
Ⅲ．主要課題別の活動概要 
 

子どもの虐待 

１．虐待予防・支援のための保健医療相談活動 
１）専門家への対応と事例への対応 
 虐待・虐待予防に関する保健医療相談は 1,415 件で全相談の 34.6%であっ

た。専門家との相談が 668 件（47.2％）と最も多く、次いで母 603 件（42.7％）、

であった。相談の内容は親への支援 987 件（69.8％）、子どもへの虐待 309
件（21.8％）、子どもへのケア 80 件（5.7％）、その他 39 件（2.7％）であっ

た。 
２．院内での虐待の早期発見・支援活動 
１）虐待ネットワーク委員会ケース検討会議の実施 
今年度新規事例 19 事例、継続事例 20 事例、計 39 回開催した。地域関係機

関を含めた検討会議は 36 事例、院内関係者のみでの検討会議は 3 事例、延

べ 445 名の関係者の参加があった。 
２）院内虐待ケースの進行管理カンファランスの実施・充実 
およそ月に 1 回で計 11 回開催した。今年度新規事例 111 事例、延べ 206 事

例について進行管理を行った。また、平成 17 年から虐待新規事例の現在の

受診状況や地域での支援状況についての調査を実施しているが、平成 18 年

の新規事例 144 ケースについても調査したところ、継続受診中が 109 名

（75.7％）、終了・転院が 21 名（14.6％）、治療中断だが地域での支援が継

続している事例が 14 名（9.7％）であった。治療中断・不明者はいなかった。

平成 17 年からの継続事例 156 件については、18 年にあらたに不明となった

事例は 5 件（3.2％）であった。 
３）院内研修の実施 
 「反応性愛着障害の治療について」の研修会を開催し、院内スタッフを含

む 90 名の参加があった。受講後アンケートでは大変参考なったが 69.6％、

参考になったが 23.3％で概ね好評であった。この研修を受けて子育て支援や

虐待予防にさらに取り組もうと思ったが 81.2％であった。 
３．周産期からの虐待予防活動 
１）ハロー・ファミリーカードプロジェクトの拡大・充実 
 平成 17 年度より西尾保健所管内の医療機関・助産施設、保健機関と協働

でプロジェクトを実施した。西尾保健所で行われた母子連絡会に参加し、プ

ロジェクトの現状と今後についての意見交換を行い、一層の推進を図った。 
 平成 18 年度は衣浦東部保健所・支所管内の医療機関・助産施設と保健機

関の計 17 機関に拡大し、実施している。 
２）保健機関における周産期から乳幼児期の保健活動の集約と医療機関等へ

の情報提供 
 周産期医療機関との連携を図るため、保健機関に対し、乳幼児期の母子保

健活動についての情報更新を依頼し、ホームページに情報を提供した。 
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３）研修会の開催 
 周産期医療現場スタッフが取り組む子育て支援に関する研修会を開催。周

産期医療スタッフ保健機関スタッフ等、計 74 名の参加があった 
４）調査・研究 
 ハロー・ファミリーカードプロジェクト参加機関に対し、子育て支援に関

する意識調査を実施した。 
 愛知県医師会小児科医会の協力を得て、小児科医の子育て支援に関するア

ンケート調査を実施した。 

子どもの事故 

子ども事故予防ハウスの運営 
事故予防ハウスには計 529 人（一般 451 人、専門家等 78 人）の利用者を

認めた。外来受診患者家族等を対象とした小児の救急蘇生講習会も定例化し

て 10 回実施し、47 名が利用した。ハウスでは実際の浴室や階段、台所にお

ける予防策の体験や、保健師から当センターで作成したビデオ「子どもの事

故予防」等の媒体による事故予防情報の提供している。また、事故予防情報

のパネル（熱さましシート事故、屋外での事故について）を作成し、県民健

康祭やあいち健康プラザで展示した。 
子どもの事故予防研修会の実施 
地域での事故予防に関する教室等として、刈谷市での保育園保護者向けの

教室（120 名参加）をはじめ、7 ヶ所総計 244 名を対象として実施した。 
調査研究活動 
子どもの事故サーベイランス調査を、知多市（平成 14 年 12 月より）、碧

