
１２.他施設との連携活動 
 

（１） 学校連携 
大府養護学校との連携では、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

援システム等で調整し、連携を図り、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。 
（２） 地域支援・地域研修等地域連携の実績 

地域連携としては、小児保健に関わる地域の専門家への研修や虐待の地域ネットワークへの

支援等、各施設機関の要望により、研修の講師や視力検査等の技術支援のために職員を派遣

している。また、小児センターの案内、紹介等に努めている。 
 

派遣人数 派遣職種 
１１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 

医師 １１ ６ ６ ９ ７ ３９ 
保健師 １ １  １ ２ ５ 
視能訓練士 １ ３ １１ ２ ２ １９ 
言語聴覚士 １     １ 
臨床心理士 ２     ２ 
栄養士      １ 

計 １６ １０ １７ １２ １２ ６７ 
 

（３） 院内医療連携 
保健医療相談から医療への紹介や教育研修の企画、講師等で協力している。 
特に虐待事例や困難事例については、地域担当者のコンサルテーションや事例検討も実施し、

地域との役割分担等院内、地域との連携をしている。 
 また、院内の各種委員会にも出席し、院内関係者と連携を図っている。特にボランティア

の教育、受け入れには協力し、療養環境の改善等につとめている。 
 子どもと家族に関わる小児保健関係者や事業機関との連携が今後、ますます重要である。

センターを退院する子どもと家族、外来通院の子どもと家族が地域関係者の支援が必要な場

合はもちろんのこと、地域専門家の支援にも連絡会議や訪問等で地域専門家への支援をして

いきたい。 
 

 
 
 
 



