保
健所（刈谷市）

母子保健関係者会議 山崎 助言 医療機関と保健機関との連携状況について

73 平成18年11月30
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
「あいち子どもケアたすかる」・
平成18年度第3回ネットワーク

山崎 委員長 各ブロックにおける利用状況について、厚生労働省のねらいと
独自展開のねらい、今年度の新規展開の見通し

74 平成18年12月11
日

愛知県知多保健所
（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

75 平成18年12月12
日

知多市保健セン
ター（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

76 平成18年12月12
日

私学会館アルカディ
ア市ヶ谷（東京都）

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

山崎 研究協
力者

第3回分担研究班会議　本年度の研究報告書についてほか

77 平成18年12月16日 日本小児科学会事
務局（東京都）

第4回子どもの心の診療医につ
いての協議会

山崎 委員 紹介先専門領域カテゴリーと紹介先医師リストについて、ガイ
ドラインについて、子どもの心の診療医養成セミナー開催につ

78 平成18年12月18
日

厚生労働省医政局
（東京都）

小児救急時間外電話相談に関
する情報収集

山崎 委員長 日本小児保健協会小児救急の社会的サポートに関する委員
会活動

79 平成18年12月19
日

愛知県知多保健所
（知多市）

知多半島エリア知多半島エリア
分担班会議

山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

80 平成18年12月20
日

ウィル愛知（名古屋
市）

妊婦・授乳婦の医薬品適正使
用ネットワーク構築に関する研
究班

山崎 委員 研究事業の経過報告及び今後の予定について、アンケート調
査結果の集計と解析について、地域保健総合推進事業報告
書・発表会抄録・出席者等について

81 平成18年12月21
日

ＮＰＯプラザなごや
（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
「あいち子どもケアたすかる」・
カリキュラム委員会

山崎 委員 病児・病後児サポートスタッフのための手引書について

82 平成18年12月22
日

東京リエゾンオフィ
ス（東京都）

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

山崎 分担研
究者

乳幼児健診データ利活用のためのマニュアル内容の検討

83 平成18年12月25
日

刈谷総合病院（刈
谷市）

ハローファミリーカードに関する
連携会

山崎 事務局 カードの導入に関する検討

84 平成18年12月25
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

第5回愛知県児童虐待マニュア
ル検討委員会

山崎 委員 「平成18年度虐待死亡事件検証報告書」について。「改訂版医
療機関用子どもの虐待対応マニュアル（案）について」「改訂
版教育・保育機関用子どもの虐待対応マニュアル（案）につい

85 平成18年12月25
日

愛知県庁西庁舎
（名古屋市）

愛知県母子マニュアル小委員
会

青山 委員 母子健康診査マニュアルの見直しについて

86 平成19年1月5日 愛知県知多保健所
（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

87 平成19年1月9日 知多市保健セン
ター（知多市）

知多半島エリア分担班会議 山崎 分担研
究者

愛知県知多半島エリアにおける乳幼児健診の個別データ集
積システムモデルの構築に関する研究

88 平成19年1月13日 東京リエゾンオフィ
ス（東京都）

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

山崎 分担研
究者

セレクト１００の対象事業の選定ほか

89 平成19年1月13日 日本小児保健協会
事務局（東京）

第6回小児救急の社会的サ
ポートに関する委員会

山崎 委員長 小児救急の社会的サポートに関する提言（案）について

90 平成19年1月17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

山崎、
青山

委員、
事務局

母子健康診査マニュアルの見直しについて、「あいちの母子
保健ニュース」について

91 平成19年1月17日 愛知県庁西庁舎
（名古屋市）

愛知県母子マニュアル小委員
会

青山 委員 母子健康診査マニュアルの見直しについて

92 平成19年1月19日 岡崎市保健所（岡
崎市）

平成18年度予防接種対策協議
会

山崎 委員 予防接種の実施に関すること、平成17年度実施状況につい
て、平成18年度実施状況等について、予防接種法施行令の
一部改正について、予防接種事故防止対策に関すること