南市（平成 14 年 11 月より）の各保健センター（１歳半健診・３歳児健診）

で継続している。平成 18 年 4 月～平成 19 年 3 月に知多市では 1 歳６か月健

診でのチェックシート回答者 789 人中一度でも事故を経験したのは 258 人、

３歳児健診では 747 人中 197 人、碧南市では 1 歳６か月健診 754 人中 302
人、3 歳児健診 716 人中 222 人の事故があった。それぞれ分析し保健センタ

ーに情報還元した。 

子どもと家族の

ヘルスプロモー

ション 

健康長寿あいち宣言のもと、あいち健康プラザや教育機関とも協力して、

子どもからの生涯健康づくりを目指して活動している。 

こどもの生活習慣病予防教室 
 健康プラザとの連携による「アチェメック健康スクール」（こどもの生活

習慣病予防教室）は、内分泌科のアチェメック健康スクール外来を中心とし

た通年型の活動として実施している。 
平成 18 年度参加者は 42 人（うち、新規 33 人）で、うち年度中にスクー

ルを終了した者 19 人中、肥満度が改善した者は 15 人であった。県内の学校、

保健関係者の相談の受け皿、対象児の紹介先の資源として機能している。 
親子のタバコ対策活動 

 平成 18 年 10 月 1 日からのセンター終日敷地内全面禁煙を受け、本年度か

ら取り組みを開始した。1. 入院及び外来を利用者の保護者および職員を対
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象に喫煙に関する意識・実態調査を実施、保護者の回答者 1,409 名中、喫煙

者がいる家庭は 51%、「喫煙時に周囲へ配慮しているとはいえない家庭」が

24.5%を占めた。2. 喫煙の影響に関する知識についてのパネル展示：上記ア

ンケートに盛り込まれた喫煙の影響に関する知識の有無に関する設問に対

する正答率に解説を加えたパネルを作成し、センター内に掲示し知識の啓発

を図った。 

子どもと家族へ

のボランティア

活動 

ボランティア受入状況 
平成 18 年度新規登録者 44 人全登録者数 94 人で、団体登録数は 1 団体（小

児の森プロジェクト）である。 
ボランティア活動時間(H18 年 4 月～19 年 3 月)は、延べ活動者計 641 人、

延べ活動時間 1,422 時間であった。 
ボランティア活動内容 
外来ふれあい活動（プレイコーナー活動）、病棟ふれあい活動（学習ボラ

ンティア、イベント）、環境さわやか活動（生花の活け込み、園芸、季節の

飾りつけ、ミニ水族館活動）こども図書室（お話会の開催）、どんぐりハウ

ス（リビングの生花の活け込み）、事故予防ハウス（受付、説明など）のほ

か、イベント企画協力、自主グループ活動（21 世紀愛知の子ども健康フォー

ラム出展）、アチェメックの森プロジェクト（センター隣の森の小径づくり

の会を４回開催）などが行われた。 

ボランティア研修会 
研修会においては、新規登録希望者と既登録者の交流会をあわせて実施し

た。H18.5.18（木）わくわくチーム医療をめざして；保育士（参加者 13 名）、

H18.7.22（土）こころの健康とボランティア活動；臨床心理士（参加者 33
名）、H18.9.22（金）；外来・病棟で出会う子ども達；看護師（参加者１0 名）

