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第３章 活動別の実績とその評価 

 

活動名 1. 妊娠期からの児童虐待予防・対応活動 

 

◆ これまでの取り組み 

心療科における被虐待児の治療と連携をしながら、親支援や地域とのサポート体制づくりをし、虐待の再

発予防・家庭再統合の役割を果たしている。また、センター全体でも虐待を早期発見し、支援ができるよう

にと、院内関係スタッフからなる虐待ネットワーク委員会を発足し、当センターを受診される要支援家族へ

の支援と院内の体制整備に努め、平成 27 年度からは障害者虐待防止法・DV 防止法等の関係法律を勘案し

「権利擁護委員会」として機能している。虐待の予防に視点を置き、県内の周産期医療機関や保健機関と協

働で予防システムの構築をすすめている。 

        

◆ 活動内容 

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 1,864 件で全相談の 34.5％であり、昨年より相談件数割合とも

増加している。そのうち電話が 1047 件、面接相談が 689 件、カンファレンス 101 件、文書・メール 24 件

であった。専門家との相談が 800 件（42.9%）と最も多く、次いで院内の 247 件、母の 237 件（12,7％）

であった。相談の内容は、子どもへの虐待 691 件（37.1％）、親への支援 740 件（39.7％）、子どもへのケ

ア 376 件（20 .2％）、その他 42 件（2.37％）、法律について 5 件であった。時間外電話相談にも 58 件の相

談があった。 

 

2. 院内での虐待の早期発見・支援活動 

1) 権利擁護委員会個別ケース会議におけるケース検討の実施 

 平成 28 年度の新規事例 45 事例、継続事例 17 事例について計 110 回の個別ケース会議を開催した。地域

関係機関を含めた検討会議は 82 回実施し、その内 2 回はセンター職員（保健師）が市町村に出向いた。検

討会参加者は、センターから医師・看護師・臨床心理士・保健師他コメディカルの参加が 597 名、地域か

ら児童福祉司・弁護士・小中特別支援教員・市町村職員・保健師・訪問看護師・病院 MSW・NPO 職員・

保育士・母子生活支援施設職員・障害者相談支援センター・福祉事業所職員（児童デイ）・児童養護施設職

員等 381 名が参加し、事例に関わる参加者は延べ 978 名の関係者となった。情報を共有し役割分担や各機

関での対応方針等を検討した。子どもに関わる多くの関係者との連携強化につながり子どもを支援するネッ

トワークが広がった。 

  

2) 権利擁護委員会ネットワーク会議の活動と虐待ケースの進行管理の実施 

ネットワーク会議は、センター内の各部門からの構成員 22 人で組織され、11 月からは、新たに周産期部

門の医師・病棟看護師が参加し 25 人の構成で組織された。平成 28 年度は年間 12 回毎月開催し、86 事例

について進行管理を行った。センターからは 9 件の通告を実施した。 

新規事例については受診状況や地域での支援状況について、毎年末に状況調査を実施しているが、平成

28 年 1 月から 12 月の新規虐待事例 73 件については、継続受診中が 48 件（64.4％）、転院・終了が 18 件
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（24.7％）、医療未受診だが児童相談所や市町村など他機関でフォロー中は 8 件（11.0％）、医療中断で不明

となった者はなかった。 

また、院内職員を対象に子ども虐待に関する研修会を実施した。 

開催日 内容 対象 受講者数 

平成 28 年 11 月 1 日 

 

 

講演 

「児童虐待に対する法医学的視点について」 

講師 藤田保健衛生大学医学部法医学講座        

磯部 一郎氏 

あいち小児保

健医療総合セ

ンター職員 

75 人 

 医療現場から医師 17 人、看護師 41 人、コメディカル 17 人計 75 人の参加が得られ、職員の関心の高さ

と児童虐待を理解しようという姿勢が広がった。今後の早期発見など院内連携に繋がったと考えられる。 

 

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 28 年度は、新たに１医療機関、3 市町が加わり、プロジェクト参加機関が 129 機関（14 保健所管内

（3 中核市含む）53 保健機関、57 医療機関、15 助産機関、2 母乳相談室、1 歯科医療機関、1 福祉機関）

となり、県内多くの機関の医療と保健の現場スタッフが協働して、妊娠期からの子育て支援に取り組み、

支援の輪が広がっている。 

 

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、妊娠期、乳幼児期の母子保健活動についての情報 

更新を依頼している。平成 27 年度から、母子保健活動に加え児童福祉サービスも一元的に情報提供できる

よう様式を変更し、保健機関が記載した妊娠期からのサービス内容をホームページで発信している。 

 

3) 研修会の開催 

１．周産期からの虐待予防研修会 

【目的】妊娠から出産、子育てまで切れ目ない支援を目指して、虐待を未然に防ぐため医療と地域関係職種

の連携及び支援技術を高めること、周産期からの虐待予防について妊娠から子育てに関わる支援者と支援方

法について考える機会とする。 

研修名 開催日及び場所 内容：テーマ 対象 参加者数 

子
育
て
支
援
に
関
す
る
研
修
会 

周
産
期
医
療
現
場
ス
タ
ッ
フ
と
取
り
組

む 

 開催日： 

平成 29 年 2 月 20 日（月） 

 

 

場所： 

あいち小児保健医療総合

センター 大会議室 

報告「妊娠期出産後のメンタルヘルス支

援の状況について」 

    報告者 保健室 山本由美子 

講演「妊娠期・出産後の母親と家族の 

       メンタルヘルス支援」 

講師 東京大学大学院医学系研究科  

 健康科学・看護学専攻 上別府圭子氏 

周産期医療

機関及び小

児科医療機

関、保健機

関、児童福

祉関係者 

137 人 

（内訳） 

医療機関：

66 人 

保健機関： 

63 人 

児童福祉 

3 人 
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【アンケート結果】（回収率 81.0％） 

「研修内容は役に立つ」と 90% 以上が回答していた。参加は医療機関（助産師・看護師・MSW）から 48.1％、

保健機関 46％、児童福祉機関 2.2％であった。近年では最も医療機関参加者が多い傾向であった。 

医療機関関係者からは「妊娠中からの切れ目のない支援がより密な子育て支援に繋がる、医療機関保健機

関がタッグを組むことが重要だと思った」「質問票を用いて母の話を丁寧に聞く大切さを学んだ」など前

向きに取り組むための気づきが多く記載されていた。地域保健関係者からは「母の育ちが子の育ちに大き

く影響すること、世代間伝達の防止」「メンタルヘルス支援により介入により改善される効果がある」「質

問票を活用していきたい」など様々な感想が寄せられ、妊娠期からのメンタル支援のためのスクリーニン

グの必要性を理解し、早期に支援が開始できることを共有した。どうしたら育児がしやすくなるか、一緒

に考える姿勢が大切であると現場の支援者に向けてご講義いただき、今後の業務に活かしてもらえ、支援

を考えてもらう機会となり、満足度の高い研修会になったと考えられた。 

 

2.虐待予防のための研修会 

【目的】児童虐待を未然（重症化）に防ぐ親支援について地域関係職種と一緒に考え、連携及び支援技術を

高める。虐待の現状を理解し、支援の方法を模索することにより、母子保健分野と関係職種における虐待

予防を考える。 

開催日 内容 対象 受講者数 

平成 28 年 11 月 14 日

（月） 

 

場所： 

あいち小児保健医療総

合センター 大会議室 

 報告「当センターに受診した事例から 

          ～養育背景と支援者～」      

       報告者 保健室 山本 由美子 

  

 講演「疾患・障害のある児の育てにくさと 

               親への支援」 

  講師 社会医療福祉法人大道会 森之宮病院 

     小児神経科 医師 小倉 加恵子氏    

医療機関

保健機関

児童福祉

関係者 

 

130 人 

 

【アンケート結果】（回収率 89.2％） 

参加者の内訳は、医療機関職員（医師、看護師助産師、MSW）19％、市町村保健・児童障害福祉職員 67%、 

県型保健所 7％、児童相談センター職員 5%であり、障害福祉担当者など多職種の参加が得られた。 

「研修内容は役に立つ」と 96 % が回答され、疾患・障害がある児と家族に対しての支援方法について「寄

り添いながら長期的に関わっていくことが大切だと学んだ」「多職種と他機関との連携を十分に行っていき

たい」と気づきがあり、「子・親・親子関係、環境それぞれの角度から見る必要性や視点の持ち方を学んだ」

「親の思いに丁寧に傾聴して支援したい」など多くの感想が寄せられ、今後の対象者支援と関係者間の連携

に活かされる研修会となった。 

  

5. 調査・研究 

第 63 回日本小児保健協会学術集会において「妊娠期・乳児期の状況からみた乳児虐待予防の考察」を示

説発表及び平成 28 年度愛知県公衆衛生研究会において『ハローファミリーカード』の取り組みについて」

を口述発表した。 
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◆ 評価方法 

1. 虐待に関する保健相談の推移 

2. 地域とのネットワーク会議の実施 

3. 院内虐待ケースの進行管理カンファレンスの内容分析   

4. 「ハロー・ファミリーカードプロジェクト」の推進状況 

5. 各種研修会の実施状況 

 

◆ 評価 

虐待・虐待予防に関する保健・医療相談は昨年度と比較すると 257 件増加しており、電話面接件数が増

加した。相談全体に占める割合も増加している。相談者は専門家との相談が最も多く、関係機関との連絡調

整や院内調整も多い状況があった。ついで院内からの相談であった。昨年度までは次いで母との相談であっ

た。面接相談等は昨年と同様であった。親支援のためには、関係機関と連携した継続支援が保健師の重要な

役割であると改めて確認できた。 

院内での虐待については、今年度から「権利擁護委員会」として対応しており、「小児救急救命センター」

としての機能を考慮した委員会構成としている。虐待事例については、委員会で報告管理しており、11 月

からオープンした周産期部門で特定妊婦についても検討された。 

新規虐待報告事例は、診療科 12 科と昨年同様多数の科から報告されている。今年度は脳外科が全体の

9.6％、整形外科、循環器科、内分泌科からの報告数が全体の 8.2％と増加している。年齢別で乳児が 21,9％

を占め、緊急な対応が必要とされる場合も多く、センター内での速やかな対応と判断が要求されてきている。

今後もこうした事例への対応を１つ１つ振り返りながら、よりよい支援体制整備を検討していきたい。また、

センター職員全員が虐待対応や予防・早期発見・支援の視点が持てるよう研修会が開催できたことは意義深

かった。今後も委員会の職種の役割の確認や、ケースの多職種連携について、センター内の体制整備・意識

の向上に努めていきたい。 

地域とのネットワークでは、82 回の個別ケース支援会議を実施し、センター職員が 597 人参加し、381

人の地域関係機関・関係者との情報共有、役割分担が図られ支援の連携やスキルアップに繋がった。また、

周産期部門がオープンし、妊娠・周産期からの支援と虐待予防に視点をおき、院内連携を確立していく連携

会議をスタートした。 

保健センターでは、周産期からの虐待予防を目的にハロー・ファミリーカードプロジェクト事業、妊娠期・

乳幼児期の保健活動の情報提供、研修などを実施している。研修会は関係職種のニーズや、妊娠期からの支

援で必要なことは何かを模索し、よりよい内容で企画できるように努めていきたい。ハロー・ファミリーカ

ードプロジェクトは、健やか親子 21（第 2 次）の基盤課題 A「切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策」

に該当する取組であるため、事業開始から 10 年が経過した後も県保健所を中核として母と子が安心して生

活できる子育て支援の地域づくりに繋がるように関係機関との連携を深めていきたい。 

研修会は、「妊娠期からのメンタルヘルス支援・慢性的な疾患を持つ児への虐待予防」として「家族への 

支援」について関係機関連携を焦点に考える内容とした。予防や親支援をする上での課題は、関係機関とと

もに妊産婦や家族への丁寧な対応支援が必要であるが「いつの時点で情報を共有したらよいか悩む」「介入

に拒否的な家庭への支援方法」「機関によって対応にばらつきがある」などの機関による連携上の課題が多

く挙げられた。さらに、「妊婦への支援が難しい」との意見も多かった。今後はこれらの課題も踏まえ、妊

娠期からの継続した虐待予防に関する研修会を企画し事業を展開していきたい。 
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活動名 1－2. グループミーティングを用いた家族支援 

 

◆ これまでの取り組み 

虐待のハイリスクである発達障害児を抱える保護者に対し、平成 22 年度から講座（ステッピングストー

ンズ・トリプルＰ）を実施し、平成 24 年度には通院中の育児不安のある保護者を対象とした講座（グルー

プトリプル P）を実施してきた。平成 25 年度から疾患のある子を持つ親を対象に自助グループミーティン

グ MCG（Mother and child group）を実施している。 

 

◆ 活動内容 

【目的】 

 センターには様々な疾患をもつ子どもが通院していて、親は慣れない育児に加えて、疾患による問題も抱

えながら日々子育てをしている。育児不安が強い場合や家族環境等に問題のある場合は、保健師へ連絡があ

り個別での相談指導で育児支援をしているが、このような方法での支援の限界を感じることも少なくない。

そこで「グループミーティング」により、母親自身の自己肯定感を回復し、社会適応力の向上など、もとも

と持つ力を引き出すことで自身を成長させ、育児困難感の軽減や虐待を予防することを目的として実施する。 

 

【内容】 

「mama’s ほっとタイム」と名付け、MCG（Mother and child group）方式を参考に実施。仲間のい

る自助的グループ。日時、場所、時間、進行者などが設定されていて、原則として「言い放し、聞き放し」

のミーティング。誰からも否定されず、非難されず、ありのままの自分が受け入れられるグループであり、

正直に自己開示ができ、他者の話を傾聴し、自分が抱えている課題に気付くことによって、家族や他者との

人間関係を見直し、グループで回復していくという信頼感も備わり自己の成長訓練をしていくことをねらっ

た。なお、毎回のミーティングに特にテーマは設けず全 6 回をフリートーキングで実施した。内容は、育

児のストレス・家族、夫との関係、他児と比べる、実親との関係、母の人生と仕事、子育てのつらさ、子ど

もを受け入れられない等の話題が出ていた。 

      

【結果】 

・実施日時：9/16～11/24、10 時～12 時、全６回 

・参加者：通院中の子どもをもつ育児不安を抱える母親６名（4 名は担当保健師が必要性を感じて声をかけ

て誘った母親）年齢は 24 歳から 38 歳で子どもの人数は 1 人から 4 人、子の年齢は 3 か月児から３歳児で

託児を利用した。子どもの通院科は限定されておらず、多科に受診している児が３名、循環器科、心療科、

内分泌科がそれぞれ 1 名で、治療を要する疾患をもち、育てにくさを感じている母親であった。出席状況

は１回から６回であった。 

・保健師の個別相談からの参加者が６名で集団と個別の両輪での支援を行った。 

・託児：計 6 回 延べ 20 名（実 6 名）。託児は保育士延べ 12 名（実 3 名）で対応した。 

 

◆ 評価方法 

１．育児支援アンケート（参加前、参加後）の実施 

アセスメントツール：セルフアセスメント「PSI 育児ストレスインデックス」 
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２．グループ終了後に「PSI」の結果を臨床心理士から面接または電話で報告し、母へフィードバック。 

３．毎回のアフターミーティングで参加時の様子を話し合う。終了後に全体の評価ミーティング実施。 

４．参加者に終了後の感想の記入を求めた。 

 

◆ 評価 

１．育児支援アンケート「PSI 育児ストレスインデックス」の結果と母へのフィードバック 

1 回のみの参加になってしまった母は、他児と重症度が違うことで参加が難しかったが、個別支援を継続

した。また、子育てに「親が問題である」と罪悪感を持ち、愛着を感じにくいことにしている母はＰＳＩの

フィードバックを希望されなかったが、全６回出席され、グループの継続を切望されている現状で個別支援

を継続していく方針とした。PSI で総点が危険領域であるものは２名いた。参加希望されたが、対人関係が

苦手な母は、1 回参加した後の継続ができずに外来診療も途絶えがちになる可能性が高く、地域支援者に連

絡し個別支援継続をしている。参加前後とも危険領域であった 1 名は終了時により「子どもが問題であり

自分の問題もある」と考える特徴が悪化していた。フィードバック時に睡眠障害も訴えられ、心理士と保健

師から精神科受診を勧め、精神疾患が診断され内服治療となった。ＰＳＩで提出不足もあり、改善傾向が見

られたものはいなかった。1 名はストレスのない状態で参加していた。参加者には今後も相談にのれること

を伝え、継続支援を約束した。スタッフのミーティング結果と「PSI 質問紙」結果は必ずしも一致しない状

況であり双方から考察をしていく必要性を感じた。 

 

２．グループについて 

メンバーが固定しにくいグループ状況であった。継続的には 3 人で実施し 3 人は集団が苦手な人であっ

た。グループは 1 回目に「子どもが嫌い」「子育てに苦手」など子育てについて合理的な意見を話す母と、

幼い印象の母、共感的な母、その場に依存する母などで構成され、それぞれが自由に話すことができた印象

であった。「正直に話して良い場所」であり、つらい気持ちを共感してもらえる場であることはメンバー間

で共有されたが、子どもの話が中心となり、母自身の話ができにくいもどかしさを伝えた母もいた。参加者

の終了後の感想文から「もやもやしたことを話すだけで、こんなに気持ちがすっきりするのだと思った」「自

分は聞いてもらいたかったんだと思った。共感してもらえて答えが欲しいわけではないことに気づいた」と

いう感想があった。 

 反省点として、会に安心して参加するためには来年度託児に看護師を配置し、対象者が児を預けられる環

境を整備する必要がある。事前に面接を行いグループミーティングが必要な対象者であるのかを個別面接を

実施して把握することは今年度達成できたので来年度も同様に実施する必要性がある。 

 保健部門で行う親支援グループは、小児慢性疾患や発達の遅れ等、虐待ハイリスク者への虐待予防のアプ

ローチの可能性が考えられる。 

 

 

活動名 2. 時間外電話相談活動 

 

◆ これまでの取り組み 

当センターでは、平成 13 年 11 月のオープン時より、地域の保健機関が閉庁する午後 5 時から 9 時まで

の間、専門相談員が育児や母子の健康についての相談に対応する本事業を実施してきた。 
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開設当初より 17 年度まで相談件数は増加し、その後は受容力からもほぼ横ばいであったが 23 年度頃より