93 平成19年1月22日 大府市役所（大府
市）

大府市自立支援協議会 内田 委員

94 平成19年1月25日 ＮＰＯプラザなごや
（名古屋市）

緊急サポートネットワーク事業
「あいち子どもケアたすかる」・
ネットワーク会議

山崎 委員長 緊急サポートネットワーク事業の進捗状況、関係者・機関との
ネットワーク構築

95 平成19年1月25日 ウィル愛知（名古屋
市）

妊婦・授乳婦の医薬品適正使
用ネットワーク構築に関する研

山崎 委員 アンケート調査結果の解析等について

96 平成19年1月26日 愛知県一宮保健所
（一宮市）

平成18年度尾張西部地域母子
保健対策連絡会議

山崎 助言 尾張西部地域の母子保健の現状、虐待予防と早期発見のた
めに、意見交換、助言「母子保健の向上をめざして、今、必要
なこと」

97 平成19年2月3日 名古屋ローレンホテ
ル（名古屋市）

妊婦・授乳婦の医薬品適正使
用ネットワーク構築に関する研

山崎 委員 平成18年度調査報告書の作成について

98 平成19年2月5日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

第6回児童虐待対応専門機能
強化検討委員会

山崎 委員 改訂版医療機関用子どもの虐待対応マニュアル（最終案）に
ついて、改訂版教育・保育機関用子どもの虐待対応マニュア
ル（最終案）について、

99 平成19年2月6日 東京八重洲ホール
（東京都）

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

山崎 分担研
究者

第2回全体班会議：班員の今年度の研究報告「愛知県知多保
健所管内自治体における母子保健ＭＩＳの試験運用」

100 平成19年2月8日 愛知県教育委員会
（名古屋市）

平成18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18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、稲沢市・岡崎市におけ
る特別支援教育体制推進事業の取り組みについて、平成18
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、地域のおける支援体制整備に向けた展望及び課題

101 平成19年2月9日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成18年度第2回愛知県要保
護児童対策協議会

山崎 委員 構成機関・団体の児童虐待対策取組状況について、豊川市児
童虐待死事件の検証結果について、児童虐待の防止等に関
する法律改正の動きについて、児童相談所運営指針等改正
の概要について、児童相談所と警察の連携強化について、市
町村要保護児童対策地域協議会の設置状況について

102 平成19年2月13日 国立成育医療セン
ター（東京都）

国立成育医療センター妊娠と薬
情報センター視察

山崎 担当 妊娠と薬情報センターの概要説明、情報交換

103 平成19年2月15日 あいち小児センター
（大府市）

平成18年度第2回母子保健事
業連絡会

山崎、
内田、
中澤

事務局 平成18年度の保健活動について
平成19年度保健活動計画について
乳幼児健康診査とマニュアルについて

104 平成19年2月16日 名鉄病院（名古屋
市）

第2回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 平成18年度の事業実施状況、調査研究の結果について
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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）

105 平成19年2月21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 学校医 学校の安全衛生に関すること

106 平成19年2月22日 大府市役所（大府
市）

平成18年度第2回大府市児童
虐待対策協議会

山崎 会長 児童虐待に関する受理と内容について、ネットワークによる会
議開催状況について、児童虐待シンポジウムについて、要保
護児童対策地域協議会設置（案）について、情報交換

107 平成19年2月23日 大府養護学校（大
府市）

平成１８年度第2回大府養護学
校医教連携協議会

山崎 学校医 平成18年度センターと学校の連携における課題と反省、試験
通学の取り扱いについて、定期健康診断結果の報告、指示箋
について

108 平成19年2月26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 委員 1オープンドアの状況（親グループの報告、保育の状況、参加
中断者・不参加者の状況）、2評価について（事業評価、終了
時アンケート結果など）、3次年度の実施に向けて（19年度の
事業計画、運営について）

109 平成19年2月28日 ウィル愛知（名古屋
市）

妊婦・授乳婦の医薬品適正使
用ネットワーク構築に関する研

山崎 委員 研究報告書の作成について

110 平成19年3月20日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

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 調査研究部会実施状況、調査研究「麻しん及び風しんの予防
接種に関する調査」について

