
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19年4月18日 愛知県自治センター（名
古屋市）

平成19年度第1回愛知県保健所長会
定例会

山崎 委員 役員選出、事業計画（案）、予算（案）について、保健所長研究部会
の運営について、会員構成等の推薦についてなど

2 平成19年4月19日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団コース学校保健研修員選考会 山崎 委員 平成19年度のＪＩＣＡ国際研修・集団コース学校保健の研修員の選
考。13名を選考した。

3 平成19年4月20日 国立京都国際会館（京
都市）

日本小児保健協会　全国理事・支部
長会

山崎 理事 平成18年度事業報告および同収支決算に関する件、協会運営に関
する件、平成19年度役員改選の件など

4 平成19年4月21日 国立京都国際会館（京
都市）

日本国際小児保健医療研究会 山崎 役員 ＪＩＣＨＡ委員会活動、会計報告ならびに会員数、2007年度の活動予
定ほか

5 平成19年4月25日 大府市役所(大府市) 大府市自立支援協議会（相談支援部
会

内田 委員 育てにくい子どもの支援について

6 平成19年4月26日 三の丸庁舎（名古屋市） 保健所地域保健課長会議 内田 ｵﾌﾞｻﾞｰ
ﾊﾞｰ

平成19年度保健所地域保健課関係事業について

7 平成19年5月8日 大府養護学校（大府市） 平成19年度第1回安全衛生委員会 山崎 学校医 本年度の開催日程及び方針について、休養室の活用について､メン
タルヘルスについて

8 平成19年5月10日 あいち小児センター(大
府市)

第1回愛知県母子健康診査マニュアル
事務局会議

山崎、和
田、松岡

事務局 児童家庭課とともに、母子健康診査マニュアルの分析方法につい
て、活用方法について検討

9 平成19年5月12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2007年度
総会

山崎 理事 2006年度まとめ、2006年度決算・監査報告、2007年度事業案・予算
案、役員選出

10 平成19年5月13日 日本小児科学会事務局
（東京都）

平成19年度第1回日本小児科学会学
校保健心の問題委員会

山崎 委員 第111回日本小児科学会のシンポジウムの件、心の問題・心身症：
現代の生活環境の問題点を含んだ問診表の作成について、病棟保
育士の役割に関するアンケートについて、私立学校在籍児の病院
内学級利用に関する件、その他

11 平成19年5月14日 知多市保健センター（知
多市）

分担班会議 山崎 分担研究
者

情報システムの入力ツールの概要、入力すべき問診・健診項目に
ついて

12 平成19年5月15日 愛知県知多保健所（知
多市）

分担班会議 山崎、
和田

分担研究
者等

昨年度の分担研究の成果と課題、本年度の分担研究について

13 平成19年5月16日 名鉄病院（名古屋市） 平成19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、
中澤

事務局 今年度の調査研究について

14 平成19年5月16日 名鉄病院(名古屋市) 平成19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、中
澤

事務局 平成19年度の調査研究の内容について検討

15 平成19年5月17日 アイリス愛知（名古屋
市）

平成19年度愛知県保健所長会総会 山崎 委員 平成19年度役員等選出について、平成19年度事業計画（案）および
平成19年度予算（案）について、保健所長会研究部会の運営につ
いて、会員構成員等の推薦について、本庁連絡事項

16 平成19年5月17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作

和田 委員 講義「健康日本２１計画推進と見直しの必要性」、春の運動週間事
業の推進についてほか

17 平成19年5月21日 愛知県国保会館（名古
屋市）

愛知県市町村協議会総会 山崎 助言者 当センターの保健活動等について

18 平成19年5月22日 愛知県自治センター（名
古屋市）

平成19年度あいち小児ｾﾝﾀｰ保健事
業運営協議会

山崎､内
田､中澤

事務局 平成18年度保健事業実績について、平成19年度保健事業計画に
ついて、助言・意見交換

19 平成19年5月24日 大府市役所（大府市） 平成19年度第1回大府市要保護児童
対策地域協議会

山崎 会長 会長・副会長選出について、知多児童相談センター管内の状況に
ついて、大府市における取り組み及び件数について、事業計画
（案）について、情報交換

20 平成19年5月25日 東京ステーションコン
ファレンス（東京都）

第1回山縣班全体会議 山崎、
和田

分担研究
者等

「健やか親子21を推進するための母子保健情報の利活用および思
春期やせ症防止のための学校保健との連携によるシステム構築に
関する研究」研究班の概要および今後の研究計画全般について、
分担研究について

21 平成19年5月30日 吉良町保健センター（吉
良町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

吉良町保健センターでの、母子保健情報データベース導入の課題
等について検討

22 平成19年5月30日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 国際学校保健研修コース開校式 山崎 ｺｰｽﾘｰ
ﾀﾞ

同研修コースの開校式および研修内容のオリエンテーション

23 平成19年6月1日 知多保健所（知多市） 第1回知多保健所管内母子保健担当
者会議

秋津 情報提供 各市の新規事業について
母子マニュアルの還元について

24 平成19年6月14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

山崎 委員 研修会のカリキュラムおよびひやりはっと集などの配布物について
の検討

25 平成19年6月15日 大府市役所(大府市) 大府市自立支援協議会（相談支援部
会

内田 委員 大府市障害福祉計画、自立支援協議会のシステム、情報交換

26 平成19年6月19日 あいち小児センター(大
府市)

第2回愛知県母子健康診査マニュアル
事務局会議

山崎、和
田、松岡

事務局 児童家庭課とともに、母子健康診査マニュアルの分析方法につい
て、活用方法について検討

27 平成19年6月26日 ＪＩＣＡ本部（東京都） 国際学校保健研修コース 山崎 ｺｰｽﾘｰ
ﾀﾞ

ＪＩＣＡ本部の関係者との情報交換

28 平成19年7月3日 京王プラザ（東京都） 日本小児循環器学会評議員会 山崎 評議員 同学会の運営、会計報告等

29 平成19年7月5日 大府市役所(大府市) 大府市自立支援協議会（全体会） 内田 委員 作業部会の活動状況　相談支援事業の

30 平成19年7月9日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団コース学校保健閉校式 山崎 ｺｰｽﾘｰ
ﾀﾞ

閉校式での挨拶、コメント

31 平成19年7月10日 あいち小児センター（大
府市）

平成19年度 第1回母子保健事業連絡
会

山崎、
内田、
中澤

事務局 保健部門の活動について、乳幼児健診と母子健康診査マニュアル
について、その他

32 平成19年7月12日 大府市役所 第1回大府市DV連絡会議 秋津 構成員 関係各課のDV支援状況について

33 平成19年7月13日 アルカディア市谷（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（前川班）会議

山崎 研究協力
者

平成19年度研究計画について（ハロー・ファミリー・カードプロジェク
トについて研究協力する）

34 平成19年7月13日 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

内田 構成員 あいち発達障害者支援センター事業について
県内の発達障害者支援体制の整備について等

35 平成19年7月19日 あいち小児センター(大
府市)