 
地域支援・地域研修（平成１３年度）

日時 場所 会議名・テーマ 担当者 対象者

５月３１日（木）
１４：００～１６：００

東海市しあわせ村 平成１３年度東海市学校保健会・講演：子どもの
虐待の現状と対応

保健室（山崎） 東海市学校医・歯科医・薬剤師、校長、保健主事、
養護教諭、ＰＴＡ会長他１２０名

６月１２日（火）
１３：３０～１５：００

美浜市保健センター 平成１３年度第１回知多地区保健婦グループ学
習会。講演：子どもの虐待の対応における予防の

保健室（山崎） 知多地区市町村保健婦学習会員１７名

６月１８日（木）
１０：３０～１２：００

愛知県女性総合セン
ター

平成１３年度母子保健指導者研修会。講演：愛
知県の母子保健の未来　あいち小児保健医療総
合センターの役割

保健室（山崎） 保健婦９６名、保育士４３名、看護婦２名、教員３９
名、その他助産婦等３名

７月７日（土）
１３：３０～１７：００

愛知県産業貿易館　国
際会議場

第３回医療関係者セミナー。講演：医療機関にお
ける虐待の発見　-親子への対応-

保健室（山崎） 虐待に関わる保健・医療関係者等　２５０名

７月２６日（木）
１４：００～１６：００

御津町福祉センター 地域ニーズ対応トータルヘルス
事業「母子を取りまく関係機関との連携づくり」第

保健室（塩之谷） 豊川保健所、御津町保健、医療、福祉、教育、地域
関係者

８月３１日（木）
１４：００～１６：００

御津町福祉センター 地域ニーズ対応トータルヘルス
事業「母子を取りまく関係機関との連携づくり」第

保健室（塩之谷） 豊川保健所、御津町保健、医療、福祉、教育、地域
関係者

９月１０日（木）
１０：００～１０：３０

東浦保健センター あいち小児保健医療総合センターPR 保健室（山崎、
青山）

尾東ブロック市町村保健婦協議会（市町村保健婦４
０人）

９月２０日（木）
１４：００～１６：００

御津町福祉センター 地域ニーズ対応トータルヘルス
事業「母子を取りまく関係機関との連携づくり」第

保健室（塩之谷、
山崎）

豊川保健所、御津町保健、医療、福祉、教育、地域
関係者　３２名

１０月４日（木）
１３：３０～１５：３０

常滑市保健センター 平成１３年度第１回常滑市虐待防止ネットワーク
会議・講演：子どもの虐待防止と地域での連携

保健室（山崎） 常滑市保健センター、同民生児童課、子育て支援
センター、家庭児童相談員、学校体育課、市民病
院、常滑警察署、知多保健所、半田児童相談所　１

１０月２２日（月）
午前、午後

東栄町役場 あいち小児保健医療総合センターPR 保健室（中澤、
塩之谷）

東三ブロック市町村協議会

１１月２６日（月）
１３：３０～１５：３０

あいち小児保健医療
合センター

施設の概要と連携について 保健室（山崎、青
山）

知多地区市町村保健婦学集会（保健婦２５名）

１１月２７日（火）
１８：３０～２０：３０

名古屋徳洲会病院 講演：救急診療と医療機関における子どもの虐
待の初期対応

保健室(山崎） 名古屋徳洲会病院関係者、春日井市・瀬戸市消防
本部救急救命士等　６０名

１２月１日（土）
１４：００～１６：００

日本福祉大学 日本福祉大学心理臨床センター２００１年度講演
会。講演：子どもの虐待の理解と援助　子ども虐
待は、子どもと親にどのように影響するか

保健室（山崎） 保育士、教師、主任児童委員、保健婦、地域の児童
福祉に関わるものなど　９５名

１２月５日（水）
１３：３０～１５：３０

半田保健所 センターの概要と連携について 保健室（青山） 半田保健所母子保健推進事業講演会

１２月１８日（火）
１３：３０～１６：００

