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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

1 平成22年4月2日 あいち小児セン
ター（大府市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員
会事務局会議

山崎、加
藤、浅井

事務局 マニュアル改訂に関する愛知県担当者との事務局会議

2 平成22年4月6日 碧南市立大浜小学
校（碧南市）

JICA課題別研修「学校
保健」検討会

山崎 コース
リーダー

学校訪問：学校給食活動の視察内容について

3 平成22年4月6日 碧南市保健セン
ター（碧南市）

平成22年度第2回生活習

慣病若年化対策事業第1
回作業部会

山崎、小
田

委員 平成22年度　生活習慣病若年化対策事業計画について・平成23
年度以降の事業実施に向けて

4 平成22年4月8日 システム科学コン
サルタンツ（東京
都）

JICA技術協力プロジェ

クト「エジプト学校保

健」専門家会議

山崎 専門家 2010年度活動について

5 平成22年4月9日 JICA中部国際セ
ンター（名古屋
市）

JICA課題別研修「学校

保健」研修員選考会

山崎 コース
リーダー

平成22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。

6 平成22年4月9日 大府市保健セン
ター（大府市）

健康おおぶ２１プラン推
進会議

久野 委員 今年度の予定、講義

7 平成22年4月13
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成22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22年度愛知県保健所長会の新体制について、事業計画およ
び予算案について、研究部会の運営について

8 平成22年4月21
日

名城大学名駅サテ
ライト（名古屋
市）

妊娠・授乳婦医薬品適正
使用推進研究班第1回班
会議

山崎 班員 平成22年度事業計画について、第１回「妊娠・授乳サポート薬
剤師」養成講座について、養成講座カリキュラムについて、相
談事例報告書の内容及び収集方法

9 平成22年4月21
日

あいち小児セン
ター（大府市）

大府養護学校平成22年度
運営協議会

山崎 委員 センターと学校との連携について、学校行事について

10 平成22年4月22
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

保健所健康支援課長会議 加藤 オブザー
バー

平成22年度保健所健康支援課関連事業

11 平成22年4月23
日

盛岡市民文化ホー
ル（盛岡市）

日本小児保健協会理事・
支部長会

山崎 理事 平成21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

12 平成22年4月24
日

国保会館（盛岡
市）

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、2010年度の活
動予定ほか

13 平成22年4月26
日

岡崎市立梅園小学
校（岡崎市）

JICA課題別研修「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

14 平成22年4月27
日

あいち小児セン
ター（大府市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員
会事務局会議

山崎、加
藤、浅井

事務局 マニュアル改訂に関する愛知県担当者との事務局会議

15 平成22年5月11
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

第1回あいち発達障害者
支援センター連絡協議会

加藤 構成員 平成21年度あいち発達障害者支援センター事業実績の状況につ
いて

16 平成22年5月17
日

愛知県庁西庁舎
（名古屋市）

平成22年度地域子育て支
援人材養成事業審査委員

山崎 委員 平成22年度審査について

17 平成22年5月18
日

JICA中部国際セ

ンター（名古屋

JICA課題別研修「学校

保健」開講式

山崎 コース
リーダー

開講式およびコースオリエンテーション

18 平成22年5月18
日

東京ステーション
コンファレンス
（東京都）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班第1
回班会議

山崎、加
藤、浅井

研究分担
者、研究
協力者

母子保健情報の利活用に関して、健やか親子21中間評価に関す
るデータの解析について

19 平成22年5月22
日

藤田保健衛生大学
（豊明市）

日本小児保健協会第58回
学術集会・第1回企画委
員会会議

山崎 委員 第58回日本小児保健協会学術集会について

20 平成22年5月25
日

大府市役所（大府
市）

平成22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21年度実績報告について、平成22年度事業計画について、
困難事例の紹介について

21 平成22年5月27
日

名鉄病院（名古屋
市）

平成22年度第1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、大
野

事務局 今年度の調査研究について

22 平成22年5月27
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

あいち小児センター　保
健事業運営協議会

山崎、加
藤、小田

事務局 平成21年度保健事業実施内容について、平成22年度保健事業実
施計画について

23 平成22年5月28
日

県庁西庁舎(名古屋
市）

保健所母子保健業務検討
会議

山崎、加
藤

構成員 改正母子健康診査マニュアルの適用について
保健所母子保健業務について

24 平成22年5月31
日

大府市役所（大府
市）

第1回大府市自立支援協
議会（発達支援部会）

加藤 構成員 平成22年度の目標、企業で働く障害者の生活支援ガイドブック
について

25 平成22年6月1日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員
会専門委員会

山崎、加
藤、浅井

事務局 マニュアル改訂に関する専門委員による検討

26 平成22年6月5日 福岡市 日本小児科医会国際委員
会

山崎 委員 今年度の活動について

27 平成22年6月11
日

予防接種リサーチ
センター（東京
都）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員

山崎、加
藤

事務局 東京慈恵会医科大学元教授前川氏と県担当者との打ち合わせ

28 平成22年6月12
日

ルノア－ル八重洲
北口会議室（東京
都）

小児救急の社会的サポー
トに関する委員会平成22
年度第1回委員会

山崎 委員長 平成23年度の研修会の運営について

29 平成22年6月18
日

西尾市立西尾小学
校（西尾市）

JICAエジプトプロジェ

クト検討会議

山崎 専門家 JICAエジプト国プロジェクト「学校間交流」に関する検討会

30 平成22年6月22
日

あいち小児セン
ター（大府市）

ケース情報交換会 小田 構成員 平成２１年度生活習慣病若年化対策事業実施状況について

31 平成22年6月22
日

大府市役所（大府
市）

第1回企業で働く障害者
の生活支援ガイドブック
作成会議

加藤 構成員 企業で働く障害者の生活支援ガイドブック検討・作成
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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

32 平成22年6月29
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員
会実務委員会

山崎、加
藤、浅井

事務局 マニュアル改訂に関する実務委員による検討

33 平成22年6月29
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援事業「ジョ
イジョイ」運営会議

加藤 構成員 ジョイジョイの現状報告、「ジョイジョイ」においての課題

34 平成22年6月30日 愛知県庁西庁舎
（名古屋市）

平成22年度保健所母子保
健業務検討会議

山崎、加
藤

事務局 改正母子健康診査マニュアルの適用に向けて、保健所の母子保
健業務について

35 平成22年7月2日 JICA中部国際セ

ンター（名古屋

JICA課題別研修「学校

保健」評価会、閉講式

山崎 コース
リーダー

評価と閉講式あいさつ

36 平成22年7月5日 MOH office (Cairo
city)

Coordination Meeting
for the project activities

山崎 専門家 MOH Dr Nagwaとのプロジェクト実施状況に関する会議

37 平成22年7月11
日

Tammia School
for Girls (Tammia
dist)

Coordination Meeting
for DVD shooting

山崎 専門家 学校健診モデルのＤＶＤ作成のための事前協議

38 平成22年7月12
日

Tammia School
for Girls (Tammia
dist)