111 平成19年3月20日 私学会館アルカディ
ア市ヶ谷（東京都）

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・
評価に関する研究第4回分担班

山崎 研究協
力者

研究協力者の研究報告「地域の医療機関・助産施設と保健機
関とが連携した子育て支援ツール“ハローファミリーカード”導
入後の短期的評価」、来年度研究に向けて

112 平成19年3月22日 知多保健所（知多
市）

平成18知多保健所医療福祉
サービス調整推進会議（母子保
健担当者会議）

山崎 助言 母子保健情報の利活用について

113 平成19年3月23日 名古屋第一赤十字
病院（名古屋市）

平成18年度第3回愛知県周産
期医療協議会

山崎 委員 平成18年度愛知県周産期医療情報システムについて、研修
会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、特別講演・調査研究報告会について、報告事項

114 平成19年3月23日 ウィル愛知（名古屋
市）

妊婦・授乳婦の医薬品適正使
用ネットワーク構築に関する研

山崎 委員 平成18年度事業報告について、平成19年度事業計画につい
て

115 平成19年3月24日 霞ヶ関ビル（東京
都）

ワクチン研究班会議 山崎 班員 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「保育園・幼稚園児に対する麻しん・風しんワクチンの実施
状況」

116 平成19年3月28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 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
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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

1 平成18年4月20日 あいち小児センター（大
府市）

豊明市子育てサークルおひさま・研修
会

青山 32名参加。

2 平成18年4月23日 東桜会館（名古屋市） 病児・病後児サポートスタッフ養成講
座・フォローアップ研修

山崎 ・フォローアップ講座評価
・現場で必要な子どもの救急蘇生法の実践

3 平成18年4月27日 あいち小児センター（大
府市）

愛知県立看護大学実習オリエンテー
ション

中澤 保健センターの活動について

4 平成18年5月14日 あいち小児センター（大
府市）

あいち小児センター小児医療懇話会 山崎 ・日常診療からはじめる子ども虐待

5 平成18年5月23日 愛知県医師会館（名古
屋市）

愛知県学校保健会評議員会 山崎 『メタボリックシンドローム』　学童からの予
防と対策

6 平成18年5月26日 森岡西保育園（東浦町） 保育士研修会（保育リーダー研修・東
浦町フォローアップ研修会）

山崎 前年度保育リーダー研修受講者による伝達
講習会

7 平成18年5月31日 あいち小児センター（大
府市）

GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 日本の子どもたち、コースオリエンテーショ
ン

8 平成18年6月1日 あいち小児センター（大
府市）

知立市民生児童委員、主任児童委員
視察研修

秋津 施設概要ほか

9 平成18年6月3日 あいち小児センター（大
府市）

GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 Job report presentation（国際学校保健セミ
ナー）

10 平成18年6月7日 国際協力総合研修所
（東京都）

GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 コーディネーター：学校医の役割と学校保健
委員会

11 平成18年6月12日 愛知みずほ大学（豊田
市）

GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 コーディネーター：日本の教育制度ほか

12 平成18年6月12日 知多学園八波寮（知多
市）

性問題に関する職員研修 海野 性問題に関する職員へのコンサルテーショ
ン

13 平成18年6月13日 あいち小児センター（大
府市）

Young Leader's Project 山崎 Child health in Japan

14 平成18年6月15日 日高保育園（刈谷氏） 刈谷市日高保育園父母の会講演会
「子どもの生活と事故予防」

青山 120名。

15 平成18年6月15日 JICA中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 Group Discussion on making action plan (1)

16 平成18年6月17日 東海市立文化センター
（東海市）

東海市保育事業協会園長部会研修
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－

17 平成18年6月19日 ウィル愛知（名古屋市） 平成18年度男女共同参画セミナー 山崎 健康は自分で守る①　予防とセルフメディ
ケーション

18 平成18年6月19日 長岡小学校（稲沢市） GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 コーディネーター：健康推進学校での活動
ほか

19 平成18年6月20日 あいち小児センター（大
府市）

こころの診療医研修会 今本 知能検査・発達検査について

20 平成18年6月20日 あいち小児センター（大
府市）

ＪＩＣＡ集団研修・学校保健 海野 スクールカウンセラーの活動について「校内
暴力」

21 平成18年6月22日 あいち小児センター（大
府市）

あいち小児センター小児医療懇話会 山崎 コーディネート

22 平成18年6月22日 愛知県教育会館（名古
屋市）

愛知県教育スポーツ振興財団「発達
障害セミナー」

並木 軽度発達障害のお子さんが抱えやすい問
題とその対応

23 平成18年6月23日 JICA中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 Group Discussion on making action plan (2)