減少傾向である。電話に対応できなかった未着信数は、17 年度より減少してきているものの依然 500 件近

くあり、ニーズに応えきれていない現状がある。家庭の中で孤立した育児をしている母親の悩みや心配に対

応しており、県の内外から大きな信頼を受けている。 

今年度の相談内容の分析から、「子どもの病気、手当てについて」の件数が最も多く、次いで「家族・人

間関係について」、「日常生活について」と続いており、育児不安、日常生活、子どもの発育・発達等、相談

相手のいない母の不安の受け皿として重要な役割を担っている。また、事故相談や予防接種副反応等を含め

た救急に受診する前段階の相談への対応も行っており、救急受診の篩い分けの役割や母の手当てに対するね

ぎらい、不安に対する受容や見通しについての助言等も行っている。 

 

◆ 活動内容 

1. 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 1 日当たり 3 人として実施しているが、平成 28 年度は相談員の確保が昨年度と比べ

安定した（必要人員の 99.9％の充足率）。 

相談件数は、3,390 件で昨年度 3,667 件から 277 件減少した。対応不能件数 518 件を加えた総着信数は

3,908 件（H27 年度 4,163 件）であった。相談対象者は「子ども」が 95.0%で、「本人自身」が 3.8%であっ

た。相談内容は「育児相談」が 75.8％、次いで「事故相談」が 14.5％を占めていた。育児相談のなかで最

も多かったのは、「子供の病気と手当て」に関することの 37.0％であった。続いて、育児不安を含む「家族・

人間関係」に関することが 11.2％、「泣き」等「日常生活」に関することが 9.7％の順であった。「虐待」に

関するものは 58 件で、気になる事例については地域の関係機関の支援を受けているかを確認し、自身から

の関係機関への相談を勧めるとともに、関係機関への連絡をしたケースもあった。 

 

2. 専門相談員の連絡会(研修会) 

回 テーマと講師 受講者数 

１ 

 

愛知県予防接種センター研修会(合同) 

「アレルギーと予防接種-こんなときはどう対応する？-」 

独立行政法人国立機構 三重病院 

アレルギー疾患治療開発研究室長 長尾 みづほ医師 

9 人 

２ 

児童虐待予防のための研修会(合同) 

・報告「当センターに受診した事例から～養育背景と支援者～」 

・講演「疾患・障害のある児の育てにくさと親への支援」 

社会医療法人大道会 森之宮病院 

小児神経科医師 小倉 加恵子氏 

10 人 

３ 

「小児救急電話相談スキルアップ研修」伝達講習  

保健師 小澤 敬子 

演習「てるコーチ X」を活用して【1 グループ】 

                     保健師：小澤、前野、検校 

5 人 

４ 
「小児救急電話相談スキルアップ研修」伝達講習 

   保健師 小澤 敬子 
6 人 
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演習「てるコーチ X」を活用して【1・2 グループ】 

保健師：小澤、山本、前野 

５ 

周産期医療現場スタッフと取り組む子育て支援に関する研修会(合同) 

・情報提供「妊娠期出産後のメンタルヘルス支援の状況について～参加時

のアンケート結果から～」 

・「妊娠期・出産後の母親と家族のメンタルヘルス支援」 

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻家族看護学分野 

教授 上別府 圭子氏 

9 人 

 

3. 時間外電話相談「育児もしもしキャッチ」相談情報分析 

 平成 28 年度 時間外電話相談「育児もしもしキャッチ」相談情報分析報告書の発行 

 

4. 時間外電話相談「育児もしもしキャッチ」の広報活動 

 保健センター、保健所等の協力による案内カードの配布。平成 22 年度からは、視覚障害者向け「音声コ

ード付案内カード」を作成し、県内全ての保健所、市町村保健センター、児童・障害者相談センター等に配

布している。各市町村が発行する子育て情報紙や、小児センターホームページに掲載している。 

 

5. 相談員確保のための活動 

 小児センターホームページ上での募集や相談員の知人（同業者）への募集活動を依頼している。ナースバ

ンクへの募集掲載の依頼も継続して行っている。 

 

◆ 評価方法 

1. 相談情報の分析 

相談件数、応対不能件数、居住地域、相談経路、時間帯、所要時間、相談者の続柄、対象者の年齢、相談内

容、結果についての分析 

2. 相談員連絡会の参加者数と参加者の感想等 

  

◆ 評価 

相談件数は 3,390 件（月平均 282.5 件）と昨年度よりも減少した。しかし、依然、県民の高いニーズがあ

ると認められ、今後の事業の継続が期待される。 

対応不能件数は 518 件（月平均 43.2 件）、総着信数は 3,908 件であった。1 日あたり 3 人の相談員確保に

ついては安定したものの、依然として県民のニーズに十分応えることができなかった現状がある。 

相談内容は育児相談が 75.8%を占め、孤立する育児環境のなかで気軽に相談できる窓口として、育児不

安の軽減に寄与した。育児相談の約 5 割に及ぶ「子どもの病気や手当て」と「事故相談」では、夜間救急

の受診へ迷いをかかえる母等に対する不安軽減のサポートや、具体的な発熱、下痢等の手当について情報提

供ができた。また、出産後早期に育児不安を訴える相談者には、地域の保健サービス等を具体的に知らせ､

利用につなげた。「イライラして手が出てしまう、夫にも話すが解決にならない、話を聞いて欲しい。」等の

相談に、共感や傾聴を求められる相談もしばしばあり、育児支援の一助となった。24 年度から始まった『小

児救急電話相談（＃8000）』の 365 日体制、27 年 1 月からの夜間の時間延長の情報が浸透してきたため、
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夜間救急に関わる相談の減少がみられるものの、他の日常の子育てに関する相談ニーズが絶えることはない。 

今年度の電話相談員の研修会は、地域専門家研修への合同参加を 3 回、「てるコーチ」を活用した演習を

2 回の計 5 回実施した。「てるコーチ」を活用した演習は相談従事者が自らの相談のくせ等に気づくととも

に、参加者が相互に気づきを学び合う機会となった。この演習は今年で 3 年目となり、約 7 割の電話相談

員が体験することができたので、次年度はこの演習媒体を使用した事例検討を実施したいと考えている。 

引き続き電話相談員の確保（平成 29 年 3 月末時点で 30 人）と相談技術の質の向上に努める必要がある。 

 

 

活動名 3. 子どもの事故予防活動 

 

◆ これまでの取り組み 

 乳幼児死亡の 1 位は不慮の事故による死亡が、愛知県においても継続している。そこで平成 14 年 9 月、

センター内に事故予防ハウスを設置し、センター見学者や受診者への事故予防教育の場として利用している。

平成 18 年度より近隣市町広報に子ども事故予防教室の案内を掲載し参加者を募集している。また、依頼に

よる健康教育の実施や、事故予防啓発のリーフレットを作成している。 

事故サーベイランス事業を県内 2 市の協力を得て平成 13 年 11 月より継続実施し、不慮の事故発生状況

や医療機関受診等の情報を得て 2 市に還元している。 

 

◆ 活動内容 

1．子ども事故予防ハウス等の運営 

事故予防ハウス利用者数                           計  218人 

〈内訳〉 ①子どもの事故予防教室（定例） 4月、3月を除く毎月第３土曜日 

                         10回   90人 

        ②その他（外来患者、入院患者）         85人 

            （上記のうち、救急外来患者）     28人 

        ③その他（病院見学者等）            43人 

平成 27年 11月から、事故予防ハウス前にテレビモニターを設置し、事故予防に関する DVDを来院者向けに

放映している。 

 

2. 事故体験の募集 

 設置したポストに 10件の事故体験が寄せられた。 

 

3. 保健相談 

 保健医療相談の事故相談は 130件で、家庭内の事故等で受診した患者に対して院内の医師より事故予防指

導を依頼されたケースが主なものであった。時間外電話相談では、491 件(時間外電話相談件数の 14.5％)

で、事故の内訳は誤飲・誤嚥事故が圧倒的に多く、次いで転落、転倒事故が続いている。 

 

4. 子どもの事故サーベイランス事業（平成 14年度より開始） 

1) 知多市 期間：平成 27年 4月～平成 28年 3月分 還元 
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2) 碧南市 期間：平成 27年 4月～平成 28年 3月分 還元 

知多市と碧南市の乳幼児健診を利用して子どもの事故予防事業の構築に対し連携している。内容としては事

故サーベイランス事業を協同して実施している。それぞれの保健センターに情報を還元した。各市ではこれ

に基づいて、家族への啓発活動を実施している。 

 

◆ 評価方法 

・子どもの事故予防ハウスの利用者数 

・事故予防教室の開催回数と参加者数 

・子どもの事故サーベイランス事業の集計状況 

 

◆ 評価 

事故予防ハウスの教室参加者・見学希望者数は 218 人で、平成 27 年度の 150 人と比べ増加した。外来受

診者や入院患者の家族に対して、事故予防ハウス等を使用して個別に保健指導を実施したケースが延べ 85

人であった。平成 28 年 2 月に救急棟がオープンし、同 3 月 小児救命救急センターに指定され、今年度は

救急科からの介入依頼が増加した。家庭内の事故等で受診したケースに対して、院内医師等からの依頼を受

けて実施したケースが多く、今後一層、救急科と保健部門との連携体制を強化する必要がある。 

また、教室以外にも、見学希望者には保健師が随時対応をしており、平成 27 年 11 月から、事故予防ハ

ウス前にテレビモニターを設置し、事故予防に関する DVD を来院者向けに放映し、事故予防の啓発に努め

ている。 

平成 27年度に救急科医師の助言を得て改正した事故予防啓発リーフレットを保健指導に活用するととも

に、近隣市町村に、母子手帳交付時や乳幼児健診時の際に本リーフレットと事故予防教室チラシの配布の依

頼を継続している。さらに、今年度は、新たに事故予防啓発リーフレットの外国語版（英語、中国語、フィ

リピン語、ポルトガル語の４か国語）を作成し、外国人の対応にも配慮をしている。 

子どもの事故サーベイランス事業は、平成 27 年度より 2 市ともに事故対策チェックリストを導入した調査

票を使用している。今後、事故の傾向をまとめながら、予防策の効果判定ができると良い。 

 

 

活動名 4. 在宅療養支援・地域との連携活動 

4-1. ケースを通しての連携 

 

◆ これまでの取り組み 

保健部門では、入院・通院患者さんで特に子育て支援の必要なケースに対して、院内の医療部門・地域と

連携をとりながら支援をしている。 

平成 15 年 8 月 1 日に保健室の保健師と医療部門の看護部長及び外来・病棟師長が一緒になり、連携につ

いての打ち合わせ会を開催した。その際、医療部門と保健部門が連携を深めていく必要性についてお互いに

確認し、様式「ケース連絡票」を作成した。平成 15 年 10 月から、退院するケースについて、各病棟から

作成した様式を使って（但し、急な場合は口頭で連絡あり。）保健部門への連絡があり、保健部門として地

域を見据えた支援を開始した。年々子育て支援に関する課題を明確にし、改善しながら継続している。 

平成 18 年度には、入院早期から必要な連携が行えるよう看護部と一緒に「サポート連絡票」の様式を作
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成し、入院時の問診時に、子育ての視点をもって問診ができるようにした。また、院内連携システムをより

わかりやすく、共有できるために「子育て支援マニュアル」を作成し支援を継続している。平成 19 年度に

は、連携ケースの内、在宅酸素療法の必要なケースに対しては、医療部門と連携して、「HOT ケース連絡

票・退院サマリー」の様式を作成した。 

平成 28 年 2 月、電子カルの導入によりカルテ情報の共有環境が改善したことから、運用の利便性を考慮

し、サポート連絡票を改正して主な連携ツールとして活用している。 

 

◆ 活動内容 

1. 院内連携 

平成 28 年 4 月 在宅支援室が始動したことにより、医療的ケア児の在宅移行については在宅チーム医療

システムで対応することになった。保健部門では、医療的ケアや長期療養に伴う保護者の養育不安や心理社

会的な家庭の要因等への支援に対応するため、地域の保健・福祉機関との連携機能を発揮し対応している。

そして、同年 11 月、周産期部門が始まり、産科、NICU との連携も進めている。 

入院時の連絡件数は 87 件で、そのうち、「子育て支援マニュアル」のサポート連絡票やケース連絡票な

どを用いた連絡は 34 件(39.1％)、在宅チーム医療

や看護サマリーによる連絡は 22 件(25.3％)、電話

等の口頭連絡が 31 件(35.6％)であった。 

病棟別連絡件数では、21 病棟が 29 件と最も多

く、病棟からの連絡の 33.3%を占めていた。 

診療科別連絡件数では、循環器科 21 件、脳神

経外科 17 件、神経科 13 件の順に多かった。 

外来からの連絡件数は 145 件であった。救診療

科別連絡件数では、救急科からの連絡が 40 件と

最も多く、外来からの連絡件数の 27.7％を占めて

いた。続いて、神経科 24 件、内分泌代謝科 17 件、

心療科 15 件、総合診療科 12 件の順に多かった。

表. 診療科別院内連絡件数 

  入院 外来 

循環器科 21 6 

脳神経外科 17 7 

神経科 13 24 

総合診療科 6 12 

腎臓科 5 1 

新生児科 4 ― 

内分泌代謝科 4 17 

感染免疫科 3 2 

集中治療科 3 ― 

外科 2 1 

形成外科 2 2 

産科 2 2 

泌尿器科 2 2 

アレルギー科 1 5 

心療科 1 15 

整外 1 2 

救急科 0 40 

耳鼻科 0 4 

リハビリテーション科 0 1 

眼科 0 1 

口腔外科 0 1 

総計 87 145 

 

表. 部署別連絡件数 

病棟 件数 

20 病棟 2 

21 病棟 29 

22 病棟 13 

23 病棟 13 

31 病棟 16 

NICU 5 

PICU 9 

外来 145  

総計 232 
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平成 28 年 3 月小児救命救急センタ－に指定され、救急医療体

制の強化に伴い、救急科からの連絡件数が前年度(18 件)の 2.2

倍に増加した。外来からの依頼内容は、「事故予防」、「体重増

加不良」等の育児支援、「保育・園学校との調整」、「療育機関

等社会資源の紹介」などであった。 

 

2．地域との連携 

 地域からの連絡は 52 件であった。診療科別にみると、心療

科 24 件（46.2％）が最も多かった。 

 

3. 地域との連携方法 

地域へは保健室の保健師が面接など情報を整理した上で親

の同意を得て連絡している。病棟からの連絡ケース 87 件のう

ち地域に連絡したケースは 66 件(75.9％)であった。文書で連

絡したものは 41 件(62.1％)で、この連絡に対して地域から文

書で返信のあったものは、30 件(73.2％)であっ

た。その他電話及びカンファレンスにより連絡

したものは 25 件(37.9％)だった。 

未連絡件数（21 件）については、事故予防指

導等で、地域への連絡は不要と判断したケース

である。 

 

 

 

 

４. 在宅療養支援等におけるカンファレンスの状況 

 在宅支援室と連携し、在宅療養等に向けたカンファレンスを 52 回開催した。そのうち、訪問看護ステー

ションや、保健・福祉機関、教育機関等の院外関係者を招いて開催したカンファレンスは 31 回であった。 

 

◆ 評価方法 

 ケース連絡票による、支援内容や連携の検討 

 

◆ 評価 

１ 入院ケースの地域への連絡件数は 65 件で、前年度(66 件)とほぼ同件数であった。文書で連絡したケー

スは 41 件で、前年度(54 件)より少なかった。これは病棟から保健部門への連絡において、サポート連絡

票や看護サマリーによる連絡件数(56 件)が前年度(77 件)に比べて少なかったことに関連していると思わ

れる。機会をとらえて院内の子育て支援マニュアルの活用を進めていく必要がある。 

文書での連絡に対する地域からの文書による返信は 73.2％(27 年度 50.0％)で、増加がみられた。 

２ 外来については、救急科からの事故予防関連の連絡が増加している。事故の背景には、子育てにゆとり

表. 地域からの連絡件数（診療科別） 

  件数 

心療科 24 

総合診療科 6 

神経科 6 

耳鼻科 3 

循環器科 3 

アレルギー科 2 

感染免疫科 2 

整形外科 2 

内分泌代謝科 2 

眼科 1 

泌尿器科 1 

総計 52 

 

表. 地域との連絡方法 

連絡の有無 連絡方法 返信 

連絡件数：66 件 文書：41 件 文書：30 件 

未返信：11 件 

その他：25 件 

(電話・カンフ

ァレンス) 

返信あり：11

件 

未返信：14 件 

未連絡件数：21 件   
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がなかったり、不適切な養育環境が懸念されたりする場合もあり、しばしば保護者の同意をとって地域に

電話連絡をしている。対応について、救急科との連携を強化する必要がある。 

３ 保健部門は、育児不安や養育上の問題を抱える親支援の役割を持っている。医療的ケア児や長期療養児

を持つ親の養育不安等に対して、在宅支援室・医療相談室との連携により在宅医療の充実と地域の保健・

福祉機関への橋渡しを担ってきた。保健師の職性を生かした予防的視点でのケース支援に努めている。 

４ 平成 28 年 11 月から周産期部門が始まったことにより、胎児異常を抱えた妊婦のメンタルヘルス支援

や心理・社会的な問題を有する困難ケースへの対応が必要となった。虐待予防の視点から、周産期部門と

の連携を強化するため、同年 12 月から、産科、NICU、在宅支援室との連携会議を月 1 回実施し相互理

解を進めてきた。次年度も連携会議を継続し、事例を踏まえながら連携体制を構築する必要がある。 

 

 

活動名 4-2. 在宅療養児支援研修 

 

◆ これまでの取り組み 

小児看護のスキルアップを図り、小児の受入れ態勢の充実を図る目的で、平成 17 年度から、訪問看護ス

テーション等に勤務する看護師等を対象に、訪問看護ステーション研修会を開催してきた。当初は、訪問看

護師の看護ケアを中心とした内容で構成してきた。その間に、県内では訪問看護ステーション数が増加して

きたこともあり、連携するステーションも増加していった。また、個別ケース支援では、退院前に看護ケア

の見学等を計画して、病棟と連携して対応してきた。そこで、研修会の構成を実際に地域で支援している専

門職を講師に迎える形に移行していった。昨年度より、在宅医療の中心にある本人や家族も参加する構成と

した。 

 

