
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20年4月4日 愛知県教育委員会

（名古屋市）
ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
検討会

山崎 チーム
リーダー

健康学習課分担講義の内容について

2 平成20年4月4日 刈谷市立小垣江小
学校（刈谷市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
検討会

山崎 チーム
リーダー

学校訪問：保健室活動の内容について

3 平成20年4月7日 日進市立南小学校
（日進市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
検討会

山崎 チーム
リーダー

学校訪問：体育活動の内容について

4 平成20年4月7日 一宮市立南部中学
校（一宮市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
検討会

山崎 チーム
リーダー

講義「日本のＰＴＡ活動」の内容について

5 平成20年4月8日 あいち健康プラザ
（東浦町）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

和田、小
田

小児保健
協会

碧南市内学校へのポピュレーションアプローチについて

6 平成20年4月10
日

碧南市役所（碧南
市）

生活習慣病若年化対策事
業作業部会

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における学校健診について検討

7 平成20年4月14
日

犬山市役所（犬山
市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
検討会

山崎 チーム
リーダー

犬山市子育て支援センター訪問の内容について

8 平成20年4月15
日

あいち小児センター
（大府市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
研修員選考会

山崎 チーム
リーダー

平成20年度のＪＩＣＡ集団研修「学校保健」の海外の研修員の選考。
15名を選考した。

9 平成20年4月16
日

あいち小児センター
（大府市）

平成20年度　あいち小児セ
ンター・大府養護学校運営
協議会

山崎 委員 平成20年度センターと学校との連携について、学校の行事について

10 平成20年4月17
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成20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20年度事業計画（案）および予算について、保健所長会研究部
会の運営について、会員構成等の推薦について

11 平成20年4月19
日

愛知県薬剤師会館
（名古屋市）

愛知県薬剤師会地区支部
長会

山崎 説明 子育て禁煙外来の説明と地域パスの協力依頼

12 平成20年4月24
日

常滑市保健セン
ター（常滑市）

分担班会議 山崎 分担研究
者

本年度の分担研究について

13 平成20年4月24
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における検査の判定基準、健康づくり
教室等について検討

14 平成20年4月25
日

東京国際フォーラム
（東京都）

日本小児保健協会理事・
支部長会

山崎 理事 平成19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
する件など

15 平成20年4月25
日

白壁庁舎（名古屋
市）

あいち発達障害者支援ｾﾝ
ﾀｰ連絡協議会

内田 構成員 平成19年度事業実績と平成20年度実施計画
発達障害支援に関する情報交換等

16 平成20年4月26
日

東京国際フォーラム
（東京都）

日本国際小児保健医療研
究会役員会・総会

山崎 役員 ＪＩＣＨＡ委員会活動、会計報告ならびに会員数、2008年度の活動予
定ほか

17 平成20年5月1日 東海市しあわせ村
（東海市）

分担班会議 山崎、和
田、青山

分担研究
者・研究
協力者

本年度の分担研究について

18 平成20年5月8日 碧南市保健セン
ター（碧南市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における食事調査、健康づくり教室等
について検討

19 平成20年5月9日 一色町公民館（一
色町）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
検討会

山崎 チーム
リーダー

学校訪問：歯科保健活動の内容について

20 平成20年5月9日 碧南市医師会（碧
南市）

生活習慣病対策事業・医
師会説明会

山崎 小児保健
協会

愛知県生活習慣病対策事業の碧南市医師会への内容説明と協議

21 平成20年5月12
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成20年度　子どもの健康
を守る地域専門家総合連
携事業　第１回協議会

山崎 委員 協議：事業内容について、愛知県の具体的な健康課題について、学
校保健推進基本計画について

22 平成20年5月13
日

東京ステーションコ
ンファレンス（東京
都）

平成20年度 第1回班会議
（山縣班）

山崎 分担研究
者

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　本年度の研究計画について

23 平成20年5月13
日

愛知県医師会館
（名古屋市）

愛知県医師会学校保健部
会幹事会

山崎 役員（代） 子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業に係る協議会につい
て、今後の取り組みについて

24 平成20年5月14
日

大府市保健セン
ター（大府市）

平成20年度 第1回大府市
要保護児童対策地域協議

山崎 会長 平成19年度実績報告について、平成20年度事業計画について、意
見交換

25 平成20年5月14
日

大府養護学校〔大
府市）

平成20年度第1回医教連
絡協議会・学校保健委員

山崎 委員
校医

平成20年度センターと学校のとの連携について、平成19年度保健
室の来室状況ｊについて

26 平成20年5月15
日

あいち小児センター
(大府市)

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

27 平成20年5月15
日

アイリス愛知（名古
屋市）

平成20年度第2回愛知県
保健所長会定例会〔総会）

山崎 関係者 平成19年度歳入・歳出決算について、平成20年度事業計画〔案）及
び予算（案）について、本庁連絡事項

28 平成20年5月16
日

碧南市立新川小学
校（碧南市）

生活習慣病対策事業検討
会

山崎 小児保健
協会

愛知県生活習慣病対策事業の内容検討

29 平成20年5月20
日

江南市保健セン
ター（江南市）

分担班会議 山崎 分担研究
者

本年度の分担研究について

30 平成20年5月21
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
開講式

山崎 チーム
リーダー

開講式およびコースオリエンテーション

31 平成20年5月21
日

名鉄病院（名古屋
市）

平成20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、和
田、小田

事務局 平成20年度の調査研究の内容について検討

32 平成20年5月22
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成20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

杉山、山
崎、和
田、内
田、小田

事務局 平成19年度保健事業実績について、平成20年度保健事業計画につ
いて、

33 平成20年5月23
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

小田 小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における健康づくり教室について検討

34 平成20年5月24日 あいち健康プラザ
（東浦町）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

和田、小
田

小児保健
協会

碧南市内学校へのポピュレーションアプローチについて

35 平成20年5月27
日

碧南市立鷲塚小学
校（碧南市）

生活習慣病対策事業検討
会

山崎 小児保健
協会

愛知県生活習慣病対策事業の内容検討

36 平成20年5月29
日

東海市しあわせ村
（東海市）

分担班会議 山崎、和
田、青山

分担研究
者・研究
協力者

健診データに対する分析と評価

37 平成20年5月29
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における健康づくり教室について検討
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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
38 平成20年6月4日 名古屋市役所東庁

