
課題１３. 他施設、他機関との連携状況（含大府養護学校との連携） 

 
（１）大府養護学校との連携 

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。 
 

平成 14 年度 大府養護学校とあいち小児保健医療総合センターの連携会議 

 

1.  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 

 ①平成 14年 4月 22 日午後 17時 10 分～ 於：大府養護学校校長室 

学校参加者 校長、教頭、事務長、部主事、主査 

センター参加者 センター長、保健センター長、看護部長、管理課長、保健室長 

担当窓口 学校：教頭（安藤）、センター：保健室長（山崎） 

 

2.  医教連絡協議会 

目的・内容 病院の医療方針、生活指導等について、また学校の指導方針、教育課程

等について相互理解を図るため連絡・協議する。 

開催 年２回程度（5月 2 月） 

学校参加者 校長、教頭、事務長、部主事、総務主任、生徒指導主事、保健主事他 

センター参加者 医局代表（各診療科責任者：アレルギー科、腎臓科、循環器科、心療科、

耳鼻いんこう科、眼科）、管理課長、保健室長、病棟看護師長、保健師（保

健室補佐） 

担当窓口 学校：教頭（安藤）、センター：保健室長（山崎） 

 

3.  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。 

開催 全体を３回（5月＝第 2金曜、10月＝第 2金曜、1月＝第 4金曜）開催し、

生徒指導部と１回（2月＝第 3金曜）計４回開催する。 

学校参加者 学級担任、生徒指導主事、保健主事、生徒指導部、自立活動主任、養護

教諭、相談担当等 

センター参加者 関係主治医、病棟看護師長、関係看護婦、臨床心理士、医療ソーシャル

ワーカー 

担当窓口 学校：生徒指導主事（牧）、センター：病棟看護師長（千速） 
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4.  入退院検討会 

目的・内容 大府養護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、センター研修室など 

学校参加者 校長、教頭、部主事 

センター参加者 センター長、医局代表者（主治医等）、看護部長、保健室長 

担当窓口 学校：教頭（安藤）、センター：医療ソーシャルワーカー（大橋） 

 

5.  事例検討会 

目的・内容 一つの事例について医療面、教育面の立場から、対象事例を多面的に情

報交換及び意見交換を行うことで、両者の共通理解を図るとともに、よ

りよい支援の方針を探る。 

開催 毎月第３金曜日 14:30～16:00  センター地下研修室 

学校参加者 関係部主事、担任、自立活動部、養護教諭、相談係、その他関係職員 

センター参加者 関係医師、病棟看護師長、関係看護婦、臨床心理士、医療ソーシャルワ

ーカー、保健師、その他関係職員 

担当窓口 学校：自立活動部（古久根）、センター：医療ソーシャルワーカー（大橋）

 

6.  学校保健委員会（医教連絡協議会に併せて開催） 

目的・内容 病院の医療方針、生活指導等について、また学校の指導方針、教育課程

等について相互理解を図るため連絡・協議する。 

開催 年２回程度（5月 2 月） 

学校参加者 校長、教頭、事務長、部主事、総務主任、生徒指導主事、保健主事他 

センター参加者 医局代表（各診療科代表：アレルギー科、腎臓科、循環器科、心療科、

耳鼻いんこう科、眼科）、管理課長、保健室長、病棟看護師長、保健師（保

健室補佐） 

担当窓口 学校：保体部主任（山本）、センター：保健室長（山崎） 

その他学校保健等関連の連携 

・ 定期健康診断：児童・生徒と学校職員の定期健康診断 

  学校医：山崎（内科）、荒尾（耳鼻いんこう科）、都築（眼科）、水野（歯科） 

・ 児童・生徒の予防接種。 

  学校医：山崎（内科） 

・ 修学旅行、野外活動（キャンプ・スキー）の事前健康診断。 

学校医：山崎（内科）→（健康診断システムを整理する） 

・ 環境衛生検査：竹内（学校薬剤師） 

・ 大府養護学校安全衛生委員会・職員の健康区分：衛生管理医として山崎保健室長が出席。 
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7.  学校行事へのセンター職員の随伴等 

 日程 随伴者 担当窓口 

遠足 

 

5 月 23 日（木） 

晴天：明石公園（碧南市）

雨天：産業技術記念館（名

古屋市） 

医師 

看護師又は保健師 

（学校から派遣依

頼・旅費別途出張） 

センター：山崎

学校： 

小学部 中村 

高等部 牧 

修学旅行 

または野外活動（キャン

プ） 

（隔年でくり返し実施） 

10 月 31 日（木）～11 月

1 日（金） 

奈良市 

医師 

看護師又は保健師 

（学校から派遣依

頼・旅費別途出張） 

センター：山崎

学校：中学部主

事（坂林） 

野外活動（スキー） 12 月 21 日（土）～22 日

（日） 

医師 

看護師又は保健師 

（出張旅費はセン

ター負担） 

センター：山崎

学校：保体部主

任（山本） 

持久走大会 1 月 31 日（金）6時限目

あいち健康の森 

当日医師がセンタ

ー内待機 

センター：山崎

学校：自立活動

部（古久根） 

 
8.  進路個別相談会 

・ 進路希望調査＝個々の生徒の進路希望に対して主治医の所見を記入する。 
高等部：4 月と 10 月の 2 回、中学部：5 月と 10 月の 2 回 

・ 進路個別相談会（個々の生徒について検討） 
高等部：6 月下旬～7 月上旬、中学部：11 月下旬 
センター参加者：主治医、病棟看護師長、担当看護師 
学校参加者：部主事、担任、進路指導部 