Meeting for DVD
shooting of school health
examination

山崎 専門家 TTメンバーから選ばれたエジプト人医師、看護師、校長、教

師、SWおよび児童とDVD撮影のリハーサル、ならびに帳票類
の整理

39 平成22年7月15
日

大府市役所（大府
市）

第1回大府市自立支援協
議会（全体会）

加藤 構成員 今年度の活動について、専門部会の活動について相談支援事業
の報告

40 平成22年7月23
日

大府市役所（大府
市）

第2回企業で働く障害者
の生活支援ガイドブック
作成会議

加藤 構成員 企業で働く障害者の生活支援ガイドブック検討・作成

41 平成22年7月26
日

システム科学コン
サルタンツ（東京
都）

JICA技術協力プロジェ

クト「エジプト学校保

健」専門家会議

山崎 専門家 2010年度後半の活動、特に学校健診と健康教育の実施について

42 平成22年7月29
日

JICA中部国際セ

ンター（名古屋

JICA課題別研修「学校

保健」反省会

山崎 コース
リーダー

2010年度課題別研修「学校保健」コースの運営と評価

43 平成22年7月30
日

大府市役所（大府
市）

第2回大府市自立支援協
議会（発達支援部会）

加藤 構成員 相談支援事業から見える課題、研修会の進め方、市民向けのパ
ンフレットについて

44 平成22年7月30
日

愛知県江南保健所
（江南市）

平成22年度市町村母子保
健推進会議

加藤 オブザー
バー

改正母子健康診査マニュアルについて、犬山市における健康情
報管理システム素案の試行について、市町村の現状について

45 平成22年8月3日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成22年度第1回愛知県
母子健康診査等専門委員

山崎、加
藤

委員 改正母子健康診査マニュアルの施行に向けて、母子保健におけ
る虐待予防の取り組みについて

46 平成22年8月5日 西尾市立西尾小学
校（西尾市）

JICAエジプトプロジェ

クト検討会議

山崎 専門家 JICAエジプト国プロジェクト「学校間交流」に関する検討会

47 平成22年8月7日 藤田保健衛生大学
（豊明市）

日本小児保健協会第58回
学術集会・第3回企画委
員会会議

山崎 委員 第58回日本小児保健協会学術集会について

48 平成22年8月9日 岡崎市保健所（岡
崎市）

岡崎市予防接種対策協議
会

山崎 委員 予防接種の実施状況について、予防接種行政措置について、今
後の予防接種の進め方について

49 平成22年8月16
日

衣笠ろうけん（横
須賀市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員

山崎、加
藤

事務局 東京慈恵会医科大学元教授前川氏とのモデル健診に関する打ち
合わせ

50 平成22年8月18
日

大府市役所（大府
市）

第3回企業で働く障害者
の生活支援ガイドブック
作成会議

加藤 構成員 企業で働く障害者の生活支援ガイドブック検討・作成

51 平成22年8月19
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

母子健康診査マニュアル
改正に係る説明会

山崎、加
藤

説明者 母子健康診査マニュアル改正の概要について、改正の基本的な
考え方、基本項目、子育て支援の評価～試行結果から～、情報
管理（情報の集約と利活用）、質疑応答

52 平成22年8月26
日

愛知県西庁舎（名
古屋市）

第１回愛知県特別支援教
育連携協議会

小田 構成員 愛知県特別支援教育体制について

53 平成22年8月26
日

愛知県東大手庁舎
（名古屋市）

第２回あいち発達障害者
支援センター連絡協議会

小田 構成員 あいち発達障害者支援センター運営事業の状況について

54 平成22年8月30
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

愛知県教育振興基本計画
策定会議第1部会

山崎 委員 基本計画策定にかかる専門的事項の検討について

55 平成22年9月2日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

保健所・市町村地域保健
主管課長会議

加藤 構成員 健康福祉部各課より事業報告

56 平成22年9月5日 AP名古屋（名古屋
市）

あいちこころの診療医研
究会　幹事会

山崎 幹事 会計報告、今後の幹事会体制について

57 平成22年9月10
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

平成22年度第2回生活習
慣病若年化対策事業作業
部会

山崎、小
田

委員 平成22年度　生活習慣病若年化対策事業の実施状況について

（中間報告）、キャラクター、愛称の優秀作品の選考、平成23
年度生活習慣病若年化対策事業について

58 平成22年9月13
日

あいち小児セン
ター（大府市）

市町村版母子保健情報
データベース説明会

山崎、加
藤、浅井

説明者 市町村版母子保健情報データベースの内容と入力方法について

59 平成22年9月13
日

あいち小児セン
ター（大府市）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班分担

山崎、加
藤、浅井

研究分担
者

保健所で集積すべきデータに関する検討

60 平成22年9月14
日

愛知県瀬戸保健所
豊明分室（豊明
市）

平成22年度瀬戸保健所地
域ニーズ対応トータルヘ
ルス事業

山崎 助言者 第1回管内市町及び周産期医療機関関係者会議、管内市町の平

成21年度の特定妊婦等の調査結果について、アセスメント項目
について、特定妊婦への支援について

61 平成22年9月16
日

朱鷺メッセ（新潟
市）

日本小児保健協会平成22
年度理事・支部長会

山崎 理事 事務所移転、平成22年度収支修正予算、平成23年度事業計画、

理事選任、平成22年度名誉会員の推薦、第59回学術集会会頭に
ついて、協会活動助成について、ロゴタイプ、シンボルマーク

62 平成22年9月17
日

朱鷺メッセ（新潟
市）

小児救急の社会的サポー
トに関する委員会　平成
22年度第2回委員会

山崎 委員長 平成23年度の研修会の運営について
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63 平成22年9月17
日

大府市役所（大府
市）

第3回大府市自立支援協
議会（発達支援部会）

加藤 構成員 研修会の進め方、市民向けのパンフレットについて

64 平成22年9月21
日

JICA本部（東京

都）

JICA技術協力プロジェ

クト「エジプト学校保

健」専門家会議

山崎 専門家 JICA本部担当者との中間評価に向けた検討会議

65 平成22年9月23
日

山梨大学（山梨県
中央市）

健やか親子２１を推進す
るための母子保健情報の
利活用に関する研究｣班
第2回作業部会

山崎 委員 問診項目選定のための事前準備、中間評価データを用いたマル
チレベル分析の勉強会、問診項目のコア項目の選定

66 平成22年9月25
日

山王病院（東京
都）

小児救急電話相談の実施
体制および相談対応の充
実に関する研究班第2回

山崎 オブザー
バー

深夜帯の電話相談対応について

67 平成22年9月27
日

東京ステーション
コンファレンス
（東京都）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班第2
回班会議

山崎、加
藤、浅井

研究分担
者、研究
協力者

母子保健情報データベースシステムのモデル試行について
（9/22-23の作業部会会議の報告など）、沖縄県での医療情報

との連結に関する研究について,保育所・幼稚園との連携につい
て

68 平成22年9月27
日

JICA本部（東京

都）

JICA国別研修「学校保

健」開講式

山崎 コース
リーダー

開講式およびコースオリエンテーション

69 平成22年9月28
日

NPOプラザなごや
（名古屋市）

あいちこどもケアたすか
る（病児・緊急預かり対
応基盤整備事業）平成22
年度第1回ネットワーク

山崎 委員長 平成22年度の養成講座実施予定について、平成23年度以降の展
開について

70 平成22年9月29
日

大府市役所（大府
市）

第4回企業で働く障害者
の生活支援ガイドブック
作成会議

加藤 構成員 企業で働く障害者の生活支援ガイドブック検討・作成

71 平成22年10月2
日

あいち小児セン
ター（大府市）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班分担

山崎、加
藤、浅井

研究分担
者、研究
協力者

妊娠時における要支援家庭の把握に関するスクリーニングシス
テムの検討。① モデル市の調査結果について、② 愛知県にお
ける展開の可能性を検討

72 平成22年10月5
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援事業「ジョ
イジョイ」運営会議