◆ 活動内容 

 「子ども・家族が主体となる在宅ケアを目指して」をテーマに実施した。 

【目的】 

小児在宅医療の必要な小児とその家族を支える訪問看護師や保健師等を対象に、子ども・家族が体 

となる在宅ケア支援体制の充実を図ることを目的に研修会を開催する。本年度は、重症心身障がい児 

の嚥下・摂食リハビリテーションについての講義及び、実際に在宅で子どもと家族を支援する訪問看 

護師の経験談を共有する。また、明日からの生活と支援に役立ててもらえるよう、グループミーティ 

ングの場を設け、保護者間、支援者間の交流支援を行う。 

 

【日時、参加人員】 

平成 28 年 11 月 20 日（日）13：00～16：00 

参加人員：116 人（うち：看護師 43 人、リハビリ 18 人、保健師 8 人、保護者 7 人） 

 

【内容】 

①講義：「重症心身障がい児の摂食・嚥下リハビリテーション」 

講師： リハビリテーション科 理学療法士 朝日利江  

②講義：「子どもの在宅ケアを支えるチームの一員として～訪問看護の取り組み～」 
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講師：こども訪問看護ステーション mom 管理者・看護師  澤野 由佳  

③交流会「ほっとたいむ ポコアポコ」（保護者の話し場） 

   「支援者交流会」 

 

◆ 評価方法 

 研修会終了後のアンケート調査 

 

◆ 評価 

県内訪問看護ステーションや市町村等に案内したところ、１１６人の参加があった。 

 終了後アンケートでは、「今後に活かせることがある」が７５％であり、具体的な内容も多く記載されて

おり、参加者各々の立場で持ち帰ってもらえる内容を提供できたと考えた。 

具体的に活かせる内容では、摂食嚥下リハビリについて、小児訪問看護について、今後活かせるという多

くの記載があった。さらに、各々の職種の立場から地域連携が大切であるという内容もみられた。 

看護師だけでなく、保健師等、各々の役割を振り返り、今後の活動に活かす内容が伺えた。これらのこと

から、ねらいは概ね達成できたと考える。 

【アンケート回収数】78 名（参加者：77 名、回収率：61.0%） 

（内訳：訪問看護ステーション 43 名、保健所・市町村保健師 8 名、保護者 2 名、リハビリ 18 名、そ

の他 7 名） 

【感想】※抜粋 

（講演） 

・障がい児に対しての摂食・嚥下リハビリについてわかりやすくてよかった。自身の指導について見直す機

会となった。 

・食べることの意義がとてもよくわかりました。姿勢の大切さ、食形態の大切さがとてもよくわかりました。

一人一人を丁寧に見てその子のすべてをよく知り訓練できたらいいなと思いました。 

・小児の訪問看護の訪問する上での心構え・姿勢を知ることができた。家族の意見がとても参考になった。 

・訪問看護を実際行っている自分にとって発表内容のすべてにうんうんと納得、共感できるものばかりでし

た。ほとんど反応の少ない児を担当していますが、児が出す反応を見逃すことなくキャッチできるように

児を取り巻く家族の気持ちに寄り添って頑張っていきたいという思いを強くしました。 

・小児訪問看護の問題提起は自分たちも感じている内容です。看護の大切さ、訪問看護の楽しさなど共感す

る内容が多かったです。ステーションに助産師がみえることは初めて耳にしました。母乳育児や養育など

のアドバイザーとしては良いと思った。 

・（保護者から）ものすごく共感した。訪看のこと・医師との連携のこと・親の気持ちのこと・母乳のこと

などすごくわかってもらえてる気がして涙が出た。周りの人に伝えても、他人事であったり「まだ、あな

たはいい方よ。」と比べられてしまい、思いを伝えたくてもわがままを言っているように思われてしまう

のではと思い、伝えられなかった。近くにわかってもらえる人がいたら、代弁してほしいと思いました。 

（交流会） 

・小児の支援に関わる方と顔を合わせて話すことで交流が深まり、今後の頼みしい仲間ができたと思う。 

・小児のレスパイトの問題、保健師の役割、保育園 NS の配置について考えさせられた。 

・他職種と一事例を検討する交流会となったが、自分にはない他職種ならではの視点を得ることができまし
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た。 

【今後の希望研修内容】 

・重症心身障害児のポジショニング、リラクゼーション体位 

・とても勉強になった。そして訪看さんがとても熱心で且つ明るかったのでこれからの医療体制に希望が持

てた。次回研修があればぜひ参加したい。 

 

 

活動名 4-3. 医療ケア児を育てる保護者のためのグループミーティング 

 

◆ これまでの取り組み 

在宅療養児支援研修会を一昨年度より、在宅医療の中心にある本人や家族も参加できる構成とし、昨年度

は、研修会の一貫として、保護者による交流会の場を設けた。保護者のニーズもあったことから、今年度か

ら、名称を「ほっとたいむ ポコアポコ」とし、年 2 回の医療ケア児を抱える保護者のための交流会の場

をつくることとした。 

 

◆ 活動内容 

医療ケア児を育てる保護者のためのグループミーティング「ほっとたいむ ポコアポコ」 

【目的】 

当センターには多くの医療的ケアが必要な子どもが通院していて、親は慣れない育児に加えて疾病による

問題と、医療ケアも抱えながら日々生活をしている。医療依存の高い場合には、院内でも多職種による相談

支援が行われているが、個別支援方法のみでの支援の限界を感じることも少なくない。そこで「グループミ

ーティング」における受容と共感により、保護者自身の自己肯定感を回復する。社会適応力の向上など、も

ともと持つ力を引き出すことで自身を成長させ、ケアの負担感が軽減できるきっかけとする。グループの必

要性を感じられ、孤独感を軽減し仲間作りの機会とする。 

 

【対象】 

医療的ケアが必要な子ども（小児センター利用中）をもつ保護者、保護者自身が参加意欲があること、基

本的には、保健師による（今後必要な場合も含む）個別支援があること 

 

【日時、参加人員】 

1 回目：平成 28 年 6 月 18 日（日）14：00～15：30 

2 回目：平成 28 年 11 月 20 日（日）15：00～16：00（在宅療養児支援研修会の一貫として実施） 

参加人員：1 回目 5 人 2 回目  7 人 

 

【内容】 

「ほっとタイム ポコアポコ」と名付け、MCG（Mother and child group）方式を参考に実施。ミーテ

ィングのテーマについては、特に定めないが、育児によるストレスや家族関係、子どもとの関係、保護者自

身の人生など育児全般と、看護ケア方法や利用する福祉医療保健サービスといった情報共有を含めたことに

ついて話す。保護者が参加するグループミーティングとした。 
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【感想】※抜粋 

『外来では子どもと同症状の方と会う機会がないので、交流会があると普段聞けない生の声が聞けてあり

がたいです。次回があれば楽しみです。』『病気は違うけれど、同じ境遇の母らの話が聞けてよかった。連絡

先も交換したので心強い。もっと時間がほしかった。』 

普段の医療ケアについての情報共有は、対象者にとって大切なニーズの 1 つであった。グループ内での

受容と共感により、話しをすることで、参加者同士支え合っている関係もみられ、保護者自身の自己肯定感

を回復する機会となった。 

 

 

活動名 4-4. 母子保健スキルアップ研修 

 

◆ これまでの取り組み 

平成 15 年度から技術習得・現場還元型の研修として、市町村の保健師を対象に母子保健スキルアップ研

修を実施してきた。平成 15 年度は乳幼児健診事後のカンファレンスをテーマとして実施。平成 16 年度は、

虐待の事例に組織的に関わり保健師が一人で抱え込まない体制作りをテーマとした。平成 17 年度の研修内

容は、子ども虐待の事例に取り組む場合の重要な３つのスキル（事例の評価と支援計画、家族との面接、ケ

ースカンファレンス）の向上をねらいとした。平成 18 年度は、発達障害児とその家族に対する支援、平成

19 年度は市町村の乳幼児健診時の保育･家庭環境問題での支援について考えた。平成 20 年度は「母の病気

による育児困難家庭への育児支援」についてグループワーク中心にアセスメントと支援について検討した。

平成 21 年度は「育児困難家庭への子育て支援」についてアセスメントと支援について検討すると同時に、

面接技術を、ロールプレイを用いて学んだ。平成 22 年度は「発達障がい児についての理解と家族への支援」

について事例検討を通じて具体的な支援と地域の役割を考えた。平成 23 年度は「子どもの虐待防止のため

の家族支援」についてサインズ・オブ･セイフティ･アプローチ（SoSA）を用いて～事例検討の方法を学ん

だ。 

平成 24 年度から保健所保健師を対象に「母子保健における新任期の保健所保健師人材育成のための実務

研修」を児童家庭課と共同で実施している。この研修プログラムは、合同オリエンテーション、前期 4 日

間、後期 4 日間の計 9 日間のプログラムであったが、研修実施評価にて期間が長いので参加しにくいとの

意見もあり、平成 28 年度からは日数を前期 2 日、後期 2 日に減少した。 

 

◆ 活動内容 

【テーマ】 

「保健所保健師母子保健実務研修」 

 

【目的】 

 小児センターで実務研修を行い、新任期の保健所保健師の長期療養児支援や児童虐待予防・対応等に関す

る幅広い技術及びアセスメント能力の向上を図る。 

 

【受講者】 4 年目～5 年目の保健所保健師２名 ２グループ 
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【研修期間】 ２名で１グループ 

時 期 内 容 

７月４日（金） オリエンテーション 

【前期】７月１４日（火）～８月２３日（火） 課題事例検討、親支援グループ、視能訓練科見学、

子育て支援外来見学、病棟看護実習、外来看護相談、

シャドーイングアドバンス、リハビリテーション科

見学、等 

【後期】１０月２６日（火）～１１月１１日（金） 

１月６日（火） 評価会 

※研修時間は午前 8 時 45 分から午後 5 時 30 分。研修内容により勤務時間の特例により対応。 

 

【主な研修内容】 

項 目 内 容 

視能訓練科 乳幼児等子どもの目の病気の治療、目の機能の検査の実際を学ぶ。 

親支援グループ（MCG） グループミーティングによる母親の育児困難感の軽減や虐待予防の実際

を学ぶ。 

子育て支援外来 虐待専門外来の目的や実際を学ぶ。 

シャドーイングアドバ

ンス 

研修生が保健師とともに行動し、保健師の活動の実際を見学し、状況に

応じて保健師とともに援助を行う。 

病棟看護実習 看護師のシャドーイングを行い、小児看護の実際を学ぶ。 

外来看護相談 在宅療養児・家族への看護の実際を学ぶ。 

リハビリテーション科 乳幼児のリハビリテーションの目的や実際を学ぶ。 

事例検討 地域で担当している事例について指定された様式を基に整理し、研修生

及び指導者とともに検討する。 

 

◆ 評価方法 

「研修目標シート」を用いて、研修の前後で研修生自身及び所属において評価を行った。 

 

◆ 評価 

具体的行動目標の項目に対する研修生及び所属の評価を点数化した。すべての項目において研修生自身も

所属も研修後の点数が高く、実務研修の効果が認められた。 

 

◆ まとめ 

平成 24年度「愛知県保健師人材育成ガイドライン」に基づく業務別研修の一環とした実務研修を試行し、

平成 25年度から母子保健実務研修として実施、プログラムにシャドーイングを導入した。試行から 3年目

となり、効果的なあり方について、研修日誌の記述及び研修後のカンファレンス等から学びや学びの活かし

方について評価し、検討した。 
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『シャドーイング』では、親とのかかわりの実際から質問や声のかけ方等の面接技術を学ぶことができ、

保健師の役割の理解や、「医療的ケアの必要なケースへの社会資源が少ない現状を知り、地域の仕組みづく

りを広域的に行う必要があると思った。」など個別支援から地域連携、地域の課題への広がりを考えること

ができた。また、保健師として学校や保育所等への理解を深めることも大切であり、支援者の支援が一つの

役割だと理解を深めた。広域的な視点を持つこと、地域全体の底上げができるように働きかけること、顔と

顔をつなぐ関係をつくっていくことが大切であること学んだ。 

『事例検討』では、通常業務で母子ケースを持たない研修生が、職場の配慮を得て実際に事例に関わるこ

とができ、ケース担当との同道訪問や要対協への参加を通して、関係者間のかかわりの実際を学ぶことがで

きた。事例支援においては、家族のゴールを意識して、本人や家族の気持ちに沿った支援が必要であること

を学ぶことができた。事例をまとめ、系統的に学ぶことができ、一つ一つのケースをきちんと取り組むこと

で、関係ができていくことを実感し、ケース支援を職場で共有することの意義を認識し、事例検討を実践し

ていきたいとの発言もあった。 

『病棟看護・外来看護相談』では、小児看護の実際を学ぶことができ、母の声を聴き生活を知ることの大

切さや、兄弟へのかかわりの実際について、また、慢性疾患の子の成人移行を見据えた視点でかかわること

が大切であることを学んだ。地域に帰った後の生活に目を向けることの大切さを感じ、重症児こそ早い段階

から家族の思いを聴き、寄り添った支援ができるような支援が必要であることを学ぶことができた。 

研修期間を短縮したが、保健師の役割の理解、地域連携、地域課題など、設定した目標をほぼ達成させる

ことができたと考えられる。次年度も、当センターの現場で学べる強みをいかした現場還元型の研修として

継続したい。 

 

 

活動名 5. 子どもと家族のヘルスプロモーション活動 

5-1. アチェメック健康スクール 

 

◆ これまでの取り組み 

平成 13 年度、協力機関のあいち健康プラザとともに、増加する子供の肥満や生活習慣病の改善のため、

生活習慣病予防プログラム「アチェメック健康スクール」を企画、平成 14 年度、15 年度は教室形式（6 回

1 シリーズ）のプログラムを実施し生活習慣改善指導に取り組んできた。平成 16 年度、教室形式では参加

人員に限りがあり、問題を認識したときにすぐにプログラムを開始できない点を改善し、より医療部門と連

携した内容とした。個別的、継続的に取り組めるよう外来診療中心のプログラムに変更、問題を意識したと

きに通年いつでも始められることで、参加人数の制限も緩やかでより多くの対象にアプローチが出来る体制

となった。 

さらに、平成 17 年度から、月 1 回計 5 回の外来診療の中で、参加者の生活実践記録、主治医と歯科医師、

コメディカルスタッフの指導により健康的な生活習慣のあり方について親子で学ぶ教室とした。コース期間

を短くし、まず生活習慣の見直しへの気づきの時間とし、参加者個々の評価は、教室のプログラム終了後の

外来診療によるフォローアップを行っていくことで対応することとした。 

平成 20 年度から、運動指導を集団ではなくプログラムの中に組み込み必要な運動量や内容を指導する形

に変更して実施している。 
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(１)性別 (人) 

男 4 

女 4 

計 8 

 

（２）年齢 (人） 

8 歳 3 

9 歳 2 

10 歳 1 

11 歳 1 

12 歳 1 

計 8 

 

（３）新規参加者肥満度（人） 

    初回 終回 

非肥満 ～20％ 0 0 

軽度 20%～30% 1 0 

中等度 30%～50% 3 2 

高度 50%～ 1 0 

計   5 2 

 

（４）新規参加者結果（人） 

終了 2 

継続 2 

中断 1 

計 5 

 

◆活動内容 

1. アチェメック健康スクール（子どもの生活習慣病予防教室） 

  対象：肥満のある小学生及びその保護者 

(1) 個別指導  平成 28 年度年間参加者 8 人(新規 5 人) 

アチェメック健康スクール外来：毎月第 2 土曜日 

スタッフ：内分泌代謝科医師 4 人、歯科医師、歯科衛生士、栄養士、理学療法士、作業療法士、保健師 

 

外来回数 参加期間 実施内容 

初 回 0 か月 
身体計測、診察、心理検査、歯科診察（希望者）、血液検査、栄養指導、

体力測定、保健指導 

2 回目 １か月 
身体計測、診察、血液検査、腹部 CT、ライフコーダ（万歩計）解析、

運動指導、保健指導 

3 回目 2 か月 身体計測、診察、栄養指導 

4 回目 3 か月 身体計測、診察、保健指導 

5 回目 4 か月 身体計測、診察、栄養指導、体力測定、保健指導 

 

(2) 講話  平成 28 年度年間参加者 5 人（保護者 9 人、子ども 2 人、一般住民等 1 人） 

 

 

 

 

 

 

◆評価方法 

・身体計測値 (肥満度の変化)           ・事前事後の問診票による状況把握 

・生活行動変容（生活チェック表による行動分析） ・参加後のアンケートによる感想等 

  

◆評価 

１．平成 28 年度の参加者状況 

 参加者数 8 人(延べ 22 人)うち新規参加者 5 人 

実 施 内 容 スタッフ 実施日 

講話「健康を学ぼう」 

・対象：保護者、保健医療関係者、一般住民等 

・内容：子どもの肥満や健康づくり等の講話 

医師、歯科医師 

栄養士、保健師 

5/24、8/23 

11/22、2/28 
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２．スクール修了者（4 人）               

  性別 学年 
年齢 

(初回) 

身長(㎝） 体重（㎏） 肥満度 肥満度 肥満度の

増減 初回 終回 初回 終回 初回 終回 

1 女 小 3 9 143.8 146.7 50.3 51.4 35.9 中 32.1 中 ↓ 

2 男 小 2 8 132.9 134.6 46.1 43.9 53.7 高 39.8 中 ↓ 

3 男 小 3 8 139.4 141.3 46.3 48.7 37.3 中 36.5 中 ↓ 

4 女 小 3 9 133.1 135.1 43.0 41.9 44.8 中 35.2 中 ↓ 

 

３．平成 27 年度アチェメック健康スクール終了時のアンケート 

＊対象：スクール修了者 4 名 回収 4 名  

【本人】                                複数回答（人） 

Ⅰ 健康スクールに参加してどんなことをがんばりましたか。（本人） 

1 食事の量、内容に気をつけるようになった 3 

2 毎日朝ごはんを食べた 3 

3 おやつの量に気をつけた 2 

4 よく噛んで食べた 2 

5 歯磨きをきちんとした 4 

6 生活リズム（早寝早起き、食事の時間など）に気をつけた 2 

7 外遊びや運動をした 4 

8 よく歩いた 3 

9 お手伝いをした 2 

10 テレビをみる時間に気をつけた 1 

11 ゲームをする時間に気をつけた 2 

12 健康スクール全体の目標を立てた 3 

13 生活チェック表、チェックリストを毎日書いた 1 

14 体重を毎日計った 4 

15 その他 1 

 