愛知県三の丸庁舎 平成１３年度第２回歯科保健担当者会議。講演：
小児慢性疾患児の歯科診療・歯科保健活動に

保健室（山崎） 愛知県保健所・歯科保健担当者　２０名

１月１０日（木）
１３：３０～１６：００

豊田市社会部こども課 ３歳児健康診査 保健室、眼科 視覚検査

1月11日（金）
１３：３０～１６日

豊田市社会部こども課 3歳児健康診査 保健室、眼科 視覚検査

１月１５日（火）
１３：３０～１６：００

豊田市社会部こども課 3歳児健康診査 保健室、眼科 視覚検査

１月１６日（水）
１３：３０～１６：００

豊田市社会部こども課 3歳児健康診査 保健室、眼科 視覚検査

１月１７日（木）
１３：３０～１６：００

豊田市社会部こども課 3歳児健康診査 保健室、眼科 視覚検査

１月２９日（火）
１４：００～１６：００

師勝保健所 平成13年度第６回師勝保健所保健医療福祉
サービス調整推進会議。講演：「健やか親子２１
が目指すもの」あいち小児保健医療総合セン
ターの役割との連携

保健室（山崎） 師勝保健所管内市町村の保健、医療、福祉、行政
の関係者３６名

２月６日（水）
９：３０～１１：３０

愛知県刈谷保健所 施設紹介
「あいち小児保健医療総合センター」

保健室 アレルギー疾患について
長期療養児（７名）

２月１９日（火）
１３：３０～１５：３０

豊橋市市民文化会館 平成１３年度新任児童委員研修会。講演：児童
虐待について

保健室（山崎） 豊橋児童相談所管内の新任主任児童委員　１３０名

２月２２日（金）
１４：３０～１６：３０

日進市中央福祉セン
ター

地域保健関係職員研修。シンポジウム「虐待に早
く気づき、地域で支えるために」コーディネータ

保健室（山崎） 瀬戸保健所管内の地域で虐待の予防に関わる職員
（保健婦、保育士、教諭、児童福祉に関わるものな
ど）１０５名

２月２８日（木）
１３：３０～１５：３０

愛知県知多保健所 平成１３年度第２回知多保健所糖尿病対策地域
連絡会議：あいち小児保健医療総合センターの
生活習慣病の取り組みと地域との連携

保健室（山崎） 知多保健所糖尿病対策地域連絡会議委員　３０名

３月１日（金）
１４：００～１６：００

岐阜市北保健福祉セン
ター

ハイリスク児サポート研修会。講演：地域のネット
ワークで子育てを支える

保健室（山崎） 岐阜市子育て支援ネットワーク構成員（保育所、児
童館・児童センター、発達相談センター、保健福祉
センター、児童家庭課、保健所職員等）５４名

３月２日（土）
１３：００～１７：１５

豊田市役所　南庁舎大
会議室

明日の公衆衛生を考える。「虐待児例を経験し
て」助言者

保健室（山崎） 保健婦、医師、保健福祉行政担当者ほか　　１６０名

３月４日（月）
１４：００～１５：４５

大垣市スイトピアセン
ター

平成１３年度児童虐待防止地域連絡会議。講
演：子ども虐待の理解と援助

保健室（山崎） 児童虐待に係わる地域協力員（児童福祉行政担当
者、保健所・保健センター、保育所、主任児童委員、
児童福祉施設等関係機関職員ほか）　１８０名

３月９日（土）
１０：３０～１５：３０

常滑市民文化会館、常
滑市中央公民館

知多半島地域こころの健康フェティバル 保健室 一般県民

３月１８日（月）
１４：００～１６：００

津島市立神守中学校 思春期事例インシデント 保健センター長 教諭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 研修・講演等の院内連携状況
日時 場所 研修数 見学数 見学団体、研修名、等 連携等 対象
１０月１５日（月）
１３：００～１６：００