舎（名古屋市）
平成20年度健康なごやプ
ラン21推進委員会

和田 委員（代） 名古屋市国民健康保険の｢特定健診・特定保健指導」について

39 平成20年6月4日 大府市役所(大府 第1回大府市DV連絡会議 秋津 情報提供 関係各課のDV支援状況について
40 平成20年6月5日 愛知県庁健康対策

課（名古屋市）
学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における健康づくり教室歯科指導につ
いて検討

41 平成20年6月10
日

愛知県医師会館
（名古屋市）

愛知県医師会学校保健部
会学校健診委員会

山崎 委員 平成20年度事業計画についてほか

42 平成20年6月10
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）

内田 部会員 障害福祉計画見直しについて
障害福祉計画、アンケート結果に関する意見交換など

43 平成20年6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
協議会

山崎 委員 平成19年度事業実施報告、平成20年度予算についてほか

44 平成20年6月27
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援「ジョイジョ
イ」運営会議

内田 関係者 現状報告と課題

45 平成20年6月30
日

知多保健所（知多
市）

管内母子保健担当者会議 内田 関係者 母子保健事業及び新規事業、母子健康診査マニュアル情報還元に
ついて

46 平成20年7月1日 ホテルハマツ（郡山
市）

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

47 平成20年7月1日 碧南市保健セン
ター（碧南市）

生活習慣病若年化対策事
業作業部会

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における学校健診結果について検討

48 平成20年7月2日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成20年度愛知県母子健
康診査等専門委員会

山崎 委員 母子健康診査マニュアルの健診情報の見直しについて、母子保健
における妊娠期からの関わりについて

49 平成20年7月2日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成20年度愛知県母子健
康診査等専門委員会

青山 事務局 母子健康診査マニュアルの健診情報の見直しについて、母子保健
における妊娠期からの関わりについて

50 平成20年7月4日 ＪＩＣＡ中部（名古屋
市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
評価会、閉講式

山崎 チーム
リーダー

評価と閉講式あいさつ

51 平成20年7月8日 あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

和田、小
田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における健康づくり教室について検討

52 平成20年7月15
日

大府養護学校〔大
府市）

平成20年度第1回連携協
議会

山崎 委員 学校への指示箋の様式変更、試験通学に向けたチェックリストにつ
いて

53 平成20年7月15
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

山崎、和
田、小田,
清水、佃

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における健康づくり教室について検討

54 平成20年7月16
日

あいち小児センター
（大府市）

平成20年度第1回母子保
健事業連絡会議

山崎、和
田、内
田、小田

事務局 保健部門の活動、乳幼児健康診査と母子保健マニュアルについて

55 平成20年7月17
日

東海市しあわせ村
（東海市）

分担班会議 山崎、和
田、青山

分担研究
者・研究
協力者

健診データに対する分析と評価

56 平成20年7月19
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

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

57 平成20年7月22
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 事業報告、今後の方向性についての討論ほか

58 平成20年7月22
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・研究
協力者

保健所管内で集積すべき共通項目について

59 平成20年7月25
日

厚生連渥美病院
（田原市）

平成20年度　第1回保健医
療福祉連絡会議

山崎 助言者 田原市における母子関係機関の連携についてなど

60 平成20年7月28
日

愛知県三の丸庁舎 平成20年度第1回　愛知県
要保護児童対策協議会

山崎 委員 平成19年度愛知県児童相談センター相談実績の概要、地方機関の
再編について、平成20年度の愛知県児童虐待防止対策事業につい

61 平成20年7月30
日

岡崎市保健所（岡
崎市）

平成20年度予防接種対策
協議会

山崎 委員 平成19年度実施状況について、予防接種勧奨状況と未接種者に対
する勧奨状況について

62 平成20年7月31
日

あいち小児センター
（大府市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
事業評価会

山崎 チーム
リーダー

事業の総括と次年度計画について

63 平成20年8月1日 東浦町役場（東浦
町）

東浦町障害者いきいきライ
フプラン第1回策定委員会

山崎 委員長 プラン策定について、スケジュールについて、関係団体等ヒアリング
実施についてなど

64 平成20年8月24
日

ボルファートとやま
（富山市）

日本国際小児保健医療研
究会・学術委員会

山崎 委員 電子ジャーナルについて

65 平成20年8月26
日

愛知県教育委員会
（名古屋市）

平成20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年度特別支援教育連携協議会・特別支援教育体制支援事
業について、稲沢市・岡崎市・蒲郡市における推進事業について

66 平成20年8月28
日

愛西市佐屋保健セ
ンター（愛西市）

母子健康診査マニュアル
に関する検討会議

山崎、
青山

助言者 母子健康診査マニュアルに基づく健診情報の報告項目について

67 平成20年8月29
日

あいち小児センター
（大府市）

平成20年度愛知県母子健
康診査等専門委員会第1
回作業部会

山崎、
青山

委員 母子健康診査マニュアルに基づく健診情報の報告項目について

68 平成20年9月8日 東京ステーションコ
ンファレンス（東京
都）

平成20年度 第2回班会議
（山縣班）

山崎 分担研究
者

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　研究の進捗状況について

69 平成20年9月9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・研究
協力者

保健所管内で集積すべき共通項目について

70 平成20年9月10
日

大府養護学校〔大
府市）

平成20年度第2回連携協
議会

山崎 委員 試験通学に向けたチェックリスト修正案、小学部修学旅行付添医師
について

71 平成20年9月10
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における児童のフォローについて検討

72 平成20年9月11
日

東海市しあわせ村
（東海市）

分担班会議 山崎、和
田、青山

分担研究
者・研究
協力者

健診データに対する分析と評価

73 平成20年9月12
日

山口県立総合医療
ｾﾝﾀｰ（山口県防府

全国こども病院等保健師
連絡会

内田 会員 情報交換　講演「チームですすめる周産期医療」
総合周産期母子医療センター見学

74 平成20年9月16
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）

内田 部会員 障がい福祉計画（第2期計画）（案）について
障がい者くらしについてのアンケート報告書（案）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
75 平成20年9月18