加藤 構成員 ジョイジョイの前期について、「ジョイジョイ」においての成
果、23年度計画案

73 平成22年10月6
日

あいち小児セン
ター（大府市）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班分担

山崎、加
藤、浅井

研究分担
者、研究
協力者

保健所で集積すべきデータに関する検討

74 平成22年10月7
日

あいち小児セン
ター（大府市）

市町村版母子保健情報
データベース説明会

山崎、加
藤、浅井

説明者 市町村版母子保健情報データベースの内容と入力方法について

75 平成22年10月7
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成22年度愛知県安心安
全な妊娠出産推進委員会

加藤 構成員 安心安全な妊娠出産推進の実施について、安心安全な妊娠出産
推進に関する各機関の取り組み

76 平成22年10月8
日

JICA中部国際セ

ンター（名古屋

JICA国別研修「学校保

健」評価会

山崎 コース
リーダー

エジプト、マレーシアの研修員とともに、研修内容について
フィードバックを行った。

77 平成22年10月8
日

JICA中部国際セ

ンター（名古屋

JICA国別研修「学校保

健」閉講式

山崎 チーム
リーダー

修了書授与・レポート発表・評価会

78 平成22年10月11日 Fayoum Club
(Fayoum city)

Trainer Team Kick-off
Meeting with Heads /
ISHCs of 20Pilot
Schools

山崎 専門家 Explanation to Heads / ISHCs of 20Pilot Schools about TT
Workshop for Comprehensive School Health Examination
and Health Education in 20 pilot schools, Review and
Preparation of TT Workshop

79 平成22年10月11
日

MOH office
(Fayoum city)

Meeting with Dr Emam
(Undersecretary, Health
Directorate Fayoum)

山崎 専門家 人事異動でFayoum保健省Undersecretary になったDr. Emam
と面談。プロジェクトの進捗状況について説明

80 平成22年10月14
日

Urban Health
Center (Fayoum
city)

Meeting with TT
member

山崎 専門家 翌週から行われるTT研修の内容を確定

81 平成22年10月19
日

Central
Department of
Medical Affairs,
HIO (Cairo city)

Meeting with Dr Elsaka
and Dr Omayma

山崎 専門家 国別研修の帰国研修員2名へのフォローアップ

82 平成22年10月26
日

東京ステーション
コンファレンス
（東京都）

健やか親子２１を推進す
るための母子保健情報の
利活用に関する研究｣班
第3回作業部会

山崎 委員 問診項目のコア項目の選定

83 平成22年11月5
日

愛知県立大府養護
学校（大府市）

平成22年度大府養護学校
学校評価委員会

山崎 委員 学校評価について、本校教育へのアンケートについて

84 平成22年11月16
日

システム科学コン
サルタンツ（東京
都）

JICA技術協力プロジェ

クト「エジプト学校保

健」専門家会議

山崎 専門家 DVDおよびJob discription改訂に関する検討

85 平成22年11月16
日

オフィス東京（東
京都）

小児救急の社会的サポー
トに関する委員会　平成
22年度第3回委員会

山崎 委員長 平成23年度の研修会の運営について、実践コースについて、基
礎コースについて、広報・募集について

86 平成22年11月16
日

岡崎聾学校（岡崎
市）

第48回東海地区聾教育研
究会

浅見 助言者 「自立活動」分科会の助言者

87 平成22年11月18
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成22年度愛知県乳幼児
事故予防対策委員会

山崎、大
野

委員長、
委員

不慮の事故の現状について、事故予防の取組の現状について、
今後の事故予防対策について

88 平成22年11月18
日

JICA中部国際セ

ンター（名古屋

JICA国別研修「学校保

健」反省会

山崎 コース
リーダー

2010年度国別研修「学校保健」コースの運営と評価
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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

89 平成22年11月18
日

大府市役所（大府
市）

第5回大府市自立支援協
議会（発達支援部会）

加藤 構成員 研修会の進め方、市民向けのパンフレットについて

90 平成22年12月2
日

NPOプラザなごや
（名古屋市）

あいちこどもケアたすか
る（病児・緊急預かり対
応基盤整備事業）平成22
年度第2回ネットワーク

山崎 委員長 平成22年度の養成講座実施予定について、労働者アンケート、

市町村アンケートについて、平成23年度以降の展開について

91 平成22年12月4
日

あいち小児セン
ター（大府市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員

山崎、加
藤、浅井

事務局 前川元教授による乳幼児健診モデルDVD作成第1日目

92 平成22年12月5
日

あいち小児セン
ター（大府市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員

山崎、加
藤、浅井

事務局 前川元教授による乳幼児健診モデルDVD作成第2日目

93 平成22年12月6
日

あいち小児セン
ター（大府市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員

山崎、加
藤、浅井

事務局 乳児期股関節健診DVD作成

94 平成22年12月7
日

日本小児保健協会
事務局（東京都）

第7回日本小児保健協会
学校保健委員会

山崎 委員 事務連絡、確認など、懸案事項の確認（学校保健安全法の英訳
ほか）、まとめの作成、次年度の活動について

95 平成22年12月16
日

大府市保健セン
ター（大府市）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班分担

山崎 研究分担
者

大府市版母子保健情報データベースのデータ項目に対する検討

96 平成22年12月20
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成22年度第2回愛知県
母子健康診査等専門会議

山崎、加
藤

委員 乳幼児健康診査の実績について、あいちの母子保健ニュース
（第37号）の発行について、改正母子健康診査マニュアルの施
行に向けて、虐待予防の推進に向けて

97 平成22年12月20
日

愛知県庁西庁舎
（名古屋市）

JICA課題別研修「学校

保健」検討会

山崎 コース
リーダー

愛知県教育委員会健康学習課、次年度の学校保健コースの運営
内容について

98 平成22年12月20
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子健康診査等専
門委員会

山崎・加
藤

構成員 乳幼児健康診査の実績、あいち母子保健ニュース、今後の虐待
予防の推進

99 平成22年12月25
日

藤田保健衛生大学
（豊明市）

日本小児保健協会第58回
学術集会・第6回企画委
員会会議

山崎 委員 会報への掲載、講演集作成スケジュール、ランチョンセミナー
等承諾状況の報告と今後の計画、プログラムに関する事項

100 平成23年1月4日 あいち小児セン
ター（大府市）

愛知県学童期生活習慣病
対策事業

山崎、小
田

事務局 来年度事業の実施について

101 平成23年1月6日 あいち小児セン
ター（大府市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員

山崎 事務局 母子健康診査マニュアルに添付するDVD動画の編集について

102 平成23年1月7日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成22年度愛知県安心安
全な妊娠出産推進委員会

加藤 構成員 安心安全な妊娠出産推進事業の実施状況について、今後の取組
について

103 平成23年1月14
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成22年度愛知県麻しん
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

104 平成23年1月14
日

愛知県庁西庁舎
（名古屋市）

JICA課題別研修「学校

保健」検討会

山崎 コース
リーダー

愛知県教育委員会体育スポーツ課、次年度の学校保健コースの
運営内容について

105 平成23年1月17
日

東京慈恵会医科大
学（東京都）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員

山崎 事務局 母子健康診査マニュアルに添付するDVD動画（前川元教授撮影
分）の編集について

106 平成23年1月17
日

東京ステーション
コンファレンス
（東京都）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班第3
回班会議