研修室 36 36 ボランティア研修会 保健センター（医師、保健師）心理指導
科（心理士、保育士、MSW)、外来看護
師

ボランティア申込者

１０月２６日（金）
１７：００～１９：００

大会議室 13 13 転院説明会 保健センター（医師、保健師）心理指導
科（MSW）

中部病院からの転院児の保護者

１０月２７日（土）
１３：３０～１６：００

大会議室 19 16 時間外電話相談員連絡会 保健センター（医師、保健師）虐待電話
相談員

専門相談員（保健師、助産師）

１０月２８日（日）
１６：００～１８：００

大会議室 16 16 転院説明会 保健センター（医師、保健師）心理指導
科（MSW）

中部病院からの転院児の保護者

１１月１日（木）
１３：３０～１６：００

大会議室 31 31 中京女子大研修と見学 保健センター（保健師）
心理指導科（保育士）

学生１年生、２年生

１１月１５日（木）
１３：００～１３：３０

研修室 6 ボランティア連絡会 保健センター（保健師）心理指導科（保
育士）
管理課

ボランティア

１１月１５日（木）
１３：３０～１７：００

研修室 9 ２１世紀あいちこども健康フォーラム
バザー参加作品作り

保健センター（保健師）
心理指導科（保育士）

ボランティア

１１月１７日（土）
１３：００～１６：００

研修室 15 ２２世紀あいちこども健康フォーラム
バザー参加作品作り

保健センター（保健師）
心理指導科（保育士）

ボランティア

１１月１８日（日）
１４：００～１６：００

大研修室 78 78 患者・家族懇話会 保健センター（医師、保健師）、内科医
師、眼科医師看護科、管理課

患者・家族の会

１１月１９日（月）
１３：００～１６：００

研修室 32 32 ボランティア研修会 保健センター（保健師）心理指導科（保
育師）

ボランティア

１１月２０日（火）
１３：００～１６：００

研修室 15 ２１世紀あいちこども健康フォーラム
バザー参加作品作り

保健センター（保健師）心理指導科（保
育師）

ボランティア

１２月２１日（水）
１３：００～１６：００

研修室 15 ２１世紀あいちこども健康フォーラム
バザー参加作品作り

保健センター（保健師）心理指導科（保
育師）

ボランティア

１１月２１日（水）
１３：００～１６：００

大会議室 13 13 児童相談所長会

保健センター（医師）、管理課

児童相談所長

１１月２３日（金）
１３：００～１６：３０

研修室 15 ２１世紀あいちこども健康フォーラム
バザー参加作品作り

保健センター（保健師）心理指導科（保
育師）

ボランティア申込者

１１月２６日（月）
１３：００～１６：００

大会議室 21 21 周産期医療施設協議会
保健センター（医師）小児センター長

周産期医療施設医師８病院

１１月３０日（金）
１０：００～１２：００

会議室 19 19 新川町母子保健推進員見学会
佐屋町母子保健推進員見学会

保健センター（保健師）、
耳鼻科、眼科

母子保健推進員

１２月１日（土）
１３：００～２０：００

研修室 15 ２１世紀あいちこども健康フォーラム
バザー参加作品作り

保健センター（保健師）、心理指導科
（保育士）

ボランティア申込者

12月４日（火）
１７：３０～１６：３０

会議室 8 虐待ネットワーク会議 院内虐待ネットワーク委員

１２月８日（土）
午前、午後

大会議室､研修
室、会議室等

1750 1000 ２１世紀あいちこども健康フォーラム 小児センター各科 一般県民

１２月８日（土）
１０：30～16：００

大会議室､研修
室、会議室等

7 7 ２２世紀あいちこども健康フォーラム「東
三河事務所民生課母子家庭相談員研修
会」

保健センター、小児センター 東三河事務所民生課母子・家庭相