24 平成18年6月24日 千種区役所（名古屋市） インフルエンザ脳症の会・ちいさな命
講演会

山崎 微熱でも注意したい子どものサイン

25 平成18年6月26日 中畑小学校（西尾市） GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 コーディネーター：小学校の健康集会活動
ほか

26 平成18年6月27日 JICA中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 Group Discussion on making action plan (3)

27 平成18年6月29日 ひいらぎ養護学校（半田
市）

GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 コーディネーター：養護学校の視察など

28 平成18年7月2日 あいち小児センター（大
府市）

GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 Action plan presentation

29 平成18年7月4日 朝日西小学校（一宮市） GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 コーディネーター：学校歯科保健など

30 平成18年7月5日 岐阜市医師会館（岐阜
市）

GTC;School Health for Primary
Education JFY 2006

山崎 コーディネーター：保健所と教育委員会、医
師会の連携したサーベイランスシステムな
ど31 平成18年7月7日 JICA中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary

Education JFY 2006
山崎 研修会評価会、終了式

32 平成18年7月8日 小さいおうち（名古屋
市）

病児・病後児保育スタッフ養成講座
「子育て支援者が知っておきたいこと」

山崎 ・子どもの病気と危機管理
・子どもの病気とケアの方法

33 平成18年7月13日 東海市医師会館（東海
市）

東海市３歳児個別健診医師連絡会 山崎 ３歳児健康診査の意義と必要性

34 平成18年7月13日 東海市立高横須賀保育
園（東海市）

東海市立高横須賀保育園自主研究グ
ループ研究会

山崎 事故防止について考える

35 平成18年7月15日 ウィル愛知（名古屋市） 子ども・子育て応援コラボ
「子どもの事故予防活動について」

青山 33名。

36 平成18年7月15日 ウィル愛知（名古屋市） 子ども・子育て応援コラボ
「子どもの事故予防活動について」

山崎 シンポジウム司会

37 平成18年7月16日 NPOプラザ名古屋（名古
屋市）

「たすかる名古屋」第３回緊急サポー
トスタッフ養成講座

山崎 ・現場で必要な子どもの救急蘇生の知識
（心肺蘇生法、乳幼児突然死症候群につい
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38 平成18年7月17日 NPOプラザ名古屋（名古
屋市）

「たすかる名古屋」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

39 平成18年7月24日 名古屋経営会計専門学
校（名古屋市）

学童保育運営研修 山崎 子どもの心と体の健康

40 平成18年7月24日 あいち小児センター（大
府市）

大府養護学校医教連携セミナー 並木 心理指導科特性に応じた支援のあり方ーア
スペルガー症候群の子どもへの支援ー

41 平成18年7月26日 あいち小児センター（大
府市）

母子保健スキルアップ研修 並木 発達障害の疑われるケースへの援助

42 平成18年7月30日 ＮＰＯプラザなごや（名
古屋市）

「たすかる名古屋」第３回緊急サポー
トスタッフ養成講座

山崎 評価会・終了式

43 平成18年8月6日 大口町民会館（大口町） SHIPおおぐち連続講座　障害を知ろ 山崎 障害ってな～に？ ３障害の基礎知識
44 平成18年8月7日 知多保健所（知多市） 知多保健所第一回管内保健師研究