山崎、浅
井

研究分担
者、研究
協力者

母子保健情報データベースシステムのモデル試行について（モ
デル事業への応募状況などについて、問診項目について）、今
年度の研究進捗状況・研究成果についての発表

107 平成23年1月20日 愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員
会実務委員会

山崎、加
藤、浅井

事務局 マニュアル改訂に関する実務委員による検討

108 平成23年1月25
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

平成22年度第3回生活習
慣病若年化対策事業作業

小田 委員 平成23年度生活習慣病若年化対策事業の実施に向けて、平成24
年度の事業に向けて

109 平成23年1月25
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員
会専門委員会

山崎、加
藤、浅井

事務局 マニュアル改訂に関する専門委員による検討

110 平成23年1月25
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

第3回生活習慣病若年化
対策事業作業部会

小田 構成員 平成23年度生活習慣病若年化対策事業実施にむけて

111 平成23年1月28
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成22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および健康日本21あいち計画（健やか
親子分野）の最終評価について、各専門委員会の開催結果につ
いて、平成23年度愛知県母子保健重点目標と重点的な取り組み

112 平成23年1月28
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

愛知県母子保健運営協議
会

山崎・加
藤

構成員 愛知県の母子保健の現状、健康日本21あいち計画「健やか親

子」分野の最終評価について、平成23年度母子保健重点目標と
取組について

113 平成23年2月1日 愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成22年度第2回子ども
の健康を守る地域専門家
総合連携事業協議会

山崎 委員 専門家派遣について、モデル地域の事業概要について

114 平成23年2月7日 日本小児保健協会
事務局（東京都）

小児救急の社会的サポー
トに関する委員会　平成
22年度第4回委員会

山崎 委員長 平成23年度の研修会の運営について 1.基礎コースについて　2.
実践コースについて　3.広報募集について

115 平成23年2月8日 愛知県津島保健所
（津島市）

母子保健担当者等会議 加藤 助言者 母子健康診査マニュアルの改正に向けて

116 平成23年2月9日 東浦町役場（東浦
町）

平成22年度要保護児童対
策地域協議会代表者会議

加藤 構成員代
理

平成22年度要保護児童対策における現状報告

平成23年度の取り組みについて

117 平成23年2月10
日

愛知県歯科医師会
館（名古屋市）

愛知県母子健康診査マ
ニュアル第9版編集委員

山崎 事務局 母子健康診査マニュアル（案）について歯科医師会理事への説
明

118 平成23年2月10
日

大府市保健セン
ター（大府市）

健康おおぶ２１プラン推
進会議

久野 委員 事業報告、来年度予定、情報交換

119 平成23年2月14
日

愛知県江南保健所
（江南市）

平成22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・連絡票の活用状況、各機関の妊
娠期の取り組み・出産後の支援について
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120 平成23年2月15
日

大府市役所（大府
市）

親子育成支援事業「ジョ
イジョイ」運営会議

加藤 構成員 ジョイジョイの後期について、連携機関からの報告、23年度計
画案

121 平成23年2月18
日

阿久比町保健セン
ター（阿久比町）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班分担

山崎 研究分担
者

阿久比町版母子保健情報データベースのデータ項目に対する検
討

122 平成23年2月18
日

愛知県三の丸庁舎
（名古屋市）

平成22年度第2回愛知県
要保護児童対策協議会

久野 委員代理 平成22年度構成機関児童虐待防止対策取組状況について、新聞
報道された「児童虐待」事件の概要について、親権制度の見直
しについて、安心こども基金「児童虐待防止対策緊急強化事

123 平成23年2月18
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

保健所健康支援課長会議 加藤 オブザー
バー

平成23年度保健所健康支援課関連事業

124 平成23年2月22
日

大府市保健セン
ター（大府市）

第6回大府市自立支援協
議会（発達支援部会）

加藤 構成員 研修会の反省

125 平成23年2月26
日

名鉄病院（名古屋
市）

平成22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、大
野

事務局 今年度の調査研究について

126 平成23年2月28
日

大府市役所（大府
市）

平成22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22年度中間報告について、児童虐待防止シンポジウムにつ
いて

127 平成23年3月3日 JICA中部国際セ

ンター（名古屋

市）

Follow-up Program of
School Health Training,
Progress Report
Presentation TV
Conference

山崎 コース
リーダー

カメルーン、ネパール、ラオス、インドネシアの6名の帰国研

修員とのプログレスレポートのJICA-Netを用いた報告会

128 平成23年3月5日 藤田保健衛生大学
（豊明市）

日本小児保健協会第58回
学術集会・第7回企画委
員会会議

山崎 委員 会報への掲載、講演集作成スケジュール、ランチョンセミナー
等承諾状況の報告と今後の計画、プログラムに関する事項

129 平成23年3月6日 愛知県医師会館
（名古屋市）

第58回日本学校保健学会
企画会議

山崎 シンポジ
スト

児童虐待に関するシンポジウムについて

130 平成23年3月7日 愛知県教育セン
ター（東郷長）

JICA課題別研修「学校

保健」検討会

山崎 コース
リーダー

次年度の学校保健コースの運営内容について

131 平成23年3月9日 名城大学名駅サテ
ライト（名古屋
市）

「妊娠・授乳婦医薬品適
正使用推進研究班」第３
回会議

山崎 委員 第６回修了試験について、次年度養成講座について

132 平成23年3月15
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成22年度病院事業庁総
括安全衛生委員会

山崎 委員 平成22年度安全衛生管理の実施状況について、平成23年度安全
衛生管理事業の計画について

133 平成23年3月15
日

愛知県自治セン
ター（名古屋市）

平成22年度あいち小児保
健医療総合センター予防
接種調査検討委員会

山崎、大
野

事務局 愛知県予防接種センターの実績（相談件数、予防接種件数）、
本年度の調査研究活動について

134 平成23年3月15
日

大府市保健セン
ター（大府市）

健やか親子21を推進する
ための母子保健情報の利
活用に関する研究班分担

山崎 研究分担
者

大府市版母子保健情報データベースから市町村版母子保健情報
データベースへのデータ移行

135 平成23年3月18
日

名古屋市立大学
（名古屋市）

第2回先天性代謝異常等
検査専門委員会

山崎 委員 タンデム法によるパイロットスタディについて、行政への要望
書、タンデム法による対象疾患、タンデム法採用後の検査方法
の変更、タンデム法の現状

136 平成23年3月20
日

ナディアパーク
ビジネスセンター
ビル（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 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

137 平成23年3月22
日

大府市役所（大府
市）

第1回大府市自立支援協
議会（全体会）

加藤 構成員 今年度の活動について、専門部会の活動について、相談支援事
業の報告

138 平成23年3月24
日

石ケ瀬会館（大府
市）

大府市DV連絡会 浅井 委員代理 H22年度大府市の相談実績、「おおぶ男女共同参画プラン
Ⅳ」、情報交換

139 平成23年3月25
日

碧南市文化会館
（碧南市）

愛知県学童期生活習慣病
対策事業

山崎、小
田

事務局 卒業式、評価会

140 平成23年3月25
日

愛知県社会福祉会
館（名古屋市）

市町村・福祉相談セン
ター・児童相談セン
ター・女性相談セン
ター・保健所児童福祉主

加藤 構成員 平成23年度愛知県健康福祉部児童家庭課、子育て支援課予算概
要と関連事業について

141 平成23年3月28
日

みよし市立南部小
学校（みよし市）

JICA課題別研修「学校

保健」検討会

山崎 コース
リーダー

次年度の学校保健コース「健康推進学校」の運営内容について

142 平成23年3月29
日

碧南市保健セン
ター（碧南市）

平成22年度第4回生活習
慣病若年化対策事業作業
部会御

山崎、小
田

委員 平成23年度　生活習慣病若年化対策事業の実施に向けて
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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22年5月8日 日本福祉大学中央福祉専門