第3回愛知県母子健康診査マニュアル
事務局会議

山崎、和
田、松岡

事務局 児童家庭課とともに、母子健康診査マニュアルの分析方法につい
て、活用方法について検討

36 平成19年7月25日 知多市保健センター(知
多市)

知多市子どもの事故予防サーベイラ
ンス検討会

山崎、松
岡

説明 平成18年度の事故サーベイランスデータについて、今後の事故予
防対策事業について検討

37 平成19年7月27日 一宮保健所（一宮市） 母子保健担当者連絡会議 山崎 助言者 乳幼児健診で得られる情報についての助言など

38 平成19年8月2日 知多保健所（知多市） 分担班会議 山崎、
和田

分担研究
者等

今年度の分担研究班としての研究内容について

39 平成19年8月2日 碧南市保健センター(碧
南市)

碧南市子どもの事故予防サーベイラ
ンス検討会

山崎、松
岡

説明 平成18年度の事故サーベイランスデータについて、今後の事故予
防対策事業について検討

40 平成19年8月4日 ポートメッセ名古屋（名
古屋市）

全国保育関係合同研修会準備会 山崎 報告者 分科会の内容についての打ち合わせ

41 平成19年8月10日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 国際学校保健研修コース反省会 山崎 ｺｰｽﾘｰ
ﾀﾞ

研修会のカリキュラム内容についての研修生からの意見と討論

42 平成19年8月10日 大府市役所(大府市) 大府市自立支援協議会（相談支援部
会）

内田 委員 各機関からの現状・課題報告　「育てにくいこどもの支援」事業進捗
状況　意見交換

43 平成19年8月22日 愛知県庁教育委員会室
（名古屋市）

平成19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19年度巡回指導について、地域での特別支援教育体制推進
事業の概要について、県総合教育センターの取り組みについて、発
達障害者支援体制整備事業の進捗について、その他

44 平成19年8月22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作

和田 委員 課題解決のための具体的な方策の検討と目標や評価指標の設定
ほか

45 平成19年8月30日 あいち小児センター(大
府市)

第4回愛知県母子健康診査マニュアル
事務局会議

山崎、和
田、松岡

事務局 児童家庭課とともに、母子健康診査マニュアルの分析方法につい
て、活用方法について検討

46 平成19年9月5日 ウィルあいち（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会議

山崎 委員 平成18年度研究事業の報告について、平成19年度研究事業につ
いて

47 平成19年9月6日 松山市保健所、松山赤
十字病院（松山市）

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（前川班）会議

山崎 研究協力
者

ハローファミリーカードプロジェクトの紹介、松山市保健所、松山赤
十字病院の視察

48 平成19年9月8日 日本小児科学会事務局
（東京都）

平成19年度第1回日本小児科学会学
校保健・心の問題委員会

山崎 委員 第111回日本小児科学会のシンポジウムの件、こころの問題・心身
症フォーラムのあり方、病棟保育士などの二次調査の報告、私立学
校在籍児の二重学籍について、学校医に関する問い合わせ、その
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49 平成19年9月13日 駒ヶ根青年海外協力隊
訓練所（駒ヶ根市）

平成19年度第二次派遣前訓練終了式 山崎 関係者 終了式での挨拶、情報交換等

50 平成19年9月16日 大阪第一生命ビル（大
阪市）

柳川班「厚生労働科学研究　医療機
関の虐待対応の向上に関する研究」
研究打ち合せ会議

山崎 研究協力
者

平成18年度の概略、平成19年度の研究計画（医療システム構築の
ガイドラインの作成、各研究協力者の研究内容）、平成20年度研究
（医療システムの機能評価）

51 平成19年9月18日 吉良町保健センター（吉
良町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

吉良町保健センターでの、母子保健情報データベース導入の課題
等

52 平成19年9月20日 群馬県民会館（前橋市） 日本小児保健協会　全国理事・支部
長会

山崎 理事 事業内容報告、会計関係、次年度以降の予定ほか

53 平成19年9月21日 群馬県民会館（前橋市） 小児救急の社会的サポートに関する
委員会

山崎 委員 提言についての最終確認など

54 平成19年9月22日 群馬県民会館（前橋市） 日本小児保健協会合同委員会 山崎 委員 各委員会からの報告ほか

55 平成19年10月1日 衣浦東部保健所（刈谷
市）

西三河南部・北部医療圏母子保健推
進事業「学校保健との連携による健や
か親子21推進会議」

山崎 助言者 意見交換「今後の学校保健との連携や展開について」

56 平成19年10月6日 ホテルアソシア名古屋
ターミナル（名古屋市）

日本母乳の会ワークショップ委員会 山崎 委員 ワークショップの内容についての検討

57 平成19年10月7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

山崎 委員 カリキュラム内容ならびにテキストについての討論他

58 平成19年10月8日 大阪大学（吹田市） 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

59 平成19年10月9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

山崎 委員 事業報告、今後の方向性についての討論ほか

60 平成19年10月11日 あいち小児センター(大
府市)

第5回愛知県母子健康診査マニュアル
事務局会議

山崎、和
田、松岡

事務局 児童家庭課とともに、母子健康診査マニュアルの分析方法につい
て、活用方法について検討

61 平成19年10月19日 アルカディア市谷（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（前川班）会議

山崎 研究協力
者

各研究者の進行状況と今年度の予定ならびにまとめ。評価委員会
対策、総括報告書の作成、会計報告など

62 平成19年10月25日 松山赤十字病院（松山
市）

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（前川班）会議

山崎 研究協力
者

ハローファミリーカードプロジェクトを松山市で展開するために

63 平成19年10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 助言者 親グループ支援（おーぷん・ドア）の中間評価等について

64 平成19年10月29日 自治ｾﾝﾀｰ(名古屋市) 保健所地域保健課長会議 内田 ｵﾌﾞｻﾞｰ
ﾊﾞｰ

平成19年度保健所地域保健課関係事業について

65 平成19年11月6日 大府市役所(大府市) 大府市自立支援協議会（相談支援部
会

内田 委員 親子育成支援事業について、今後の取り組みについて

66 平成19年11月8日 愛知県知多保健所（知
多市）

平成19年度第2回知多保健所管内母
子保健業務連絡会及び母子保健情報
システムのモデル構築に係る研究班

山崎、和
田、青山

分担研究
者等

個人情報の集積による母子保健情報活用の有用性有用性、平成
19年度母子保健情報システム構築に係る研究班の進め方

67 平成19年11月10日 知多保健所(知多市) 知多保健所管内母子保健業務連絡会 山崎、青
山

助言者 個人情報の集積による母子保健情報活用の有用性

68 平成19年11月11日 名古屋大学大幸キャン
パス（名古屋市）

愛知母乳の会第2回運営委員会 山崎 運営委員 定期学習会の打ち合せ、小学習会と今後の予定、子育てフェスティ
バルについて、来年の総会について

69 平成19年11月14日 碧南市役所（碧南市） 小児生活習慣病予防打ち合わせ会議 山崎、和
田、中澤

小児保健
協会

愛知県学童期メタボリックシンドローム予防事業について、愛知県
から事業の趣旨等及び碧南市の実施してきた事業の説明

70 平成19年11月15日 愛知県一宮保健所稲沢
支所（稲沢市）

平成19年度第5回愛知県保健所長会
定例会

山崎 関係者 地方機関の見直しに関する要望について、本庁連絡事項その他

71 平成19年11月16日 名古屋第一赤十字病院
（名古屋市）

平成19年度第2回愛知県周産期医療
協議会

山崎 委員 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
予定について、調査・研究事業の中間報告、平成19年度特別講演
調査研究報告会について、協議事項：救急医療についてほか