談員研修会

１２月14日（金）
１３：３０～１６：３０

大会議室 64 8 アレルギー疾患研修会 保健センター（保健師）、内科（医師） 保健所、市町村保健師等

１２月１７日（月）
１３：００～１７：００

大会議室 18 18 ボランティア研修会 保健センター（医師、保健師）心理指導
科（心理士、保育士、MSW)、外来看護
師

ボランティア申込者

１２月２０日（木）
１４：００～１７：００

大会議室 16 16 児童相談所福祉司研修会 保健センター（保健師）診療科医師心
理指導科（MSW）

児童福祉士１５名

１２月２２日（土）
１１：００～１６：００

大会議室 100 100 虐待研究会 虐待ネットワー委員（医師、保健師、心
理士等）

１２月２３日（日）
午前、午後

大会議室､研修
室、
会議室等

30 30 小児の森のボランティア

保健センター、小児センター長

院内、ボランティア、一般県民等

１２月２５日（火）
１７：３０～１６：３０

会議室 7 虐待ネットワーク会議 院内虐待ネットワーク委員

１月８日（火）
１３：００～１６：００

大会議室 89 89 岡崎保健所管内民生児童委員研修会
「虐待への対応」

小児センター長、保健センター（医師、
保健婦）

岡崎児童相談所管内児童委員、民
生委員等

１月１１日（金）
１３：００～１６：３０

大会議室､研修
室、会議室等

24 24 愛知県保健所長会 小児センター長、保健センター（医師） 愛知県の保健所長

１月１５日（火）
１７：３０～１８：３０

会議室 9 虐待ネットワーク会議 院内虐待ネットワーク委員医師、、心
理、保健師、看護師、CW

１月１８日（金）
１０：００～

会議室 2 2 西尾中学校生徒「体験学習」 保健センター（医師、保健婦）病棟看護
師、保育士

西尾中学校生徒２人

１月２０日（日）
１２：００～１３：１５

大会議室 20 20 愛知県助産婦会会員研修会
センター見学と講演「アフリカのお産の現
状とあいち小児保健医療総合センターの
最先端医療について」

小児センター長、保健センター（医師、
保健師）

愛知県助産師

１月２１日（月）
午前、午後

大会議室（午
前）
研修室

9 国際母子保健研修会 保健センター（医師、保健師）小児セン
ター長

アフリカの７カ国から研修生

１月２１日（金）
１３：００～１７：００

会議室 17 17 ボランティアオリエンテーション 保健センター（医師、保健師、）心理指
導科（心理士、保育士、MSW）

ボランティア申込者

１月２３日（水）
１４：００～１６：００

研修室 9 国際母子保健研修「日本の母子保健の
歴史」

保健センター（保健師）在宅保健師、 研修生

１月２３日（水）
１７：３０～１９：００

9 虐待ネットワーク会議 院内虐待ネットワーク委員医師、、心
理、保健婦、看護婦、CW

1月２５日（金）
１４：００～１６：３０

大会議室 39 39 私学中高校養護教諭「アレルギー疾患予
防診断、治療」

保健センター（医師、保健婦）　内科医
師

養護教諭

１月２５日（金）
１０：００～１２：００

センター 1 1 碧南市立新川中学校生徒センター訪問 保健センター
看護部（病棟、部長）

碧南市立新川小学校体験学習

１月３０日（水）
１３：３０～１６：００

研修室 10 国際母子研修会「あいち小児保健医療総
合センター」

保健センター長、小児センター長 研修生

１月３１日（木）
１５：００～１７：００

大会議室 9 時間外電話相談員連絡会 保健センター（医師、保健師） 専門相談員（保健婦、助産婦）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ２月１日（金）
１４：００～１６：００