学校（名古屋市）

第5回関西・中部地区人工内耳勉強会 加藤（智） 小児人工内耳症例の訓練～オーディトリー・バーバル

法を取り入れて～

2 平成22年5月9日 名古屋市立大学病院（名古

屋市）

「妊娠・授乳サポート薬剤師」第1回
養成講座

山崎 オリエンテーション

3 平成22年5月14日 愛知県国保会館（名古屋

市）

平成22年度愛知県市町村保健師協議会
研修会

小田・久野 母子保健を取り巻く問題に向き合うために～小児病院

からみる虐待予防支援

4 平成22年5月16日 あいち小児センター（大府

市）

第42回あいち小児センター小児医療

懇話会

山崎 乳幼児健診における新しい評価の視点

子育て支援と発達支援

5 平成22年5月16日 愛知淑徳大学 平成２２年度愛知県臨床心理士会総

会ならびに一日研修会〔事例検討会

（福祉領域部会企画）〕

並木 ケース理解につながるＷＩＳＣ－Ⅲのアセスメント

6 平成22年5月20日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別研修「学校保健」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）

7 平成22年5月21日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 Participation Analysis 1

8 平成22年5月22日 領内保育園（稲沢市） 幼児教室（のびのび子育てセミ 加藤 楽しい育児をめざして事故予防などの実践を通して

9 平成22年5月24日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 Participation Analysis 2

10 平成22年5月27日 碧南市立南中学校（碧南

市）

第１回学校保健委員会 小田 「充実した学校生活を送るには」早ね　早起き　朝ご

はんを通して

11 平成22年5月28日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 Participation Analysis 3

12 平成22年5月29日 あいち小児センター（大府

市）

2010年度　国際学校保健セミナー 山崎 座長；アジア、アフリカ12か国（15名）の学校保健の

現状と課題

13 平成22年5月31日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 Problem Analysis 1& 2

14 平成22年6月1日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 Problem Analysis 3

15 平成22年6月2日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 Problem Analysis 4

16 平成22年6月3日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」講

義

山崎 コーディネート；学校検診の運営と学校保健統計（愛

知県教育委員会健康学習課：鳴澤由紀子）

17 平成22年6月4日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 Problem Analysis 5

18 平成22年6月7日 弥富市立白鳥小学校（弥富 JICA課題別研修「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

19 平成22年6月7日 岡崎市立梅園小学校（岡崎 JICA課題別研修「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

20 平成22年6月7日 豊川市立中部小学校（豊川 JICA課題別研修「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

21 平成22年6月8日 あいち小児センター（大府

市）

2009年度名古屋大学大学院医学系研

究科医療行政学修士課程　Young
Leader's Program

山崎 Child health in Japan

22 平成22年6月10日 JICA本部（東京都） JICA課題別研修「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：竹内智子）

23 平成22年6月11日 日本寄生虫予防会（東京

都）

JICA課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；日本の寄生虫対策（日本寄生虫予防

会：山内邦昭）

24 平成22年6月14日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 コーディネート；Project Cycle Management 2（元国

立看護大学教授：熱田泉）

25 平成22年6月15日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」講

義

山崎 コーディネート；学校保健における健康教育（理論と

実践）（システム科学コンサルタンツ：森川ひかり）

26 平成22年6月16日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」講

義

山崎 コーディネート；学校保健における健康教育（理論と

実践）（システム科学コンサルタンツ：森川ひかり）

27 平成22年6月17日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別集団研修「学校保健」討

論

山崎 Action Plan making 1&2

28 平成22年6月19日 山王病院（東京都） 小児救急電話相談の実施体制および

相談対応の充実に関する研究班第1回
全体会

山崎 日本小児保健協会　小児救急の社会的サポートに関す

る委員会の活動

29 平成22年6月21日 JICA中部（名古屋市） JICA課題別研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 3
30 平成22年6月21日 尾張旭市立三郷小学校（尾

張旭市）

JICA課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；健康推進学校の取り組み

31 平成22年6月24日 稲沢市 稲沢市生涯学習課主催・子育てセミ 久野・大野 子どもの事故予防と救急蘇生法

32 平成22年6月24日 稲沢市勤労福祉会館（稲沢 幼児セミナー 大野・久野 子どもの事故予防と窒息時の対応について

33 平成22年6月25日 第一給食センター（碧南

市）

JICA課題別研修「学校保健」視察 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：倉橋伸子）

34 平成22年6月25日 碧南市立大浜小学校（碧南 JICA課題別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；学校給食活動の実際

35 平成22年6月28日 愛知県立ひいらぎ養護学校

（半田市）

JICA課題別研修「学校保健」視察 山崎 養護学校での学校保健活動

（知的障害・肢体不自由等）

36 平成22年6月28日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 4

37 平成22年6月29日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別研修「学校保健」討論 山崎 Action Plan making 5

38 平成22年7月1日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA課題別研修「学校保健」・アク

ションプラン発表会

山崎 司会、座長

39 平成22年7月1日 国保会館（名古屋市） 愛知県市町村保健師協議会研修会 小田 「母子保健を取り巻く問題に向き合うために～小児病

院から見る虐待支援～」
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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

40 平成22年7月6日 Urban Health Center
(Fayoum city)

Workshop for the school health
examination training at schools
day#1

山崎 Explanation of scenario for DVD, Role play activities,
Develop the operational manuals, Develop the job
description of SHE

41 平成22年7月7日 Urban Health Center
(Fayoum city)

Workshop for the school health
examination training at schools
day#2

山崎 Role play activities; Decision making by school Dr
using model cases, Discuss follow up measures at
school level to individual students of model cases,
Modify the data sheet into Tammia model, Develop
the follow-up announcement letters to parents

42 平成22年7月8日 Urban Health Center
(Fayoum city)

Workshop for the school health
examination training at schools
day#3

山崎 Develop training materials of school health
examination at school by TT, Confirmation of
developed materials, Develop training methods of
school health examination at school by TT, Summary

d E l ti43 平成22年7月9日 名古屋地方裁判所（名古屋 家庭裁判所調査官研修 今本 講義「WISCⅢ知能検査について」，事例検討２ケース

44 平成22年7月10日 愛知淑徳大学（長久手キャ

ンパス）

小児保健1，保育原理1 加藤 地域の保健師活動

45 平成22年7月12日 新城市保健センター（新城

市）

第1回愛知県保健師協議会東三支部グ

ループ研究会

加藤 虐待予防の観点から考える母子手帳発行時の関わりに

ついて

46 平成22年7月13日 Tammia School for Girls
(Tammia dist)

DVD shooting of school health
examination　day#1

山崎 Schooting DVD film of model school health
examination

47 平成22年7月14日 Tammia School for Girls
(Tammia dist)

DVD shooting of school health
examination　day#2

山崎 Schooting DVD film of model school health
examination

48 平成22年7月20日 Urban Health Center
(Fayoum city)

Workshop for the school health
examination training at schools
day#4

山崎 Complete the job description for comprehensive SHE,
Discussion about the training method and materials
by the TT

49 平成22年7月21日 Urban Health Center
(Fayoum city)

Workshop for the school health
examination training at schools
day#5

山崎 Show the DVD and Q&A, Discuss the utilization of
DVD to the training, Develop the training program by
the TT about SHE