72 平成19年11月20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 報告事項：子育て支援団体との座談会について、合計特殊出生率
について、講義：愛知県の少子化対策の取り組みについて

73 平成19年11月22日 あいち小児センター(大
府市)

第6回愛知県母子健康診査マニュアル
事務局会議

山崎、和
田、青山

事務局 児童家庭課とともに、母子健康診査マニュアルの分析方法につい
て、活用方法について検討

74 平成19年11月26日 愛知県自治センター（名
古屋市）

平成19年度愛知県乳幼児事故予防対
策委員会

山崎 委員長 乳幼児の事故防止に関する取り組みについて、乳幼児事故に対す
る今後の予防対策のあり方について

75 平成19年11月27日 あいち小児センター(大
府市)

小児生活習慣病予防打ち合わせ会議 山崎、和
田、中澤

小児保健
協会

愛知県学童期メタボリックシンドローム予防事業について、当ｾﾝﾀｰ
の受託内容について

76 平成19年12月2日 石が瀬会館 第2回大府市DV連絡会議 秋津 構成員 DVシンポジウム

77 平成19年12月5日 知多市保健センター（知
多市）

分担班会議 山崎 分担研究
者

知多保健センターでの、母子保健情報データベース導入の課題等

78 平成19年12月10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

山崎 委員 事業の啓発についてほか

79 平成19年12月11日 吉良町保健センター（吉
良町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

問診・健診内容の分析方法について

80 平成19年12月11日 大府市役所(大府市) 大府市親子育成支援事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会
議

内田 ｵﾌﾞｻﾞｰ
ﾊﾞｰ

親子育成支援事業のシステムについて

81 平成19年12月13日 愛知県知多保健所（知
多市）

分担班会議 山崎、和
田、青山

分担研究
者等

管内保健センターの問診項目の共通化に向けての検討

82 平成19年12月19日 あいち小児ｾﾝﾀｰ 小児生活習慣病予防打ち合わせ会議 山崎、和
田、中澤

小児保健
協会

愛知県学童期メタボリックシンドローム予防事業について、検証方
法・検査項目について検討

83 平成19年12月20日 吉良町保健センター（吉
良町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

問診・健診内容の分析方法について

84 平成19年12月25日 愛知県自治センター（名
古屋市）

平成19年度愛知県母子健康診査マ
ニュアル専門委員会

山崎 委員 乳幼児健康診査の実績について、母子健康診査マニュアル見直し
及びあり方について、あいちの母子保健ニュースについて

85 平成19年12月26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委員
会

青山 事務局 乳幼児健康診査の実績について、母子健康診査マニュアル見直し
について

86 平成19年12月27日 碧南市役所（碧南市） 小児生活習慣病予防打ち合わせ会議 山崎、和
田、中澤

小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業、実施内容について検討

87 平成20年1月4日 吉良町保健センター（吉
良町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

母子保健情報データベースに入力された問診・健診内容の分析に
ついて

88 平成20年1月7日 阿久比町保健センター
（阿久比町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

母子保健情報データベースのデータ集計について検討

89 平成20年1月7日 愛知県西尾保健所（西
尾市）

平成19年度西尾保健所保健医療福祉
サービス調整推進会議

山崎 助言者 管内市町の状況：母子連絡票の利用状況、授乳・離乳の支援ガイド
紹介等、情報交換ほか

90 平成20年1月8日 吉良町保健センター（吉
良町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

問診項目のクロス集計から得られる情報についての検討

91 平成20年1月8日 碧南市保健ｾﾝﾀｰ（碧南
市）

小児生活習慣病予防打ち合わせ会議 和田、中
澤

小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業、実施内容について検討

92 平成20年1月10日 愛知県知多保健所（知
多市）

分担班会議 山崎、和
田、青山

分担研究
者等

管内保健センターの問診項目の共通化に向けての検討

93 平成20年1月15日 山梨大学（山梨県中央
市）

山縣班会議 山崎 分担研究
者

分担研究班の研究の進捗状況と今後の予定について

94 平成20年1月15日 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

内田 構成員 平成19年度ｾﾝﾀｰ事業について
愛知県発達障害者支援体制整備推進協議会に向けて

95 平成20年1月17日 サンクリニック（岡山市） 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（前川班）会議

山崎 研究協力
者

サンクリニックの視察、情報交換

96 平成20年1月18日 名古屋第一赤十字病院
（名古屋市）

愛知県周産期医療協議会 山崎 委員 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
予定について、調査・研究事業の中間報告その他
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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）

97 平成20年1月18日 アルカディア市谷（東京
都）

第3回分担研究班会議（前川班） 山崎 研究協力
者

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
に関する研究会議
平成19年度研究報告について

98 平成20年1月22日 半田保健所（半田市） 母子保健推進事業会議 内田 関係者 知多地域におけるハイリスク児の養育支援に係る医療と地域保健
機関の連携について

99 平成20年1月27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

山崎 委員 ひやりはっと事例集の内容についてほか

100 平成20年1月28日 吉良町保健センター（吉
良町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

問診項目のクロス集計から得られる情報についての検討

101 平成20年1月28日 愛知県江南保健所（江
南市）

平成19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 助言者 医療機関と地域との連携状況、各機関の取り組み・出産後の支援
について

102 平成20年1月30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

103 平成20年1月30日 三の丸庁舎（名古屋市） 愛知県母子保健運営協議会 青山 事務局 愛知県母子保健の現状について、平成20年度「愛知県の母子保健
重点目標」と取り組みについて

104 平成20年1月31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

内田 委員（代） 平成19年度要保護児童対策の現状報告について
平成20年度の取り組み案について

105 平成20年2月4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」・平成19年度第３
回ネットワーク会議

山崎 委員 本年度の事業実施報告、ネットワーク強化・啓発についてほか

106 平成20年2月4日 東京ステーションコン
ファレンス（東京都）

第3回山縣班全体会議 山崎 分担研究
者

各分担研究の今年度の進捗状況・成果、来年度の研究予定、来年
度の研究計画について

107 平成20年2月5日 愛知県庁教育委員会室
（名古屋市）

平成19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19年度巡回指導の実施状況について、発達障害者支援体制
整備事業の進捗状況について、各地区特別支援教育連携会議で
の課題等について、個別の教育支援計画の活用と幼児期からの連

108 平成20年2月5日 愛知県医師会館（名古
屋市）

愛知県医師会学校保健シンポジウム
準備会

山崎 報告者 シンポジウムでの報告について

109 平成20年2月5日 碧南市保健センター（碧
南市）

生活習慣病若年化対策事業準備会 山崎 小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業、実施内容について検討