【保護者】    

   １ 健康スクールに参加して、保護者の方が気をつけたことはありますか。 

1 食事の量、内容に気をつけるようになった 4 

2 毎日朝ごはんを食べた 1 

3 おやつの量に気をつけた 2 

4 よく噛んで食べた 3 

5 歯磨きをきちんとした 1 

6 生活リズム（早寝早起き、食事の時間など）に気をつけた 2 

7 外遊びや運動をした 3 
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8 よく歩いた 3 

9 お手伝いをした 1 

10 テレビをみる時間に気をつけた 0 

11 ゲームをする時間に気をつけた 1 

12 健康スクール全体の目標を立てた 2 

13 生活チェック表、チェックリストを毎日書くこと 0 

14 体重を毎日計ること 3 

15 食事調査票を書くこと 1 

 

２ 健康スクール受診時の内容等についてお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考にしたこと】 

＜診察＞毎日、記入することでがんばり、気の持ちようが変わった。正確な数値を知ることで意識づ

けとなった。 

＜歯科＞歯、口の中の仕組み。 

＜栄養＞毎日の食事の摂り方。こどもへの意識づけ、イベント時などの食事は大目にみて、続かない

よう気を配った。 

＜運動＞日常のちょっとした動きが運動につながる事。有酸素運動の感覚的な目安。 

＜生活＞毎日、記入することでの、気持ちが変わる。自分の数値を意識する。 

その他意見等【保護者】 

スタッフの皆さんが優しく、暖かく指導してくださり、親、子共に受診、指導を受けることに抵抗

がなく、むしろ楽しみな部分もありました。ありがとうございました。 

 

４．講話参加者アンケート      

＊対象：講話参加者のうち大人 5 名 回収 5 名  

参考になったこと、その他意見等 

・栄養面について、食事内容の改善をもう少し取り組んで行きたいと思いました。 
・あらためて・・・すべてです。 
・食事の面は参考になりました。今一度見直したい。バランス良く考えるようにしたい。 
・現在の体調を維持しながら健康的な体をつくっていくた為（やせる為）どうしたら良いか。 

・「太って（ぽっちゃりしていて）健康的」という、おじいちゃんおばあちゃん世代の認識をどう変え

ていくか。 

  

 大変参考になった 参考になった 参考にならなかった 

（１）診察・検査    ２    ２     ０ 

（２）歯科検診・指導    ２    ０     ０ 

（３）栄養指導    ２    ２     ０ 

（４）運動指導    ２    ２     ０ 

（５）生活習慣指導・毎日の記録    ２    ２     ０ 
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【平成 28 年度啓発パンフレット】 
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活動名 5-2. 生活習慣病予防活動：親子のタバコ対策活動 

 

◆ これまでの取り組み 

 子どもへの受動喫煙防止のため、当センターは平成 18 年 10 月 1 日から終日敷地内全面禁煙とした。敷

地内禁煙導入や親子禁煙外来開設前の平成 18 年度に職員や保護者に対し、アンケート調査を実施した。そ

の結果と合わせて今後の禁煙外来の充実や院内環境改善にむけ検討する基礎資料とすべく、平成 23 年 10

月から平成 23 年度 12 月までの 3 か月間、センター通院中及び入院中の保護者に対し、禁煙アンケートを

実施した。 

また、平成 20 年 3 月より「子育て禁煙外来」を開設し、センター内に案内ポスターの掲示を行っている。 

  

◆ 活動内容 

1. 子育て禁煙外来開設の取り組み 

 センター内で「子育て禁煙外来」開設し、外来や各病棟へ｢子育て禁煙外来｣の案内ポスターを掲示した。 

 また、禁煙に関するポスターを作成し、地下に掲示した。 

 

◆ 評価 

 禁煙外来を開設し、センターの外来や病棟へ案内ポスターの掲示を継続した。禁煙外来に関する相談はあ

ったが、禁煙外来の利用にはつながらなかった。禁煙外来は、他機関においても一定の設置がされており、

次年度以降は、啓発活動のみを展開することとした。 

 

 

活動名 6. 愛知県予防接種センター事業 

 

◆ これまでの取り組み 

平成 13 年 11 月に愛知県予防接種センターとして設置され、予防接種センター設置要領に基づき事業を

展開している。接種要注意者等に対する予防接種の実施を始めとして、予防接種に関する情報の収集・提供、

保健医療相談、教育研修、調査研究を実施している。平成 26 年より「愛知県広域予防接種事業」が開始と

なり、県下 54 市町村すべての地域で、市外かかりつけ医のもとで予防接種を受けることができるシステム

が構築された。 

また、平成 26 年度より予防接種センター設置要領に「実務者向け研修会の開催」が追加され、機能の充

実を図ることとなった。 

 

◆ 活動内容 

1. 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  1,457件  ※契約市町数 ４市(大府市、岐阜県大垣市・可児市・飛騨市) 

 

2. 保健医療相談及び情報提供 相談件数  767件 

 

3. 調査検討委員会の開催   
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調査検討委員会１回（平成 29年 3月 6日） 

研究部会１回（平成 28年 9月 28日） 

「B型肝炎定期接種の啓発（ポスター作製）」「副反応報告に対する分析」を実施した。 

 

4. .ホームページの情報更新  

・予防接種スケジュールの更新（Ｂ型肝炎定期接種の追加） 

 

5. 予防接種研修会 平成 28年 7月 31日（日） 

    講義「アレルギーと予防接種－こんな時はどう対応する？－」 

    独立行政法人国立病院機構家病院 アレルギー疾患治療開発研究室長 長尾みづほ医師  

    参加者 94人 

・実施後のアンケートの結果では、90人が回答し(回答率 95.7％)、大変参考になったが 40％、参考になっ

たが 60％であった。 

 

◆ 評価方法 

・相談件数と相談内容の分析 

・研修会の実施状況 

  

◆ 評価 

1. 保健医療相談 

(1) 相談内容は、「接種時期・方法」に関する相談が最も多く 76.0％を占めた。「海外渡航」に関する相談は

19.2％であった。 

(2) 相談者は本人・家族が約 48.0％を占めている。「基礎疾患と予防接種」、「接種スケジュール」の相談内

容が多く、広域化予防接種事業により、当センターがかかりつけ医となっている児や接種要注意者への予防

接種の実施や相談に対応している。 

 

2. 時間外電話相談 

(1) 相談内容は「副反応」が 84.5％と多く、「接種時期・方法」が 6.8％であった。ワクチンでは肺炎球菌

ワクチンがもっとも多く、一過性に起こる発熱等の症状への不安が主な相談であった。 

(2)相談者は、父が 1 件で、他はすべて母であった。 

 

3. 予防接種研修会 

 医療・保健関係者 94 名の参加があり、関心の高いテーマであったと考えられる。事後アンケートでは

100％が参考になったと回答している。自由記載欄では、「予防接種とアレルギーの関連やかかわり方の今

後の対応の参考になった」、「日常の診療の中で疑問に思っていることがよく理解できた」等多くの感想が寄

せられた。 
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(1) 保健医療相談における予防接種相談の内容                     平成 28 年度 

相談分類 相談者続柄 計 割合(%) 

中分類 小分類 専門家等 本人・家族 その他 

接種時期・方法 基礎疾患と予防接種 35 185 148 368 76.0% 

既往症と予防接種 1 28 5 34 

疾患罹患と予防接種 10 13 2 25 

妊娠と予防接種 0 1 1 2 

接種スケジュール 8 61 50 119 

接種期間超過 0 4 2 6 

実施医療機関 1 5 8 14 

その他 5 5 5 15 

小計 60 302 221 583 

副反応 ツ反・BCG 1 0 0 1 2.1% 

三種混合 0 0 1 1 

麻疹 0 2 0 2 

インフルエンザ 0 0 6 6 

B 型肝炎 1 0 0 2 

日本脳炎 0 2 1 3 

MR（麻疹風疹混合） 0 0 1 1 

その他 1 0 0 1 

小計 3 4 9 16 

効果 ツ反・BCG 0 0 2 2 1.6% 

麻疹 0 0 1 1 

MR（麻疹風疹混合） 0 0 3 3 

B 型肝炎 0 0 1 1 

その他 2 1 2 5 

小計 0 1 1 12 

海外渡航 必要な予防接種・接種計画 1 60 82 143 19.2% 

海外の予防接種制度 0 0 1 1 

その他 0 0 3 3 

小計 1 60 86 147 

その他 その他 2 1 6 9 1.2% 

小計 2 1 6 9 

計 89 465 96 767 100.0% 

 

 



第 3 章 活動別の実績とその評価 

64 

 

 

(2) 予防接種相談（時間外電話相談）                         平成 28 年度 

相談分類 相談者続柄 計 割合(%) 

中分類 小分類 母 父 

接種時期・方法 接種スケジュール 5 0 5 6.8 

その他 2 0 2 

小計 7 0 7 

副反応 ツ反・BCG 3 0 3 84.5 

三種混合（DＰT) 1 0 1 

ジフテリア 1 0 1 

ムンプス 1 0 1 

水痘 2 0 2 

インフルエンザ 3 0 3 

B 型肝炎 14 0 14 

肺炎球菌 17 0 17 

日本脳炎 3 0 3 

MR（麻疹風疹混合） 2 0 2 

Hib 15 0 15 

ロタウイルス 11 1 12 

四種混合（DPT-IPV) 11 0 11 

その他 2 0 2 

小計 86 1 87 

効果 インフルエンザ 1 0 1 1.9 

B 型肝炎 1 0 1 

小計 2 0 2 

その他 その他 7 0 7 6.8 

小計 7 0 7 

計 102 1 103 100.0 
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活動名 7. 遺伝相談活動 

 

◆ これまでの取り組み 

 平成 13 年から 20 年度まで、愛知県遺伝相談センターとして、県内の遺伝相談体制のあり方等の課題に

対し、保健・医療・福祉関係機関との連絡会議を通して検討してきたが、県下に遺伝相談の体制も整ってき

たことから、平成 21 年度より愛知県事業から小児センター活動に移管され、あいち小児保健医療総合セン

ター遺伝相談としての相談事業を実施している。 

相談では、保健師による一次相談と専門医師カウンセラーによる遺伝相談を実施し年間 30 件前後の相談

を実施している。医師を始めとした関係機関等と住民への広報活動を行い、相談ニーズに対応している。 

  

◆ 活動内容 

1. 遺伝カウンセラーによる面接相談等  

相談件数 9 件（面接 6 件、電話 0 件、メール 0 件） 

 

2.保健師による一次相談 

  相談件数 36 件（面接 16 件、電話 20 件、メール 0 件） 

相談分類 主な疾患名・相談理由（重複あり） 

第１子出産への影響 てんかんの既往（ご家族） 

次子出産への影響 
Vanishing white matter病、デュシェンヌ型筋ジストロフィー、ポーラン

ド症候群 

家族への遺伝 デュシェンヌ型筋ジストロフィー 

遺伝子診断等 デュシェンヌ型筋ジストロフィー 

その他 

（疾患、予後について） 
第 1第 2鰓弓症候群疑い、チャージ症候群疑い 

 

3. 紹介経路の推移 

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

院内 15 19 34 31 3 32 47 30 30 13 15 35 

市・保

健所 

9 6 5 4 3 7 1 0 3 2 0 0 

相談分類 主な疾患名・相談理由（重複あり） 

次子出産への影響 Vanishing white matter病、デュシェンヌ型筋ジストロフィー 

家族への遺伝 染色体異常、デュシェンヌ型筋ジストロフィー 

その他 

（疾患、予後について） 
6番染色体短腕部分モノソミー、デュシェンヌ型筋ジストロフィー 
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医療 

機関 

2 0 5 6 1 1 14 1 0 3 2 0 

ホーム 

ページ 

7 6 3 6 6 4 3 0 3 0 16 1 

継続 11 15 15 12 8 4 25 18 11 0 0 0 

その他・ 

不明 

12 6 3 8 8 15 3 8 2 3 0 9 

計 56 52 65 67 29 63 93 57 49 21 33 45 

 

4. 情報サービス 

・小児センターホームページﾞに遺伝相談実施状況について情報掲載 

・遺伝ネットへの登録 

 

◆ 評価方法 

・遺伝相談件数と紹介経路 

 

◆ 評価 

遺伝相談医師による相談件数は 9 件、保健師による相談は 36 件で、センターの神経科からの紹介が多か

った。後半に相談希望者が集中して受け入れが難しい状況もあり、今後もニーズがあると考えられる。 

次年度からは、本相談事業を当センターの遺伝外来に統合する。保健師は、保健医療相談として、相談に

来られた方の精神的な負担の軽減や、疾患に対する肯定的な受け止めが出来るよう、今後も引き続き支援す

る予定である。 

 

 

活動名 8. 国際保健医療活動 

 

◆ これまでの取り組み 

JICA（独立行政法人国際協力機構）中部国際センターにおいて 2001 年度新規の研修コースとして設立

された「アフリカ地域母子保健行政コース」ならびにアフリカ地域国別研修「地域母子保健」コースに対し

て設立当初から関わり、プログラム企画立案から、募集要項案作成への助言、研修対象者の選定、研修指導

評価等、2007 年度まで７回にわたって実施した。 

JICA の技術協力プロジェクト対して、山崎保健室長が「ボリビア国サンタクルス県における地域保健シ

ステム強化プロジェクト」に対する短期専門家としての 2002 年 3 月 10 日～24 日に派遣された。2013 年

度から 2015 年度まで、「タジキスタン国ハトロン州母子保健システム改善プロジェクト」に対して、山崎

保健センター長が短期専門家として派遣された。 

 名古屋大学のヤング・リーダーズ・プログラムに対しては、2004 年度から同プログラムで 1 年間留学中

のアジア等の研修生に対する講義を毎年担当してきた。これらに加え、当センターでは国立国際協力医療セ

ンターや JICA 技術協力プロジェクトのカウンターパート研修員研修を受け入れるなど、日本の小児医療保

健に関する講義や当センターの活動概要等について講義等を実施してきている。 
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本年度は、国際保健活動として次の活動を実施した。 

1. 2015-2016 年度ヤング・リーダーズ・プログ

ラム研修員受け入れ 

2. JICA 課題別研修事業： 

2016 年度「生活習慣病予防」コース 

 

2016 年 5 月 31 日 

 

2016 年 5 月 28 日 

 

◆ 活動内容 

1. 2015-2016 年度  ヤング・リーダーズ・プログラム（YLP: Young Leader’s Program） 

 名古屋大学大学院医学系研究科 医療行政学修士課程一年コース 

 医療行政学修士課程の留学生を当センターで受入れ、小児保健医療等に関する講義等を行った。 

  実施日程：2015 年 6 月 2 日（火）～6 月 3 日（水） 

研修生 11 名：モンゴル、マレーシア、ミャンマー、アフガニスタン、ラオス（2 名）、カザフスタン（2

名）、バングラディッシュ、ウズベキスタン、キルギス 

研修内容：日本の小児保健、保健師の活動 

栄養士指導室の見学と管理栄養士からの説明、手術室や病棟、保育活動の見学 

日時 講義タイトル 担当者 場所 

2016 年 5 月 31 日 日本の小児保健の現状と課題 

日本の学校保健システム 

山崎嘉久 あいち小児センター 

2016 年 5 月 31 日 日本の保健師活動の歴史 小澤敬子 あいち小児センター 

 

2. 独立行政法人国際協力機構（JICA）・課題別研修 

 研修員受入事業は、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency; JICA）が実施する日本国

内を舞台とした技術協力である。国際協力の多くが国外で実施されるのに対し、国内での活動という点が特

徴である。対象国の政府や公共団体の関係者が研修員として日本に滞在し、日本の持つ技術やシステムを直

接体験することで、自国の発展につながる気づきを促す人間開発を目指している。日本側から課題を定めて

相手国に提案し、要請を得て実施する「課題別研修」、相手国の個別の具体的な要請に基づき実施する「国

別研修」などが実施されている。 

愛知県内で実施された研修員受け入れ事業に協力し、わが国の母子保健や小児保健の状況、当センターの

活動状況などについて講義を行った。 

1) 「生活習慣病予防」コース 

あいち健康の森健康科学総合センターが、JICA 中部国際センターの受託で実施している生活習慣病予防

対策を目的とした課題別研修コース。2001 年から、アジア、中南米、南大洋州の政府関係者や医師、公衆

衛生担当者らを研修員として受入れている。 

 

日時 講義タイトル 担当者 場所 

2016 年 5 月 28 日 小児期のメタボリックシンドローム

と学校保健 

Metabolic syndrome in childhood 

and school health in Japan 

山崎嘉久 あいち健康の森健康科

学総合センター 
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活動名 10-2. 国際学校保健活動 

 

◆ これまでの取り組み 

【課題別研修事業「学校保健」コース設置の経緯と当センターの実績】 

途上国では学校保健（保健室の併設、衛生教育・HIV/AIDS 教育等の実施、子どもの健康管理、安全な

水の確保、学校給食等）に対する関心は高いものの、その実施は十分ではない。独立行政法人国際協力機構

（JICA）で実施している途上国の関係者を日本に招き、わが国の技術や手法を研修して自国の発展に寄与

するいわゆる“本邦研修”の一つとして、平成 18 年度より集団研修「学校保健」コースを新設し、その企

画・実施を当センターに依頼した。このコースでは、学習環境を改善することで、子どもの健康を確保し、

就学率の拡大と中退者の防止を図ることを最終的な目標としている。アジア、アフリカ、大洋州、中米の国々

から平成 18 年度から平成 25 年度までに 22 か国計 96 名の研修員を向かえて研修を実施するとともに、国

際研修を契機に当センターと教育機関とのより具体的な連携を目指した活動に取り組んだ。 

 

表. 課題別研修「学校保健」コースの参加国と研修員数 （H:保健省関係者、E:教育省関係者） 

第Ⅰ期（2006-2010） 

 

 

第Ⅱ期 2011-2013 
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その成果を受け平成 26 年度から新たに 3 か年のコースが採択され本年度はその 3 年目である。 

平成 18 年度からの集団コースの総計では、32 か国 130 名を受け入れた。平成 21 年度から 24 年度まで

国別研修「学校保健」コースを実施しエジプト 7 名、ラオス 2 名、マレーシア 13 名の 3 か国の研修員を受

け入れた。平成 28 年度までの集団コースおよび国別コースの総計では 33 か国 152 名となった。 

 

第Ⅲ期 2014-2016 

 

 

◆ 活動内容 

 本年度は、国際学校保健活動として次の活動を実施した。 

Ⅰ JICA 課題別研修事業 

1. 2016 年度集団研修「学校保健」コース 

2. 国際学校保健セミナーの開催 

3. JICA-net を利用したプログレス報告会 

Ⅱ フォローアップ調査（ガーナ） 

 