日
愛知県衣浦東部保
健所（刈谷市）

平成20年度　第4回愛知県
保健所長会定例会

山崎 オブザー
バー

76 平成20年9月19
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、青
山

説明 平成19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

77 平成20年9月19
日

大府市保健セン
ター（大府市）

平成20年度健康おおぶ21
プラン推進評価会議作業
部会（第1回）

小田 委員 「健康おおぶ２１プラン」、「食と農の親子体験」「健康づくりチャレン
ジ」等について

78 平成20年9月24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、小田

小児保健
協会

愛知県生活習慣病対策事業の内容検討

79 平成20年9月26
日

札幌コンベンション
センター（札幌市）

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

山崎 委員長 今後の活動計画について

80 平成20年9月26
日

札幌コンベンション
センター（札幌市）

日本小児保健協会　学校
保健委員会

山崎 委員 学校保健法の英文化について

81 平成20年10月2
日

愛知県知多保健所
（知多市）

分担班会議 山崎、青
山

分担研究
者・研究
協力者

保健所管内で集積すべき共通項目について

82 平成20年10月5
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

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

83 平成20年10月7
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援「ジョイジョ
イ」運営会議

内田 関係者 現状報告　後期計画と21年度計画　課題について

84 平成20年10月9
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、青
山

説明 平成19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

85 平成20年10月10
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

母子保健データベースの入力データの解析

86 平成20年10月10
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19年度研究事業の報告について、平成20年度研究事業につい
て

87 平成20年10月14
日

愛知県医師会館
（名古屋市）

愛知県医師会学校保健部
会学校健診委員会

山崎 委員 平成20年度心電図精度管理調査結果、第24回学校保健健診懇談
会について

88 平成20年10月16
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

母子保健データベースの入力データの解析

89 平成20年10月19
日

名古屋大学保健学
科（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

90 平成20年10月20
日

ｺﾛﾆｰ管理事務所
（春日井市）

あいち発達障害者支援ｾﾝ
ﾀｰ連絡協議会

内田 構成員 運営事業の状況～20年度中間報告　発達障害医療マップの作成
子育て応援ノートシリーズ第3弾について

91 平成20年10月22
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成20年度　子どもの健康
を守る地域専門家総合連
携事業　第２回協議会

山崎 委員 専門医派遣事業、モデル地域の進捗状況、学校保健推進基本計画
について

92 平成20年10月23
日

大府市保健ｾﾝﾀｰ
（大府市）

大府市自立支援協議会
（全体会議）

内田 委員 「障がい者のくらしについてのアンケート」報告書について
障がい福祉計画（第2期計画）素案について

93 平成20年10月24
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

94 平成20年10月26
日

国立感染症研究セ
ンター（東京都）

日本国際小児保健医療研
究会・役員会

山崎 役員 研究会内容について、Ｅジャーナルについて

95 平成20年10月27
日

江南市保健セン
ター（江南市）

分担班会議 山崎 分担研究
者

健診情報の評価と分析について

96 平成20年10月28
日

あいち小児センター
（大府市）

平成20年度愛知県母子健
康診査等専門委員会第2
回作業部会

山崎、
青山

委員 母子健康診査マニュアルに基づく健診情報の報告項目について

97 平成20年10月29
日

愛知県知多保健所
（知多市）

分担班会議 山崎、青
山

分担研究
者・研究
協力者

保健所管内で集積すべき共通項目について

98 平成20年11月7
日

大府養護学校〔大
府市）

平成20年度　第１回学校評
議員会

山崎 役員 学校評価について、保護者アンケートについて

99 平成20年11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」・ネットワーク会議

山崎 委員 事業報告、今後の方向性についての討論ほか

100 平成20年11月11
日

あいち小児センター
（大府市）

平成20年度愛知県母子健
康診査等専門委員会第3
回作業部会

山崎、
青山

構成員 母子健康診査マニュアルに基づく健診情報の報告項目について

101 平成20年11月11
日

あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

和田、小
田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における健康づくり教室について検討

102 平成20年11月12
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 研究事業の進捗状況について

103 平成20年11月14
日

愛知県豊川保健所
（豊川市）

平成20年度母子保健推進
会議

山崎 助言者 管内の母子保健統計について、母子保健事業の現状と課題につい
て

104 平成20年11月20
日

愛知県半田保健所
（半田市）

平成20年度　第5回愛知県
保健所長会定例会

山崎 オブザー
バー

平成20年度愛知県保健所の運営・職員の処遇等に関する要望書の
提出について、全国保健所長会総会について

105 平成20年12月8
日

江南市保健セン
ター（江南市）

分担班会議 山崎 分担研究
者

健診情報の評価と分析について

106 平成20年12月11
日

愛知県知多保健所
（知多市）

分担班会議 山崎、青
山

分担研究
者・研究
協力者

保健所管内で集積すべき共通項目について

107 平成20年12月12
日

東浦町福祉セン
ター（東浦町）

第2回　東浦町障害者いき
いきライフプラン策定委員

山崎 委員長 プラン策定の素案について、質疑

108 平成20年12月15日 愛知県衣浦東部保
健所（刈谷市）

平成20年度西三河南部・
北部医療圏母子保健推進

山崎 助言者 西三河南部・北部医療圏域の母子保健の現状について

109 平成20年12月16
日

愛知県教育委員会
（名古屋市）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
検討会

山崎 チーム
リーダー

次年度の計画について
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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
110 平成20年12月17

日
愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成20年度　乳幼児事故
予防対策委員会

山崎、青
山

委員 不慮の事故の状況について、事故予防の取組状況について

111 平成20年12月19
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県麻しん対策会議 山崎 委員 麻しんの発生動向について、上半期における第3期、第4期の麻しん
風しんの予防接種率について、副反応の発生状況について

112 平成20年12月22
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

母子保健データベースの入力データの解析

113 平成20年12月25
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成20年度愛知県母子健
康診査等専門委員会