110 平成20年2月6日 ウィルあいち（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会議

山崎 委員 調査研究結果ならびに報告書についてほか

111 平成20年2月6日 大府養護学校（大府市） 第3回連携協議会 山崎 委員 土曜の授業日について、学校日課表の変更について

112 平成20年2月8日 愛知県自治センター（名
古屋市）

平成19年度第2回愛知県要保護児童
対策協議会

山崎 委員 平成19年度構成機関・団体の児童虐待対策取組状況について、
「児童虐待の防止等に関する法律」の改正に伴う手続き等につい
て、平成19年度の主な児童虐待事件の状況について、オレンジリボ
ンキャンペーン2007の実施状況について

113 平成20年2月12日 大府市役所（大府市） 平成19年度第2回大府市要保護児童
対策地域協議会

山崎 会長 児童虐待に関する受理と内容について、児童虐待シンポジウムに
ついて、今後の課題と方向について（ステップアップ教室、要保護児
童対策地域協議会の持ち方）、情報交換

114 平成20年2月14日 あいち小児センター(大
府市)

第7回愛知県母子健康診査マニュアル
事務局会議

山崎、和
田、青山

事務局 児童家庭課とともに、母子健康診査マニュアルの分析方法につい
て、活用方法について検討

115 平成20年2月15日 碧南市保健センター（碧
南市)

碧南市健康を守る会 山崎 小児保健
協会

生活習慣病若年化対策事業についての関係機関との調整会議

116 平成20年2月19日 知多保健所（知多市） 分担班会議 山崎 分担研究
者

管内４市の健診票に記載されている項目（問診項目・健診項目）の
比較検討、保健所として集積すべき項目、県として集積すべき項目
等について検討

117 平成20年2月19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作

和田 委員 健康おおぶ２１プラン（案）のパブリックコメントを受けての検討ほか

118 平成20年2月19日 自治ｾﾝﾀｰ(名古屋市) 保健所地域保健課長会議 内田 ｵﾌﾞｻﾞｰ
ﾊﾞｰ

平成20年度保健所地域保健課関連事業について

119 平成20年2月21日 あいち小児センター（大
府市）

平成19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19年度の保健活動について、平成20年度保健活動計画につ
いて、意見交換（児童家庭課より、乳幼児健康診査とマニュアルに

120 平成20年2月21日 名鉄病院（名古屋市） 平成19年度第2回予防接種センター調
査検討委員会研究部会

山崎、
中澤

事務局 今年度の調査研究について

121 平成20年2月21日 名鉄病院(名古屋市) 平成19年度第2回予防接種ｾﾝﾀｰ調査
検討委員会研究部会

山崎、中
澤

事務局 平成19年度の調査研究実施状況及び予防接種ｾﾝﾀｰの事業実績
について報告

122 平成20年2月22日 大府養護学校（大府市） 学校保健委員会 山崎 委員 平成19年度定期健康診断結果について

123 平成20年2月25日 佐屋小学校（愛西市） 国際学校保健研修コース準備会議 山崎 ｺｰｽﾘｰ
ﾀﾞ

次年度の研修内容の検討

124 平成20年2月25日 愛知県医師会館（名古
屋市）

愛知県小児救急電話相談事業協議会 山崎 委員 平成19年度の電話相談件数報告、平成19年度事業について、平成
20年度事業（案）について、平成20年度4～9月分の当番について、
平成20年度相談看護師との契約締結についてほか

125 平成20年2月26日 あいち小児センター（大
府市）

生活習慣病対策事業検討会 山崎、和
田、中澤

小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業、実施内容について検討

126 平成20年2月26日 芦原小学校（豊橋市） 国際学校保健研修コース準備会議 山崎 ｺｰｽﾘｰ
ﾀﾞ

次年度の研修内容の検討

127 平成20年2月26日 大府市役所(大府市) 大府市自立支援協議会（相談支援部
会

内田 委員 障害福祉計画ｱﾝｹｰﾄ調査票について　相談支援部会の再編成につ

128 平成20年2月27日 ウィルあいち（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会議

山崎 委員 調査研究結果ならびに報告書についてほか

129 平成20年2月28日 勝川小学校（春日井市） 国際学校保健研修コース準備会議 山崎 ｺｰｽﾘｰ
ﾀﾞ

次年度の研修内容の検討

130 平成20年2月28日 石が瀬会館 第3回大府市DV連絡会議 秋津 構成員 DVの現状

131 平成20年3月3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 助言者 今年度事業の評価と次年度の計画について

132 平成20年3月3日 愛知県衣浦東部保健所
（刈谷市）

平成19年度衣浦東部保健所保健医療
福祉サービス調整推進会議

山崎 助言者 講話「周産期からの子育て支援　～保健と医療の現場から」、母子
保健連絡票の活用状況について、意見交換

133 平成20年3月4日 新潟大学（新潟市） 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会議

山崎 委員 調査研究結果ならびに報告書についてほか

134 平成20年3月4日 日本小児科保健協会事
務局（東京都）

日本小児保健協会・学校保健委員会 山崎 委員 学校保健委員会について、委員会活動について

135 平成20年3月5日 新川小学校（碧南市） 生活習慣病対策事業検討会 山崎 小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業に関する学校現場との調整

136 平成20年3月6日 知多保健所(知多市) 平成19年度第3回知多保健所管内母
子保健業務連絡会

山崎、青
山

関係者 母子健康診査マニュアル情報還元について、母子保健情報につい
て

137 平成20年3月7日 中央小学校（碧南市） 生活習慣病対策事業検討会 山崎 小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業に関する学校現場との調整

138 平成20年3月7日 鷲塚小学校（碧南市） 生活習慣病対策事業検討会 山崎 小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業に関する学校現場との調整

139 平成20年3月10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 健康おおぶ２１プランの最終検討について、来年度の健康推進課の
事業について、今後の推進評価会議のあり方について

140 平成20年3月11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運営会議 山崎、中
澤

事務局 平成19年度予防接種実施状況及び相談状況の報告、調査研究報
告；日本脳炎の予防接種に関するポスター及びリーフレットの作成
と配布、報告書「愛知県予防接種センターにおける日本脳炎ワクチ
ンに対する相談の現状と啓発」

141 平成20年3月11日 愛知県自治センター（名
古屋市）

愛知県遺伝相談センター連絡会議 山崎、秋
津

事務局 愛知県遺伝相談センターの事業報告について

142 平成20年3月11日 愛知県自治ｾﾝﾀｰ(名古
屋市)

平成19年度予防接種ｾﾝﾀｰ調査検討
委員会

山崎、中
澤

事務局 平成19年度の調査研究実施状況及び予防接種ｾﾝﾀｰの事業実績
について報告、県健康対策課からの情報提供

143 平成20年3月13日 棚尾小学校（碧南市） 生活習慣病対策事業検討会 山崎 小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業に関する学校現場との調整

144 平成20年3月13日 日進小学校（碧南市） 生活習慣病対策事業検討会 山崎 小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業に関する学校現場との調整
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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）