・ 担当窓口 
学校：進路指導主事（内田）、センター：各主治医（主治医別に相談日を設定するため） 

 
9.  大府養護学校体験入学会の医療相談 

年２回程度（10 月 11 月頃） 

相談担当：山崎保健室長、大橋医療ソーシャルワーカー 
・ 担当窓口 

学校：教務主任（犬飼）、センター：保健室長（山崎） 
 
10. センターの許可が求められる学校外活動等（センター入院児童・生徒に対して） 

内容・対象学年等 担当窓口 許可者 

産業現場等における実習（希望就職先で

の実習体験、高校２～３年生等が対象）

センター：病棟看護師長 

学校：担任 

センター主治医 

就業体験（総合学習の一環、高等部全員

が参加）* 

センター：病棟看護師長 

学校：担任、教務主任（犬飼） 

センター主治医 
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生徒実習（東海市：愛知県教育情報セン

ターでのパソコン体験。高等部全員）*

センター：病棟看護師長 

学校：担任、教務主任（犬飼） 

センター主治医 

郊外実習（保育所実習等） センター：病棟看護師長 

学校：家庭科担当者 

センター主治医 

模擬試験、体験入学、学校見学会等への

参加 

センター：病棟看護師長 

学校：担任 

センター主治医 

英語検定試験（年３回土曜日午後） 

漢字検定試験 

センター：病棟看護師長 

学校：担任 

センター主治医 

* 当日の昼食は、学校で取りまとめる（生徒から実費徴収）：センター昼食欠食に。 

 

11.  センター入院児童・生徒の毎日の健康状態の連絡 

   病棟からの連絡に基づいて、養護教諭が職員室黒板に記入する。 

・ 欠席・運動量（０～５）の変化・学習度（１度～６度）の変化 

・ センターと学校との LAN を利用 

・ 遅刻、早退、診察等の中途変更は専用内線電話（学校保健室 1153、21 病棟 2002）を活用する。（担

当看護師から学校保健室へ） 

 

12.  センター入院児童・生徒の体力テスト、運動会、水泳、持久走大会、野外活動（スキー）等への参

加許可 

センター窓口担当：山崎保健室長 （システムについて検討中） 

学校窓口担当：保健体育部・自立活動部 

 

13.  センター入院児童・生徒の家庭科調理実習の参加許可 

センター窓口担当：山崎保健室長 （主治医に照会の上で指示） 

学校窓口担当：家庭科 
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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１４年４月８日（月）
９：３０～１２：３５

平成１４年度入学式 センター長祝辞、来賓出席。 センター長、主治医、保
健室長、保健室保健師、
病棟看護師等

平成１４年4月９日（火）
９：２５～１１：００

大府養護学校歯科検
診

学校医としての児童生徒への歯科検診の
実施

水野先生（健康プラザ歯
科医師）との連絡調整

平成１４年4月１５日（月）
１３：３０～１４：００

大府養護学校耳鼻科
検診

学校医としての児童生徒への耳鼻科検診
の実施

耳鼻いんこう科医長

平成１４年4月１８日（木）
１１：００～１２：００

大府養護学校眼科検
診

学校医としての児童生徒への眼科検診の
実施

眼科医長

平成１４年4月２２日（月）
１７：１０～１８：００

平成14年度　運営協議
会

大府養護学校と特殊教育に関する現状・課
題の説明、小児センターの現状・課題の説
明のもと、連携、学校行事等についての確
認が話し合われた

センター長、保健セン
ター長、看護部長、管理
課長、保健室長

平成１４年4月２５日（木）
１１：００～１２：００

大府養護学校眼科検
診

学校医としての児童生徒への眼科検診の
実施

眼科医長

平成１４年５月１３日（月）
１３：３０～１４：００

大府養護学校耳鼻科
検診

学校医としての児童生徒への耳鼻科検診
の実施

耳鼻いんこう科医長

平成１４年５月１５日（水）
１３：３０～１４：００

大府養護学校歯科検
診

学校医としての児童生徒への歯科検診の
実施

水野先生（健康プラザ歯
科医師）との連絡調整

平成１４年５月１６日（木）
１６：１０～１７：００

第１回医教連絡協議会 平成14年度のセンターと学校との連携にお
ける課題等

保健室長、病棟看護師
長

平成１４年５月１６日（木）
１６：１０～１７：００

学校保健委員会 平成13年度保健室来室状況について 保健室長、病棟看護師
長

平成１４年５月２８日（火）
９：３０～１１：００

大府養護学校内科検
診

学校医としての児童生徒への内科検診の
実施

保健室長

平成１４年５月３０日（木）
９：３０～１０：００

大府養護学校ＢＣＧ接
種

学校医活動としてのＢＣＧ接種（対象３名） 保健室長

大府養護学校との連携実績（１）  
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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１４年６月２０日（木）
１６：３０～１７：００