山崎、青
山

委員、事
務局

母子健康診査マニュアルの健診情報の見直しについて、母子保健
における妊娠期からの関わりについて

114 平成20年12月25
日

厚生労働省（東京
都）

「健やか親子２１」の第２回
中間評価にかかる評価手
法等を検討する勉強会

山崎 助言者 乳幼児健康診査における調査について

115 平成20年12月31
日

Ministry of Health
and Population
(Fayoum県）

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 Dr.Husseinを始めとするMOHPのカウンターパートとの会議

116 平成21年1月1日 Health Insurrance
Organization
(Fayoum県）

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 Dr.Salah Abou TalibなどのＨＩＯのカウンターパートとの会議

117 平成21年1月1日 Kaser Rashwan地区
の小学校（Tammia
郡）

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 プロジェクト対象地区の学校状況の視察

118 平成21年1月3日 小中学校（Tammia
郡）

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 Tammiaの学校訪問、学校環境調査（Fanous、Roda、Robeiate、
Khalefa Younis、Abd elmeged Harby、El Mazatlyの各地区）

119 平成21年1月4日 Ministry of Health
and Population
(Fayoum県）

School Health Committee 山崎 専門家 プロジェクトの方向性やカウンターパートメンバーについて議論

120 平成21年1月5日 JICAエジプト事務所
（Cairo)

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 プロジェクトの進捗状況の報告と今後の計画について

121 平成21年1月9日 碧南市医師会（碧
南市）

生活習慣病対策事業・医
師会説明会

山崎 小児保健
協会

平成20年度愛知県生活習慣病対策事業の進捗状況と検診結果報
告

122 平成21年1月13
日

（清須市） 分担班会議 山崎 分担研究
者

母子保健データベースの導入に関する検討

123 平成21年1月15
日

愛知県江南保健所
（江南市）

平成20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、各機関の妊娠期の取り組み・出産
後の支援について、ハローファミリーカードについて

124 平成21年1月15
日

半田保健所（半田
市）

母子保健推進事業会議 内田 関係者 「知多半島地域における母子保健活動の現状を知り、医療・保健の
連携を推進する」　報告と講演「開業産婦人科と地域との連携による

125 平成21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」・カリキュラム委員

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、次年度以降の計画

126 平成21年1月26
日

東京ステーションコ
ンファレンス（東京
都）

平成20年度 第3回班会議
（山縣班）

山崎、青
山

分担研究
者・研究
協力者

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　本年度の研究成果について

127 平成21年1月26
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）

内田 部会員 気になる子の支援及び療育ネットワークの構築について

128 平成21年1月28
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成20年度　愛知県母子
保健運営協議会

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

129 平成21年1月28
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成20年度　子どもの健康
を守る地域専門家総合連
携事業　第３回協議会

山崎 委員 専門医派遣事業、モデル地域の進捗状況、学校保健推進基本計画
について、平成21年度の事業計画について

130 平成21年1月28
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 研究事業の進捗状況について、シンポジウムの内容について

131 平成21年1月29
日

名鉄病院（名古屋
市）

平成20年度第2回あいち小
児保健医療総合センター
予防接種センター調査検
討委員会研究部会

山崎、
小田

事務局 今年度の事業経過報告、調査研究の結果について

132 平成21年1月28
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成20年度　愛知県母子
保健運営協議会

青山 事務局 母子健康診査マニュアルの見直しについて

133 平成21年1月30
日

碧南市役所（碧南
市）

生活習慣病若年化対策事
業作業部会

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

２１年度学童期生活習慣病対策事業実施状況と次年度計画につい
て検討

134 平成21年1月30
日

碧南市役所（碧南
市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における健康づくり教室と次年度計画
について検討

135 平成21年2月3日 愛知県教育委員会
（名古屋市）

平成20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20年度特別支援教育体制支援事業の実施状況、発達障害者
支援体制整備事業の実施状況、各地区特別支援教育連携協議会
での課題等について

136 平成21年2月3日 大府市保健セン
ター（大府市）

平成20年度 第2回大府市
要保護児童対策地域協議

山崎 会長 平成20年度中間報告について、平成20年度児童虐待防止シンポジ
ウムにいて、要保護児童対策地域協議会設置要項改正についてな

137 平成21年2月5日 あいち小児センター
（大府市）

平成20年度第2回母子保
健事業連絡会議

山崎、内
田、小田

事務局 保健部門の活動、乳幼児健康診査と母子保健研修について

138 平成21年2月6日 大府養護学校〔大
府市）

平成20年度　第2回学校保
健委員会

山崎、内
田

委員 学校保健の状況について

139 平成21年2月9日 愛西市佐屋保健セ
ンター（愛西市）

分担班会議 山崎 分担研究
者

母子保健データベースの導入に関する検討

140 平成21年2月10
日

愛知県知多保健所
（知多市）

分担班会議 山崎、青
山

分担研究
者・研究
協力者

保健所管内で集積すべき共通項目について

141 平成21年2月10
日

東浦町福祉セン
ター（東浦町）

第3回　東浦町障害者いき
いきライフプラン策定委員

山崎 委員長 第2回策定委員会の意見等修正について、パブリックコメントに寄せ
られた意見とその対応について、

142 平成21年2月12
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20年度要保護児童対策の現状報告について
平成21年度の取り組み案について
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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
143 平成21年2月13

日
愛知県三の丸庁舎
(名古屋市）

第2回愛知県要保護児童
対策協議会

秋津 委員代理 愛知県の子ども虐待への取り組みについて

144 平成21年2月16
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援「ジョイジョ
イ」運営会議

内田 関係者 現状報告　運営課題　21年度計画

145 平成21年2月18
日

Ministry of Health
and Population
(Cairo）

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 WHO Health Promoting School担当者との調整会議

146 平成21年2月22
日

Ministry of
Education (Cairo)

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 カイロの教育省，学校保健担当者との調整会議

147 平成21年2月24日 USAID　(Cairo) The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 USAIDの学校教育プログラム担当者との調整会議

148 平成21年2月26
日

Ministry of Health
and Population
(Cairo）

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 エジプト国HOHP保健次官との調整会議

149 平成21年2月27
日

知多保健所(知多
市）

地域ﾆｰｽﾞ対応ﾄｰﾀﾙﾍﾙｽ事
業関係者会議

秋津 情報提供 発達障害児への支援、地域連携について

150 平成21年3月2日 Ministry of Health
and Population
(Fayoum県）

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 Dr.Husseinを始めとするMOHPのカウンターパートとの会議：Tammia
郡でのワークショップの運営について