を実施した。 
自主グループ化について：独自のホームページを作成しイベント情報や掲

示板運営などを運営（http://www5d.biglobe.ne.jp/~baubau/）。図書室のボ

ランティアはメーリングリスト作成し、月に２回の活動に当たっての連絡等

は図書ボラグループ内で行うようにしている。 

情報サービス 
ホームページにボランティア募集と研修、オリエンテーション案内などとと

もに掲載。ACHEMEC の仲間たち－子どもと家族の心に安心と安らぎを－

（ボランティア活動報告集 6）を発行。 

在宅療養支援 
地域との連携 

1. 入院患児の在宅療養に対する支援と連携 
入院早期の「サポート連絡票」による病棟からの連絡は 58 件であり、そ

の内「ケース連絡票」による継続支援に繋がった件数は 15 件であった。「ケ

ース連絡票」による連絡件数は 86 件となった。平成 16 年度 24 件、17 年度

56 件と年々増加している。保健室から地域への支援依頼のおもな目的は、子

育て支援が主で、17 年度 43 件、18 年度 67 件であった。在宅医療・継続看
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護は、17 年度 12 件、18 年度 7 件であった。 
2. アチェメック子育てスクール 
家族の力だけでは子どもを育てることが困難な家族が、不適切な養育に陥

らないよう、未然にその持てる力をエンパワーしていくために、平成 17 年 4
月からアチェメック子育てスクールを開始した。担当看護師が看護アセスメ

ントする中で、育児不安が強い人、母親からも具体的な育児の心配などの相

談があった人等を対象に、医療・保健部門の関係スタッフが母親と相談し支

援プログラムを作成した。平成 18 年度は、６家族 8 事例を対象（平成 17 年

度 5 事例）として実施した。うち２家族が双胎で、１家族には年間２回の子

育てスクールを実施した。対象児は、乳児 5 事例、幼児 3 事例。6 家族のう

ち 5 家族が始めての出産であり、1 家族は父違いの姉がいるが、母は 20 歳

であった。具体的な支援は、身の回りの整理整頓および食事指導、スキンケ

アと離乳食、ミルクの与え方、おむつ交換と臀部ケア、子どもの生活リズム

をつけること、お風呂の入れ方、遊び方、事故予防等であった。 
3. 母子保健スキルアップ研修 
 発達障害児とその家族に対する支援をテーマにとりあげ、具体的な事例を

とおしてグループワークやロールプレイを行い、また、昨年度まで単独の研

修として実施していた当センターの心療科外来での陪席を組み合わせたプ

ログラムとした。市町村保健師 24 人、県保健所保健師 4 人が、連続 5 回の

研修に参加した。 
4. 保育リーダー研修 

保健室の調整機能と総合診療部の総合的な療育機能を活用し、気になる子

を含む、障害を持つ子どもたちの理解と対応の基本的な知識と技術につい

て、地域の一般の保育園等で中心的な役割を担う保育士に対して学習する機

会を提供する目的に平成 15 年度から実施している。平成 17 年度から参加募

集は愛知県児童家庭課が担当し、愛知県私立幼稚園連盟の協力も得て、幼稚

園教諭も対象とした。34 名が連続 5 回の研修会に参加し、その成果を「軽

度発達障害児の理解と保育 平成 18 年度保育リーダー研修報告集」にまと

めた。 
5. 訪問看護ステーション研修 
平成 17 年度から、訪問看護ステーションに勤務する看護師等を対象に、

小児の受け入れ態勢の充実をめざした研修会を開催した。そのアンケートの

結果から、内容が好評であり、腹膜透析患児への看護の経験がない訪問看護

ステーションが多く、受講できなかった人もあったことなどから、平成 18
年度も、腎疾患と腹膜透析に関する内容で実施した。研修は１日目講義、２

日目ＣＡＰＤ管理の実技等を行ない、県内の訪問看護ステーションから 30
名が参加した。 

国際母子保健 
医療 

1) JICA 研修「アフリカ地域母子保健行政」研修：平成 18 年 10 月 4 日（水）

～11 月 12 日（日）、研修生 8 名（ナイジェリア 3 名、タンザニア 2 名、
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ジンバブエ 3 名）。プログラム立案・研修評価等技術協力、会場設営、連