会
山崎 1歳6か月までの乳幼児の運動発達と保健

指導について　～マニュアルの管理区分を
視野に入れて～

45 平成18年8月8日 愛知県総合教育セン
ター（東郷町）

平成18年度特別支援教育講座　病弱
コース　「病弱・身体虚弱児の理解と
指導」

山崎 “医療”という特別なニーズを持つ子どもた
ち

46 平成18年8月9日 大府保育園（大府市） 保育リーダー研修会 今本 ＰＤＤが疑われる年少児のケース検討
47 平成18年8月20日 犬山市民健康館「さら・

さくら」（犬山市）
西尾張緊急サポートスタッフ養成講座 山崎 ・現場で必要な子どもの救急蘇生の知識

（心肺蘇生法、乳幼児突然死症候群につい

48 平成18年8月20日 あいち小児センター（大
府市）

こころの診療医研修会 山崎 コーディネーター

49 平成18年8月21日 名古屋経営会計専門学
校（名古屋市）

学童保育運営研修 山崎 子どもの心と体の健康

50 平成18年8月23日 あいち小児センター（大
府市）

母子保健スキルアップ研修 並木 発達障害の疑われるケースへの援助

51 平成18年8月24日 あいち小児センター（大
府市）

愛知県地域子育て支援センター事業
連絡協議会 Ｄブロック研修会

山崎 今必要な子育て支援　－小児医療センター
の現場から－

52 平成18年8月27日 知多市勤労文化会館
（知多市）

NPO法人子育て支援を考える会
TOKOTOKO　設立総会

山崎 支援者ネットワークの必要性

53 平成18年8月27日 金沢市文化ホール（金
沢市）

第42回中部日本小児科学会 山崎 座長：小児保健等３題

54 平成18年8月28日 あいち小児センター（大
府市）

大府養護学校医教連携セミナー 山崎 コーディネーター

55 平成18年9月4日 あいち小児センター（大
府市）

日進市民生委員児童委員協議会視
察研修

山崎 子ども虐待の発見と予防

56 平成18年9月9日 アイプラザ津島（津島
市）

海部保育協会保育士部会研修会 山崎 気になる子どもたちを、気にするわたしたち
の視点

57 平成18年9月10日 あいち小児センター（大
府市）

あいち小児センター小児医療懇話会 山崎 コーディネーター

58 平成18年9月15日 豊明市役所（豊明市） 託児ボランティア育成講座 青山 子どもの事故と予防
59 平成18年9月16日 あいち健康プラザ（東浦

町）
愛知県県民健康祭・保健医療相談会 山崎 一般住民からの保健相談

60 平成18年9月20日 あいち小児センター（大
府市）

母子保健スキルアップ研修 並木 発達障害の疑われるケースへの援助

61 平成18年9月23日 石が瀬会館（大府市） ミューいしがせ　子育てセミナーⅡ　パ
パママ講座

山崎 子どもの発達を知ろう ①　保健室から見え
てくる子どもの現状

62 平成18年9月25日 知多学園八波寮（知多
市）

性問題に関する職員研修 海野 性問題に関する職員へのコンサルテーショ
ン

63 平成18年9月26日 緒川公民館（東浦町） 東浦町ファミリーサポートセンター講 青山 子どもの事故防止について
64 平成18年9月28日 あいち小児センター（大

府市）
岐阜市民生委員・児童委員協議会 西
部ブロック・北部ブロック視察研修

山崎 課題を抱える子どもたち　～気になる親子を
気にする私たち

65 平成18年10月5日 あいち小児センター（大
府市）

ＪＩＣＡ母子保健コース 山崎 Child health in Japan

66 平成18年10月6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研
修会

青山 子どもの事故予防活動について

67 平成18年10月6日 あいち小児センター（大
府市）

岡崎市民生委員視察研修会 青山 施設概要ほか

68 平成18年10月15日 あいち小児センター（大
府市）

こころの診療医研修会 山崎 コーディネーター

69 平成18年10月17日 東京都庁（東京都） 平成18年度第2回助産師研修（助産
師の地域のコーディネート力の強化事

山崎 医療機関としての親子支援　～医療的、社
会的ハイリスク家庭への支援～

70 平成18年10月17日 母子愛育会（東京都） 母子愛育会 平成18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

71 平成18年10月19日 あいち小児センター（大
府市）

あいち小児センター小児医療懇話会 山崎 コーディネーター

72 平成18年10月19日 大府保育園（大府市） 保育リーダー研修会 今本 ＰＤＤが疑われる年少児のケース検討
73 平成18年10月20日 稲沢市勤労福祉会館

（稲沢市）
子ども支援セミナー 山崎 発達障害と子ども虐待　気になる親子を支

援するわたしたちの視点

74 平成18年10月25日 あいち小児センター（大
府市）

愛知県町村教育長協議会尾張部研
修会

山崎 センター概要説明ほか

75 平成18年10月30日 愛知県西尾保健所（西
尾市）

平成18年度第3回地域保健福祉パイ
オニア育成研修

山崎 早寝早起き朝ごはん　保健医療のエビデン
ス

76 平成18年11月5日 あいち小児センター（大
府市）

こころの診療医研修会 山崎 コーディネーター
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77 平成18年11月5日 東郷町立中部保育園
（東郷町）