50 平成22年7月25日 ウインクあいち（名古屋 あいちこころの診療医 今本 発達障碍と学習指導

51 平成22年8月2日 名張市武道交流会館（名張 名張市教育委員会 河邉 「心理治療と特別支援教育」

52 平成22年8月3日 農業者コニュニティセン

ター（碧南市）

愛知県学童期生活習慣病予防対策事

業　生活習慣改善プログラム「健康

へゴー！」

山崎 「子どもをやる気にさせるコツ」

53 平成22年8月3日 農業者コニュニティセン

ター（碧南市）

愛知県学童期生活習慣病対策事業 佃 「日常生活の中で取り入れられる運動について」

54 平成22年8月4日 大府養護学校（大府市） 大府養護学校夏期研修 並木 箱庭療法を知ろう

55 平成22年8月5日 農業者コニュニティセン

ター（碧南市）

愛知県学童期生活習慣病対策事業 佃 「日常生活の中で取り入れられる運動について」

56 平成22年8月20日 あいち小児センター（大府 愛知教育大学養護教諭養成課程研修 山崎 感染防止の基本

57 平成22年8月23日 あいち小児センター（大府 平成２２年度医教連携セミナー 並木 家族支援で疲弊しすぎないための知恵

58 平成22年8月24日 大府市役所（大府市） 大府養護学校 今本 子育てニコニコ相談

59 平成22年8月26日 ウインクあいち（名古屋 明治安田生命 服部 子どものリエゾン臨床

60 平成22年9月4日 新城市保健センター（新城

市）

第2回愛知県保健師協議会東三支部グ

ループ研究会

加藤 虐待予防の観点から考える母子手帳発行時の関わりに

ついて

61 平成22年9月5日 ウィンクあいち（名古屋 あいちこころの診療医研究会 山崎 コーディネート；第2回講座「子ども虐待」

62 平成22年9月5日 ウインクあいち（名古屋 明治安田生命 河邉 虐待

63 平成22年9月14日 あいち健康の森健康科学総

合センター（東浦町）

平成22年度JICA研修「生活習慣病予

防対策研修コース」

山崎 Metabolic syndrome in childhood

64 平成22年9月16日 愛知県西尾保健所（西尾 西尾保健所管内保健師連絡会 浅井 子どもの事故予防について

65 平成22年9月24日 あいち小児センター（大府

市）

岐阜市民生・児童委員協議会　北・

西ブロック研修会

山崎 問題を抱える子どもと親の姿

66 平成22年9月29日 佐織公民館（愛西市） 愛西市ファミリー・サポート・セン

ター事業に係る養成講座

山崎 現場で必要な救急蘇生の知識と実技

67 平成22年9月30日 西尾市立西尾小学校（西尾

市）

JICA国別研修「学校保健」視察 山崎 コーディネート；児童による学校保健委員会活動、学

校給食、保健室の活動

68 平成22年10月1日 愛知県半田保健所（半田

市）

平成22年度半田保健所地域保健福祉

パイオニア育成研修会

山崎 乳幼児健診での発達障害のチェックポイントと母子へ

の支援について

69 平成22年10月3日 大府市役所（大府市） 平成22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「どの子も同じ、大切な命」コーディ

ネーター

70 平成22年10月4日 JICA本部（東京都） JICA国別研修「学校保健」視察 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：竹内智子）

71 平成22年10月4日 HANDS事務局（東京都） JICA国別研修「学校保健」講義 山崎 コーディネート；学校保健と母子保健の連携（大阪大

学大学院人間科学研究科：中村安秀）

72 平成22年10月5日 JICA東京センター（東京

都）

JICA国別研修「学校保健」講義 山崎 コーディネート；日本の学校教育制度（帝京平成大学

現代ライフ学部：横田雅史）

73 平成22年10月5日 碧南市立新川小学校（碧南

市）

碧南市養護教諭部会 山崎、小田 ・血液検査の結果等について、「すくすく教室」で

困っている点など

74 平成22年10月7日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

JICA国別研修「学校保健」討論 山崎 各国と日本の学校保健の状況

75 平成22年10月13日 Tammia School for Girls
(Tammia dist)

学校間交流活動 山崎 学校間交流の相手校であるTammia School for Girls
で、西尾市立西尾小学校の小学生が描いた30枚の絵の

裏面に書かれた説明と、エジプトの子どもたちへの質

問、絵画作成や学校の様子、学校長からのビデオレ
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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

76 平成22年10月13
日

名古屋市中区 県教育委員会・子育てネットワー

カー研修会

久野・大野 子どもの事故予防と救急蘇生法

77 平成22年10月13日 東大手庁舎（名古屋市） 子育てネットワーカー養成講座 久野 子どもの安全と救急

78 平成22年10月14 西三河総合庁舎（岡崎市） 子育てネットワーカー養成講座 小田、浅井 子どもの安全と救急手当・応急処置の方法

79 平成22年10月17日 Urban Health Center
(Fayoum city)

Workshop for comprehensive school
health examination day#1

山崎 Pre-exam, General idea of school health, Explanation
of ISHC roles & responsibilities, Training health
visitor for putting time plan, Explanation of
comprehensive health examination,

80 平成22年10月17日 ウインクあいち（名古屋 あいちこころの診療医 大橋 PTSD
81 平成22年10月18日 Urban Health Center

(Fayoum city)
Workshop for comprehensive school
health examination day#2

山崎 Infection control at school, DVD film show, Practical
training, Explanation comprehensive health
examination steps, After exam