151 平成21年3月5日 JICAエジプト事務所
（Cairo)

The Project on the
Promotion of School
Health Service in Upper

山崎 専門家 プロジェクトの進捗状況の報告と今後の計画について

152 平成21年3月6日 あいち小児センター
（大府市）

学童期生活習慣病対策事
業打合せ会議

和田、小
田

小児保健
協会

学童期生活習慣病対策事業における健康づくり教室について検討

153 平成21年3月9日 愛知県一宮保健所
（一宮市）

平成20年度　尾張西部地
域母子保健対策連絡会議

山崎 助言者 尾張西部地域の母子保健の現状について、地域母子保健事業の
今年度の取り組み、妊娠期からの早期支援について

154 平成21年3月10
日

愛知県総合教育セ
ンター（東郷町）

ＪＩＣＡ集団研修「学校保健」
検討会

山崎 チーム
リーダー

来年度の講義内容について

155 平成21年3月10
日

愛知県一宮保健所
（一宮市）

平成20年度一宮保健所児
童虐待予防のための親グ
ループ支援事業検討委員

山崎 委員 平成20年度おーぷん・ドアの報告、平成21年度児童虐待予防のた
めの親グループ支援事業の運営方針について

156 平成21年3月10
日

厚生労働省（東京
都）

「健やか親子２１」の第3回
中間評価にかかる評価手
法等を検討する勉強会

山崎 助言者 ①乳幼児健康診査における実態調査について、②産後うつ発生率
（ＥＰＤＳ）調査について、③自治体調査について

157 平成21年3月10
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）

内田 部会員 事例報告
気になる子の支援及び療育ネットワークの構築について

158 平成21年3月17
日

幸田町保健セン
ター（幸田町）

分担班会議 山崎 分担研究
者

母子保健データベースの導入に関する検討

159 平成21年3月21
日

愛知県医師会館
（名古屋市）

愛知県小児救急電話相談
協議会

山崎 委員 本年度の事業実施状況について、協議会委員と相談担当看護師と
の懇談会

160 平成21年3月23
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成20年度予防接種セン
ター調査検討委員会

山崎、小
田

事務局 平成20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

161 平成21年3月24
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

愛知県生活習慣病対策事
業

山崎、和
田、小田

小児保健
協会

愛知県生活習慣病事業終了式ならびに交流会
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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. 日程 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20年4月10日 あいち小児センター
(大府市）

子どもの遊びと発達について 棚瀬 平成20年度 転勤者・新規採用者看護部職員

2 平成20年4月24日 あいち小児センター
(大府市）

豊田市母子保健推進員見学研修 青山 子どもの事故予防

3 平成20年5月1日 あいち小児センター
(大府市）

あいち小児保健医療総合センターにお
ける保育士の活動について

棚瀬 愛知県立看護大学

4 平成20年5月10
日

パシフィコ横浜（横浜市） 第28回日本脳神経コングレス 山崎 小児虐待を疑う脳神経外科外傷にどのように対
応すべきか　日常診療の中にある脳外科医の対
応（法的根拠と社会的責務）

5 平成20年5月12日 大阪府 ＳＢＩ子ども財団 海野 性虐待への理解と対応

6 平成20年5月15日 愛知県三の丸庁舎（名古
屋市）

平成20年度第1回虐待等児童問題関
係機関連絡調整会議

山崎 虐待予防への取り組み　～病院から地域へ

7 平成20年5月17日 名古屋市千種生涯学習セ
ンター（名古屋市）

「千種区保育と教育の会」総会 山崎 乳幼児期と学童期のこころの育ち

8 平成20年5月17日 名鉄ニューグランドホテル
（名古屋市）

ADHD学術講習会 山崎 指定発言

9 平成20年5月20
日

東浦町文化センター（東浦
町）

きめ細やかな家庭教育における

10 平成20年5月23
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 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）

11 平成20年5月24 津島児童科学館（津島市） 津島市保育協会研修会 山崎 軽度発達障害児への対応について

12 平成20年5月26
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」講義 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）

13 平成20年5月26
日

ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」講義 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：
専門官高山　研）、日本の養護教諭と保健室そ
の目的と機能（岐阜大学地域科学部：近藤真庸）

14 平成20年5月30 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Participation Analysis 1

15 平成20年5月31 あいち小児センター（大府
市

2008年度　国際学校保健セミナー 山崎 司会、座長

16 平成20年6月1日 津島市立蛭間小学校（津
島市）

学校保健会 山崎 毎日の生活が将来のあなたを作る　望ましい生
活習慣の作り方教えます

17 平成20年6月1日 東京都 安田生命事業財団 海野 性的虐待への介入：性的虐待への心理療法

18 平成20年6月2日 岐阜市 岐阜県教育委員会 河邉 発達障がいの理解と対応

19 平成20年6月4日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Participation Analysis 2

20 平成20年6月5日 母子愛育会（東京都） テーマ別研修会2「児童虐待の予防と
発見」

山崎 病院から見る虐待予防や対応について

21 平成20年6月6日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」講義 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）

22 平成20年6月6日 あいち小児センター 豊明市ファミリーサポート研修 青山 子どもの事故予防

23 平成20年6月9日 佐久島小中学校（一色町） 集団研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；学校でのフッ素洗口

24 平成20年6月10 あいち小児センター（大府
市

名古屋大学Young Leader's Program 山崎 Child health in Japan

25 平成20年6月11 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Participation Analysis 3

26 平成20年6月11
日

愛知県総合教育センター
（東郷町）

集団研修「学校保健」視察 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）

27 平成20年6月12 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Problem Analysis 1

28 平成20年6月13 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Problem Analysis 2

29 平成20年6月13
日

豊橋市立芦原小学校（豊
橋市）

集団研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；健康推進学校における実践

30 平成20年6月15日 名古屋市女性会館（名古
屋市）

平成20年度愛知母乳の会　総会・講演
会

山崎 シンポジウム「子育て情報の選び方」座長

31 平成20年6月16日 日本寄生虫予防会（東京
都）

集団研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；日本の寄生虫対策（日本寄生虫
予防会：山内邦昭）

