Ⅲ．研究業績編

日本子ども家庭総合研究所 平成23年度 研究業績
１．学会発表・学会シンポジウム・講演等（36件）
２．研究論文（25件）
３．編著書（30件）
４．報告書（18件）
５．その他（34 件）

１．学会発表・学会シンポジウム・講演等

衞藤隆「（講演）子どもたちの成長と食習慣」平成23年度（社）全国学校栄養士協議会岐阜県支部総会・研修会（関市），
2011.5．
川端秀仁・高橋ひとみ・衞藤隆「近見視力検査の導入に向けて（その６）眼科学的評価としての調節検査」第36回日本小
児眼科学会総会(京都)，2011.7．
衞藤隆「（講義）学校でのがん予防教育－子どものがんと放射線の正しい理解」群馬県健康教育担当者連絡協議会(藤岡
市)，2011.7．
衞藤隆・川井尚・武島春乃・堤ちはる・平山宗宏ほか「幼児健康度に関する継続的比較研究－予防接種・感染症の動向に
ついて－」第58回日本小児保健協会学術集会(名古屋)，2011.9．/『日本小児保健協会学術集会講演集』2011，111．
近藤洋子・衞藤隆・武島春乃・堤ちはる・平山宗宏ほか「幼児健康度に関する継続的比較研究－生活リズムの変化と他要
因との関連について－」第58回日本小児保健協会学術集会(名古屋)，2011.9．/『日本小児保健協会学術集会講演集』
2011，106．
原田直樹・衞藤隆・川井尚・武島春乃・堤ちはる・平山宗宏ほか「幼児健康度に関する継続的比較研究－20年間の保育環
境の変化－」第58回日本小児保健協会学術集会(名古屋)，2011.9．/『日本小児保健協会学術集会講演集』2011，105．
竹末加奈・衞藤隆・川井尚・武島春乃・堤ちはる・平山宗宏ほか「幼児健康度に関する継続的比較研究－父親の育児状況
の動向について－」第58回日本小児保健協会学術集会(名古屋)，2011.9. /『日本小児保健協会学術集会講演集』2011，
221．
衞藤隆「（講演）学校における感染症－最近の話題－」千葉県医師会学校医部会講演会（学校医講習会）， 2011.11．
衞藤隆「現代日本の子どもの健康－食育ガイド（仮称）のためのヒアリング－」内閣府食育ガイド（仮称）のためのヒア
リング，2012.1．
衞藤隆「（基調講演）これからの思春期・学校保健の課題－健康教育の立場から－」子ども家庭福祉研究講演会(東京)，
2012.2．
安部眞佐子・今坂衣里・堤ちはる「1歳6か月健診時に丸のみをする子どもの背景」第65回日本栄養・食糧学会大会(東京)，
2011.5．
堤ちはる・三橋扶佐子・安藤朗子ほか「幼稚園・保育所に通う幼児と保護者の食生活に関する実態調査」第58回日本小児
保健協会学術集会(名古屋)，2011.9．/『日本小児保健協会学術集会講演集』2011，254．
三橋美和・中村敬・堤ちはる・齋藤幸子・高野陽・益邑千草ほか「乳児家庭全戸訪問事業の実施状況と課題－訪問者の状
況及び新生児訪問との関連から－」第58回日本小児保健協会学術集会(名古屋)，2011.9．/『日本小児保健協会学術集
会講演集』2011，218．
松浦賢長・川井尚・武島春乃・堤ちはる・平山宗宏・衞藤隆ほか「幼児健康度調査における質問項目の変遷に関する研究」
第58回日本小児保健協会学術集会(名古屋)，2011.9．/『日本小児保健協会学術集会講演集』2011，219．
堤ちはる・三橋扶佐子ほか「行政栄養士による幼児と保護者への食生活支援の現状と課題」第58回日本栄養改善学会学術
総会(広島)，2011.9．/『栄養学雑誌』69(5)，322．
梶忍・太田百合子・三橋扶佐子・堤ちはる「行政栄養士による幼児と保護者の食生活の問題点と対応に関する実態調査」
第58回日本栄養改善学会学術総会(広島)，2011.9．/『栄養学雑誌』69(5)，322．
堤ちはる「「糖尿病と妊娠」糖代謝異常妊娠の栄養管理」『第16回日本糖尿病教育・看護学会学術集会抄録集』2011.9，