講演会 河邊 コミュニケーションが苦手な子どもの理解

78 平成18年11月9日 あいち小児センター（大
府市）

西尾市幡豆保育園保健会視察研修
会

中澤 施設概要ほか

79 平成18年11月10日 あいち小児センター（大
府市）

刈谷市主任児童委員視察研修会 内田 施設概要ほか

80 平成18年11月14日 東浦町中央図書館（東
浦町）

東浦町医教連携セミナー 山崎 コーディネーター

81 平成18年11月15日 あいち小児センター（大
府市）

はなの木ボランティア視察研修会 青山 施設概要ほか

82 平成18年11月15日 あいち小児センター（大
府市）

母子保健スキルアップ研修 並木 発達障害の疑われるケースへの援助

83 平成18年11月18日 栄ガスビル（名古屋市） 愛知県周産期医療協議会研修会 山崎 周産期医療施設・助産施設等周産期医療
現場スタッフ が取り組む 子育て支援マニュ

84 平成18年11月19日 あいち小児センター（大
府市）

出雲医師会学校医部会視察研修会 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

85 平成18年11月20日 東海高校（名古屋市） 東海高校「現代医療ゼミ」 山崎 小児救急は誰が診るべきか？
86 平成18年11月21日 あいち小児センター（大

府市）
大府市託児ボランティア事故予防研
修

青山 子どもの事故と予防

87 平成18年11月25日 あいち健康プラザ（東浦
町）

「子どもに語ろう」知多地区家庭教育
推進運営協議会

山崎 子育ち・親育ち・自分育ち

88 平成18年11月26日 さわやか愛知（大府市） たすかる知多北第２回　緊急サポート
スタッフ研修

山崎 ・現場で必要な子どもの救急蘇生の知識
（心肺蘇生法、乳幼児突然死症候群につい
て）

89 平成18年12月1日 あいち小児センター（大
府市）

美浜町いじめ不登校対策協議会視察
研修会

加藤 施設概要ほか

90 平成18年12月2日 大府市役所多目的ホー
ル（大府市）

大府市児童虐待防止シンポジウム
「子どもたちの明るい未来のために」
今、わたしたちにできること

山崎 コーディネーター

91 平成18年12月3日 あいち小児センター（大
府市）

こころの診療医研修会 山崎 コーディネーター

92 平成18年12月3日 あいち小児センター（大
府市）

こころの診療医研修会 並木 広汎性発達障害の問題行動の理解の仕方
と対応の方法

93 平成18年12月3日 あいち小児センター（大
府市）

こころの診療医研修会 河邊 広汎性発達障害の心理治療の実際

94 平成18年12月4日 名古屋経営会計専門学
校（名古屋市）

学童保育運営研修 山崎 子どもの心と体の健康

95 平成18年12月11
日

愛知県衣浦東部保健所
（刈谷市）

愛知県衣浦東部保健所母子保健研
修会

山崎 関係各機関の連携による子育て支援
～ハローファミリーカードプロジェクト事
業より～

96 平成18年12月14日 名古屋国際会議場（名
古屋市）

平成18年度中堅保育士研究会第３部
会

山崎 子育て支援外来を支える地域との連携　気
になる親子を支援するわたしたちの視点

97 平成18年12月14日 岡崎市教育文化館（岡
崎市）

愛知県教育スポーツ振興財団「発達
障害セミナー」

並木 軽度発達障害のお子さんが抱えやすい問
題とその対応

98 平成18年12月15日 名古屋市福祉会館（名
古屋市）

養護施設職員・看護師合同研修会 海野 性的虐待を受けた子どもへの対応と支援

99 平成18年12月16日 あいち小児センター（大
府市）

中部地区ＰＡＬＡＳ講習会 山崎 コーディネーター

100 平成18年12月17日 あいち小児センター（大
府市）

中部地区ＰＡＬＡＳ講習会 山崎 コーディネーター

101 平成18年12月23日 犬山市南部公民館（犬
山市）

平成18年度犬山子育てシンポジウム
「未来へつなげる子育て支援」

山崎 周産期から始まる子育て支援

102 平成18年12月25日 知多学園八波寮（知多
市）

性問題に関する職員研修 海野 性問題に関する職員へのコンサルテーショ
ン

103 平成19年1月11日 飛島小学校（飛島村） 飛島小学校学校保健委員会講演会 山崎 軽度発達障害への対応
104 平成19年1月12日 愛知県総合看護専門学