絡調整等を担当した。 
2) ヤング・リーダーズ・プログラム（名古屋大学大学院医学系研究科・医

療行政修士コース）：平成 18 年 6 月 13 日～6 月 16 日、研修生 8 名。 

時間外電話相談 

専用電話相談窓口「育児もしもしキャッチ」の運営 
電話相談員の体制を火～金は 3 人、土は 2 人として実施したが、相談員の確

保が困難で、火～金曜日も 2 人体制で実施することもあった。相談件数は、

6,735 件で昨年度 (6,450 件)の 104.4%であった。応対不能件数 2,776 件を加

えた総着信数は 9,511 件であった。 
専門相談員の連絡会(研修会)及び交流会 

母の主訴をきちんと聴くことへの対応を徹底した。 7/14（金）「育児にイラ

イラする相談者への対応」10 人（講師：今本臨床心理士）、12/13（水）「子

どもの急な病気、けがへの対応～電話相談でのポイント～」11 人（講師：山

腰小児救急認定看護師）、2/8（木）「困ったくせへの対応」8 人（講師：今本

臨床心理士） 
その他案内カード・ポスターの配布、相談員確保のための活動を実施した。 
課題 県民のニーズが高い反面、対応不能件数への対処が課題である。また

電話相談員の確保も困難であり、適切な対応が求められる。 

愛知県予防接種

センター事業 

接種要注意者、海外渡航者等に対する予防接種の実施 
 予防接種実施件数 1,522 件（平成 17 年度 1,504 件） 
契約市町村数 21 市町（平成 17 年度 20 市町） 

保健医療相談及び情報提供  相談件数 1,041 件（平成 17 年度 922 件） 
予防接種センター調査検討委員会の開催 
（調査検討委員会１回、研究部会２回） 
調査研究活動 
「麻しん及び風しんの予防接種に関する調査」 
啓発活動 
・ MR 第 2 期の接種勧奨のためのポスター作成“年長さんも予防接種”を

2,000 部作成し、県内幼稚園・保育園に配布。 
・ 子どもの予防接種に関するリーフレット“子どもの予防接種・年齢別チ

ェックポイント”を 2,000 部作成し、県内幼稚園・保育園に配布。 
愛知県健康対策課主催感染症研修会において、活動実績報告 

愛知県遺伝相談

センター 

遺伝相談の実施 
遺伝カウンセラーによる面接相談 20 件、保健師による電話相談・面接相

談 32 件（面接 14 件、電話 16 件、メール 2 件）を実施した。 
情報サービス 
市町村保健センター・保健所等の保健関係機関に遺伝相談案内の配布 
ホームページに遺伝相談について情報掲載。遺伝ネットへの登録 
遺伝相談連絡会議の開催（平成 19 年 3 月 19 日） 
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保健医療情報 
サービス 

ホームページの運営 
ページ・アクセス件数 は 2,679,458 件（平成 17 年度 2,520,210 件）、月平

均 223,288 件（同月平均 210,017 件）であり、平成 17 年度に比較して増加

を認めた。アクセス数の多いコンテンツは、「診療科別医師名簿」や「診療

科案内」、「診療実績」などの診療に関する情報のニーズは高い。科別には整

形外科、腎臓科などの閲覧件数が比較的多かった。ホームページ更新 56 回。 
患者・家族会との連携によりＨＰ情報の情報を更新し最新のものとした。 
広報誌の発行 
あいち小児保健医療総合センターだより「アチェメックの風」計 4 回（第 9
号～第 12 号）発行。 
母子健康診査マニュアル集計報告 
愛知県事業である母子健康診査マニュアルの市町村保健センターからのデ

ータを集計し報告した。 
こども図書室の活動 
年間利用者数：10,222 人（子ども：就学前 2,269 人、小学生 2,109 人、中高

生 855 人。保護者等：4,989 人） 
・図書閲覧及び貸し出し貸出冊数：延べ 5,277 冊 
・お話し会の実施：年間 20 回 参加者数 143 人 
・インターネット利用者；1,162 人 
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