66．
堤ちはる・益邑千草「「乳児家庭全戸訪問事業」による母児の食生活の効果的支援方策について」第70回日本公衆衛生学
会総会(秋田)，2011.10，『第70回日本公衆衛生学会総会抄録集』242．
伊藤直香・下条直樹・岩田力ほか「食物アレルギーに対する急速経口免疫療法：多施設RCTの経過」第23回日本アレルギ
ー学会春季臨床大会（幕張），2011.5．
小山晴美・八木久子・岩田力ほか「鶏卵の急速免疫療法中に腸管症状により治療継続困難となった2症例」第23回日本ア
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レルギー学会春季臨床大会（幕張）, 2011.5．
板澤寿子・足立雄一・岩田力ほか「経口負荷試験でアナフィラキシーショックを呈した卵アレルギーの一女児例」第23
回日本アレルギー学会春季臨床大会（幕張）, 2011.5．
伊藤直香・下条直樹・岩田力ほか「食物アレルギーに対する急速経口免疫療法：多施設RCTの経過」第61回日本アレルギ
ー学会秋季学術大会（東京），2011.11．
須永進・青木知史・齋藤幸子「保護者の保育ニーズとその対応に関する研究２」日本保育学会第64回大会（東京），2011.5．
齋藤幸子・須永進・青木知史「保護者の保育ニーズに関する保育所と幼稚園の比較研究」第58回日本小児保健協会学術集
会(名古屋)，2011.9．/『日本小児保健協会学術集会講演集』2011，166．
齋藤幸子・宮原忍・近藤洋子「高校生の恋愛観と家族形成意識に関する調査」第52回日本母性衛生学会(京都)，2011.9.
齋藤幸子・益邑千草「乳児家庭全戸訪問事業の愛称およびキャッチフレーズについて」第70回日本公衆衛生学会(秋田)，
2011.10.
大和田喜美・安藤朗子「NICUから学童期までの支援につながる発達フォローアップ－NICUから外来へ－」（ワークシ
ョップ）第56回日本新生児未熟児学会(東京)，2011.11．
安藤朗子「極低出生体重児（中学生）の自己意識についての検討」第23回日本発達心理学会(名古屋)，2012.3.9．
益邑千草・中村敬・堤ちはる・高野陽・齋藤幸子ほか「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）における訪問
拒否等対応困難事例への支援体制に関する研究 全国調査の概要」第58回日本小児保健協会学術集会(名古屋)，2011.9．
/『日本小児保健協会学術集会講演集』2011，216．
益邑千草「乳児期早期の全数把握の課題－乳児家庭全戸訪問事業全国調査の結果から－」第70回日本公衆衛生学会総会(秋
田)，2011.10，19．
益邑千草「子育て家族を地域で応援～新しい母子保健と小児科医～」平成23年度健やか親子21全国大会(福井)，2011.11．
山本恒雄「司法面接－児童福祉領域における法的な被害事実確認について－」日本子ども虐待防止学会第17回学術集会い
ばらき大会（茨城），2011.12．
山本恒雄「司法面接・被害確認面接の日本の児童福祉での展開」日本子ども虐待防止学会第17回学術集会いばらき大会（茨
城），2011.12．
山本恒雄「児童相談所における子どもからの事情聴取」「（シンポジウム）司法における犯罪者・被害者に対する面接の
現状と課題」国際犯罪学会第16回世界大会（神戸）2011.8．
土谷みち子・柏女霊峰ほか「（自主シンポ指定討論者）これからの子育て・保護者支援－保育者の活動可能性を考える－」
日本保育学会(東京)，2011.5．
柏女霊峰ほか「（地域特別企画シンポジウム・コーディネーター）こうのとりのゆりかごが投げかけるもの－出自がわか
らないままで育つ子どもをどう支えるか－」日本子ども家庭福祉学会第12回全国大会(熊本)，2011.6．