145 平成20年3月13日 大府市保健ｾﾝﾀｰ(大府
市

大府市自立支援協議会（全体会） 内田 委員 障害福祉計画ｱﾝｹｰﾄ調査票について　相談支援部会の再編成につ

146 平成20年3月14日 愛知県一宮保健所（一
宮市）

平成19年度尾張西部地域母子保健対
策連絡会議

山崎 助言者 産後うつ病質問票を用いた訪問調査の実施報告についてほか

147 平成20年3月15日 国立感染症研究所（東
京都）

予防接種研究班（岡部班・神谷班合
同）会議

山崎、中
澤

班員等 ワクチン研究に関する報告

148 平成20年3月17日 阿久比町保健センター
（阿久比町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

入力されている項目のクロス集計結果について

149 平成20年3月17日 大浜小学校（碧南市） 生活習慣病対策事業検討会 山崎 小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業に関する学校現場との調整

150 平成20年3月17日 西端小学校（碧南市） 生活習慣病対策事業検討会 山崎 小児保健
協会

愛知県学童期生活習慣病予防事業に関する学校現場との調整

151 平成20年3月18日 知多保健所（知多市） 分担班会議 山崎 分担研究
者

管内４市の健診票に記載されている項目（問診項目・健診項目）の
比較検討、保健所として集積すべき項目、県として集積すべき項目
等について検討

152 平成20年3月18日 あいち小児センター(大
府市)

第8回愛知県母子健康診査マニュアル
事務局会議

山崎、和
田、青山

事務局 児童家庭課とともに、母子健康診査マニュアルの分析方法につい
て、活用方法について検討

153 平成20年3月19日 ウィルあいち（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会議

山崎 委員 調査研究結果ならびに報告書についてほか

154 平成20年3月19日 愛西市佐屋保健セン
ター

愛西市乳幼児健康診査検討会 青山 ｵﾌﾞｻﾞｰ
ﾊﾞｰ

愛西市の乳幼児健康診査の結果報告、津島保健所管内市町村と
の結果比較

155 平成20年3月21日 伏見ライフプラザ（名古
屋市）

平成19年度健康なごや21プラン推進
委員会

山崎 委員 健康づくりの取組についてほか

156 平成20年3月22日 愛知県医師会館（名古
屋市）

愛知県小児救急電話相談事業懇談会 山崎 委員 同事業を担当する電話相談員（看護師）との懇談会で情報共有

157 平成20年3月24日 愛知県教育センター（東
郷町）

国際学校保健研修コース準備会議 山崎 ｺｰｽﾘｰ
ﾀﾞｰ

次年度の研修内容の検討

158 平成20年3月25日 愛知県社会福祉会館
（名古屋市）

主管課連絡会議 山崎 関係者 次年度の事業内容について

159 平成20年3月27日 あいち小児センター(大
府市)

小児生活習慣病予防打ち合わせ会議 山崎、和
田、中澤

小児保健
協会

愛知県学童期メタボリックシンドローム予防事業、平成20年度実施
計画、結果表等様式の検討及び確認。
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地域支援活動・他施設との連携実績
b. 地域で主催される専門家や一般県民への研修会・講演会の講師

No. 日時 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19年4月15日 愛知県中小企業会館（名古

屋市）
なごやっ子の放課後を考える会　基調講演 山崎 学童期の子どものこころと身体　その発達過程と

現代の課題
2 平成19年5月9日 岡崎市医師会公衆衛生セン

ター（岡崎市）
岡崎市医師会　予防接種協力医講演会 山崎 安心安全な予防接種　～最近の話題から

3 平成19年5月17日 めぐみ保育園（名古屋市） 第1回発達研修 山崎 あいち小児センター方式の観察について

4 平成19年5月18日 犬山市南部公民館 （犬山市） 育児・託児サポート　リレー講座 山崎 子どもの発達と親の関わり

5 平成19年5月28日 春日第二保育園（春日町） 第1回春日町保育士研修「子どもの見え方・感
じ方」を考える

山崎 子どもの姿、観察、参加者の見たこと・感じたこ
と、担任の感じていること、助言

6 平成19年5月31日 かずさアカデミアホール（木更
津市）

第35回日本小児脳神経外科学会（教育講演） 山崎 日常診療から始める虐待予防

7 平成19年6月1日 日本子ども家庭総合研究所
（東京都）

第86回母子保健セミナー 山崎 病院から始める虐待予防と対応　～子ども虐待
への病院スタッフの役割とは～

8 平成19年6月1日 愛知県教育会館（名古屋市） 平成19年度県立学校等保健主事研修会 山崎 メタボリックシンドローム対策としての生活リズム
の改善に向けて

9 平成19年6月3日 西尾市文化会館（西尾市） 愛知母乳の会　総会・講演会 山崎 シンポジウム「食育は母乳育児から」座長

10 平成19年6月4日 あいち小児センター（大府市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；日本の学校教育制度（みずほ大
学：横田雅史）、日本の小児保健医療事情（あい
ち小児保健医療総合センター：長嶋正實）

11 平成19年6月5日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；地方教育行政（愛知県教育委員
会健康学習課：古井成之）、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：岡田就将）

12 平成19年6月9日 あいち小児センター（大府市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート：国際学校保健セミナー

13 平成19年6月12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修
士1年コース　Young Leader's Program 2006

山崎 Child health in Japan アジアからの研修生15名

14 平成19年6月13日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；教育専門家による保健学習の指
導法と実際（岐阜大学地域科学部：近藤真庸）

15 平成19年6月14日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 ケーススタディ、アクションプラン作成指導

16 平成19年6月15日 知多市立新知小学校（知多
市）

GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；教科学習としての保健体育活動

17 平成19年6月15日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；教科としての体育活動概論（愛知
県教育委員会体育・スポーツ課：太田秀樹）

18 平成19年6月18日 童子山小学校（豊田市）、北
里中学校（小牧市）、蟹江中
学校（蟹江市）

GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 グループ視察；児童・生徒への個別の保健指導

19 平成19年6月19日 名古屋市女性会館（名古屋
市）

平成19年度名古屋女性会館託児ボランティア
養成講座

山崎 子どもの発達のみちすじ

20 平成19年6月20日 あいち小児センター（大府市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；学校検診システム全般（あいち小
児保健医療総合センター：長嶋正實）

21 平成19年6月20日 愛知県立大府養護学校（大
府市）

GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；日本の養護学校成立の歴史的考
察（大府養護学校：松井通記）、病弱養護学校と
特別支援教育（大府養護学校：松井利幸）

22 平成19年6月21日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；ＰＴＡ活動（元一宮市立南部中学
校ＰＴＡ会長：松井達朗）

23 平成19年6月21日 名古屋市 児童福祉施設直接処遇職員初級研修 今本 「子どもの発達と成長をめぐって」

24 平成19年6月22日 愛知県総合教育センター（東
郷町）

GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；現職教員研修（一般・養護教諭）
（愛知県総合教育センター：河合伸樹）

25 平成19年6月22日 あいち小児センター（大府市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；学校医による学校検診の実際
（愛知県医師会：稲坂　博）

26 平成19年6月25日 家族計画国際協力財団（東
京都）

GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；保健専門家による保健教育とそ
の手法（家族計画国際協力財団：吉留桂）