2016 年 6 月 9 日～7 月 23 日 

2016 年 6 月 18 日 

2015 年 7 月 11 日（2015 年度帰国研修員） 

2017 年 1 月 14 日～1 月 22 日 

 

Ⅰ JICA 課題別研修事業 

1. 2016 年度集団研修「学校保健」コース 

(1) コース名 

和文：2016 年度課題別研修「学校保健」コース 

英文：Knowledge Co-Creation Program "School Health 2016"  

(2) 研修期間：2016 年 6 月 9 日（木）から 2016 年 7 月 23 日（土）まで 

(3) 研修員と参加国（13 か国 13 名） 

アフガニスタン、アンゴラ、バングラディシュ、エジプト、ガーナ、ホンジュラス、リベリア、ミャンマ

ー、ネパール、ナイジェリア、スリランカ、タンザニア、東ティモール 

（スーダンからも研修員が来日したが、来日後に妊娠が判明したため 1 週目で帰国した。） 

(4) コース目標 

日本の学校保健制度や学校における取り組みを理解し、自国の学校保健システム改善に資する政策・制

度・改善に係る示唆を得て、自国内の関係者に普及させることを目的とする。 
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到達目標（研修の成果） 

① 学校保健の現状認識 - 自国の学校保健に係る問題点・課題を明確化する。 

② 現場体験に基づいた学校保健の考察 - 日本の実例を参考にしながら、学校保健システムの改善方法に

ついて、自国の状況に即して考察する。 

③ 学校保健システム構築への展望 - 自国における学校保健システムの改善に資する政策・制度・実践計

画の策定に係る方向性・知識の普及方法を設定する。 

④ 学校保健の普及活動 - 研修で学んだことやアクションプランについて、自国で普及活動を行う。 

(5) 実施日程：下表参照 

(6) 県内の学校保健関係者との連携強化 

 研修カリキュラムの設定にあたっては、以下の機関の協力を得た。 

・県内行政機関；愛知県教育委員会保健体育スポーツ課、同健康学習室 

・県内教育機関；愛知県総合教育センター、愛知教育大学教育学部教育科学系養護教育講座、名古屋大学大

学院医学系研究科、愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科・歯学部口腔衛生学講座、岡崎女子短期大学幼児

教育学科、名古屋文理大学 

・県内学校現場；北名古屋市立鴨田小学校、田原市立童浦小学校、田原市給食センター、岡崎市立甲山中学

校、愛知県立ひいらぎ養護学校 

・県内その他機関；大府市役所福祉子ども部児童課、大府市立追分保育園、大府市役所市民協働部環境課、

愛知県健康づくり振興事業団、愛知県済生会リハビリテーション病院、愛知県学校薬剤師会 

・県外関係機関など；文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課、大阪大学人間科学部人間科学研究科、

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科、岐阜大学地域科学部、ジョイセフ（家族計画国際協力財団）、広島

県西部東保健所、多治見市立市之倉小学校、多治見市各務歯科医院、ユニ・チャーム株式会社、味の素株式

会社 

 

2016 年度 「学校保健」コース研修実施日程 

 

Date Time For Lecturer Content 

6/9 Thu           Arrival in Japan 

6/10 Fri 
9:30 ～ 12:30 Orientation  JICA Briefing, Program Orientation 

13:30 ～ 17:00 Orientation  JICA Orientation on Life in Japan 1, X-ray Exam 

6/13 Mon 

9:30 ～ 12:00 Orientation  JICA 
Japanese Administration system, Japan’s experience in 

public health and medical systems(DVD) 

13:30 ～ 16:00 Orientation  
Dr Yamazaki 

Ms Matsubara 

Course Orientation 

Explanation about Evaluation 

6/14 Tue 
9:30 ～ 12:00 Lecture Dr Atsuta Project Cycle Management 

13:30 ～ 16:00 Lecture Dr Atsuta Participation analysis, Problem analysis, Objective analysis 

6/15 Wed 
9:30 ～ 12:00 Lecture Dr Nagashima  

Success and Current Situation of Children Medical Care in 

Japan 

13:30 ～ 16:00 Lecture Dr Kitahara School Heath System in Japan 

6/16 Thu 10:00 ～ 12:00 Lecture  Mr Takeuchi Rehabilitation for Children, & tour of ACHEMEC 
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13:30 ～ 14:30 Workshop Ms Tsuchiya Making Soap Using Waste Cooking Oil 

14:30 ～ 15:30 Workshop Ms. Uehara Hand Washing Practice in ACHEMEC 

15:30 ～ 16:30 interview JICA JICA evaluation team meeting 

6/17 Fri 
9:30 ～ 12:00 Lecture Ms Nozawa  School Health in Tanzania  

13:30 ～ 16:00 Lecture Pr Yokota Education System in Japan 

6/18 Sat 9:00 ～ 16:30 Presentation Dr Yamazaki  
Inception Report Presentation  

(International School Health Seminar) 

6/20 Mon 
10:00 ～ 12:00 

Observation 

& Lecture 

Mr Kagiya 

Ms Narusawa 

Function of Education Center 

In-service Teachers’ Training  (Regular and Yogo Teacher)  

14:00 ～ 16:30 Discussion Dr Yamazaki Cade Study：problems trees & objectives trees #1 

6/21 Tue 
9:30 ～ 12:00 Discussion  Ms..Matsubara Cade Study：problems trees & objectives trees #2 

13:30 ～ 16:00 Discussion  Ms. Matsubara Cade Study：problems trees & objectives trees #3 

6/22 Wed 
     (move to Tokyo) 

14:00 ～ 16:00 Lecture Ms. Hagiwara JICA’s strategy in Maternal and child health, Nutrition 

6/23 Thu 
9:30 ～ 12:00 Lecture Dr Eto School Doctor System & School Health Committee in Japan 

13:30 ～ 16:00 Lecture Ms Yoshidome Health Education by Experts - Reproductive Health 

6/24 Fri 
9:30 ～ 12:00 Discussion Ms Matsubara Review Session #1 

13:30 ～ 16:00 Lecture Pr Nakamura Collaboration between SH and MCH 

6/25 Sat      (Move to Nagoya) 

6/27 Mon 
10:00 ～ 11:00 Lecture Mr Hasegawa Physical Education as a School Subject 

11:00 ～ 15:00 Observation Kamota school Physical Education at School 

6/28 Tue 
9:30 ～ 12:00 Lecture Dr Yamazaki Practicum of School Health Examination 

13:30 ～ 16:00 Lecture Mr Kimata School Hygiene and Sanitation, School Pharmacists 

6/29 Wed 
9:30 ～ 12:00 Lecture Pr Kondo Yogo Teacher and Hokenshitsu (The Purpose and the Roles) 

13:30 ～ 16:00 Lecture Pr Kondo History of Yogo Kundo,- the Precursor of Yogo Teachers 

6/30 Thu 
9:30 ～ 12:00 Lecture Ms Nomura History of the Establishment of  the Yogo Teacher System  

13:30 ～ 16:00 Lecture Ms Nomura Qualification and Training Course to be Yogo Teachers 

7/1 Fri 
9:30 ～ 12:00 Lecture Dr Atsuta Project Cycle Management: Monitoring & Evaluation 

13:30 ～ 16:00 Lecture Dr Atsuta Project Cycle Management: Monitoring & Evaluation 

7/4 Mon 10:00 ～ 15:00 Observation Ichinokura Sch Health Education in classrooms 

7/5 Tue 
9:30 ～ 12:00 Lecture Assis.Pr Inukai Oral Health Activities at School 

13:30 ～ 16:00 Discussion Dr Yamazaki Action Plan Making #1 

7/6 Wed 
9:30 ～ 12:00 Lecture Ms. Iyoda Nutrition education at school in Japan 

13:30 ～ 16:00 Lecture Mr. Nomoto Activities of Private sector (UNI CHARM Co Ltd) 

7/7 Thu 10:00 ～ 15:00 Observation Kozan sch. 
Health Education and Activities at HOKENSHITSU 

(School Health Room)  

7/8 Fri 9:30 ～ 12:30 Lecture Ms. Matsumoto Activities of Private sector (AJINOMOTO Co Ltd) 
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13:30 ～ 16:00 Discussion Ms Morita Review Session #2 

7/11 Mon 

9:30 ～ 12:00 Lecture Pr Yamashita Education Tools for Health Education 

13:30 ～ 16:00 Discussion Dr Yamazaki Action Plan Making #2 

17:00 ～ 19:00 Discussion Dr Yamazaki 
Progress Report from FY 2015 Participants ; Afghanistan, 

Ghana, Tanzania (TV Conference) 

7/12 Tue 
9:30 ～ 12:00 Lecture Pr Fujii Health Observation,  First Aid Treatment 

13:30 ～ 16:00 Discussion Pr Fujii Discussion with Students of School Health Training Course 

7/13 Wed 
9:30 ～ 12:00 Lecture Pr Kondo Health Education Methods and Realities by Expert 

13:30 ～ 16:00 Lecture Pr Kondo Health Education Methods (Hands –on Experience) 

7/14 Thu 
10:00 ～ 11:30 Observation Oiwake N. Sch. Daily Activities and Health Education in a Nursery School 

13:30 ～ 14:50 Observation AHP Observation Tour of Health Science Museum 

7/15 Fri 

9:30 ～ 11:00 Lecture Ms Iyoda School Lunch System in Japan 

11:00 ～ 11:30 Lecture Ms Sugimoto School Lunch Operation at Tahara City 

11:30 ～ 15:00 Observation Doho School Operation of School Lunch at a School 

7/19 Tue 
10:00 ～ 12:00 Observation Hiiragi school School Health Activities in Special Support School 

14:00 ～ 16:30 Discussion Ms Matsubara Action Plan Making #3 

7/20 Wed 
9:30 ～ 12:00 

Discussion Dr Yamazaki 
Information Exchange with Research Students from Asian 

Countries (YLP students, Nagoya university) 13:30 ～ 16:00 

7/21 Thu 
9:30 ～ 12:00 Discussion Ms Matsubara Action Plan Making #4 

13:30 ～ 16:00 Discussion Ms Matsubara Action Plan Making #5 

7/22 Fri 

9:00 ～ 15:00 Presentation Dr Yamazaki  Presentation meeting of Action Plan  

15:30 ～ 16:30 Discussion JICA  Course Evaluation Meeting 

17:00 ～ 19:00   Closing Ceremony, Farewell Party 

7/23 Sat           Departure from Japan  

 

1. 国際学校保健セミナー（インセプションレポート報告会）の開催 

2016 年 6 月 18 日（土） 9：00～16：30 

各国の学校保健の現状について報告された。例年参加している愛知教育大学養護教諭養成課程の学生・同

大学院生 52 名、および同大学卒業生で平成 28 年度からガーナに派遣さえた青年海外協力隊員 1 名、研修

コースの講師 5 名が参加した。また、三重県立小児心療センター医師 1 名、名古屋大学医学部 1 名、名古

屋市立大学看護学部 1 名、あいち小児保健医療総合センター看護師 1 名、名古屋大学で医療行政学を学ぶ

アジア各国からの留学生 11 名と名古屋市立大学看護学部学生 1 名、愛知県内の教育関係者 1 名、さらに国

際協力の NGO スタッフ 1 名など、総勢 96 名の参加者があった。 

平成 26 年度より、このセミナーをより多くの関係者に呼びかけ、国際協力への参加のステップとして活

用しようとの意図をもって、チラシなどを作成しており、参加者が増加した。 

 

2. JICA-net を利用したプログレス報告会 

課題別研修「学校保健」コースでは、研修中にアクションプランを作成するとともに、研修の実効性を高

め全体的な成果を確認するため、帰国後の短期的な活動状況を、プログレスレポートとして提出することを
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研修員に課している。研修員がそれぞれの組織に戻り、アクションプランを実行する際に直面した課題に対

するサポートとして、JICA-Net の遠隔技術を利用したプログレス報告会を実施している。 

2015 年度集団研修コース参加者によるプログレス報告会 

・実施日時：2016 年 7 月 11 日（月） 17:00～19:00  Japan Local Standard Time 

（平成 27 年度研修員：アフガニスタン 2 名、ガーナ 2 名、タンザニア） 

・参加国と参加者：平成 27 年度集団研修コースに参加した帰国研修員と現地スタッフ等 8 名（アフガニス

タン 2 名、ガーナ 3 名、タンザニア 3 名）、ならびに集団コースで JICA 中部センターに滞在している研修

員 13 名、および昨年度 JICA タンザニア事務所でプログレス報告会に参加した JICA 中部の職員などが参

加した。帰国研修員からは、それぞれ帰国後にアクションプランに沿って従事している活動やその成果が報

告された。山崎はコースリーダーの立場から、今後の活動の進め方等についてアドバイスした。 

 

◆ 評価方法 

1. 課題別研修「学校保健」コース対する評価：研修中より研修の単元の終了ごとに研修員に質問紙に記入

を求めた。また、帰国後の活動に関する質問紙は研修終了時に記入を求め、スケールによる評価を行った。 

 

◆ 評価 

1. 研修成果について 

・単元目標の達成度（研修員 13 名による自己評価）          ←Fully Achieved Unachieved→  

 単元名 4 3 2 1 無回答 

単元 1 自国の学校保健の現状認識 12 1 0 0  

単元 2 日本の学校保健（政策や歴史）への理解 9 4 0 0  

単元 3 日本の学校保健（制度や活動）への理解 10 2 1 0  

単元 4 自国の学校保健システム構築への展望 7 6 0 0  

 

【コメント】 

【単元 1】Learning about PCM-ZOPP, will help me to make project planning specially on School Health 

issues in Bangladesh (Bangladesh). I had a very good understanding of Project Cycle Management 

through a well detailed lectures and handouts and active participation of other participants in the 

process through sharing of adequate experiences (Nigeria). 

【単元 2】Yogo Teacher and School Health are two vital components for effective schooling in Japan. I 

will try to implement these excellent experiences/ ideas in Bangladesh (Bangladesh).  

【単元 3】Lectures and School visits both were very satisfactory and fruitful (Bangladesh). Experience 

and activity about the school health is very good but each country have a separate condition and should 

apply with the environmental and special condition .and we do not have the enough possibility for the 

apply all experiences like Japan (Afghanistan). 

【単元４】School Health is a vital issue for effective education of children. I learnt a lot of new ideas 

about School Health through this module which I will share with my other colleagues (Bangladesh).  
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2. 研修デザインについて（研修員 13 名による評価） 

                    ←Yes                No→  

質問 4 3 2 1 無回答 

あなたもしくは所属組織が案件目標を達成する上で、プログ

ラムのデザインは適切と思いますか？ 

11 2 0 0  

本研修において研修参加者の経験から学ぶことができまし

たか？ 
7 6 0 0  

視察や実習など直接的な経験を得る機会が十分ありました

か？ 
12 1 0 0  

討議やワークショップなど、主体的に参加する機会が十分あ

りましたか？ 
11 2 0 0  

講義の質は高く、理解しやすかったですか？ 9 4 0 0  

テキストや研修教材は満足するものでしたか？ 10 3 0 0  

目標を達成するための適切なファシリテーション（講義内容

の理解促進、アクションプラン等の作成にかかる助言等）を

受けることができましたか？ 

9 4 0 0  

研修監理員の通訳および研修監理サービス（調整・手配）に

は満足しましたか？ 
13 0 0 0  

日本の社会的・文化的背景を理解できたと思いますか？ 7 5 0 0  

                       

質問 a b c 無回答 

研修期間は適切でしたか？ 

a: long, b: appropriate, c: short 
0 12 1  

本研修の参加者人数は適切だと思いますか？ 

a: too many, b: appropriate, c: too few 
0 12 1  

 

・帰国後の研修内容の活用について（研修員 12 名による評価） 

 質問 回答数 

A はい、業務に直接的に活用することができる。 9 

B 直接的に活用することはできないが、業務に応用できる。 5 

C 直接的に活用、応用することはできないが、自分自身の参考になる。 0 

D いいえ、全く役立たない。 0 

 

【コメント】 

・視察や実習など直接的な経験を得る機会について：We got many experience during the visit site. But 

difficult to me understand Japanese langue during discussions with Children. I think we need more 

discussions for deepening to understanding. I also wanted have opportunities to exchange experience 

with other participants and other country（Timor-Leste) 
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・討論やワークショップについて：In my view, in order to get equal and enough opportunities to 

participate actively by the participants, the time for each participant who wants to discuss or asks for 

the lectures' suggestions should be set. Besides, the participants should be suggested that discussing so 

much apart from the lecture must be avoided to save the time for other participants (Myanmar).  

・その他：Course Director, Coordinator and other supportive members/ staff were fully active, dutiful, 

punctual and cordial for supporting us in every aspect during this School Health Training Course. So, 

the course was interesting and joyful through which we learnt much and we gathered various 

knowledge/ experiences in Japan, School Health Training in Japan is a memorable event in my life 

(Bangladesh).. 

 

3. 日本での気づき・学びについて 

1) 研修を通じて学んだ知見の中で、自国の課題解決に貢献しうる知見（手法、業務・組織、制度、概念）、

技術、技能を挙げてください。 

- School Health Rooms to be introduce in schools will be useful. This ideas will help to have Yogo 

teachers be assigned in schools to help stuents in their learning activities while we developed policy for 

full Implementations (Liberia).  

- 1.Well-decentralized system among the MEXT and prefecture education centers, altogether 

well-decentralized administrative system, and 2.Cooperated system between preventive health care 

centers and curative health care centers (Myanmar). 

- Method and organization (Afghanistan). 

- Try to improve society (Egypt). 

- The useful knowledge about Service and System (Timor-Leste, Angola) 

- Project Cycle Management /PDM, Proper hand washing method. All Lectures on Japanese culture, as 

well as the legal framework both in terms of education as well as health (Honduras).  

- Strengthening health care delivery system both in rural and urban areas (Tanzania). 

- The school health system in Japan-the structure and how implementation of services are carried out. 

Specially the role of Yogo teacher and Hokenshitsu, Health education through every aspect of school 

education and how health examination is carried out with practical knowledge. Besides the importance 

of school lunch which is a balanced model meal (Sri Lanka). 

- The practical way of lesson delivery throughout the sessions. It explains why children are easily 

gaining knowledge and because it is practical they never forget and it becomes part of them (Ghana). 

- Establishment of School Health Room and introducing School Lunch are two vital issues which could 

be implemented in Bangladesh through strategic planning. We will take initiatives to do that as early 

as possible (Bangladesh). 