２．研究論文

平山宗宏「これからの予防接種のあり方を考える」『公衆衛生』75(11)，2011.11，820-821．
刈間理介・越智啓太・衞藤隆ほか「小学生の防犯に関する市販書籍における犯罪被害防止対策の内容に関する検討」『日
本セーフティプロモーション学会誌』4，2011，17-30．
衞藤隆「今回の震災を振り返り・生かす―震災で大きな傷を受けた子どもたちに対してできること」
「緊急寄稿
その時どうする？

大震災、

養護教諭の役割と対応」『健』40(2)，2011.5，14-15．

衞藤隆「学校保健の現代的意義」『小児科臨床』64（増刊），2011.7，1203-1209．
衞藤隆「一般診療における学校保健とのかかわり」『小児科臨床』64（増刊），2011.7，1373-1378．
衞藤隆「「子どもをタバコの害から守る」合同委員会の活動」『小児科臨床』64(9)，2011.9，1923-1926．
衞藤隆「ライフスパンからみた定期健康診断のあり方」『小児内科』43(9)，2011.9，1424-1433.
衞藤隆「特集１ 2012年の教育に何が求められるか 学校の放射線問題」『月刊教職研修』473(1)，2012.1，61-63．
倉橋俊至・衞藤隆・堤ちはる・平山宗宏ほか「平成22年度幼児健康度調査 速報版」
『小児保健研究』70(3)，2011，448-457．
衞藤隆「IX．小児保健 20.学校保健において，養護教諭や栄養教諭との連携はどのようにすればよいですか」『小児内科』
43巻増刊号，2011.12，1002-1004．
堤ちはる・三橋扶佐子「布製フードモデルによるお弁当ごっこの展開」『栄養日本』54(9)，2011，39-41．
堤ちはる「「食」を通じた子育て支援－幼児期からの食事に望むもの－」『小児保健研究』70巻記念号，2011.9，7-9．
岩田力「「保育所におけるアレルギーガイドライン」について
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岩田力「VI．治療総論 3．内服薬が通常食後投与の理由を教えてください」『小児内科』43巻増刊号，2011.12，347-348．
岩田力「IX．小児保健 18．血液検査で陽性でも実際に食べて問題がない卵アレルギー患者の場合，予防接種はどうすれ
ばよいですか」『小児内科』43巻増刊号，2011.12，997-998．
岩田力「小児のアレルギー疾患について―最近の動向」『建帛社だより 土筆』94，建帛社，2011.9．
Toshio Katsunuma・Takehiko Matsui・Tsutomu Iwata ほか「Hospitalizations associated with pandemic influenza A
(H1N1) 2009 in asthmatic children in Japan」『Allergology International』61(1)，2012，75-82．
岩田力「第3章 気になる主訴・症状と鑑別診断 「発熱」「リンパ節腫大」」『小児・思春期診療 最新マニュアル』日本
医師会雑誌第141巻特別号（1），2012.7，58-61．
山本恒雄「子どもの性的虐待の現状と課題－H20～22年度の厚生労働省科学研究からみえてきた現状と課題－」『日本子
ども虐待防止学会学術雑誌 子どもの虐待とネグレクト』13(2)，2011，169-178．
山本恒雄「司法面接のこれから 特集にあたって」
『日本子ども虐待防止学会学術雑誌 子どもの虐待とネグレクト』13(3)，
2011，314-315．
山本恒雄「子どもの虐待の現状と支援」『司法精神医学』7(1)，2012.3，33-40.
柏女霊峰「子ども家庭福祉の新時代」『月刊福祉』94(5)，2011.4，35-39．
柏女霊峰「児童養護施設の将来像」『児童養護』42(2)，2011.9，8-17．
尾木まり・柏女霊峰・斉藤進ほか「小学高学年の生活実態および意識と将来への期待について」『厚生の指標』59(2)，
2012.2，1-7.
柏女霊峰「子ども・子育て新システムと障害児支援」『季刊福祉労働』134，2012.3，60-70.