82 平成22年10月25 高浜市中央公民館（高浜 高浜市子育て・家族支援者養成講座 山崎 子どもの疾病とその予防対策

83 平成22年10月26 あいち小児センター（大府 平成22年度新規採用栄養教諭研修 山崎 児童生徒の生活習慣病

84 平成22年10月29 あいち小児センター（大府 あいち小児センター虐待勉強会 山崎 虐待に気づいたらどう動けばよいか

85 平成22年11月1日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A
コース

山崎 第一講義「体の構造と機能」

ー学齢児の発育・発達・成熟ー

86 平成22年11月2日 一宮市民病院（一宮市） 一宮市民病院虐待勉強会 山崎 医療機関における子ども虐待への対応と予防

87 平成22年11月6日 ふれあいプラザ（知多市） 第1回緊急サポートスタッフ養成講座 山崎 子どもの病気について

88 平成22年11月7日 ウィンクあいち（名古屋 あいちこころの診療医研究会 山崎 コーディネート；第4回講座「不登校・心身症」

89 平成22年11月7日 ウインクあいち（名古屋 あいちこころの診療医 服部 不登校

90 平成22年11月8日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A
コース

山崎 第二講義「体の構造と機能」

ー生活リズムと体の機能“基礎編”ー
91 平成22年11月11日 愛知県児童総合センター

（長久手町）

平成22年度地域の子育て支援環境づ

くり事業「祖父母力アップ事業」

加藤 少し前の子育てと今の子育て

92 平成22年11月12日 津島市立高台寺小学校（津

島市）

第2回学校保健委員会 山崎 体のリズムと生活習慣について

93 平成22年11月16日 名古屋市立菊住小学校（名

古屋市）

南保健所喫煙防止事業 山崎 タバコと私たちの健康（6年生児童・2クラスを対象）

94 平成22年11月16日 知多市ふれあいプラザ集会

室（知多市）

支援のバトンをつなごうワーク

ショップ

加藤 乳幼児期の地域子育て支援

95 平成22年11月22日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A
コース

山崎 第三講義「体の構造と機能」

ー生活リズムと体の機能“病気編”ー
96 平成22年11月26日 新城市保健センター（新城

市）

第3回愛知県保健師協議会東三支部グ

ループ研究会

加藤 虐待予防の観点から考える母子手帳発行時の関わりに

ついて

97 平成22年11月29日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A
コース

山崎 第四講義「精神保健」

ー心の発達と学齢児の発達障害ー

98 平成22年12月1日 刈谷市総合文化センター

（刈谷市）

家庭訪問員養成講座 加藤 親子の肯定的な人間関係を促進する

99 平成22年12月2日 あいち小児センター（大府

市）

ニャンザ州保健マネージメント強化

プロジェクト「地域保健行政・母子

保健」コース

山崎 日本の母子保健システム

100 平成22年12月3日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

ニャンザ州保健マネージメント強化

プロジェクト「地域保健行政・母子

保健」コース

加藤 日本の保健師活動の歴史

101 平成22年12月4日 石ケ瀬会館（大府市） 第５回ＤＶシンポジウム 小田 それぞれの立場でできること

102 平成22年12月7日 知多市東部公民館（知多 第2回緊急サポートスタッフ養成講座 山崎 子どもの病気について

103 平成22年12月17日 刈谷市総合文化センター

（刈谷市）

家庭訪問員養成講座 加藤 あかちゃんのサインとコミュニケーション

104 平成22年12月18日 あいち小児センター（大府 PALS講習会（～19日） 山崎 コーディネート

105 平成22年12月20日 JICA中部国際センター（名

古屋市）

ニャンザ州保健マネージメント強化

プロジェクト「地域保健行政・母子

保健」コース

山崎 日本の学校保健システムと学校健診

106 平成22年12月20日 岐阜県中濃振興局（美濃加

茂市）

外国人学校における学校保健のあり

方に関する研究　説明会

山崎 日本の学校健診システムとブラジル学校現場の課題

107 平成22年12月22
日

愛知県江南保健所（江南

市）

江南保健所主催・パイオニア研修会

（子どもの事故予防）

大野 子どもの事故予防(保育園含む）と救急蘇生法

108 平成22年12月22日 小牧市保健センター（小牧

市）

春日井保健所保健医療福祉サービス

調整会議

久野 ハロー・ファミリーカードの導入について

109 平成22年12月27日 愛知県一宮保健所（一宮

市）

平成22年度一宮保健所保健医療福祉

サービス調整推進会議

山崎 児童虐待防止とハロー・ファミリー・カードについて

110 平成23年1月11日 愛知県立総合衛生専門学校

（名古屋市）

小児看護学方法論1第一看護科2年生 山崎 小児の特徴的な健康障害と治療（呼吸器系、消化器

系）
111 平成23年1月12日 一宮保健所（一宮市） 平成22年度地域保健パイオニア育成 浅見 3歳児健康診査における聴力検査アンケートについて

112 平成23年1月16日 名古屋市中小企業振興会館

（名古屋市）

日本小児保健協会　　平成22年度公

益事業市民公開セミナー「児童虐

待：子どもたちを守るために」

山崎 虐待を受けた子どもの診療を支える地域関係機関との

連携

113 平成23年1月17日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A
コース

山崎 第五講義「精神保健」

ー子ども虐待への対応ー
114 平成23年1月23日 東建ホール・丸の内（名古

屋市）

愛知県薬剤師会妊婦・授乳婦医薬品

適正使用推進研究班 第3回あいち・

くすりフォーラム

山崎 コーディネーター「シンポジウム：妊娠と授乳中のく

すりと母と子の健康　－多職種間のコミュニケーショ

ン－」
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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. 日程 場所（地域） 主催・研修会名・講演会名・テーマ 講師 内容等
115 平成23年1月25日 岐阜市中央青少年会館（岐