32 平成20年6月17日 ＪＩＣＡ本部（東京都） 集団研修「学校保健」討論 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）

33 平成20年6月19日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Problem Analysis 3＆4

34 平成20年6月20日 愛西市立佐屋小学校（愛
西市）、春日井市立勝川小
学校（春日井市）、刈谷市
立小垣江小学校（刈谷市）

集団研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；保健室における養護教諭の職務
と役割

35 平成20年6月21日 あいち小児センター（大府
市

PALS講習会（～22日） 山崎 コーディネート

36 平成20年6月21日 あいち小児センター 岡崎市託児ボランティア研修 青山 子どもの事故予防

37 平成20年6月23日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 コーディネート；Project Cycle Management 2（元
国立看護大学教授：熱田泉）

38 平成20年6月24日 犬山市子育て支援セン
ター（犬山市）

集団研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート：地域との交流による保健学習

39 平成20年6月24日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 1

40 平成20年6月26日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 2

41 平成20年6月26日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」講義 山崎 コーディネート；研修企画の実際（愛知県総合教
育センター：河合伸樹、東浦町立片葩小学校：中
村恵美子）

42 平成20年6月27日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 3
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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. 日程 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

43 平成20年6月30日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 4

44 平成20年7月3日 ＪＩＣＡ中部（名古屋市） 集団研修「学校保健」アクションプラン
発表会

山崎 司会、座長

45 平成20年7月12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

46 平成20年7月14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　体の健康

47 平成20年7月16日 松坂屋北館 のびのびクラブ講座（朝日新聞厚生事
業団）

青山 子どもの事故予防

48 平成20年7月19日 和歌山市 和歌山小児医療研究会 海野 被虐待児童の愛着への対応と支援

49 平成20年7月25日 厚生連渥美病院（田原市） 平成20年度　第1回保健医療福祉連絡
会議

山崎 講演「虐待予防と地域の連携について」

50 平成20年7月26日 名古屋国際会議場(名古屋
市）

病棟保育の実際 棚瀬 日本小児看護学会 第18回学術集会
シンポジウム

51 平成20年7月28日 あいち小児センター（大府
市）

第1回医教連携ｾﾐﾅｰ 浦野・
秋津

解離性障害への対応、親への対応と地域連携
について

52 平成20年7月31日 大府市 大部養護学校 河邉 発達検査の実施

53 平成20年8月2日 扶桑町保健センター（扶桑
町）

平成20年度　三市二町保健師会研修
会

山崎 乳幼児の正常発達と健診の判断基準について

54 平成20年8月4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　心の健康

55 平成20年8月4日 阿久比町中央公民館 平成20年度　町教職員夏季研修会教
育講演会

山崎 発達障害のある子どもの理解

56 平成20年8月5日 東郷町 特別支援教育講座 朝日 肢体不自由児童の自立活動について

57 平成20年8月19日 犬山市立羽黒小学校（犬
山市）

犬山市健康教育研究委員会講演会 山崎 最近の気になる子どもの健康問題とその対応
起立性調節障害・自律神経失調症・低体温症を
中心にして

58 平成20年8月19日 大府市役所（大府市） 平成20年度　家庭教育宅配講座くちな
し通信第1回スクーリング

山崎 子育て子育ちは、自分育ち　お母さんも子ども
も、そしてお父さんも

59 平成20年8月24日 名古屋医療秘書福祉専門
学校（名古屋市）

病院で働く保育士とは？
病院で働く保育士になるための道のり
について

棚瀬 名古屋医療秘書福祉専門学校
在校生及び高校3年生

60 平成20年8月24日 名古屋市 東海ＥＭＤＲ 海野 虐待を受けた子どもへのサポ－トワ－ク：ボデイ
ワ－クの紹介

61 平成20年8月25日 大府市 医教連携セミナー 河邉 『高機能広汎性発達障害の子どもの支援につい
て ―思春期・青年期を中心に

62 平成20年9月4日 母子愛育会（東京都） 母子愛育会テーマ別研修7「児童虐待
のケアマネージメント・ネットワーク」

山崎 病院における虐待対応 ～あいち小児保健医療
総合センターから

63 平成20年9月6日 東郷町（イーストプラザ　い
こまい館）

平成20年度学校と地域の発達支援研
究会

山崎 第35回　障害の理解①　－保健医療の面から－

64 平成20年9月7日 大府市 あいち・こころの診療医 並木 臨床における実践講座２ーＷＩＳＣ－Ⅲについ

65 平成20年9月10日 あいち小児センター(大府
市

わくわくチーム医療をめざして 棚瀬 ボランティア研修会

66 平成20年9月12日 豊明市保健センター 豊明市ファミリーサポート研修 青山 子どもの事故予防

67 平成20年9月16日 一宮市立中央看護専門学
校(一宮市）

小児看護師と分かち合う医療保育とい
う視点

棚瀬 一宮市立中央看護専門学校 2年生37名

68 平成20年9月21日 大府市 あいち・こころの診療医 今本 臨床における実践講座２ー発達検査・知能検査
についてー

69 平成20年9月21 名古屋市 明治安田生命 河邉 子どもの攻撃性について