３．編著書

衞藤隆・辻野智香・北村米子ほか「第3章―13 発育・発達のアセスメントでみえること―心と体のトータルアセスメント
―」『養護教諭―毎日の執務とその工夫―』東京：第一法規，2011，1-34．
衞藤隆「学校保健安全」杉原誠四郎（監修）『2013年度教採対応版 必携学校小六法』東京：協同出版，2012，814-819．
衞藤隆（監修）「いざというとき 子どもの事故病気と応急処置」社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合
研究所編『パパ・ママのための育児Ｑ＆Ａ1500』10刷，東京：保健同人社，2012，1-16．
衞藤隆「第4章 赤ちゃんの育て方 眠るときの癖と異常」「第4章 赤ちゃんと入浴」「第4章 外気浴のさせ方」「第4章 抱
っことおんぶ」「第4章 赤ちゃんと遊ぶ」「第4章 赤ちゃんとおもちゃ」「第4章 赤ちゃん体操」「第4章 パパにやっ
てほしいこと」社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所編『パパ・ママのための育児Ｑ＆Ａ1500』
10刷，東京：保健同人社，2012，474-482，483-491，511-517，518-522，523-524，533-537，541-543，544-546．
衞藤隆「1．10年ごとの幼児の健康・生活状況の比較‐特に睡眠や健診について‐」日本子ども家庭総合研究所編『日本
子ども資料年鑑2012』東京：KTC中央出版，2012，16—19．
堤ちはる「個人（ライフステージ別）における栄養管理 1．乳幼児期」「5．妊娠・授乳期」由田克士・石田裕美編著『Ｐ
ＤＣＡサイクルと食事摂取基準による栄養管理・給食管理』東京：建帛社，2011.9，47-53，70-77．
堤ちはる（指導）「第5章 0・1・2歳児コミュニケーションを大切にしてほしい、食の環境を整える、あそびから体験へ」
『食育のアイデア実践ガイド』埼玉：メイト，2011.9，58-68．
堤ちはる「「授乳・離乳の支援ガイド」の概要」「乳児期後半の栄養（離乳食の進め方）」平岩幹男編集代表『子育て支
援ハンドブック』東京：日本小児医事出版社，2011.11，368-374，381-388．
堤ちはる｢「授乳・離乳の支援ガイド」の概要｣｢乳児期後半の栄養（離乳食の進め方）｣平岩幹男編集代表『子育て支援ハ
ンドブック チェック版』東京：日本小児医事出版社，2011.11，78-79，82-83．
堤ちはる（監修）野口真紀（著）『赤ちゃんとお母さんのためのおいしい離乳食』東京：池田書店，2012，1-143．
堤ちはる「4．食生活」「Ⅴ．栄養・食生活」日本子ども家庭総合研究所編『日本子ども資料年鑑2012』東京：KTC中央出
版，2012，28—31，161—186．
岩田力「序章 保育における子どもの保健」「第1章 子どもの健康と保健の意義 第1節 生命の保持と情緒の安定に係る保
健活動の意義と目的」「第1章第2節 健康の概念と健康指標」「第3章 子どもの疾病と保育」新 保育士養成講座編纂委
員会編『新 保育士養成講座 第7巻 子どもの保健』東京：全国社会福祉協議会，2011.5，1-5，7-15，15-20，63-90．
松村千春・岩田力「第3章 生活・遊びの基盤をしっかりおさえよう」網野武博・阿部和子編著『0歳児のすべてがわかる！
保育力がグーンとアップする生活・遊び・環境づくりの完全ナビ』東京：明治図書，2012.2，29-37．
岩田力「免疫・アレルギー疾患」「呼吸器疾患」「心身症・精神疾患」「事故・虐待」「皮膚疾患」早川浩・小林昭夫監
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修『テキスト 子どもの病気』第2版，東京：日本小児医事出版社，2012.3，72-79，106-111，155-158，159-165，166-169.
齋藤幸子「3．メディア接触・遊び」「Ⅸ．子どもの生活・文化・意識と行動」日本子ども家庭総合研究所編『日本子ど
も資料年鑑2012』東京：KTC中央出版，2012，24—27，303—332．
斉藤進「Ⅰ．人口動態と子ども」日本子ども家庭総合研究所編『日本子ども資料年鑑2012』東京：KTC中央出版，2012，
33—66．
安藤朗子「第4章第4節 家庭訪問保育における子育てアドバイス 」巷野悟郎監修・全国ベビーシッター協会編『新刊 ベ
ビーシッター講座

家庭訪問保育の理論と実際―』東京：中央法規出版社，2011.5，134-142．

安藤朗子「2．生活習慣・発達」「Ⅲ．発育・発達」日本子ども家庭総合研究所編『日本子ども資料年鑑2012』東京：KTC
中央出版，2012，20—23，89—110．
安藤朗子「第2章 からだとこころ