阜市）

岐阜市要保護児童対策地域協議会研

修会

山崎 気になる親子を気にする私たちの視点　～早期発見か

ら支援につなげるポイント
116 平成23年1月27日 岐阜県中濃振興局（美濃加

茂市）

外国人学校における学校保健のあり

方に関する研究　研修会

山崎 ブラジル学校での学校健診の取り組みに向けて

117 平成23年1月28日 ライフポートとよはし（豊

橋市）

東三河高等学校生徒指導研究会 服部 発達障碍のある生徒への理解と対応

118 平成23年1月29日 愛西市佐織公民館（愛西

市）

第12回あいち小児保健医療総合セン

ター県民公開講座

山崎、加藤、
浅井

コーディネート；川村昌代「子どもの心を豊かに育て

る　壁を乗り越えられる強い心を育てたい」
119 平成23年1月31日 労働会館本館（名古屋市） 学童保育指導員研修会 専 門 課 程 A

コース

山崎 第六講義「精神保健」

ー問題行動の背景にある子どもの心ー
120 平成23年1月31日 名張市教育会館（名張市） 名張市教育研究所 河邉 「子どもの心の発達と必要な支援を考える」

121 平成23年2月1日 愛知県立総合衛生専門学校

（名古屋市）

小児看護学方法論1第一看護科2年生 山崎 小児の特徴的な健康障害と治療（社会医学）、試験監

督
122 平成23年2月3日 碧南市芸術文化ホール　シ

アターサウス（碧南市）

愛知県学童期生活習慣病予防対策事

業

山崎、加藤、
小田

コーディネート：シンポジウム碧南市における学童期

の生活習慣病対策　～学校保健と地域保健の協働によ

る「碧南モデル」を目指して～

123 平成23年2月6日 あいち小児センター（大府

市）

平成22年度愛知県小児保健協会総

会・研修会

山崎、加藤、
小田

事務局、進行。特別講演「楽しく食べる食育で家庭が

変わり子どもが伸びる　小川雄二氏」、一般演題8題。
124 平成23年2月7日 半田市役所市民交流セン

ター（半田市）

半田市「病児・病後児預かりサポー

トスタッフ養成講習会」

山崎 子どもの病気

急性感染症の知識と対応
125 平成23年2月8日 Colégio Isaac Newton校（美

濃加茂市）

外国人学校における学校保健のあり

方に関する研究　研修会

山崎 イザキ・ニュートン校の教師に対する学校健診の研修

126 平成23年2月10日 岐阜大学医学部記念会館

（岐阜市）

平成22年度岐阜県予防接種センター

研修会

山崎 乳幼児の健康を守る新戦略　―小児用肺炎球菌ワクチン

およびHibワクチンを中心に
127 平成23年2月11日 半田市役所市民交流セン

ター（半田市）

半田市「病児・病後児預かりサポー

トスタッフ養成講習会」

山崎 子どもの事故とその予防対

128 平成23年2月13日 愛知大学車道校舎（名古屋

市）

平成２２年度第７回学校臨床心理士

会例会

並木 学校臨床に役立つアセスメントをするために―ＷＩＳＣ

－Ⅲの結果を支援へどう繋げるか―
129 平成23年2月17日 犬山市ファミリーサポート

センター（犬山市）

病児・緊急預かり対応基盤整備事業

「あいちこどもケアたすかる」フォ

ローアップ研修

山崎 「子どもの伝染性疾患の知識と予防」（実践編）、リ

スクマネジメント・コンピテンシー評価

130 平成23年2月19日 石が瀬会館（大府市） おおぶファミリー・サポート・セン

ター講習会

山崎 乳幼児の健康

131 平成23年2月19日 名古屋第一赤十字病院（名

古屋市）

周産期精神保健研究会 加藤 地域における保健師の役割

132 平成23年2月20日 あいち小児センター（大府 平成２２年度第２回虐待問題研究会 並木 発達障害と子ども虐待

133 平成23年2月21日 愛知県知多保健所（知多 平成22年度尾東ブロック保健師研究 久野 保健センターから見えてくること～虐待ケースから考

134 平成23年2月21日 刈谷市総合文化センター

（刈谷市）

家庭訪問員養成講座 加藤 家庭訪問員の基本姿勢と交流会

135 平成23年2月24日 東海市文化会館（東海市） 3歳児健康診査連絡会 山崎 子育て支援に視点を置いた3歳児健診　～愛知県母子健

康診査マニュアルの改訂にあたって
136 平成23年2月27日 名古屋市中小企業振興会館

（名古屋市）

改訂　母子健康診査マニュアル研修

会

山崎 改訂される母子健康診査マニュアル　～子育て支援の

必要性の判定を中心に
137 平成23年3月3日 愛知県西三河総合庁舎（岡

崎市）

改訂　母子健康診査マニュアル研修

会

山崎 改訂される母子健康診査マニュアル　～子育て支援の

必要性の判定を中心に
138 平成23年3月7日 名古屋市南保健所（名古屋 禁煙防止事業 山崎 タバコと子どもたちの健康

139 平成23年3月8日 Colégio Isaac Newton校（美

濃加茂市）

外国人学校における学校保健のあり

方に関する研究　パイロット校にお

ける健康診断の実施

山崎 Colégio Isaac Newtonに通う全児童生徒および託児所

PINGO DE LUZの幼児の健康診査

140 平成23年3月10日 愛知県医師会館（名古屋

市）

改訂　母子健康診査マニュアル研修

会

山崎 改訂される母子健康診査マニュアル　～子育て支援の

必要性の判定を中心に
141 平成23年3月13日 名城大学薬学部（名古屋

市）

「妊娠・授乳サポート薬剤師」養成

講座　修了試験及び修了式

山崎 妊娠中・授乳サポート薬剤師に期待すること

142 平成23年3月15日 大府市保健センター（大府

市）

母子健康診査マニュアル研修会 山崎 「母子健康診査マニュアル」～子育て支援に視点を置

いた乳幼児健診について
143 平成23年3月17日 ウインクあいち（名古屋

市）

平成22年度　愛知県病児・病後児預

かり促進事業

啓発フォーラム

山崎 病児・病後児預かりの課題と今後の展望

144 平成23年3月20日 ナディアパーク　ビジネス

センタービル（名古屋市）

あいちこどもケアたすかる「フォ

ローアップ研修 」(名古屋地区）

山崎 子どもの事故とその予防対策

145 平成23年3月22日 Colégio Isaac Newton校（美

濃加茂市）

外国人学校における学校保健のあり

方に関する研究　パイロット校にお

ける健康診断の実施

山崎 Colégio Isaac Newtonに通う全児童生徒および託児所

PINGO DE LUZの幼児の健康診査

146 平成23年3月24日 蒲郡市保健センター（蒲郡

市）

改訂母子健康診査マニュアル説明会 山崎 改訂される母子健康診査マニュアル　～子育て支援の

必要性の判定を中心に
147 平成23年3月26日 江南保健所（江南市） 江南保健所管内母子保健研修会 山崎、浅井 改訂される母子健康診査マニュアル　～子育て支援の

必要性の判定を中心に
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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22年4月8日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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22年4月22日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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22年7月8日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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22年7月28日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀・

岩味

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

5 平成22年9月30日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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

6 平成22年10月14日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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22年11月24日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀・

櫻井

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

8 平成22年11月25日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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22年12月16日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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 平成23年1月6日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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

11 平成23年2月10日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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23年3月10日 豊田市保健センター 3歳児健康診査 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23年3月23日 豊山町保健センター 乳幼児眼科検診 堀・

土屋

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22年5月25日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事 朝日 講師 職員研修「GMFCSの活用方法について」

2 平成22年6月15日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事 朝日 講師 リハビリ相談

3 平成22年7月9日 東浦緒川保育園 障害児等療育支援事 田辺 講師 療育相談

4 平成22年7月13日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事 朝日 講師 リハビリ相談

5 平成22年9月3日 やまもも園 障害児等療育支援事 佃 講師 療育相談

6 平成22年10月29日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事 朝日 講師 リハビリ相談

7 平成22年11月16日 東浦緒川保育園 障害児等療育支援事 田辺 講師 療育相談

8 平成22年11月16日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事

業

朝日 講師 職員研修「デュシャンヌ型筋ジストロ

フィーについて」

9 平成22年11月30日 やまもも園 障害児等療育支援事 佃 講師 療育相談

10 平成22年12月14日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事 朝日 講師 リハビリ相談

11 平成23年1月18日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事 朝日 講師 職員研修「立位と歩行について」

12 平成23年1月21日 やまもも園 障害児等療育支援事 佃 講師 療育相談

13 平成23年2月15日 ひいらぎ養護学校 施設支援一般指導事 朝日 講師 リハビリ相談
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No. 開催日 開催場所 参加機関・職種
出席
者数

当センター
の参加者

会議の種類 当センターの役割

1 平成22年4月9日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会実

務者委員

18 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

2 平成22年5月14日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会実

務者委員

19 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

3 平成22年6月11日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会

実務者会議

17 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

4 平成22年7月6日 保育園（碧

南市）

保育士 理学療法士 ケース検討会議 療育支援者

5 平成22年7月9日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会

実務者会議

17 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

6 平成22年7月13日 蟹江町役場

（蟹江町）

児童相談センター、保健所、

児童課、保健センター

6 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

7 平成22年8月9日 豊橋市民病

院(豊橋市）

児童相談センター、子育て支

援課、保健センター、訪問看

護ステーション、病院

14 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

8 平成22年8月20日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会実

務者委員

17 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

9 平成22年9月6日 豊橋市民病

院(豊橋市）

児童相談センター、子育て支

援課、保健センター、病院

12 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

10 平成22年9月10日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会実

務者委員

16 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

11 平成22年10月8日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会

実務者会議

17 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

12 平成22年10月20日 豊田市 豊田市主催・豊田市ケース検

討会

保健師、臨床心理士 ケース検討会議 育児支援・虐待予防等

の母子ケースのケース

13 平成22年11月12日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会

実務者会議

17 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

14 平成22年12月20日 豊田市 豊田市主催・豊田市ケース検

討会

保健師、臨床心理士 ケース検討会議 育児支援・虐待予防等

の母子ケースのケース

15 平成23年1月14日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会

実務者会議

17 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

16 平成23年1月19日 保育園（碧

南市）

保育士 理学療法士 ケース検討会議 療育支援者

17 平成23年2月9日 コロニー中

央病院（春

日井市）

児童相談センター、子育て支

援課、保健センター、病院

10 保健師 事例検討 情報提供、地域支援

18 平成23年2月18日 大府市役所

(大府市）

要保護児童対策地域協議会実

務者委員

17 保健師 進行管理、事例

検討

情報提供、地域支援

19 平成23年3月11日 大府市役所

(大府市）

保健師 ケース検討会議

e.虐待の地域ネットワークへの支援として、地域主催のネットワーク会議のスーパーバイザー
　または、地域で開催される虐待や療育支援のためのケース検討会議にメンバーとして参加
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