- Hand Washing, Maternal and Child Health Handbook, Project Cycle Management, School Health 

Examinations, Capacity Building, Nutrition Education and School Lunch Programmes, Promotion of 

Girl Child Education, Oral Health, Menstrual Hygiene Management, Learning through Play and the 

use of Teaching Aids (Nigeria).         
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2) なぜそれが有用であるか述べてください。 

- This knowledge will be useful cause since after our senseless 14 years of war, and EVD Crises, there 

are lots of problems in schools, unhealthy children, too much dropout rates, orphans, disabled and 

hunger etc.…. will be addressed gradually (Liberia). 

- 1.I had learnt about well-decentralized system of Japan, altogether with the School Health Training 

courses. My country is in the transitional period to decentralize from the national level to the 

peripheral (Regions/States) level in all sectors, including health and education sectors. Therefore, that 

Japanese knowledge will be useful for my country. 2. At the present, a weak cooperative mechanism 

between preventive and curative health services is one of big issues in improving the health status of 

my country. That is why, Japanese knowledge can be applied in my country (Myanmar). 

- To achieve the target easily (Egypt). 

- The success of these projects lies largely in its own organization and systematization, for what is 

required, an elaborate planning where a good analysis of the problems is made and consider clear and 

achievable objectives (Honduras). 

- School doctor, School health room, School Environmental conditions, School, Health Education tool, 

Yogo Teacher History, Discipline culture & Respectful behavior of Japanese people (Nepal). 

- Because healthier people can work so take part in productivity of national. Secondly, the government 

spend a lot of money for treatment of sick people (Tanzania). 

- In Sri Lanka we want to improve the quality of school health services. The knowledge gained can be 

adopted with modifications and also with culturally acceptable way. When developing health 

educational material we can apply the useful knowledge gained through lectures and observatory visits 

to schools. Specially health education tools used are of very useful and the delivery mode of health 

education is praiseworthy (Sri Lanka).  

- Better health is essential for better education of children. Quality education is the pre-condition of 

advancement of a nation. Therefore, these are very useful components in schools of Bangladesh 

(Bangladesh). 

- Even though Nigeria implements comprehensive School Health Programmes, there exists wide gap in 

programme planning, development, implementation, monitoring and evaluation methods. The 

knowledge I acquired has enriched my capacity to make necessary inputs to School Health 

Programmes in Nigeria to ensure 'a health promoting school (Nigeria). 

- It is very good because we changed our life style, especially the ours to sleep and wake up, and the 

Teachers do every things in order to put us up and arrive to Japan it means to be adapted so as we have 

many problems in our countries as underuse of hours, workers. Organization it is very important 

because without organization we cannot achieve the goals. The system is also important because each 

one can now his (her) duties and be focused in her (his) activities (Angola).    

 

3) どのように自国に採用もしくは適用するか述べてください。また、採用もしくは適用において課題があ

れば記述してください。        

- These ideas will be adopted in my country and organization by hosting workshops, advocate, work 
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with stakeholders, community, MOH/Mental Health, and MOE School Health Divisions for 

coordination of work, for successful implementation (Liberia). 

- First, I will share my knowledge about these facts to co-workers, and advocate decision-makers of my 

organization. Besides, I will also try myself to adapt by building capacity of regional and township level 

staffs, and giving the authority to manage the projects themselves. Moreover, guidelines will be 

developed for more cooperative mechanisms among health, education sectors, and the community, and 

between the preventive and curative health centers.  The most important obstacle is the attitute and 

mindset of people (Myanmar). 

- It is already found in my country but limited so Ihave to do my best to increase the cooperation 

between community and stakeholders (Egypt). 

- Investing in nutrition, population based screening and health checkup, provision of National Health 

Insurances and multi sectoral collaboration.  The problems are lack of funds and poor collaboration 

between decision makers and actors (Tanzania). 

- With collaboration with the Ministry of Education and Ministry of Health, also through advocacy of 

the Policymakers, further Health education could be done with modifications and pre testing of the 

knowledge gained in Japan to make it suitable to our setting specially Japan’s method of learning 

health education giving hands on experience to students should be adopted with appreciation (Sri 

Lanka). 

- I will pick health topics one after the other and meet School Based Health Coordinator since we dont 

have Yogo Teachers now and select a topic like brushing of teeth. It will be specified that children must 

bring their tooth brush and the practical brushing of the teeth must be done. An activity must be 

continued. The challenge may be Teachers commitment level, the availability of the brush on the part 

of some of the children etc (Ghana). 

- So we should start in our self, our students and our colleges that depend on us, and I Should also 

propose one new system of organization, in order to systematize all the procedures. There so many 

obstacles: Culture, bad traffic of vehicles, no public transport, diseases and salary dissatisfaction 

(Angola). 

- Because we already have system and service but not yet have low which to guide is better. We have 

obstacles about chance the structural and policy (Timor-Leste). 

- Back in my country, I have the challenge to join my team, make them a summary of what I learned in 

the School Health Program here in Japan and start with my action plan with the collaboration of my 

coworkers, and then implement a ""pilot project"" at least one or two schools in my community 

(Honduras).         

 

◆ 考察 

（１）今年度の研修において、カリキュラムを工夫した点とその効果 

 各単元の研修内容（講義、演習、視察など）については、過去 10 年間の実施で有益であると評価された

ものの多くを踏襲した。本年度は、ラマダンを考慮して、例年より 3 週間ほど開始を遅くした。また、講

義等の内容を何点か変更した。 
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１）研修スケジュール 

 研修期間は、昨年と同様 45 日間とした。また、食育に関する新規の講義を実施するとともに、民間セク

ターの社会貢献に関する講義の対象企業を変更した。なお PCM に沿ってアクションプランを作成する討論

では、前半の problem tree や objective tree の日程が、東京への研修旅行との関連から連続した設定とな

り、グループとしての議論が不十分となった印象があった。 

２）新規に導入した内容 

 JICA 中部の斉藤氏の提案で、名古屋文理大学の伊豫田先生に日本の食育に関する系統だった講義を依頼

した。昨年度より開始した民間セクターの途上国における活動については、リプロダクティブヘルスに関連

したユニ・チャーム株式会社に新規に依頼した。 

SSC メンバーが講義や視察の前に、シラバスに基づいた説明を加えたことは、研修員が全体像を理解する

ために役立ったと考えられた。Review session については、（昨年度までの）時間外に設定するのは研修員

側もたいへんであろうとの反省に立ち、時間内に 10 日に１度程度で実施した。グループ討論なども用いる

ことで、研修員の理解度やニーズを把握に役立てることができた。 

３）インセプションレポート報告会（国際学校保健セミナー）の参加者の広がり 

 実施当初から、本コースでは地元大学の養護教諭養成課程の学生に、インセプションレポート報告会に参

加を得てきた。これまでに参加した学生の中から国際保健に強い関心を持つ者もあった。平成 26 年度にガ

ーナに養護教諭として派遣された、その卒業生の一人（黄木寺先生）が、任期を終えて帰国し、報告会に参

加した。 

４）システム科学コンサルタンツ社への業務委託 

2014 年度からシステム科学コンサルタンツ社への業務委託となり、研修の全日程への随伴とグループ討

論等による Review session と評価シートを用いた系統的な評価が実施された。コースリーダーが実施する

アクションプラン作成の討論にも主体的に参加し、特にアクションプラン作成の討論については、中心的

役割を果たした。同社のスタッフが持っている豊富な国際経験から、研修員に対して適切な助言を受ける

ことができ大変に有意義であった。Review session による研修員の理解と研修内容についての評価は、同

社からの報告を待ち、来年度の実施に向けての改善点に盛り込みたいと考えている。 

同社スタッフに対する研修員からの信頼も高く、研修実施に大きな貢献があったと考えられる。研修監理

員との業務調整についても、事前打ち合わせを密に実施することなどで昨年度の問題点は改善してきた。 

 

Ⅱ フォローアップ調査（ガーナ） 

【調査の背景】 

独立行政法人国際協力機構（JICA）中部国際センターが実施している課題別研修「学校保健」Knowledge 

Co-Creation Program(KCCP)”School Health”（以下、“本研修”）は 2006 年度に始まり、今年度で 11 年目

を迎えた。山崎は、そのコースリーダーとして専門技術的な指導・助言にあたってきた。11 年間で各国の

学校保健の状況は少しずつ改善しつつあるが、同時に様々な問題意識（性教育、栄養や食育、こころの問題、

生活習慣など）が増え、研修に求められる内容はそれらに対応したものを取り入れていかなければならない。

また、研修で学んだ日本の学校保健システムを、自国に適応する状況を把握することも研修企画には不可欠

である。研修員の帰国後のフォローアップの強化が求められている中において、本研修の帰国研修員の帰国

後の活動について、研修効果がどのように活かされ活動に結びついているかを、実際の現場を見て現状と課
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題を認識することで、より良い研修を企画・形成・実施する必要がある。 

本研修には、32 か国 153 名の研修員が参加したが、ガーナからは 2007 年度から毎年研修への参加があ

り、現在、帰国研修員は 16 名と参加国の中でトップの数である。ガーナは学校保健の政策や体制が比較的

進んでおり、また青年海外協力隊員（JOCV）との連携もあることから、これまで参加した研修員は熱心に

意欲的に研修へ取組み、帰国後の進捗報告や翌年度の TV 会議報告会に参加するなど、長年、本研修との関

わりが強く、また実績がある。 

【調査の目的】 

 上記の背景により本研修のフォローアップ対象国としてガーナ国が選定され調査を実施することとなっ

た。その目的は以下の通りである。 

（1）ガーナの学校保健に関わる各行政機関の役割、連携、戦略、将来計画等を確認し、課題を把握する。 

（2）帰国研修員の活動先を訪問し、活動状況と課題を確認する。 

（3）帰国研修員、JOCV、学校保健関係機関等とワークショップ/セミナーを開催して意見交換を行い、研

修に対する要望・ニーズを把握する。 

 

1 月 16 日（月） 

・8:30 ガーナ教育省教育局 Ghana Education Service（GES）, Accra 市 

 2013 年度の帰国研修員である Ms. Mary Vida Kwofie の案内で、GES 本省を表敬訪問し、GES Deputy 

Director General、SHEP(school health education programme)局長 Ms Nana Esi Inkoom Akyenba など

から、学校保健の現状や課題について話し合いを持った。なお SHEP 局長の Ms Nana は、2012 年の帰国

研修員で、その後局長に昇任した。 

教育局が取り組んでいる学校保健の課題としては、環境衛生（beautification）や手洗いのための Tippy 

Tap、School health committee の強化、 高校生の女子の衛生教育、Health record としての Weighing Card 

(postnatal card)の活用、学校栄養活動などがあり、国際機関の中では Unicef が学校活動支援の主たるパー

トナーとのことであった。大きな課題として、保健分野を担当する教員の研修が必要で、resource center の

設置に取り組みたいとのことであった。 

・10:00 ユニセフ・ガーナ事務所, Accra 市 

 学校保健活動の担当者 Munamuzunga Sikaulu 氏, Agnes Arthur 氏. Rhoda Enchil 氏から、その活動状

況や学校保健活動の実状についてインタビューした。 

 ユニセフの取組としては、national policy に基づいた

SHEP Manual と学校レベルの実践ガイドラインを作成し

て、その普及に努めており、School Health Committee を、

国、県（region）、郡（district）レベルおよび学校レベル

で設置して活動の展開、Safe school environment の取組、

Inclusive Education(IE)のスキームとして、疾病スクリー

ニング（視覚、聴覚他）とそのフォローアップ、ユニセフ

の他部局と連携した WASH programme、コスト管理面で

の支援としてより安価な簡易トイレ施設の普及、さらに

personal hygiene の強化や、感染症対策として junior high 

schoolにHIV alert programmeやdeworming programme

 

unicef Ghana 訪問 
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の展開など多方面で支援している状況であった。Costing strategy として、教育局の国家予算のほとんどが

教員給与に充てられ、活動費はドナーに頼るしかないことが、ユニセフの活動の背景にある。 

なお、ユニセフの主たる活動地域が、（今回調査では把握できない）北部地域であるため、SHEP 

coordinator の状況￥を聞いたところ、北部地域においても県（region）、郡（district）レベルだけでなく、

学校レベル（school based coordinator, health teacher）が任命されていることは事実。しかし、その活動

や能力はさまざまとの意見であった。 

学校保健が教育省の管轄下にあることで、保健省保健局 Ghana Health Service (GHS)との連携の問題点

はないかとの質問には、GHSは school health unitの組織を持っていてこれが学校レベルで活動しており、

連携が取れているとのことであった。なお、学校栄養プログラムの主担当は GES ではない。 

 

・11:30 SHEP Director office, Accra 市 

 SHEP の局長室を表敬訪問した。 

SHEP coordinator は、国レベルを始め、10 regions、200 を超える districts それぞれに任命されている。

これに加えて各学校に school based SHEP coordinator が任命されている。元来教師として学校現場で勤務

した後等に、大学や研修を受けるなどして coordinator として採用されるなどの情報を得た。 

 

  

このビルの 1 階に SHEP office がある SHEP 局長（右から 2 人目） 

 

・14:00 JICA ガーナ事務所訪問 

 石沢祐子次長、梯 太郎所員、および保健班の仙北谷未来企画調整員（ボランティア事業担当）に調査目

的等を説明、火曜日からの調査実施内容について打ち合わせた。現在、青年海外協力隊（JICA Oversea 

Cooperation Volunteer）として 3 名の隊員（養護教諭）が派遣されており、訪問地域の保健分野の JOCV

とともに視察に同行する予定。 

 山崎正則所員は、12 月まで保健班で UW(upper west 地域)プログラム等を担当していたが、1 月から所

内別担当に配置変更されたが、JICA ガーナの保健分野の協力について、ブリーフィングを受けた。 

 神田貴絵企画調整員から、栄養改善活動、主に栄養政策実践のためのマルチセクターアプローチ研修（国

別研修、ガーナ事務所の予算）、栄養分野におけるマルチセクター調整能力強化のパイロット事業について

説明を受けた。 

 課題別研修「学校保健」では、開設時からインセプションレポート報告会に愛知教育大学の養護教諭養成

課程の学生が参加している。開設 2 年次（2007 年）に学生として参加した人が、2014 年 7 月～2016 年 3
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月に JOCV（養護教諭）としてガーナに派遣され、事務所のポスターに大きく掲載されていた。 

 

  

オフィスのビル オフィスに貼付されてたポスター 

 

・1 月 17 日（火） 現地学校訪問１日目 

 午前 8 時に JICA Ghana 事務所を出発し、Central Region の学校に向かった。 

・10:00 District Education Director office, Gomoa West 郡 Apam 村 

 GESの郡事務所で所長らに調査目的等を説明した。帰国研修員Ms Asher Aba Quansahの管轄地である。 

・10:10 Chief of Gomoa Ankamu の表敬訪問 

 ガーナでは、伝統的な部族長が地域活動に大きな影響力を持っている。視察の前に、この地域の chief で

ある Nana Ankamu Otabil IX Obuabm 氏の邸宅を表敬訪問した。 

  

部族長の邸宅前 Nana Ankamu Otabil IX Obuabm 氏と 

 

・10:20 Ankamu D/A Basic School 視察 

この地域で学校保健活動に積極的に取り組んでいるモデル校として視察した。同校は、幼稚園から中学校

までが一緒になった学校で、多くの初等教育校はこの形態であった。 

農村部では、上下水道はほとんど完備されていない。手洗い用に使用済みのポリタンクを使った Tippy 

Tap を普及させる取り組みが各所で行われていた。敷地内には、昼食用にパンや野菜、豆類などを調理する

場所があり 5 名ほどの調理人が働いていた。校内の廊下に箒のようなものがあったので尋ねると、生徒が

校内清掃のために使うものとのことであった。 
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生徒のデモンストレーション 部族長も一緒に手洗い！ 

 

・11:30 District Director of Education, Ekumfi 郡 Essarkyir 村表敬訪問 

 GES の所長等に訪問目的等を説明した。帰国研修員 Ms Gifty Amoako-Gyimah の管轄地である。 

・12:00 Engow Methodist Basic School 視察 

 栄養プログラムのモデル校として学校給食を実践している学校として視察した。ちょうど給食の時間の訪

問となり、調理人が幼児クラスに配膳している様子や、学童が食事前に机に伏せたから両手を合わせて pray

している様子が見られた。多くの子どもたちは手づかみで食事していた。 

学校内には調理場の小屋があり、土間にかまどが掘られていた。また、小屋では鶏が放し飼いになっていた。

視察に合わせたのか 30 人ほどの親も学校に来ていて、校長からの話に耳を傾けていた。 

  

幼児クラスへの配膳の様子 幼児クラスの食事風景 

  

学校内の料理場 食事前のお祈り 
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・13:10 Essarkyir Methodist Basic School 視察 

 学校保健活動があまり十分でない学校として紹介された。比較的小規模の学校で、屋外にいすを並べた授

業風景も目に留まった。Tippy tap は利用されているようだった。 

  

青空教室の様子 低学年の授業風景 

 

・14:00 T. I. Ahmadiyya Senior High School, Essarkyir 村 

 私立の boarding schoolで、広い敷地にはきれいな前庭やソーラー発電設備などもあった。後者の一部に、

学校クリニックがあり、保健省管轄の CHPS（Community-based Health Planning and Service, 保健師が

中心となってプライマリヘルスケアを担う機関）から、看護師 2 名が毎日派遣されているとのこと。休息

用のベッドや解熱剤、抗生剤などの薬剤も備えられていた。 

  

校舎の前庭 学校クリニック 

 

1 月 18 日（水） 現地学校訪問２日目 

 午前 7 時に JICA Ghana 事務所を出発し、Eastern Region の Lower Manya Krobo 郡に向かった。 

・9:00 GES Lower Manya Krobo Office 

 帰国研修員 Mr Godfried Caesar の管轄地で、JOCV 外村晃さん（感染症・エイズ対策）と高橋正さん（小

学校教育）の任地でもある。外村さんは、シーザーさん（2016 年度帰国研修員）がカウンターパートであ

ることから、彼のアクションプランの「モデル保健室の設置」に協力しているとのことだった。 

 GES office までは、比較的平坦な舗装道路であったが、対象校に向かう道路は途中から山に分け入って

入る穴ぼこだらけの悪路となり、車列の前を走る車の砂煙で視界がなくなるほどであった。途中、バイクで
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すれ違う住民を見かけたが、外村さんたち JOCV も学校に出かけるときは、ヘルメットにゴーグルをかけ