3歳ころ以降の発達」庄司順一・安藤朗子「第2章 からだとこころ

「第5章 子どもの性格形成としつけ

乳幼児の発達」

子どもの個性とは」社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所

編『パパ・ママのための育児Ｑ＆Ａ1500』10刷，東京：保健同人社，東京，2012，323-333，268-275，664-667．
益邑千草「第11章 心と身体の健康問題と地域保健活動」新 保育士養成講座編纂委員会編『新 保育士養成講座 第7巻 子
どもの保健』東京：全国社会福祉協議会，2011.5，272-294．
益邑千草「第10章 母と子どもの保健」岩田力ほか編著『子どもの保健－理論と実際－』同文書院，2011.10，177-194．
益邑千草「Ⅳ．保健・医療」日本子ども家庭総合研究所編『日本子ども資料年鑑2012』東京：KTC中央出版，2012，111—
160．
山本恒雄「日本における子どもの性的虐待についての現状と課題」『子ども虐待の予防とケアのすべて』（追録式）第15
巻，東京：第一法規，2011，261-266．
山本恒雄「Ⅵ．子どもと家族の福祉」日本子ども家庭総合研究所編『日本子ども資料年鑑2012』東京：KTC中央出版，2012，
187—228．
柏女霊峰『子ども家庭福祉・保育の幕開け－緊急提言 平成期の改革はどうあるべきか』東京：誠信書房，2011.10，1-278．
網野武博・柏女霊峰・澁谷昌史編『児童や家庭に対する支援と児童家庭福祉制度』第3版，東京：中央法規，2012.2，1-227．
柏女霊峰・佐藤まゆみ「第6章 近年の子ども家庭福祉の動向」小木曽宏・宮本秀樹・鈴木崇之編『よくわかる社会的養護
内容』京都：ミネルヴァ書房，2012.3，224-239．
柏女霊峰・総合アドバイザー・ママ・パパ子育て応援BOOK編集委員会編『抱きしめてあげたい―あなたは一人じゃない、
大丈夫―』石川県健康福祉部少子化対策監室，2012.3，1-83．
平岡雪雄「Ⅺ．子どもをめぐる生活環境」日本子ども家庭総合研究所編『日本子ども資料年鑑2012』東京：KTC中央出版，
2012，369—391．
有村大士「Ⅱ．家族・家庭」日本子ども家庭総合研究所編『日本子ども資料年鑑2012』東京：KTC中央出版，2012，67—88．