校（名古屋市）
小児看護学方法論Ⅰ講義 山崎 小児の特徴的な健康障害と治療（呼吸器

系、消化器系、社会医学）

105 平成19年1月14日 あいち小児センター（大
府市）

こころの診療医研修会 山崎 コーディネーター

106 平成19年1月18日 あいち小児センター（大
府市）

日本赤十字豊田看護大学学生オリエ
ンテーション

内田 施設概要ほか

107 平成19年1月21日 あいち小児センター（大
府市）

あいち小児センター小児医療懇話会 山崎 コーディネーター

108 平成19年1月22日 名古屋経営会計専門学
校（名古屋市）

学童保育運営研修 山崎 子どもの心と体の健康

109 平成19年1月25日 あいち小児センター（大
府市）

地域療育支援事業 今本 学齢ＡＤＨＤ児のケース検討

110 平成19年1月27日 横須賀保育園（吉良町） 吉良町保育士研修会 青山 子どもの事故と予防
111 平成19年1月28日 佐織公民館（愛西市） 海部ブロック第１回 緊急サポートス

タッフ養成講座
山崎 ・現場で必要な子どもの救急蘇生の知識

（心肺蘇生法、乳幼児突然死症候群につい
て）

112 平成19年1月30日 母子愛育会（東京都） 第225回母子保健関係者講習会 山崎 いま、保健師に求められること　2007年
113 平成19年1月31日 あいち小児センター（大

府市）
東京都世田谷区子ども部視察研修会 内田、

今本
発達障害児健診事業について

114 平成19年2月3日 静岡県医師会館（静岡
市）

静岡県医師会・静岡県健康福祉部
平成18年度母子保健講習会

山崎 子ども虐待の早期発見のために　～気にな
る親子を気にする私たちの視点～
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地域支援活動・他施設との連携実績
b. 地域で主催される専門家や一般県民への研修会・講演会の講師