大会議室 30 30 知多地区体育研究会「アレルギー研修」 保健センター（医師、保健師）内科医師 教諭

２月１日（金）
１４：３０～１７：００

研修室 9 9 名古屋市校長会障害児研究部会 保健センター（保健師）、耳鼻科、訓練
診療科医師

校長、概要と施設見学
自閉、ADHD等を抱えている

２月５日（火）
１７：３０～１９：００

会議室 93 虐待委員会、ケース会議 院内虐待ネットワーク委員医師、、心
理、保健婦、看護婦、CW

２月６日（水）
１４：００～１５：３０

大会議室 22 児童虐待予防研修会
「乳幼児健診でのこども虐待の早期発見」

保健センター（保健師）診療科（医
師、、心理士）

専門家（保健所、市町村保健師）

２月６日（水）
１４：００～１５：３０

研修室 9 国際母子保健研修会「学校健診システ
ム」

保健センター（医師、保健師） 研修生

２月７日（木）
１３：００～

大会議室 22 22 大府市小中学校　養護教諭、保健主事
「事例検討」

保健センター（医師、保健師）心療科医
師

養護教諭、保健主事

２月８日（金）
１３：００～１６：００

大会議室 33 33 衣浦西尾地域救急医療対策協議会 薬剤科、保健センター 刈谷保健所総務企画課　病院長、
保健所長職員等

２月８日（金）
１３：００～１５：００

会議室 3 3 四日市児童福祉課３人 保健センター（保健師）耳鼻科 保育士

２月１３日（水）
１４：００～１６：３０

大会議室 20 20 大府市小学校特殊学級部会　「事例検
討」

保健センター（保健師）、保健センター
長

教諭

２月１５日（金）
９：３０～１７：００

研修室 9 国際母子保健研修会「学校腎臓病健診」 保健センター（保健師）内科医師 研修生

２月１６日（土）
９：００～１７：００

大会議室 35 国際母子保健研修会「ミニシンポジウム」 保健センター（医師、保健師）、小児セン研修生

２月１８日（月）
１３：３０～１５：３０

大会議室 30 ボランティア事後研修 保健センター（保健師）保育士 ボランティア

２月１９日（火）
１５：００～

大会議室 24 24 東浦町教育委員会 小児センター長 教諭

２月２０日（水）
１８：３０～２０：００

研修室 16 子どもの療養環境研究会 保健センター（医師、保健師）看護、保
育士

ボランティア

２月２０日（水）
１４：００～１７：００

大会議室 11 時間外電話相談員研修会
「アレルギー疾患研修」

保健センター（保健師）
内科医師

専門相談員（保健婦、助産婦）

２月２０日（水）
１０：００～１２：００

9 国際母子保健研修会「聴力障害児の早
期発見と訓練」

保健センター（保健師）耳鼻科医師

２月２０日（水）
１３：３０～１５：００

9 国際母子保健研修会「視力障害児の早
期発見と訓練」

保健センター（保健師）眼科科医師、視
脳訓練士

２月２６日（火）
17：30～１９：００

会議室 9 虐待ネットワーク会議、ケース会議 院内虐待ネットワーク委員医師、、心
理、保健婦、看護婦、CW

２月２８日（木）
１３：３０～１６：００
１４ ３０ １６ ３０

大会議室 29 29 大府市民生児童委員 保健センター（保健師）眼科 民生児童委員　　　

３月３日（日）
１３：3０～１５：00

大会議室 136 ボランティア研修会
「今一歩踏み出す勇気」
ボランティアで輝く自分が見つけよう

保健センター、小児センター各科 ボランティア、職員、福祉関係者、一
般住民

３月３日（日）
１１：００～１２：00

大会議室 25 25 名古屋東部地域小児診療ネットワーク
センター見学会

センター長、保健センター 医師会員

３月５日（火）
１７：３０～１９：００

会議室 9 虐待ネットワーク会議、ケース会議 院内虐待ネットワーク委員医師、、心
理、保健婦、看護婦、CW

３月６日（水）
１０：００～１６：００

研修室 1 平成１３年度ボリビア国サンタクルス県地
域ネットワーク強化プロジェクトカウンター
パート研修員の研修（母子保健について）

保健センター（医師、保健師）眼科 国立国際医療センターから依頼

３月６日（水）
１３：３０～１６：０0

大会議室 50 知多地区学校保健会 保健センター（保健婦）
心理指導科心理士

知多地区高等学校、学校医、学校
歯科医師
薬剤師、保健主事、養護教諭

３月７日（木）
１３：３０～１６：０0

大会議室 15 一宮市児童相談所｢虐待対応について」 保健センター（医師、保健師）心理指導
科心理士

児童相談員

３月７日（木）
１８：３０～２０：００

会議室 6 あいち小児保健医療総合センター予防接
種センター調査検討委員会研究部会

保健センター（医師、保健師）、小児セン委員

３月９日（土）
１３：3０～１５：３0

大会議室 124 虐待予防研修会
揺さぶられっこ症候群に関するシンポジ
ウム
講演と症例報告

保健センター（医師、保健師）、保健セ
ンター長、心理指導科、看護師

医療関係者、保健関係者

３月１１日（月）
１４：００～１５：３０

研修室 9 幼児健診で虐待の危険性を知るための
チェックリスト（キッズアンケート）研究説
明会