４．報告書

柳澤正義『東日本大震災に被災した子ども達の健やかな成育を支援するための方策に関する調査研究（主任研究者 柳澤
正義）』平成23年度児童関連サービス調査研究等事業報告書，2012.3．
岩田力（厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー等疾患予防・治療研究事業）『食物アレルギーにおける経口免疫療法
の確立と治癒メカニズムの解明に関する研究（研究代表者 岩田力）』平成23年度総括・分担研究報告書，2012.3．
岩田力『バングラデシュ農村部住環境中の回虫抗原量と小児の喘息症状との関連（研究代表者 岩田力）』（科学研究費
助成事業 基盤研究（C）），平成21〜23年度研究成果報告書
齋藤幸子・益邑千草「乳児家庭全戸訪問事業に関連して新設または拡張された事業について 平成22年度『乳児家庭全戸
訪問事業の実施状況に関する全国調査』より」
（厚生労働科学研究補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
「『乳
児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）』における訪問拒否など対応困難事例への支援体制に関する研究」分
担研究報告書，2012.3，198-211．
加藤忠明・斉藤進ほか「平成21年度、及び平成22年度の小児慢性特定疾患治療研究事業の全国登録状況」（厚生労働科学
研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）『小児慢性特定疾患の登録・管理・解析・情報提供に関する研
究（研究代表者 松井陽）』平成23年度総括・分担研究報告書，2012，13-57．
斉藤進ほか「小児慢性特定疾患治療研究事業システムに関する研究１－登録管理ソフト（Windows7版）の開発について－」
（厚生労働科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）『小児慢性特定疾患の登録・管理・解析・情報
提供に関する研究（研究代表者 松井陽）』平成23年度総括・分担研究報告書，2012，217-219．
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斉藤進・加藤忠明「小児慢性特定疾患治療研究事業システムに関する研究２－平成21、22年度小児慢性特定疾患治療研究
事業の疾患群別、実施主体別、男女別、診断時・発病時年齢階級別、登録者数－」（厚生労働科学研究費補助金成育疾
患克服等次世代育成基盤研究事業）『小児慢性特定疾患の登録・管理・解析・情報提供に関する研究（研究代表者 松
井陽）』平成23年度総括・分担研究報告書，2012，221-367．
益邑千草「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）における訪問拒否等対応困難事例への支援体制に関する研
究総括研究報告」（厚生労働科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）「『乳児家庭全戸訪問事業（こ
んにちは赤ちゃん事業）』における訪問拒否等対応困難事例への支援体制に関する研究（研究代表者 益邑千草）」平
成23年度総括・分担研究報告書，2012.3，1-12．
益邑千草「『乳児家庭全戸訪問事業』の実施状況に関する全国調査の報告（第2報）」（厚生労働科学研究費補助金成育
疾患克服等次世代育成基盤研究事業）「『乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）』における訪問拒否等対
応困難事例への支援体制に関する研究（研究代表者 益邑千草）」平成23年度総括・分担研究報告書，2011.3，13-90．
益邑千草「『乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン解説書』の骨子に関する調査」（厚生労働科学研究費補助金成育疾患克
服等次世代育成基盤研究事業）「『乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）』における訪問拒否等対応困難
事例への支援体制に関する研究（研究代表者 益邑千草）」平成23年度総括・分担研究報告書，2012.3，91-125．
三橋美和・堀井節子・福本惠・益邑千草「非専門職訪問者によるこんにちは赤ちゃん事業の意義と効果的な実施のための
工夫－訪問受け入れ向上のための検討－」
（厚生労働科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
「『乳
児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）』における訪問拒否等対応困難事例への支援体制に関する研究（研究
代表者 益邑千草）」平成23年度総括・分担研究報告書，2012.3，160-175．
堤ちはる「『乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）』を活用した母親の食生活支援について」（厚生労働科
学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）「『乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）』に
おける訪問拒否等対応困難事例への支援体制に関する研究（研究代表者 益邑千草）」平成23年度総括・分担研究報告
書，2012.3，176-182．
山本恒雄「ヒアリング調査からみえる婦人相談所の相談保護支援ルートと同伴児対応」（厚生労働科学研究費補助金政策
科学推進研究事業）『女性・母子の保護支援における婦人相談所の機能評価に関する研究（研究代表者 森川美恵）』
平成23年度総括・分担研究報告書，分担研究（山本等），2012，91-130．
山本恒雄（研究協力）「障害児家族に対する子育て支援母子保健活動の後方視的分析研究」（分担研究 佐藤拓代）（厚
生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業（身体・知的等障害分野））『障害児をもつ家族に対するニーズアセ
スメント指標の開発と小児病院と地域が連携した包括的な支援方策に関する研究(研究代表者 植田紀美子）』平成23
年度総括・分担研究報告書，2012，156-170．
山本恒雄「家庭内性暴力被害児（児童虐待、児童ポルノ等）の発見・支援における各関係機関の対応と連携に関する調査
研究」平成23年度児童関連サービス調査研究等事業報告書，こども未来財団，2012，45．
柏女霊峰ほか(保育所待機児童問題対策プロジェクト)『保育所待機児問題への対応 実践の手引き』東京都社会福祉協議
会，2012.3，1-151．
柏女霊峰（仮称）「児童虐待防止及び子育て家庭への支援に関する条例」制定検討委員会(柏女霊峰委員長)『浦安市の子
どもをみんなで守る条例案』2012.3，1-7．
柏女霊峰ほか『障害児入所施設における小規模ケア化、地域分散化を推進する上での課題に関する調査報告書』厚生労働
省・平成23年度障害者総合福祉推進事業報告書，2012.3，1-270．