27 平成19年6月25日 日本寄生虫予防会（東京都） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；日本の寄生虫対策（日本寄生虫
予防会：山内邦昭）

28 平成19年6月26日 ＪＩＣＡ本部（東京都） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；JICA学校保健関連プロジェクト
（国際協力機構人間開発部：小林尚之）

29 平成19年6月28日 海部郡七宝町立秋竹小学校
（七宝町）

GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；日本の学校給食システム（愛知
県教育委員会健康学習課：浅田由美）、学校給
食の現場での運用（秋竹小学校佐藤修康）

30 平成19年6月28日 アイプラザ津島 あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 現場で必要な子どもの救急蘇生の知識

31 平成19年6月29日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） ＪＩＣＡ学校保健研修会 海野 「スクールカウンセラー：校内暴力と連携」

32 平成19年6月30日 西尾市立矢田小学校（西尾
市）

GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；健康集会活動（早寝、早起き、朝
ご飯）（西尾市立矢田小学校：森、佐藤）

33 平成19年7月1日 アイプラザ津島（津島市） たすかるフォローアップ研修会 山崎 グループワークと終了式

34 平成19年7月2日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 ケーススタディ・アクションプラン作成指導

35 平成19年7月2日 豊田市保健所（豊田市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；保健師による健康教育活動（豊
田市保健所：竹内清美、加藤美法）

36 平成19年7月4日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 ケーススタディ・アクションプラン作成指導

37 平成19年7月4日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；途上国での学校保健活動の実践
（広島県芸北地域保健所保健課：野澤幸江）

38 平成19年7月5日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート；健康観察／救急処置（愛知教育
大学教育学部：藤井千惠）

39 平成19年7月8日 あいち小児センター（大府市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 コーディネート：アクションプラン発表会

40 平成19年7月8日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） GTC;School Health for Primary Education JFY
2007

山崎 研修評価：途上国の研修生からの研修内容に対
する評価とコメント

41 平成19年7月12日 一宮市役所尾西庁舎（一宮
市）

一宮市放課後児童保育指導員研修会 山崎 発達障害児の理解と援助方法

42 平成19年7月12日 名古屋市 愛知県スポーツ振興財団発達障害セミナー 並木 「軽度発達障害の子どもが抱えやすい問題－広
汎性発達障害を中心に－」

43 平成19年7月17日 美和町立中央公民館(美和
町）

平成19年度美和町公民館講座 「美和町子育
て支援者養成講座」

山崎 子どもの心と身体の発達子どもの安全と病気の
世話
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地域支援活動・他施設との連携実績
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44 平成19年7月18日 NPOプラザなごや あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 現場で必要な子どもの救急蘇生の知識

45 平成19年7月20日 群馬県立子ども医療センター
（前橋市）

第90回群馬県立小児医療センター講話会 山崎 院内虐待防止ネットワークを充実するために
～病院スタッフの役割と院内の体制づくり～

46 平成19年7月20日 知多市 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ講習会 秋津 傷病時の対応

47 平成19年7月21日 刈谷市民会館（刈谷市） 私立幼稚園連盟主催「軽度発達障害研修会」 山崎 【総論】気になる子どもたちを、気にするわたした
ちの視点

48 平成19年7月23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：集団生活の場面での子
どもの健康、集団生活だからこそ子ども一人ひと
りの健康と安全

49 平成19年7月24日 大府公民館（大府市） 大府市婦人会子育て支援講演会 山崎 子どもの発達を知ろう　～保健室から見えてくる
子どもの現状

50 平成19年7月25日 NPOプラザなごや あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 子どもの“かぜ学”

51 平成19年7月26日 めぐみ保育園（名古屋市） 第2回発達研修 山崎 事例検討、観察ポイントについて

52 平成19年7月28日 刈谷市民会館（刈谷市） 私立幼稚園連盟主催「軽度発達障害研修会」 今本 「障害幼児への関わりについてーその視点を中
心にー」

53 平成19年7月29日 あいち小児センター（大府市） 第25回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；「心疾患ではないか？」と疑った
ら（循環器科：安田東始哲）、子どもの便秘と腹
痛のトリアージ（小児外科：渡邉芳夫）

54 平成19年7月30日 あいち小児センター（大府市） 大府養護学校あいち小児センター医教連携セ
ミナー

山崎 コーディネート

55 平成19年7月30日 一宮市 地域保健福祉パイオニア育成研修事業 今本 「発達障害の疑われる児への援助」

56 平成19年7月31日 ハイジア（東京都） 東京都母子電話相談連絡会 山崎 時間外電話相談育児もしもしキャッチについて

57 平成19年8月5日 愛知学院大学（日進市） 第39回全国保育団体合同研究集会 in 愛知 山崎 子どもの健康・安全と保育活動

58 平成19年8月6日 岐阜都ホテル（岐阜市） 平成19年度岐阜県単位民児協幹部研修会 山崎 問題を抱える親子を支えるために　児童委員と
の関わり

59 平成19年8月9日 刈谷市民会館（刈谷市） ピアカウンセラー養成講座 山崎 10代を支える社会資源は何があるか？

60 平成19年8月19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 コーディネート

61 平成19年8月20日 総合教育センター（東郷町） 特別支援学校１０年経験者研修 朝日 「自立活動－肢体不自由」についての実技研修
の指導

62 平成19年8月21日 愛知県医師会館（名古屋市） 感染症予防指導者セミナー 山崎 職域保健・学校保健の中での感染症対策

63 平成19年8月22日 大府市 瀬戸市特殊教育研究会研修 河邊 「発達障害児教育の現状と課題」

64 平成19年8月23日 可児市福祉センター（可児
市）

平成19年度岐阜県主任児童委員研修会 山崎 問題を抱える親子を支えるために　児童委員と
の関わり

65 平成19年8月23日 大府市 大府養護学校教員夏期研修会 河邊 「ＷＩＳＣⅢ知能検査について」

66 平成19年8月27日 あいち小児センター（大府市） 大府養護学校あいち小児センター医教連携セ
ミナー

山崎 コーディネート

67 平成19年8月27日 あいち小児センター（大府市） 医教連携セミナー 河邊 「気になる子どもの学校での支援」

68 平成19年8月30日 岐阜県庁大会議室（岐阜市） 岐阜県主任児童委員研修会 山崎 問題を抱える親子を支えるために　児童委員と
の関わり

69 平成19年9月3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 子どもの体と心の健康：子どもの心と発達、どん
なときに専門機関の利用が必要か？

70 平成19年9月9日 あいち小児センター（大府市） あいち小児センター第26回小児医療懇話会 山崎 電話対応に必要な子どもの病気とケガの知識

71 平成19年9月9日 あいち小児センター（大府市） 第26回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；地域の小児救急医療に対する当
センターの役割（腎臓科：上村　治）、新しい小児
の一次救命処置（循環器科：福見大地）

72 平成19年9月9日 知多市 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ講習会 秋津 傷病時の対応

73 平成19年9月10日 春日第一保育園（春日町） 第2回春日町保育士研修会 山崎 子どもの見え方・感じ方に添う保育士からの伝え
方74 平成19年9月13日 東浦町中央公民館 あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ

フ養成講座 ｣
和田 現場で必要な子どもの救急蘇生の知識

75 平成19年9月16日 名古屋市 明治安田こころの健康財団 並木 「子どもの治療ー遊戯療法・行動療法ー」

76 平成19年9月17日 名古屋市 明治安田こころの健康財団 河邊 「子どもの治療（２）－入院治療・その他の治
療77 平成19年9月19日 西三河総合庁舎 愛知県教育委員会・子育てネットワーカー養成

講座
加藤、松
岡

救急蘇生法の実習

78 平成19年9月20日 豊田市 豊田市子ども発達センター勉強会 河邊 「軽度発達障害児及び被虐待児の入院治療」

79 平成19年9月26日 めぐみ保育園（名古屋市） 第3回発達研修会 山崎 事例検討、観察記録のつけ方など

80 平成19年9月26日 東大手庁舎 愛知県教育委員会・子育てネットワーカー養成
講座

中澤、松
岡

救急蘇生法の実習

81 平成19年9月29日 あいち小児センター（大府市） PALS（Pediatric Advanced Life Support
Provider Course）講習会（～30日）

山崎 コーディネート

82 平成19年9月30日 名古屋大学病院（名古屋市） こころの診療医研修会 山崎 コーディネート

83 平成19年9月30日 名古屋市 第２回あいちこころの診療医研究会講演会Ⅱ 服部 「摂食障害の心理治療」

84 平成19年10月1日 愛知労働会館（名古屋市） 学童保育指導員研修会・専門課程Ｂコース 第
一講義

山崎 体の構造と機能　－学齢児の発育・発達・成熟
－

85 平成19年10月4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

86 平成19年10月6日 名古屋市 名古屋女子大学学生相談室講演会 河邊 「現代の子どもをめぐる諸問題」

87 平成19年10月11日 東浦町中央公民館 あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 子どもの“かぜ学”

88 平成19年10月11日 武豊町 知多地方教育研究集会学校保健部会 並木 「発達障害を理解するために－軽度発達障害概
論－」

89 平成19年10月13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「前向き子
育て、応援します！みんなでいっしょに子育て

山崎 コーディネート

90 平成19年10月14日 名古屋市立大学病院（名古
屋市）

こころの診療医研修会 山崎 コーディネート

91 平成19年10月14日 名古屋市 第２回こころの診療医研究会講演Ⅲ 今本 「不登校をめぐって」

92 平成19年10月15日 愛知労働会館（名古屋市） 学童保育指導員研修会・専門課程Ｂコース 第
二講義

山崎 体の構造と機能　－生活リズムと体の機能　“基
礎編”－

93 平成19年10月17日 松坂屋北館 のびのびくらぶ講座（朝日新聞厚生事業団） 青山 子どもの事故予防について

94 平成19年10月20日 江南市学習施設 あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 現場で必要な子どもの救急蘇生の知識

95 平成19年10月20日 江南市学習施設 あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 子どもの“かぜ学”

第４章　資料編 89



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

96 平成19年10月25日 愛知県国保会館（名古屋市） 平成19年度愛知県市町村保健師協議会研修
会

山崎 多忙感を充実感に　～日常業務の把握と評価に
役立つ母子保健情報とは～

97 平成19年10月27日 東海園（幡豆町） 日本母乳の会ワークショップ（～28日） 山崎 ワークショップグループリーダー

98 平成19年11月1日 愛知県衣浦東部保健所（刈
谷市）

周産期現場スタッフと取り組む子育て支援に
関する研修会

山崎、秋
津

コーディネート：現場でできる子育て支援・あなた
も今日から応援者～ハローベビーカードの取り
組みより（松山赤十字病院小谷信行）

99 平成19年11月4日 知多市青少年会館（知多市） 知多市ファミリーサポート研修会 山崎 「子どもの病気」について

100 平成19年11月4日 大阪市 ＳＢＩ養護施設職員研修会 海野 「被虐待児の愛着修復における精神療法の役
割101 平成19年11月5日 愛知労働会館（名古屋市） 学童保育指導員研修会・専門課程Ｂコース 第

三講義
山崎 体の構造と機能　－生活リズムと体の機能　“病

気編”－
102 平成19年11月8日 半田市役所（半田市） 半田市保育園保健会講演会 山崎 これってしつけ？もしかして虐待？　子どもの成

長発達に合わせたかかわり方
103 平成19年11月10日 乙川小学校（半田市） 児童生徒の生活習慣と健康に関する実践調

査研究「よりよい生活習慣と健康に関する講演
山崎 体の中の時計とリズム

104 平成19年11月12日 東京都社会福祉保健医療研
修センター（東京都）

第2回東京都医療従事者研修（医療機関にお
ける虐待対応力強化事業）児童虐待防止のた
めの関係機関連携の重要性

山崎 講義「医療従事者としての要支援家庭への支援
の実際　～関係機関連携の重要性～」パネル
ディスカッション助言

105 平成19年11月18日 名古屋大学病院（名古屋市） こころの診療医研修会 山崎 コーディネート

106 平成19年11月18日 弥富市総合社会教育セン
ター

あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 現場で必要な子どもの救急蘇生の知識

107 平成19年11月18日 名古屋市 第２回あいちこころの診療医研修会講演Ⅲ 海野 「情緒障害・性的虐待を受けた子どもへの対応と
支援」

108 平成19年11月19日 中区生涯学習センター（名古
屋市）

子育てのサポーターめざして（託児ボランティ
ア養成講座）

山崎 子どもの心と体の発達　子どもの発達のみちすじ
を知り、適切なサポートをするために

109 平成19年11月22日 めぐみ保育園（名古屋市） 第4回発達研修 山崎 事例検討、困った行動の発見シートについて

110 平成19年11月24日 福岡市 明治安田こころの健康財団 海野 「解離の査定」

111 平成19年11月25日 弥冨市 たすかるフォローアップ研修会 山崎 グループワークと終了式

112 平成19年11月26日 愛知労働会館（名古屋市） 学童保育指導員研修会・専門課程Ｂコース 第
四講義

山崎 精神保健　－心の発達と学齢児の発達障害－

113 平成19年11月29日 一宮市役所尾西庁舎（一宮
市）

県民公開講座 山崎、和
田、内
田、秋津

コーディネート

114 平成19年11月30日 名古屋市医師会館（名古屋
市）

名古屋市新興・再興感染症講演会 山崎 いまどきの麻疹　地域の現状と麻疹排除
(elimination)への里程標

115 平成19年11月30日 神戸市 養護施設職員研修会 海野 「虐待を受けた子どもへの対応と支援」

116 平成19年12月1日 あいち小児センター（大府市） PALS講習会（～2日） 山崎 コーディネート

117 平成19年12月2日 西尾市文化会館（西尾市） 西尾市子育てフェスティバル 山崎 お産劇出演者

118 平成19年12月2日 愛知淑徳大学星が丘キャン
パス

主催：愛知県言語聴覚士会、研修会名：新人
研修会、テーマ：「小児難聴に対する聴力評価
の重要性～発見が遅れた症例から学ぶこと
～」

浅見 資格取得後１．２年目の言語聴覚士を主たる対
象とした研修会。言語聴覚士が関わっていなが
ら難聴の発見が遅れた症例の難聴発見までの
経緯を通して難聴の早期発見の重要性を説明。