115 平成19年2月4日 県民文化ホール未来会
館（岐阜市）

第39回若年者心疾患対策協議会 山崎 岐阜県の学校心臓検診に関する研究事業
「水中心電図について」

116 平成19年2月8日 東海市商工センター（東
海市）

東海市医師会予防接種講演会 山崎 最近の予防接種状況について

117 平成19年2月10日 高浜市 あいち小児センター県民公開講座 山崎、
内田、

事務局

118 平成19年2月10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・センター講
習会

山崎 乳幼児の健康　子どもを病気と事故 から守
るコツ

119 平成19年2月11日 さんさんガーデン一宮
（一宮市）

病児・病後児保育スタッフ養成講座 山崎 ・現場で必要な子どもの救急蘇生の知識
（心肺蘇生法、乳幼児突然死症候群につい
て）

120 平成19年2月11日 知多市社会福祉協議会
（知多市）

講演会 今本 アスペルガーって何ですか？

121 平成19年2月12日 愛知県青年会館（名古
屋市）

独立行政法人福祉医療機構助成事
業ＮＰＯ法人市民フォーラム21・ＮＰＯ
センター主催　病児・病後児・子育て

山崎 パネルディスカッション「厚生労働省委託事
業　緊急サポートネットワーク事業　あいち
子どもケアたすかる」

122 平成19年2月17
日

知多市青少年会館（知
多市）

第６TOKOTOKOセミナー　ディスカッ
ションしよう(1)～それぞれの立場でで
きること・できないこと～

山崎 グループワーク助言、講評

123 平成19年2月18日 あいち小児センター（大
府市）

愛知県小児保健協会総会・研修会 山崎、
内田、

事務局、進行。特別講演：喫煙の百害と禁
煙の百益（富永祐民氏）、一般演題9題。

124 平成19年2月19日 平成18年度「親と子のこ
ころの健康づくり中央研
修会」（東京都）

全国保健センター連合：シンポジウム
「子育ち環境と子育て支援」

山崎 子育て支援地域ネットワーク　地域の医療
機関等と保健機関とが連携した子育て支援
ツール「ハロー・ファミリー・カード」

125 平成19年2月21日 あいち小児センター（大
府市）

岐阜県障害幼児研究会 並木 発達障害児の家族の支援ー医療機関の役
割・療育機関の役割ー

126 平成19年2月24日 名古屋大学大幸キャン
パス（名古屋市）

子どもの医療的ケアに関する講習会
- 保健・医療・教育職のニーズに基づ
いて -

山崎 愛知県における小児医療の現況と課題　―
子育て支援に視点をおいた小児の在宅ケア
と機関連携―

127 平成19年2月25日 あいち小児センター（大
府市）

愛知県遺伝相談センター研修会 山崎、
内田、

事務局

128 平成19年2月26日 群馬大学医学部講堂
（前橋市）

群馬大学医学部児童虐待ネットワー
ク講演会

山崎 現場スタッフで始める院内ネットワーク　～
子ども虐待への病院スタッフの役割とは～

129 平成19年2月28日 一宮市民会館（一宮市） 一宮市民生児童委員協議会４専門部
会研修会

山崎 子ども虐待への地域での対応　～気になる
親子を気にする私たちの視点～

130 平成19年3月1日 都市センターホテル（東
京都）

（財）日本公衆衛生協会：平成18年度
地域保健総合推進事業発表会

山崎 妊婦・授乳婦の医薬品適正使用ネットワー
ク構築に関する研究

131 平成19年3月21日 豊橋市商工会議所（豊
橋市）

緊急サポートスタッフ養成講座 in 豊
橋

山崎 ・現場で必要な子どもの救急蘇生の知識
（心肺蘇生法、乳幼児突然死症候群につい
て）
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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． 日時 主催（場所） 健診名等 担当者 役割 内容等
1 平成18年4月13日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重

子
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

2 平成18年4月19日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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18年4月27日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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

4 平成18年6月29日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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18年7月26日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 岩味 未央
山口 直子

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18年7月27日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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18年8月31日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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18年9月21日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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18年10月12日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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

10 平成18年11月29日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 岩味 未央
堀 普美子

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

11 平成18年11月30日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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12月21日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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

13 平成19年2月22日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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19年3月8日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原 美重
子

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

15 平成19年3月28日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 岩味 未央
橋村 星美

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

第４章　資料編 121



地域支援活動・他施設との連携実績
d. 地域での療育活動に対する技術支援

Ｎｏ． 日時 主催（場所） 事業名等 担当者 役割 内容等
1 平成18年6月1日 あいち小児センター（大

府市）
難聴児の学校生活への
支援

加藤 技術
支援

聾学校教諭に対する人工内耳音入れについて

2 平成18年6月9日 なかよし園（東浦町） 平成18年度障害児等療
育支援事業

朝日、田
辺

技術
支援

保護者相談会・職員研修

3 平成18年6月16日 あおぞら園（武豊町） 平成18年度障害児等療
育支援事業

朝日、佃 技術
支援

保護者相談会・職員研修

4 平成18年6月30日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成18年度リハビリ相談 朝日 技術
支援

児童生徒の実態把握、指導課題の検討等

5 平成18年7月14日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成18年度リハビリ相談 朝日 技術
支援

児童生徒の実態把握、指導課題の検討等

6 平成18年8月31日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成18年度リハビリ相談 朝日 技術
支援

児童生徒の実態把握、指導課題の検討等

7 平成18年9月22日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成18年度リハビリ相談 朝日 技術
支援

児童生徒の実態把握、指導課題の検討等

8 平成18年10月6日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成18年度リハビリ相談 田辺 技術
支援

児童生徒の実態把握、指導課題の検討等

9 平成18年10月24日 あおぞら園（武豊町） 平成18年度障害児等療
育支援事業

朝日、佃 技術
支援

保護者相談会・職員研修

10 平成18年11月1日 なかよし園（東浦町） 平成18年度障害児等療
育支援事業

朝日、田
辺

技術
支援

保護者相談会・職員研修

11 平成18年11月10日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成18年度リハビリ相談 朝日 技術
支援

児童生徒の実態把握、指導課題の検討等

12 平成18年12月8日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成18年度リハビリ相談 朝日 技術
支援

児童生徒の実態把握、指導課題の検討等

13 平成19年1月19日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成18年度リハビリ相談 朝日 技術
支援

児童生徒の実態把握、指導課題の検討等
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