５．その他

柳澤正義「（論説）小児科医も性的虐待にもっと目を向けよう」『小児科診療』75(2), 2012．
堤ちはる（監修）「楽しく進める離乳食」愛媛県愛媛県医師会『愛媛県小児科医会発行パンフット』2011．1-6．
堤ちはる（指導）「ママと赤ちゃんの栄養と水分」『母子衛生研究会発行パンフレット』2011．
中林正雄（監修）・堤ちはる（指導）『ママと赤ちゃんの栄養ガイド』第7版，東京：母子衛生研究会，2011．
中林正雄（監修）・堤ちはる（指導）『妊産婦のためのカラダにやさしい減塩食事実践ガイド』第4版，東京：母子衛生
研究会，2011，1-17．
堤ちはる「調乳温度が変更されたことはご存知ですか？」
『母子保健ハンドブック』東京：母子保健事業団，2011.9，213．
堤ちはる（監修）「食事時間のイライラにさようなら！」『こどもちゃれんじぷちファースト通信』ベネッセコーポレー
ション，2012.3，18－23．
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堤ちはる「妊娠糖尿病、出産後の食事指導」『月刊母子保健』635，母子衛生研究会，2012.3，6-7．
堤ちはる「妊娠糖尿病の栄養管理」第16回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 シンポジウム報告，『日本糖尿病教育・
看護学会誌』16(1)，2012.3，60-63．
堤ちはる（指導）「妊産婦のためのカラダにやさしい減塩食事実践ガイド」第5版，（財）母子衛生研究会，2012.3．
中林正雄（監修）・堤ちはる（指導）「ママと赤ちゃんの栄養ガイド」（財）母子衛生研究会，2012.3．
堤ちはる（作成検討会座長）「保育所における食事の提供ガイドライン」厚生労働省，2012.3，1-79．
益邑千草（日本語監修）『子どもを戸外へ－遊び・学習・発達－（Toddlers Outdoors）』（DVD 65分）新宿スタジオ，
2011.10．
柏女霊峰「未来へのとびら」『保育の友』59(4)，2011.4，53．
柏女霊峰「保育研究の質的発展と研究倫理」日本保育協会・保育科学研究所『研究所だより』6，2011.4，15-16．
柏女霊峰「（講演録）全国保育士協議会倫理綱領ガイドブックの作成を受けて」全国保育士協議会『会報』42，2011.6，
1-6．
柏女霊峰「第三の社会的養護－ファミリーホームのこれから－」『社会的養護とファミリーホーム』2，東京：福村出版，
2011.7，8-12．
柏女霊峰「社会的養護改革の三段ロケット」『教育と医学』59(8)，2011.8，2-3．
柏女霊峰「（講演録）第5分科会 これからの里親制度」第56回関東甲信越静里親研究協議会大会報告書『里親養育と子ど
も虐待』2011.8，103-125．
柏女霊峰「親鸞と恵信尼－その生涯と家族愛」『厚生労働統計通信』64，2011.8，2-3．
柏女霊峰「児童福祉」日本心理臨床学会編『心理臨床学事典』東京：丸善出版，2011.8，350-351．
柏女霊峰「（談）総合施設の新たな誕生？」『新・幼児と保育』1(4)，2011.9，40-41．
柏女霊峰「次代の先導者たち」『全国認定こども園協会会報』12，2011.9，7．
柏女霊峰「里親制度の振興と里親委託ガイドライン通知」『はーもにい』102，家庭養護促進協会，2011.9，4-6．
柏女霊峰「子ども・子育て新システムと石川県の保育」『そだち』10，石川県社会福祉協議会保育部会，2011.10，1．
柏女霊峰「社会的養護の幕開け－あたりまえの生活をめざして」『経営協』340，2012.1，19-20．
柏女霊峰（講演録）「家族支援の実際と課題<その1>」『保育界』551，2012.1，41-43．
柏女霊峰（講演録）「家族支援の実際と課題<その2>」『保育界』552，2012.1，37-39．
柏女霊峰(講演録)「地域で子育てー子育ち・子育てのマクロ・メゾ・ミクロ」『ファミリー・サポート・センター全国交
流集会報告書』(平成23年度)，女性労働協会，2012.3，81-88．
柏女霊峰「子ども・子育て新システムと保育」『保育士会だより』247，全国保育士会， 2012.3，4-6．
柏女霊峰「(談)児童福祉」『遊育』20(6)，2012.3，26．
柏女霊峰「（講演録）子ども・子育て新システムと保育」第52回関東ブロック保育研究大会報告（千葉市），2012.3，14-21．
柏女霊峰「（インタビュー）「社会的養護の課題と将来像」策定の意義と今後の課題」『全母協通信』134，全国社会福
祉協議会， 2012.3，1-15．
柏女霊峰「(講演録)子ども・子育て新システムについて」『セミナー講演録集』26，おおさか市町村職員研修研究センタ
ー（マッセOSAKA），2012.3，41-94．
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