虐待ネットワーク委員会（心療科医師、
心理士、保健師）

大府市一色町、吉良町、幡豆町、阿
久比町。南知多町希望市町村、保
健所関係者

３月１６日（土）
１３：１５～１４：４５

豊川市保健セン 17 幼児健診での虐待の危険性を知るため
のチェックリスト（キッズアンケート）研究

虐待ネットワーク委員会（心療科医師、
心理士、保健師）

豊川市、小坂井町、音羽町、御津
町、一宮町、蒲郡市

３月１８日（月）
１３：３０～１６：００

研修室 24 24 ボランティアオリエンテーション 保健センター（保健師）心理指導科（心
理士、保育士、MSW)管理課

ボランティア申込者

３月２５日（月）
１５：００～１７：００

会議室 13 遺伝相談連絡会 保健センター（医師、保健師）小児セン
ター長

委員

３月２８日（木）
１０：００～１３：００

研修室
栄養指導室

3 知多保健所管内小児糖尿病教室３組 保健センター（保健師）管理課（栄養
士）

患者家族（親子６人）

３月２9日（金）
１４：００～１６：００

大会議室 7 知多市やまもも園 保健センター
心理指導科（心理士）

通園施設の職員７人

３月３０日（土）
１3:00～１６：００

大会議室 133 虐待予防研修会
　講師　埼玉県立小児医療センター
　　奥山真紀子

虐待ネットワー委員（医師、保健師、心
理士等）耳鼻科

地域の虐待対応関係者及びセン
ター職員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



大府養護学校との連携実績 
 
実施日時 会議名・行事名 実施内容等 センター側実施者

平成１３年９月２８日（金）
９：３０～１２：３５

大府養護学校３０周年記念運動
会

運動会への来賓出席、プログラムへの参加 保健室長、保健室保健婦、病
棟看護婦等

平成１３年１０月１１日（木）
１２：５０～１５：３０

平成１３年度養護学校体験入学
個人別医療相談会

病弱虚弱の学齢児童生徒及び就学以前の子どもとその保護者、学
校・市町村教育委員会の関係者、幼稚園・保育園・病院等の関係者を
対象とした養護学校で入学の体験と相談会：小学校１年男児、中学校
１年女児、中学校３年女児に対して個別の医療相談会を実施

保健室長

平成１３年９月２７日（金）
～１２月１４日（金）までの
毎週金曜日の午後１１：５０
～１２：３５

平成１３年度介護等体験 中京女子大健康科学部健康スポーツ学科３・４年生５人、同人文学部
児童学科３年生６４人、中京女子大学短期大学部体育学科２年生３３
人、同生活科学科２年生１人の学生の病院・病棟見学

保健室保健婦・（養護学校教
員）

平成１３年１１月７日（水）
１５：３０～１６：３０

平成１３年度　野外活動（スキー）
実施計画会議

本年度の野外活動（スキー）の実施に関する調整会議 保健室長

平成１３年１１月１１日（木）
１２：５０～１５：３０

平成１３年度養護学校体験入学
個人別医療相談会

病弱虚弱の学齢児童生徒及び就学以前の子どもとその保護者、学
校・市町村教育委員会の関係者、幼稚園・保育園・病院等の関係者を
対象とした養護学校で入学の体験と相談会：小学校１年女児、小学校
６年男児、中学校３年男児に対して個別の医療相談会を実施

保健室長

平成１３年１１月１４日（水）
８：５０～１５：３０

中学部　社会見学（名古屋地方
裁判所）

体調不良児の連絡、昼食の準備、緊急時の連絡体制等の調整 病棟看護婦、栄養士、保健室
長

平成１３年１１月１７日（水）
１０：００～１２：００

大府養護学校３０周年記念式典 ３０周年記念の式典への来賓参加 保健室長

平成１３年１１月３０日（金）
１６：００～１７：００

平成１３年度第２回医教連絡協
議会

センターの医療方針、生活等と学校の教育方針、行事を含めた指導
等について相互に理解を深め、療育と教育の連携と充実を図るため
の連絡協議を行う　議事内容：学校概要の説明、センターの現状説
明、児童生徒の健康管理状況など

主治医、保健室長、学校薬剤
師、病棟婦長、保健室長補佐
（学校側：校長、教頭、関係委
員会委員、養護教諭ほか）

平成１３年１２月４日（火） スキー引率者会 野外活動に関する引率者調整会議 主治医、病棟看護婦

平成１３年１２月６日（木）
１０：１０～１０：５０

石ヶ瀬小学校（第４学年）と大府
養護学校との交流会

大府養護学校生徒が地元小学校生といっしょにセンターの中を案内す
るプログラム。

病棟看護婦、保健室長、（養護
学校教員）

平成１３年１２月７日（金）
１５：４０～１６：４０

平成１３年度第２回安全衛生委
員会

大府養護学校の安全衛生委員会に学校医として出席。議事：休養室
の使用について、喫煙室について、安全衛生委員の選出についてほ

保健室長

平成１３年１２月１８日（火）
１０：００～１０：３０

スキー参加者事前健診 スキー参加予定の自宅通学生に対して健康診断を実施した。 保健室長

平成１３年１２月１９日（水）
１５：３０～１７：００

第１回入退院検討会 入院を希望している児童６名（高校３年１名、高校２年２名、高校１年１
名、中学１年２名）について、センターと養護学校幹部が入院に係わる
諸問題の調整、検討を行った。