70 平成20年9月22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　体の健康1

71 平成20年9月29日 千葉市 ＳＢＩ子ども財団 海野 性虐待への理解と対応

72 平成20年10月1日 名古屋市 虐待予防研修会 秋津 子育て支援について

73 平成20年10月6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　体の健康2

74 平成20年10月11日 西三河総合庁舎(岡崎市） 愛知県教育委員会：子育てネットワー
カー養成講座

青
山、

子どもの事故予防、救急蘇生法

75 平成20年10月14
日

美和町文化会館（美和町） 平成20年度美和町子育て支援事業「保
育サポーター養成講座」

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

76 平成20年10月17日 東大手庁舎（名古屋市） 愛知県教育委員会：子育てネットワー
カー養成講座

青
山、

子どもの事故予防、救急蘇生法

77 平成20年10月19
日

名古屋大学保健学科（名
古屋市）

愛知母乳の会　平成20年度定期学習
会

山崎 周産期から始める子育て支援

78 平成20年10月20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　心の健康

79 平成20年10月23日 西尾市文化会館（西尾市） 平成20年度西尾幡豆保育園保健会・
西尾市保育園父母の会研修会

山崎 よりよい生活習慣と健康　親子で一緒に健やか
に

80 平成20年10月25日 東京都 社会福祉法人子どもの虐待防止センタ 海野 性虐待を受けた子どものケアはどうあるべきか

81 平成20年10月27
日

江南市民体育会館（江南
市）

江南市民生委員・児童委員協議会研
修会

山崎 小児科医から見た子育て事情　なぜ乳児期早期
に家庭訪問が必要か

82 平成20年10月30
日

津島市立神守中学校（津
島市）

神守中学校1年生保健集会 山崎 毎日の生活が将来のあなたをつくる

83 平成20年10月31
日

名張市武道交流館いきい
き（名張市）

名張市教育研究所研修講座｢幼児教
育」

山崎 ふだんの関わりから始める子ども虐待防止

102



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・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等

84 平成20年11月1日 名古屋市中小企業振興会
館（名古屋市）

愛知県予防医療ワクチン研究会 山崎 パネルディスカッション「高齢者を肺炎から守る」

85 平成20年11月5日 茨木市 茨木市教育委員会 今本 発達障害って何ですか？ーその理解と対応につ
いてー

86 平成20年11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）

87 平成20年11月10日 東京都 東京都福祉協議会 海野 被虐待児童の行動特徴と対応について：愛着と
解離、性的虐待に焦点をあてて

88 平成20年11月11
日

津島市立南小学校（津島
市）

平成20年度学校保健委員会 山崎 生活習慣について考えよう　メタボリックシンド
ロームの予防

89 平成20年11月13
日

豊田市役所（豊田市） 豊田市母子保健・医療・福祉ネットワー
ク推進講演会

山崎 妊娠・出産・育児期の子育て支援　医療と地域
の連携で

90 平成20年11月15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研修会 山崎 低出生体重児における小児期の体格変化と生
活習慣に関する調査

91 平成20年11月17日 名古屋市中生涯学習セン
ター（名古屋市）

チャレンジ！子育てサポーター「託児ボ
ランティア養成講座」

山崎 すべての子どもたちをサポートするために　軽度
発達障害等について知ろう

92 平成20年11月17日 名古屋市女性会館（名古
屋市）

ママパパライン受け手ボランティア養成
講座

山崎 乳幼児の発達

93 平成20年11月19日 松山赤十字病院（松山市） 松山赤十字病院　成育医療研修会 山崎 周産期から始める子育て支援と地域連携　ハ
ローファミリーカードの運用と効果

94 平成20年11月20日 あいち小児センター たすかるスタッフ研修 青山 子どもの事故予防

95 平成20年11月21日 愛知県自治研修所（名古
屋市）

愛知県主催　感染症対策に関する研
修会

山崎 麻疹対策について

96 平成20年11月22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会 山崎 センターの保健活動と虐待対応について

97 平成20年11月23日 越ケ谷市 埼玉虐待防止研究会 海野 性的虐待への心理療法

98 平成20年11月27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会 山崎 あいち小児センターの保健活動と家族支援につ

99 平成20年11月27日 あいち小児センター たすかるスタッフ研修 青山 子どもの事故予防

100 平成20年11月27日 刈谷市 愛知県スポーツ・教育振興財団 今本 発達障害ﾜｰｸショップ実践講座１

101 平成20年11月29日 大府市役所（大府市） 平成20年度大府市児童虐待防止シン
ポジウム

山崎 シンポジウム「若い親への応援　家族支援」コー
ディネーター

102 平成20年12月4日 津島市立神守小学校（津
島市）

神守小学校第2回学校保健委員会 山崎 生活のリズム

103 平成20年12月4日 津島市立東小学校（津島
市

東小学校　生活習慣に関する講演会 山崎 はじめませんか。親子で健康生活

104 平成20年12月6日 中川区休日急病診療所
（名古屋市）

中川区医師会　第285回臨床懇話会 山崎 最近の子どもの予防接種について

105 平成20年12月7日 刈谷市 愛知県スポーツ・教育振興財団 今本 発達障害ﾜｰｸショップ実践講座２

106 平成20年12月8
日

愛知県師勝保健所（北名
古屋市）

平成20年度市町母子保健推進研修会 山崎 健診を効率的、効果的に進めるために

107 平成20年12月15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　体の健康1

108 平成20年12月20日 あいち小児センター（大府
市

PALS講習会（～21日） 山崎 コーディネート

109 平成20年12月30日 JICAエジプト事務所
（Cairo)