てバイクで移動するとのこと、女性隊員の任地と比較して、かなり過酷な状況がうかがわれた。 

  

移動途中の悪路 砂まみれになった車両 

 

・10:30 Tslerdom M/A school 視察 

 峠越えの山道の途中に小さな村落が現れ、その先に視察校があった。今回視察した学校は、共通して、開

けたなだらかな斜面を利用した広い敷地に、いくつかの平屋建ての校舎が並んでいる状況であった。視察に

合わせて地域の住民も集まっていて、「息子がこの学校で勉強して先生になった」など学校を誇りに思って

いる老人にも出会った。 

 モデル保健室は、空き部屋を利用したもので、ベッドと机があり、壁には本研修で近藤教授（岐阜大学）

が講義で説明した「保健室の役割」をシーザーさんたちが手作りでイラストにし、白黒コピーしたポスター

が張られていた。また、出欠簿に子どもの毎日の健康状態を記録する管理簿が、日本の研修での学びとして、

利用し始めているとの説明があった。 

  

HOKEN SHITSU 保健室の役割を示したポスター 

 

視察の一行と離れ一人で校内を巡っている短い時間の間に、二人の女子生徒が敷地のはずれにあるトイレ

に行く様子が目に留まった。トイレから出てきた二人は、自然に tippy tap の手洗い場で手を洗っている様

子を目撃した。訪問校では、生徒のデモンストレーションとしてしか手洗い場面を見てこなかったが、二人

の様子からは、この学校では手洗い習慣が根付いていることが確認できた。 
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敷地のはずれにあるトイレ トイレの後の手洗い 

 

 学校から歩いて 10 分ほどの距離にある水源（井戸）では、釣瓶を用いて手でくみ上げる仕組みで、汲み

上げた水はかなり濁っていてこの地域の過酷な生活を伺うことができた。 

 

・12:30 Our Lady O' Fatima school 視察 

 山の中の道路をどんどん下り、ボルタ河沿いの平坦な道路をさらに下った先にある私立校に到着した。幼

稚園から中学校までで寄宿舎もある。同行では、学校看護師が常駐する Sick Bay（学校クリニック）をモ

デル保健室として保健活動に利用しようとの取り組みのようであった。利用管理簿も整備されていた。シー

ザーさんと JOCV が視察に合わせて仕込んでいた HIV 予防の授業を見学した。 

 

  

HOKEN SHITSU JOCV とカウンターパートの保健授業 
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・13:40 Nuaso Anglican school 視察 

 街道沿いの商店や夜の店などが立ち並ぶ雑踏の一角に位置する学校を訪問した。モデル保健室は、カラフ

ルな床材やカーテンで飾られ、ベッドや机が置かれていた。外村さんの話では、モデル保健室を作るにあた

って教育省や保健省などから財源があったわけではなく、ベッドはシーザーさんと JOCV が手作りしたと

のことであった。 

 講堂での meeting が準備されており、保健省に配置されている外村さんのアイディアで、郡の保健局長

を招いて、学校保健の意義について説明する機会となっていた。 

  

モデル保健室 meeting 

 

・15:00 Ensign College of Public Health 

 近代的な建物の大学の一角で、シーザーさんたちが準備していただいたローカルフードの昼食をとった。 

 

1 月 19 日（木） ワークショップ JICA Ghana Office 

 ワークショップには、これまで本研修にガーナから参加した帰国研修員 15 名（ほぼ全員）、および今回

の視察に同行した 5 名の JOCV が参加した。 

午前は、JICA 石沢次長のあいさつと山崎の講義、および帰国研修員の Ms Gifty と Mr Caesar から、そ

れぞれの管轄地域の活動状況の報告が行われた。Ms Gifty は主に学校給食による栄養改善、Mr Caesar は、

モデル保健室の設置について発表した 

午後は、Ms Dora Avorkor Arday（2008 年研修員、現在退職）と Ms. Mary Vida Kwofie のコーディネ

ートで、帰国研修員と JOCV がグループに分かれて学校保健活動の課題と展望について話し合い、成果を

発表した。  

 また、本研修に対する期待として、下記の意見が挙げられた。 

 

- More practical work in proposal writing should be done during the training so participants are able to 

write proposals for support where necessary when they return.  

- Support with equipment for Health room  

- Regular collaboration with Japan and ex-participants  

- Weeks spent for the programme must be extended to 10 weeks instead of 6 weeks so that participant 

would not be rushed through the programme.  

- More of visit and refresher courses like what we have done,  
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- Interaction with JICA Volunteers is very important.  

- SHEP coordinators are not given training on Counselling and for them to be able to give Health 

Counselling, I suggest it should be included in the training in Japan.  

- Home room activities or Health Guidance  

- Counselling provision to Adolescents  

- Intensive First Aid lessons  

- Nutrition and Diet education  

- JICA Chubu should laise with the various JICA country offices to track the activities of 

ex-participants action plans implementation action and its sustainability.  

- The school health training program in Japan is good. I'm suggesting that a seminar of this nature is 

carried out on regular intervals so that it becomes an inservice training for participants.  

   This will update the participants of new development.  

- This is a good programme and I suggest that a programme of this nature is done annually as a fresher 

course for us.  

- Integration of Food and Nutrition in the programme  

- The training is too short, it must be extended.  

- If quarterly or six months meeting for ex-participants like this to project and prepare for the next 

team joing in for the programme at Japan and effective implementation in Ghana 

  

次長挨拶 講義 

  

グループ討論報告 集合写真 
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1 月 20 日（金） 

・9:00 Debriefing Meeting 

ガーナ教育省教育局 Ghana Education Service（GES） 

 GES の定例会議に合わせて、視察団の観察事項、ガーナ国学校保健施策に対する所感などを説明した。

GES は副局長をはじめとする主要メンバーおよび GHS 関係者が参加した。 

 山崎から、今回の視察結果と日本の学校保健システムのガーナでの展開の可能性に関する報告を行った。 

・14:00 JICA ガーナ事務所 

 牧野耕司所長、中沢専門官（GES 配属）、梯 太郎所員に帰国報告を行った。調査団からの概要報告とし

て、調査結果の概要とともに、今後に向けて課題別研修「学校保健」におけるガーナ国との継続的な連携、

JOCV と帰国研修員との連携、ユニセフとの連携を挙げた。

また、SHEP の組織が全国展開しているものの予算のほ

とんどが給与費に充てられて、独自の活動予算確保のため

に国際援助機関の資金が必要であること、学校現場での担

当者（school based SHEP coordinator, health teacher）

のほとんどが教科担任を兼任していて、一般教員の学校保

健に対する関心が必ずしも高くないなどの課題があり、そ

の解決のとして health teacher の能力強化には、養護教

諭の JOCV の活用、保健省の CHPS の看護師の活用、栄

養改善については、JICA 本部で開始されているマルチセ

クターアプローチによる「栄養と保健システム調査」のス

キームの活用などが有効でないかとの提言を報告した。 

 

 

活動名 9. 多文化共生支援活動 

 

◆これまでの取り組み 

【あいち医療通訳システム】 

 愛知県には 20 万余の外国人県民が生活しているが、医療等を受ける際に言葉が通じないことへの不安

を訴える人が多くあり、また医療機関側も「言葉の問題」を解決する方策を求めている。愛知県（地域振興

部国際課多文化共生推進室）は、平成 23 年度に外国人県民が安心して医療等を受けられるよう、医療機関

等の依頼に応じて、一定レベル以上の知識を持った医療通訳の派遣等を行うシステムの構築を目指したモデ

ル事業を実施した。当センターでも、同様のニーズを抱えておりボランティア活動の中で一部対応してきた

が、前田元センター長の強い意向も踏まえその試行に参加した。24 度から医療機関団体、大学、県と県内

市町村が「あいち医療通訳システム推進協議会」を共同で設立し、「あいち医療通訳システム」の本格実施

を開始した。当センターは平成 24 年度から「あいち小児保健医療総合センター医療通訳システム」の業務

をあいち医療通訳システム協議会に委託し、通訳の利用を実施している。 

【ブラジル学校での学校健診】 

現在全国に外国人学校は 198 校が所在しており、うちブラジル学校は 81 校で最多といわれている。ブ

ラジル学校の多くは各種学校等の認可は受けておらず、学校健診などの学校保健活動はほとんど行われてい

 

JICA ガーナ事務所 牧野耕司所長 
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ない。子どもたちの健康状態の把握には学校健診は有効な手段となり得るが、その必要性や実施方法につい

てはあまり検討されていない。このため、平成 22 年度よりパイロット校（Colégio Isaac Newton 校、岐阜

県美濃加茂市）における学校保健のあり方を実証的に研究するプロジェクト*に参加して、日本の学校健診

モデルを参考にしたブラジル学校での学校健診を実施した。平成 23 年度は、愛知県・豊橋市等との協働で

豊橋市内のブラジル学校での実施に取り組んだ。 

*外国人学校における学校保健のあり方に関する研究：科学研究費補助金（若手研究Ｂ）「ヒューマン・グローバリゼーショ

ンにおける教育環境整備と支援体制の構築に関する研究」小島祥美（愛知淑徳大学専任講師） 

平成 25 年度から社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県済生会リハビリテーション病院の社会貢献事業と

して実施されている。 

 

◆活動内容 

平成 29 年度は、多文化共生支援活動として次の活動を実施した。 

1. あいち医療通訳システムの実施 

2. あいち医療システム研修への協力 

現場ロールプレイ 

3. ブラジル学校での学校健診実施への協力 

2012 年 4 月 1 日～ 

 

2016 年 11 月 20 日 

2017 年 1 月 30 日、2017 年 2 月 3 日、 

2017 年 3 月 3 日 

 

1. あいち小児保健医療総合センター医療通訳システムの実施 

【目的】 

 言葉の壁のある外国人県民が安心して医療サービスを受けることができるようにすることを目的として

この事業を実施する。 

 

【実施方法】 

 「あいち小児保健医療総合センター医療通訳システム」として、「あいち医療通訳システム」を利用する。

通訳等の利用は、医師からの依頼を基本とする。 

・利用内容及び方法 

○通訳派遣－①対応言語：英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語の 5 言語 

②対応時間：原則として、医療機関の診療時間内 

③派遣コース： 

A 日常的な診療・検査等に対する通訳  

B インフォームドコンセントに対する高度通訳 

○電話通訳－①対応言語：英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ハングル、タガログ語、 

フィリピン語の 7 言語 

②対応時間：24 時間・365 日  

○文書翻訳－①対応言語：英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語の 5 言語 

 

【利用実施状況】 

（１） 通訳派遣－①日常的な診療・検査等に対する通訳      

②インフォームドコンセントに対する高度通訳 
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個別に通訳依頼があった件数は 53 件で、昨

年度に比べ 24 件増加している。その内、高度

通訳は 7 件（13.2％）で昨年度 34.5％より低

い割合であった。言語別では、ポルトガル語が

43 件(81.1%)で最も多く、スペイン語が 8 件

（15.1%）、フィリピン語が 2 件(3.8％)であっ

た。 

利用者を診療科別にみると神経科 12 件、心

療科 11 件、整形外科 10 件、内分泌科代謝科 4

件、アレルギー科、感染免疫科が各 3 件、脳神

経外科、泌尿器科、歯科口腔外科、眼科が各 2

件と続き、腎臓科、産科が各 1 件の利用であっ

た。 

高度通訳の利用は手術前の麻酔、手術に関しての説明や病状悪化に伴う治療方針のインフォームドであっ

た。受付から検査、診察、会計まで一連の利用により時間延長のケースが 7 件（13.2％）あった。 

 

（２） 電話通訳は 8 件の利用があり、通訳派遣が困難な緊急時（病変により、緊急対応が必要時や通訳

者の同伴がない初診時等）役立った。  

表 電話通訳所要時間 

（３） 文書翻訳については、2 件であった。 

 

 

 

2. あいち医療システム研修への協力 

あいち小児センターにおいて、医療通訳者の現場ロールプレイ研修に協力した（平成 28年 11月 20 日）。 

 

3. ブラジル学校での学校健診実施への協力 

 社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県済生会リハビリテーション病院が実施したブラジル学校での学校

健診事業に協力した。 

（１）事前研修（2017 年 1 月 30 日） 

 実施対象校であるイザキ・ニュートン校（岐阜県美濃加茂市）において、教員などの学校関係者が、日本

の学校健診モデルの理解と、学校関係者が担当する親への問診票や、尿検体の配布と回収作業の意義、身長・

体重測定、視力検査、聴力検査を適切に実施できるための現場研修を、山崎が担当した。 

（２）学校関係者による事前健診（2017 年 2 月 3 日） 

 イザキ・ニュートン校の教員などが身長・体重測定、視力検査、聴力検査を実施した。その実施方法につ

いて助言、協力した。同日、貧血検査、親への問診票の回収、尿検体の回収を行った。 

（３）医師の診察と判定（2017 年 3 月 3 日） 

 愛知県済生会リハビリテーション病院の医師、看護師、事務職員等を中心にとして、学校健診を実施した。

検尿や血液検査の費用は保護者負担としたが、幼稚園児、小学生、中学生、高校生及び教員 169 名が受診

～10分 ～20分 ～30分 ～40分 ～50分 60分～ 計

ポルトガル語 2 3 1 1 1 8
スペイン語 0
英語 0

計 2 3 1 0 1 1 8

計
ポルト

ガル語

スペイ

ン語
英語 中国語

フィリピ

ン語
前年度

脳神経外科 2 2 3

整形外科 10 5 3 2 1

感染免疫科 3 3 3

心療科 11 11 6

アレルギー科 3 2 1 5

泌尿器科 2 2 0

神経科 12 11 1 4

麻酔科 0 0

腎臓科 1 1 0

形成外科 0 3

内分泌代謝科 4 4 0

小児外科 0 3

歯科口腔外科 2 2 1

循環器科 0 0

眼科 2 1 1 0

産科 1 1 ―

計 53 43 8 0 0 2 29
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した。 

 検尿などで精密健診対象者と判定した場合は、地元の医療機関に紹介し、うち 6 名の受診結果が得られ

た。 

 

 

活動名 10. 小児保健医療情報サービス活動 

 

◆ これまでの取り組み 

母子保健情報サービスとして、地域の保健･医療・福祉・教育等関係者や一般県民に対して、パンフレッ

ト、ホームページ、地域のイベントへの展示などを利用して情報提供（子どもの虐待予防、子どもの事故予

防、予防接種、遺伝相談など母子保健に関すること）を行っている。 

なお、広報委員会の事務局として、当センターのホームページについて、医療部門を始めとするセンター

の案内やその他情報の新規・更新等、コンテンツ管理の役割を担ってきた。25 年度には、時代に合わせた

ホームページデザインへ改修作業を実施した。また、広報誌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」を作成し、当センターの PR に努めている。 

 

◆ 活動内容 

1. ホームページの運営 

 ・ホームページを利用した母子保健情報の提供 

・ページ閲覧件数 2,371,863 件（平成 28 年 4 月~29 年 3 月） 月平均 197,655 件 

・ホームページによる情報サービス   年間の記事更新回数 48 回 

「ホームページアクセス数トップ 30」（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）全 2,371,863 件 

1 トップページ 492,476 20.76% 

2 診療科のご案内 211,032 8.90% 

3 外来診療のご案内 105,948 4.47% 

4 交通アクセス 81,026 3.42% 

5 外来医師担当表 72,084 3.04% 

6 採用・募集情報 62,202 2.62% 

7 看護部 51,272 2.16% 

8 センター長のあいさつ 41,593 1.75% 

9 知多バス時刻表 39,829 1.68% 

10 育児もしもしキャッチ 『泣き』に関する心配事 39,062 1.65% 

11 心療科 38,174 1.61% 

12 各部門のご案内 31,929 1.35% 

13 入院のご案内 27,285 1.15% 

14 腎臓科医師紹介 26,568 1.12% 

15 愛知県母子健康診査マニュアル 25,317 1.07% 

16 看護部門の紹介 21,005 0.89% 

17 アレルギー科 20,809 0.88% 



第 3 章 活動別の実績とその評価 

92 

 

18 施設案内 19,944 0.84% 

19 アレルギー科医師紹介 17,734 0.75% 

20 外来診療のご案内 17,178 0.72% 

21 救急科 16,803 0.71% 

22 眼科 16,137 0.68% 

23 腎臓科 15,806 0.67% 

24 保健部門 14,815 0.62% 

25 整形外科 14,771 0.62% 

26 小児外科 14,385 0.61% 

27 心療科医師紹介 14,307 0.60% 

28 総合診療科 13,888 0.59% 

29 周産期部門オープン 12,202 0.51% 

30 泌尿器科 12,147 0.51% 

 

2. 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」 年 2 回発行 

（第 48 号～第 49 号） 

 

3.子ども図書室の活動 

年間 

利用者数 

子ども 
保護者等 

就学前 小学生 中高生 

5,706 人 914 人 1,395 人 401 人 2,996 人 

 

(1) 図書貸し出し：貸出冊数 延べ 3,218 冊、利用者 1,141 人 

(2)インターネット利用者 327 人 

 

◆ 評価方法 

・ホームページ利用者数測定と内容の調査  

  

◆ 評価 

 平成 28 年度のホームページの年間ページ閲覧件数は 2,371,863 件で、平成 27 年度の 1,762,187 件より、

約 609,676 件増加した。なお、平成 27 年度は集計できなかった約 3 か月間の期間があった。 

「ホームページアクセス数トップ 30」からは、『育児もしもしキャッチ『泣き』に関する心配事』『愛知県

母子健康診査マニュアル』『保健部門』が保健情報の中からランクインしている。今後も、母子保健情報を

積極的に PR できるよう情報のタイムリーな更新に務める。 
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活動名 11. 地域支援・他施設との連携活動 

 

（１） 地域支援活動 

平成 28 年度に保健センターの医師、保健師が実施した、地域への支援や他機関との連携活動はのべ 326 名

が役割を果たした。 

平成 28 年度地域支援活動実績 

 

 

（内訳） 

a. 行政や地域関係機関が主催する小児保健医療に関する会議への参加 

（委員としての活動など） 

 

 

b. 行政や地域関係機関が主催する専門家や一般県民への研修会・講演会の講師等の活動 

 

 

c. 児童虐待や療育支援のための地域ネットワークへの支援 

・地域主催のケース検討会議への助言、または会議メンバーとしての参加 

・小児センターで行う地域の関係者とのケース検討会議への参加 

 