119 平成19年12月3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：集団生活の場面での子
どもの健康、集団生活だからこそ子ども一人ひと
りの健康と安全

120 平成19年12月4日 名古屋市女性会館 託児ボランティア養成講座 青山 子どもの事故予防について

121 平成19年12月7日 幸田町 幸田町不登校対策協議会研修会 並木 「軽度発達障害の子どもの大変さを考える」

122 平成19年12月10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）

123 平成19年12月10日 みどり保育園（東海市） 自主・自園研究講師 山崎 講義「子どもを事故から守る」、グループワーク
「子ども自らが身を守るよう促す支援について」

124 平成19年12月12日 大府市 ほっとの親の会 並木 「発達障害児の支援の仕組み」

125 平成19年12月14日 名古屋市 愛知県スポーツ振興財団発達障害セミナー 並木 「軽度発達障害の子どもが抱えやすい問題－広
汎性発達障害を中心に－」

126 平成19年12月16日 名古屋市 子ども虐待専門家会議ワークショップ 海野 「性的虐待の心理療法」

127 平成19年12月17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 子どもの体と心の健康：子どもの心と発達、どん
なときに専門機関の利用が必要か？

128 平成20年1月13日 あいち小児センター（大府市） 第27回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；なぜ「新生児聴覚スクリーニン
グ」? なぜ「手引き」?（耳鼻いんこう科：服部
琢）、小児整形外科疾患についての一般診療の
ポイン（整形外科：北小路隆彦）

129 平成20年1月19日 名古屋市公会堂（名古屋市） 第50回中部地区幼児教育研究会 山崎 障害児理解を深めるために

130 平成20年1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 コーディネート

131 平成20年1月21日 愛知労働会館（名古屋市） 学童保育指導員研修会・専門課程Ｂコース 第
五講義

山崎 精神保健　－子ども虐待への対応－

132 平成20年1月22日 愛知県社会福祉協議会（名
古屋市）

平成19年度児童福祉施設給食担当職員研修 山崎 子どもの生活習慣とメタボリックシンドローム

133 平成20年1月26日 沼津市医師会館（沼津市） 静岡県医師会・静岡県健康福祉部　平成19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～

134 平成20年1月28日 日進市中央福祉センター あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 現場で必要な子どもの救急蘇生の知識

135 平成20年1月28日 日進市中央福祉センター あいちこどもケアたすかる｢緊急サポートスタッ
フ養成講座 ｣

和田 これならできる! 保育・託児施設での感染予防

136 平成20年1月28日 横浜市 神奈川県児童心理士研修会 海野 「虐待を受けた子どもへの対応と支援」

137 平成20年1月29日 あいち小児センター（大府市） JICA平成19年度（第1回）国別研修　フィリピン
母子保健コース

山崎 Child health in Japan フィリピンの助産師6名

138 平成20年1月31日 日本子ども家庭総合研究所
（東京都）

第227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 いま、保健師に求められること　2008
日々の暮らしにかかわるPublic Health Nursing

139 平成20年2月4日 愛知労働会館（名古屋市） 学童保育指導員研修会・専門課程Ｂコース 第
六講義

山崎 精神保健　－問題行動の背景にある子どものこ
ころ－

140 平成20年2月9日 おおぶ子育て支援センター
（大府市）

ファミリーサポートセンター研修 山崎 乳幼児の健康　子どもを病気と事故から守るコツ

141 平成20年2月17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、秋津

事務局、進行。特別講演「」、一般演題9題。

142 平成20年2月18日 名張武道交流館いきいき（名
張市）

子ども発達支援ネットワーク事業研修会 山崎 気になる子どもたちを、気にする私たちの視点
（まなざし）
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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

143 平成20年2月19日 千種消防署覚王山出張所
（名古屋市）

名古屋市千種区学童保育協議会研修会 山崎 気になる子どもたちへのかかわりと気になる親子
への支援　－専門機関を利用するコツ－

144 平成20年2月22日 長野市 長野県児童心理士研修会 海野 「性的虐待を受けた子どもへの対応と支援」

145 平成20年2月23日 日進市中央福祉センター（日
進市）

ＴＯＫＯＴＯＫＯセミナー「子ども・家庭の問題を
みんなで考えよう！」

山崎 事例を通して学ぼう！地域と医療機関との連携
の可能性

146 平成20年2月29日 アイプラザ津島（津島市） 海部養護教諭研修会 山崎 メタボリックシンドローム　学童からの予防と対策

147 平成20年3月2日 愛知県医師会館（名古屋市） 愛知県医師会平成19年度 学校保健シンポジ
ウ

山崎 小児専門保健医療機関と学校保健とのかかわり

148 平成20年3月9日 あいち小児センター（大府市） 第28回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；アトピー性皮膚炎の管理と指導
（アレルギー科：二村昌樹）、健診で見られる軽
度発達障害のサイン（心療科：浦野葉子）

149 平成20年3月16日 滋賀県庁（大津市） 滋賀県児童虐待防止保健医療従事者セミナー 山崎 基調講演「子ども虐待の予防や早期発見対応の
為の医療と地域の連携のありかた」シンポジウ
ム助言者

150 平成20年3月27日 めぐみ保育園（名古屋市） 第5回発達研修 山崎 総括、事例のまとめと報告
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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19年4月12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

2 平成19年4月26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

3 平成19年5月10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

4 平成19年6月14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

5 平成19年7月12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

6 平成19年7月25日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 岩味、
橋村

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

7 平成19年8月30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19年9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

9 平成19年10月2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

10 平成19年10月11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19年10月25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19年11月6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

13 平成19年11月28日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 岩味、
橋村

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

14 平成19年12月27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

15 平成20年3月26日 豊山町保健センター 乳幼児眼科健診 岩味、
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

16 平成20年3月27日 豊田市東庁舎３階 ３歳児健康診査 市原、
春日井

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

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19年5月10日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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

2 平成19年6月8日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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

3 平成19年6月14日 なかよし学園（東浦町） 平成１９年度障害児等
療育支援事業

田辺、朝
日

技術
支援

職員研修・保護者相談会

4 平成19年7月5日 あおぞら園（武豊町） 平成１９年度障害児等
療育支援事業

佃 技術
支援

職員研修・保護者相談会

5 平成19年7月13日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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

6 平成19年9月14日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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

7 平成19年10月19日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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

8 平成19年10月24日 なかよし学園（東浦町） 平成１９年度障害児等
療育支援事業

田辺、朝
日

技術
支援

職員研修・保護者相談会

9 平成19年11月9日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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

10 平成19年12月7日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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

11 平成19年12月13日 あおぞら園（武豊町） 平成１９年度障害児等
療育支援事業

佃 技術
支援

職員研修・保護者相談会

12 平成20年1月18日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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

13 平成20年2月15日 ひいらぎ養護学校（半
田市）

平成１９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
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