Workshop on School Health in Japan
and Project Concept in Cairo

山崎 School health in Japan

110 平成21年1月4日 Ministry of Health and
Population (Fayoum県）

Workshop on School Health in Japan
and Project Concept in Fayoum

山崎 School health in Japan

111 平成21年1月7日 ウィルあいち（名古屋市） 母子保健シンポジウム「知ろう・語ろう
健やか親子21と乳幼児健診」

山
崎、
青

シンポジウムおよび分科会の運営，講師

112 平成21年1月13日 ミュー石が瀬（大府市） 子育て講演会 山崎 子どもの病気と健康

113 平成21年1月19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　心の健康

114 平成21年1月20日 名古屋市立工業高校（名
古屋市）

「思いやりテクノロジー」講座 山崎 小児医療と子どものいのち

115 平成21年1月23日 金沢健康プラザ大手町東
館（金沢市）

金沢市医師会　児童虐待防止講演会 山崎 子ども虐待と発達障害　子どものケアと親支援

116 平成21年1月24日 静岡県立大学短期大学部
(静岡市）

ホスピタル・プレイ・スペシャリスト英国
実習報告

田中 静岡県立大学短期大学部　文部科学省 社会人
の学び直しニーズ対応教育推進プロジェクト

117 平成21年1月26日 横浜市 神奈川児童相談所 海野 施設内暴力の解決に向けて：子どもへの心理教
育を中心に

118 平成21年1月27日 東海市立加木屋中学校
（東海市）

東海市　不登校対策研究事業研修会 山崎 不登校などの問題行動とその背景

119 平成21年1月29日 碧南市文化会館（碧南市） 子育て講演会 山崎 今、なぜ予防接種が必要なのか　子どもたちの
未来は親の責任で守ろう

120 平成21年1月29日 名古屋市立老松小学校
（名古屋市）

名古屋市立老松小学校喫煙予防教室 山崎 タバコとわたしたちの健康

121 平成21年2月2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　体の健康2

122 平成21年2月2日 津島市立西小学校（津島
市

西小学校学校保健委員会講演 山崎 毎日の食事で決まる未来のあなた

123 平成21年2月8日 徳島市 平成20年度発達障害支援従事者養成
研修会

並木 高機能広汎性発達障害への対応

124 平成21年2月11日 名古屋市立大学（名古屋
市）

あいち・くすりフォーラム
「妊娠・授乳中のくすりと母と子の健康」

山崎 パネルディスカッション「妊娠・授乳中の女性へ
の薬の情報提供と地域の相談ネットワークのあ
り方」コーディネーター
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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
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125 平成21年2月12日 半田市役所（半田市） 半田市要保護児童対策地域協議会
平成20年度　児童虐待防止研修会

山崎 要保護児童の早期発見のために　子どもにかか
わる大人の責任

126 平成21年2月12日 あいち小児センター たすかるスタッフ研修 青山 子どもの事故予防

127 平成21年2月13日 高浜市女性文化センター
（高浜市）

高浜市「子育て・家族支援者養成講座」 山崎 乳幼児のからだとこころ

128 平成21年2月14日 おおぶ子育て支援セン
ター（大府市）

おおぶファミリーサポートセンター説明
会・研修会

山崎 乳幼児の健康　子どもを病気と事故から守るコ
ツ

129 平成21年2月15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

事務局、進行。特別講演「乳幼児期からの食育
を考える：日本子ども家庭総合研究所　堤ちはる
氏」、一般演題9題。

130 平成21年2月16日 埼玉市 思春期問題対応関係機関職員研修会 海野 解離の理解とその対応について

131 平成21年3月3日 Tammia Health Center
(Tammia郡)

Workshop for School Health Planning 山崎 講演「تاطاشنلاو ماظنلا نابايلاب ةيسردملا ةحصلا
School Health in JAPAN / System)「سرادملاب
and Activities at Schools)

132 平成21年3月3日 あいち小児センター たすかるスタッフ研修 青山 子どもの事故予防

133 平成21年3月4日 Tammia Health Center
(Tammia郡)

Workshop for School Health Planning 山崎 ワークショップでのグループ討論への助言

134 平成21年3月4日 茨木市 茨木市葦原健全育成協議会・葦原小
学校ＰＴＡ

今本 わかりにくい子どもたちー広汎性発達障害を中
心にー

135 平成21年3月14日 名古屋市医師会館（名古
屋市）

第2回障害者自立支援法に関する講演
会

山崎 小児期のいわゆる軽度発達障害をめぐって　専
門医との医療連携のありかた

136 平成21年3月14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

137 平成21年3月26日 つくば国際会議場（つくば
市）

児童虐待対応研修会（医療機関向け） 山崎 児童虐待対策における医療機関の担うべき役割
保健・福祉・医療機関の連携について

138 平成21年3月27日 小牧市医師会（小牧市） 小牧市医師会生涯教育研修会 山崎 子どもの予防接種　激変する予防接種対策　up
to date
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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

1平成20年4月24日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

2平成20年5月15日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

3平成20年6月5日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

4平成20年7月3日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

5平成20年7月23日 豊山町保健センタ－ 乳幼児眼科検診 岩瀬、
市原

技術
支援

豊山町乳幼児健診にて眼科的異常を疑われ
た児の二次検診

6平成20年8月28日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

7平成20年9月4日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

8 ############## 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

9平成20年11月6日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

10 ############## 豊山町保健センタ－ 乳幼児眼科検診 岩瀬、
堀

技術
支援

豊山町乳幼児健診にて眼科的異常を疑われ
た児の二次検診

11平成20年12月4日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

12平成21年1月15日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

13平成21年2月5日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 春日
井

技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

14平成21年3月5日 豊田市役所 東庁舎３階 ３歳児健康審査 市原 技術
支援

豊田市３歳児視覚検査の再検査の実施及び
保健師への助言

15平成21年3月25日 豊山町保健センタ－ 乳幼児眼科検診 岩味、
塩野

技術
支援

豊山町乳幼児健診にて眼科的異常を疑われ
た児の二次検診

d. 地域での療育活動に対する技術支援

No. 日程 主催（場所） 事業名等
担当
者

役割 内容等

1平成20年6月19日 東浦町なかよし学園 巡回相談 田辺 助言 ケース検討、母親・職員を対象に相談会

2平成20年8月1日 東浦町なかよし学園 巡回相談 田辺 助言 ケース検討、母親・職員を対象に相談会

3平成20年9月24日 東浦町なかよし学園 巡回相談 田辺 助言 ケース検討、母親・職員を対象に相談会

4平成20年7月9日 知多市やまもも園 巡回相談 佃 助言 ケース検討、母親・職員を対象に相談会

5平成20年12月5日 知多市やまもも園 巡回相談 佃 助言 ケース検討、母親・職員を対象に相談会

6平成20年7月31日 碧南市臨海体育館 親子運動指導 佃 技術
支援

親子を対象に運動内容と導入方法等を提案

7平成20年8月21日 碧南市臨海体育館 親子運動指導 佃 技術
支援

親子を対象に運動内容と導入方法等を提案

8平成20年9月6日 碧南市臨海体育館 親子運動指導 佃 技術
支援

親子を対象に運動内容と導入方法等を提案

9平成20年5月23日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日 助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相
談10平成20年6月20日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日 助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相
談11平成20年7月4日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日 助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相
談12平成20年9月26日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日 助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相
談13 ############## ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日 助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相
談14 ############## ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日、

新谷
助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相

談
15 ############## ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日 助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相

談16平成21年1月28日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日 助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相
談17平成21年2月27日 ひいらぎ養護学校 リハビリ相談 朝日 助言 生徒の日常生活及び自立活動についての相
談
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