 

（２） 大府特別支援学校との連携 

大府特別支援学校との連携では、各種会議やケース検討会、学校行事への参加や学校健診への支援等で連

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

医師 13 21 28 23 6 17 24 22 21 24 28 22 249

保健師 8 12 3 3 2 5 4 6 6 5 11 12 77

計 21 33 31 26 8 22 28 28 27 29 39 34 326

職種
活動人数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

医師 13 17 13 6 4 4 7 20 13 14 17 15 143

保健師 7 9 1 1 1 3 2 6 4 4 9 6 53

計 20 26 14 7 5 7 9 26 17 18 26 21 196

職種
活動人数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

医師 0 3 13 12 1 12 15 2 6 10 10 4 88

保健師 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6

計 0 5 14 13 1 13 16 2 6 10 10 4 94

職種
活動人数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間

医師 0 1 2 5 1 1 2 0 2 0 1 3 18

保健師 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 6 18

計 1 2 3 6 2 2 3 0 4 1 3 9 36

職種
活動人数
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携を図り、児童、生徒の病院の治療と学校生活上の問題に対応している。 

 

1) 大府特別支援学校とあいち小児保健医療総合センターの連携会議 

a) 運営協議会 

目的・内容 学校及び病院における児童生徒の療育および教育に関する基本的事項の調整を図

る。 

開催 年度当初、年１回程度 

学校参加者 校長、教頭(2)、事務長、部主事(3) 

センター参加者 センター長、副センター長・保健センター長、事務長、内科部長、外科部長、耳鼻

いんこう科部長、放射線部長、臨床検査部長、看護部長、薬剤部長 

 平成 28 年度：平成 28 年 4 月 27 日（水） 

 

b) 連携協議会 

目的・内容 病院と学校との連携に係る課題解決を迅速かつ円滑にすすめる。 

開催 随時 

学校参加者 教頭、部主事 

センター参加者 副センター長、看護部副部長 

 

c) 生活指導連絡協議会 

目的・内容 児童生徒の学校、センターにおける生活上の課題や問題点について話し合い共通理

解をはかり指導・支援に役立てるとともに、学校・センター間の連携を深める。 

学校参加者 部主事、生徒指導部職員、生徒指導部員、関係学級担任等 

センター参加者 関係病棟看護師長、関係看護師若干名、医療社会事業担当、チャイルドライフ担当 

 

d) 入退院検討会・カンファレンス 

入院しながら学べる環境作りのため、大府養護学校に通う患児については、センター職員と学校教諭

との間で入院時に（退院時は必要に応じて）検討会を実施し、また随時カンファレンスを開催している。 

目的・内容 学校に通学する児童・生徒の入退院を組織的かつ円滑に進めるため、随時開催する。 

開催 随時 

学校参加者 関係部主事、担任等 

センター参加者 主治医、関係病棟看護師長、臨床心理士、医療社会事業担当、担当看護師等 

 

e) 学校保健委員会 

目的・内容 学校保健について問題を検討し、その実践を推進していくための研究協  議と連絡

調整を行う。 

開催 年 2 回程度 

学校参加者 校長、教頭、事務長、部主事、保健主事、教務部主任、生徒指導部主任、養護教諭 

センター参加者 学校医代表、学校薬剤師、副看護部長、保健室長補佐 

 第 1 回：平成 28 年 6 月 28 日、第 2 回：平成 29 年 2 月 28 日 
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f) 医療的ケア校内検討委員会 

目的・内容 医療的ケアの実施内容・方法を検討するとともに必要な体制を整備する。 

開催 年 2 回程度 

学校参加者 校長、教頭、関係部主事、保健主事、医療的ケアコーディネーター、養護教諭、関

係担任、学校看護師 

センター参加者 医療的ケア指導医 

 

g) 安全衛生委員会 

目的・内容 職員の安全の確保及び職員の健康の保持増進を図る。 

開催 月 1 回程度 

学校参加者 衛生管理者（校長）、衛生推進者、所属長が指名した委員 

センター参加者 衛生管理医 

 

h) 学校評議委員会   

 平成 29 年 2 月 8 日（水） 学校評議員：山崎副センター長 

 

2) 学校保健関連の連携活動 

a) 定期健康診断：児童・生徒の定期健康診断   

 学校医：山崎（内科）、服部（耳鼻いんこう科）、都築（眼科）、加納（歯科）が実施した。 

児童生徒の定期健康診断  

内科：平成 28 年 5 月 17 日、5 月 19 日 

  耳鼻科：平成 28 年 4 月 21 日、4 月 28 日 

  眼科：平成 28 年 4 月 14 日、4 月 21 日 

  歯科：平成 28 年 4 月 12 日、4 月 26 日 

b) 修学旅行、宿泊体験学習等の事前健康診断。   

  学校医：平成 28 年 9 月 13 日 

c) 環境衛生検査   

 高田（学校薬剤師）により実施した。  

・学校給食施設・設備：平成 28 年 6 月 17 日 

・空気の検査       ：平成 28 年 6 月 21 日 

・水泳プール       ：平成 28 年 6 月 24 日 

・揮発性有機化合物  ：平成 28 年 7 月 27 日、28 日 

・照度・騒音        ：平成 28 年 12 月 6 日 

・空気の検査        ：平成 28 年 12 月 7 日 

・学校給食施設・設備：平成 29 年 2 月 16 日 

d) 職員の定期健康診断・健康区分判定。 

大府特別支援校健康管理医（山崎）により実施した。 

学校職員の指導区分判定：平成 28 年 9 月 13 日 
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3) センター入院児童・生徒の生活面での連携 

 以下の活動に対して、各主治医、看護師長・病棟看護師等が医療上の意見を述べて円滑な運営に協力した。 

a) センター入院児童・生徒の毎日の健康状態の連絡 

b) 学校外活動等についてのセンター（主治医・病棟）への連絡 

c) センター入院児童・生徒の体力テスト、運動会、水泳、ベースランニング・ウォーキング会、修学旅行、

宿泊体験学習等への主治医への確認 

d) センター入院児童・生徒の家庭科調理実習の連絡 

 

5) 医教連携セミナー 

センターの職員を講師とし、大府特別支援校が運営にあたり、知多地域を中心とした小中学校・高等学校の

教職員の研修の機会を設ける。 

平成 28 年 8 月 1 日（月） 講師：跡部 真人（心療科） 

 

 

活動名 12. 学術活動 

 

科学的根拠に基づいた小児保健活動を展開するには、日々の相談活動や他施設との連携活動、さらに情報

収集、調査活動などで集積されたデータを分析し、これを広く学術研究の場で討論することが不可欠である。

研究活動を通じて集積されたエビデンスに基づいて、医師、保健師等による下記の学術活動を実施した。 

 

（１）論文発表・報告書等 

題  名 著者名 
発表誌名 

発行年 
誌名 巻：号：頁 

乳幼児健診の目指すもの 

～「健やか親子２１（第２次）」

の達成に向けて～ 

山崎嘉久 沖縄の小児保健 43:1-8 2016 

乳幼児健診における子育て支援

と行政との連携 
山崎嘉久 三重医報 663(2)：35-36 2016 

市町村母子保健事業の栄養担当

者の視点による母子の心配事の

特徴 妊娠期・乳児期・幼児期に

関する栄養担当者の自由記述の

分析 

高橋 希, 祓川 摩有, 新美 志帆, 

衞藤 久美, 石川 みどり, 加藤 則

子, 横山 徹爾, 山崎 嘉久 

日本公衆衛生雑誌 63：569-577 2016 

3歳児健康診査の実施対象年齢に

関する全国調査 

佐々木渓円、新美志帆、山崎嘉久

他 
厚生の指標 63：8-13 2016 

「健やか親子２１（第２次）」に

おける乳幼児健診の意義 
山崎嘉久 

日本小児科医会会

報 
52：143-145 2016 
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市町村における「健やか親子２

１」に関する母子保健統計情報の

利活用の現状と課題：都道府県に

よる集計分析および課題抽出の

支援を受けた市町村の観察 

上原 里程, 篠原 亮次, 秋山 有

佳, 市川 香織, 尾島 俊之, 玉腰 

浩司, 松浦 賢長, 山崎 嘉久, 山

縣 然太朗 

日本公衆衛生雑誌 60(7)：376-383 2016 

「標準的な乳幼児期の健康診査

と保健指導に関する手引き」につ

いて 

山崎嘉久 小児保健研究 75(4)：432-438 2016 

乳幼児健診の現状と課題 山崎嘉久 小児科診療 79(5)：601-607 2016 

乳幼児健診の新たな動き 山崎嘉久 月刊母子保健 693：8-9 2017 

三重県における委託による４か

月個別健診の実態 

秋山千枝子、野村豊樹、落合仁、

山﨑嘉久 
外来小児科 in print 2017 

乳幼児健康診査事業の評価指標

データの利活用に関する研究 

山崎嘉久、佐々木渓円、新美志

帆、加藤直実、中根恵美子 

母子の健康改善の

ための母子保健情

報利活用に関する

研究 平成 28年度

総括・分担研究報

告書 

in print 2017 

機関連携によるハイリスク妊産

婦の把握と支援に関する研究 

山崎嘉久、塩之谷真弓、丸野広子、

新實房子、本村直子、山元歩、天

野房子、廣田直子、鈴木里依、田

中敦子、高橋陽子、緒方京、神谷

摂子、佐々木渓円、山本由美子、

山下智子 

妊婦健康診査およ

び妊娠届を活用し

たハイリスク妊産

婦の把握と効果的

な保健指導のあり

方に関する研究 

平成 28年度総括・

分担研究報告書 

in print 2017 

 

 

（２）著書 

※ 保健センター等による発行冊子 

1）平成 28 年度 時間外電話相談「育児もしもしキャッチ」相談情報分析報告書 

あいち小児保健医療総合センター保健室発行(平成 29 年 5 月発行) 

 

2) 「機関連携によるハイリスク妊産婦の把握と支援に関する研究」お母さんの健康と生活に

関する問診票活用支援マニュアル （平成 29 年 3 月発行） 平成 28 年度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）妊婦健康診査および妊娠届を活用したハ

イリスク妊産婦の把握と効果的な保健指導のあり方に関する研究 
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（３）学会・研究会報告 

題  名 発表者 年月日 学会等名称 場所 

個別健診実施自治体における委託医療機

関との子育て支援に関する情報連携 
山崎嘉久、秋山千枝子 

2016.6.10～

2016.6.11 

第 27 回日本小児科医

会フォーラム 
米子市 

１歳６か月健診における個別健診の実態 
秋山千枝子、尾崎治夫、山

崎嘉久 

2016.6.10～

2016.6.11 

第 27 回日本小児科医

会フォーラム 
米子市 

乳幼児健診の実施と評価に関する現状調

査（第 1 報） 3 歳児健診の実施対象年齢 

佐々木渓円、新美志帆、 山

崎嘉久 

2016.6.23～

2016.6.25 

第 63 回日本小児保健

協会学術集会 
大宮市 

乳幼児健診の実施と評価に関する現状調

査（第 2 報） 保健指導とその評価 

新美志帆、佐々木渓円、山

崎嘉久 

2016.6.23～

2016.6.25 

第 63 回日本小児保健

協会学術集会 
大宮市 

乳幼児健診の実施と評価に関する現状調

査（第 3 報） 支援対象者のフォローアッ

プと評価に関する検討 

山崎嘉久、佐々木渓円、新

美志帆 

2016.6.23～

2016.6.25 

第 63 回日本小児保健

協会学術集会 
大宮市 

妊娠期・乳児期の状況からみた乳児虐待

予防への考察 

山本由美子、山下智子、

佐々木渓円、小澤敬子、山

崎嘉久 

2016.6.23～

2016.6.25 

第 63 回日本小児保健

協会学術集会 
大宮市 

乳幼児健診で新たに虐待疑いを把握した

ときの対応～全国市町村乳幼児健診調査

から～ 

佐藤拓代、山崎嘉久、佐々

木渓円、新美志帆 

2016.6.23～

2016.6.25 

第 63 回日本小児保健

協会学術集会 
大宮市 

養育者の仕上げ磨き行動とかかりつけ歯

科医の有無および自治体の乳幼児歯科保

健対策の状況との関連 ―健やか親子２

１追加調査データから－ 

篠原亮次、秋山有佳、市川

香織、玉腰浩司、尾島俊之、

松浦賢長、山崎嘉久、山縣

然太朗 

2016.6.23～

2016.6.25 

第 63 回日本小児保健

協会学術集会 
大宮市 

乳幼児健康診査後のフォローアップに対

する評価の考え方 

山崎嘉久、佐々木渓円、新

美志帆 
2016.7.16 

第 62 回東海公衆衛生

学会 
豊橋市 

乳幼児健診の精度管理の現状と課題（第 1

報）全国調査結果 

溝呂木園子、佐々木渓円、

新美志帆、山縣然太朗、山

崎嘉久 

2016.10.26～

2016.10.28 

第 75 回日本公衆衛生

学会 
大阪市 

乳幼児健診の精度管理の現状と課題（第 2

報）モデル評価指標を用いた分析 

山崎嘉久、溝呂木園子、

佐々木渓円、新美志帆、山

縣然太朗 

2016.10.26～

2016.10.28 

第 75 回日本公衆衛生

学会 
大阪市 

乳幼児健診や保健指導の実施と評価に関

する現状調査 

佐々木渓円、新美志帆、佐

藤拓代、山崎嘉久 

2016.10.26～

2016.10.28 

第 75 回日本公衆衛生

学会 
大阪市 

市町村乳幼児健診等への保健所の支援と

評価等に関する現状調査 

佐藤拓代、仁木敦子、佐々

木渓円、新美志帆、山崎嘉

久 

2016.10.26～

2016.10.28 

第 75 回日本公衆衛生

学会 
大阪市 

乳幼児健康診査での健康課題明確化に向

けた保健指導に関する検討－問診に着目

して－ 

佐藤睦子、草野恵美子、樺

山舞、新美志帆、佐々木渓

円、山崎嘉久 

2016.10.26～

2016.10.28 

第 75 回日本公衆衛生

学会 
大阪市 
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乳幼児歯科健診におけるう蝕に対する事

業評価の活用 

船山ひろみ、田村光平、高

澤みどり、山崎嘉久、朝田

芳信 

2016.10.26～

2016.10.28 

第 75 回日本公衆衛生

学会 
大阪市 

市町村におけるハイリスク妊婦の把握と

継続支援に関する課題 

市川香織、佐藤拓代、草野

恵美子、小倉加恵子、佐々

木渓円、新美志帆、山崎嘉

久 

2016.10.26～

2016.10.28 

第 75 回日本公衆衛生

学会 
大阪市 

母子保健対策に関する市町村の取組状況

についての都道府県別の観察 

上原里程、篠原亮次、秋山

有佳、市川香織、尾島俊之、

松浦賢長、山崎嘉久、山縣

然太朗 

2016.10.26～

2016.10.28 

第 75 回日本公衆衛生

学会 
大阪市 

乳幼児健診の疾病スクリーニングを精度

管理する試み 

溝呂木園子、佐々木渓円、

新美志帆、山縣然太朗、山

崎嘉久 

2016.11.26 
第 34 回山梨小児保健

学会 

山梨県

中央市 

「ハローファミリーカード」の取り組み

について 

山本由美子、前野佐都美、

齋藤みゆき、小澤敬子、山

崎嘉久 

2017.01.6 
平成 28 年度愛知県公

衆衛生研究会 
東浦町 

不適切な栄養摂取により体重増加不良を

呈した事例への保健師のかかわり 
小澤敬子 2017.01.21 

第 5 回日本公衆衛生

看護学術集会 
仙台市 

 

 

（４）学会・研究会の開催 

 

平成 28 年度愛知県小児保健協会学術研修会 

・ 平成 29 年 2 月 12 日（日） あいち小児保健医療総合センター 大会議室 参加：71 名 

・ 教育講演 

「熱性けいれんへの対応－新ガイドラインを踏まえて－」       

 講師：あいち小児保健医療総合センター  

診療支援部長兼神経科診療科医長 糸見 和也 氏 

     座長 愛知医科大学医学部衛生学講座教授 鈴木 孝太 氏 

・ 特別講演   

    「ノロウイルス感染対策について ～ ここがポイント！対応と注意点 」 

       講師：和歌山県学校薬剤師会 西前多香哉 氏 

     座長 愛知県薬剤師会 理事 金 兌勝 氏 

・ 一般演題：11 題 

１ 研究発表 第 1 部 座長 愛知県保育士会 会長 福田 明美氏 

（１）共に育ち合う保育－16 番染色体異常症児の保育を通して－ 

     ○渡邊 貴美子（いぼばらこども園） 

（２）子どもの事故予防のための情報提供に関する文献レビュー 
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     ○奥川ゆかり（椙山女学園大学看護学部） 

（３）大学が発信する保育・看護学生共同参画の子育て支援実践における学生の反応の探索（第 2 報） 

－親子・学生・大学を「育む」子育て応援キャラバン隊の取り組みを通して－ 

     ○深谷 久子（人間環境大学大学院看護学研究科） 

（４）保育施設・子育て支援拠点施設のハザード対策－仙台市の視察から考える－ 

     ○梶 美保（皇學館大学） 

（５）保育施設におけるハザード対策の実態と課題－鳥羽市の事例から－ 

     ○田中 葵（皇學館大学教育学部） 

（６）保育施設における看護職の役割と課題－乳児数の多い民間保育所の事例から－ 

     ○山尾 香織（三重保育院・三重保育院乳児保育所) 

２ 研究発表 第 2 部 座長  愛知県市町村保健師協議会 副支部長 伊與田 吏美     

（７）健やかな子どもの生活習慣確立のために、0 歳からの歯科のかかわりの有効性 

     ○今泉 三枝（一般社団法人愛知県歯科医師会地域保健部Ⅰ） 

（８）虐待予防に視点をおいた妊娠期からの体制づくり－妊娠届出書から養育支援訪問事業につなぐ－ 

     ○中 恭子（愛西市健康推進課） 

（９）正しい性の知識を身につけ、命の大切さを感じることのできる児童の育成－保健学習や性指導を通

して－ 

      ○家田 好美（半田市亀崎小学校） 

（10）学童期のＡＳＤ児の食嗜好・食行動にまつわる母親の育児ストレス－家庭での食事を中心に－ 

     ○川越恵子（豊田市立広川台小学校） 

（11）クリニックにおける便秘治療の取り組み 

     ○鶴田 恵子（川井小児科クリニック） 

 