センター長、主治医、保健室
長、ケースワーカ、看護部長
（学校側：校長、教頭、部主事

平成１３年１２月２２日（土）
～２３日（日）

平成１３年度　野外活動（スキー） 長野県茅野市ビーナスライン車山高原　車山高原スキー場に１泊２日
の日程で実施。小学部５名、中学部８名、高等部６名（計１９名）の生
徒が参加、これに引率者として協力した。

主治医、病棟看護婦

平成１４年１月２５日（金）
１５：４５～１５：４５

平成１３年度第４回生徒指導連
絡協議会

生徒指導の現状と指導方針（センター）、児童生徒情報交換資料およ
び各部からの話題等について議論された。

病棟婦長、病棟看護婦、ソー
シャルワーカ、臨床心理士、保
健婦、保育士（学校側：学級担
任等、生徒指導部職員）

平成１４年１月３０日（水）
１４：００～１６：００

JICA研修生（タンザニア、ジンバ
ブエ他）による学校訪問と生徒と
の交流会

JICA研修生の研修プログラムとして、日本の養護学校の実態研修と
養護学校生徒と研修生との交流会が行われた。

JICA研修生、（センター長、保
健婦）、教職員ほか

平成１３年２月１日（金）
１７：３０～１９：００

第２回入退院検討会 入院を希望している生徒１名と、センター退院予定者１５名について、
センターと養護学校幹部が入院に係わる諸問題の調整、検討を行っ
た。

センター長、主治医、保健室
長、ケースワーカ、看護部長
（学校側：校長、教頭、部主事

平成１３年２月７日（木）
９：５０～１１：００

事例検討会事務局打ち合わせ センター入院・養護学校生徒の事例について、医療面・教育面から多
面的に情報交換、意見交換を行い、対象事例へのよりよい支援の方
針を探る会とする。毎月第３金曜日にセンターにて行うことなどを決

保健室長、病棟看護婦長、病
棟看護婦、ケースワーカ、養護
学校自立活動主任

平成１４年２月８日（金）
１４：３０～１５：３０

持久走大会 あいち健康の森で実施された持久走大会での児童生徒の健康管理、
緊急時の対応（待機）

主治医、（保健室長）

平成１４年２月２１日（木）
１６：００～１７：００

平成１３年度第３回医教連絡協
議会

議事内容：平成１４年度に向けてのセンターと学校の連携における課
題等、平成１３年度高等部３年進路状況について、児童生徒の歯みが
き習慣についてなど

主治医、保健室長、病棟婦長
（学校側：校長、教頭、関係委
員会委員、養護教諭ほか）

平成１４年２月２２日（金）
１５：４５～１５：４５

平成１３年度第５回生徒指導連
絡協議会

今年度の生活指導連絡協議会の反省、次年度の年間計画、最近の
生活指導上の問題点（センター、学校）などについて討論された。

病棟婦長、病棟看護婦、ソー
シャルワーカ、臨床心理士、保
健婦、保育士

平成１４年２月２６日（火）
１５：４０～１６：３０

平成１３年度第３回安全衛生委
員会

休養室の使用について、センターの感染防止対策の考え方など 保健室長

平成１４年３月５日（火）
１０：００～１２：００

平成１３年度卒業証書授与式 来賓祝辞 センター長

平成１４年３月８日（金）
１４：３０～１６：３０

平成１３年度第１回事例検討会 小学部１年の事例について、センター・学校双方で直接関わる職員を
中心にして医療、教育、生活ほかについて検討を行った。

主治医、病棟看護婦長、病棟
看護婦、保健室長、臨床心理
士、ケースワーカ（学校側：部主
事、担任、自立活動主任、養護
教諭他）

 
 