夏期休業中水泳指導
に関する連絡

夏期休業中水泳指導について学校自立活
動部との打ち合わせ

保健室長、主治医等

平成１４年６月２１日（金）
１５：４０～１７：００

平成14年度第１回安全
衛生委員会

安全衛生医としての委員会への参加。休養
室の使用方法、職員の身体的・精神的サ
ポート、喫煙についてなど

保健室長

平成１４年７月５日（金）
１４：００～１５：００

大府養護学校教職員
健康診断

学校医としての教職員への内科検診の実
施

保健室長

平成１４年７月１９日（金）
１４：００～１５：３０

医療教育相談 大府養護学校通学児の母からの医療上の
問題点や教育に関する相談。

保健室長

平成１４年１０月２日（水）
１６：００～１７：００

平成14年度野外活動
（スキー）に関する打ち
合わせ

参加対象者等の検討の結果、平成14年度
は中止する方向で決定することに。

保健室長

平成１４年１０月４日（金）
９：３０～１２：３０

大府養護学校運動会 運動会への来賓出席、プログラムへの参加 病棟看護師長、看護師、
保育士、保健室長、保健
室保健師ほか

平成１４年１０月４日（金）
１２：３０～１２：５０

保護者説明会 大府養護学校在校生に対するインフルエン
ザワクチン接種の説明会

保健室長

平成１４年１０月１１日
（金）
１４：００～１５：３０

平成１４年度養護学校
体験入学　個人別医療
相談会（第１回）

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：中学３年女児、中学３年女児の
２名に対して個別の医療相談会を実施

保健室長、医療ソーシャ
ルワーカ

平成１４年１０月１５日
（火）

平成14年度修学旅行
事前健康診断

修学旅行対象児に対する事前の健康診断
の実施

保健室長

平成１４年１０月２５日
（金）

修学旅行に関する病棟
と学校との打ち合わせ

保健調査、付き添い医師・看護師につい
て、食事制限について等の打ち合わせ。

主治医、病棟看護師等

平成１４年１０月３１日
（木）

修学旅行 奈良方面への修学旅行に対して、医師１
名、看護師１名が同道した。

腎臓科医師、病棟看護
師

平成１４年１１月７日（木）
１０：００～１１：００

インフルエンザワクチン
接種

大府養護学校在校生に対するインフルエン
ザワクチン接種の実施

保健室長

平成１４年１１月１２日
（火）

平成14年度文化祭 文化祭での子どもたちの様子などの見学等 病棟看護師等

平成１４年１１月２２日
（金）
１４：００～１５：３０

平成１４年度養護学校
体験入学　個人別医療
相談会（第２回）

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：個別の医療相談会を実施

アレルギー科医師、医療
ソーシャルワーカ

平成１４年１１月２５日
（月）

インフルエンザワクチン
接種

大府養護学校在校生に対するインフルエン
ザワクチン接種の実施

保健室長

平成１４年１１月２９日
（金）
１５：２５～１６：２０

平成14年度　現職研修
全体会

児童生徒の疾患、病状、治療方法、生活規
制等についての理解を深めるために、セン
ター医師から講演の実施。

腎臓科医長

平成１４年１２月３日（火）
１６：００～１６：３０

持久走大会参加許可
について

参加許可について主治医からの指示をうけ
るための事務連絡

保健室長、主治医等

平成１４年１２月１７日
（火）
１５：４０～１６：３０

平成14年度第２回安全
衛生委員会

休養室の利用状況、Ｂ型肝炎の予防接種、
療休者等の情報の伝達、校内の教室配置
等について

保健室長

平成１５年　１月３１日
（金）

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

アレルギー科医師、病棟
看護師、（保健室長）

平成１５年　２月２７日
（木）
１５：４０～１７：００

第２回医教連絡協議会 議事内容：平成１４年度の連携活動の総括
と反省。平成１５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１４年度
高等部３年進路状況についての検討

眼科部長、保健室長、病
棟看護師長

平成１５年　２月２７日
（木）
１５：４０～１７：００

学校保健委員会 平成14年度定期健康診断結果、平成10～
14年度の日本体育・学校健康センターの利
用状況の報告

眼科部長、保健室長、病
棟看護師長

平成１５年　２月２８日
（金）

平成14年度第３回安全
衛生委員会

喫煙について、休暇の種類と取り方につい
て等

保健室長

平成１５年　２月２８日
（金）

平成14年度第３回安全
衛生委員会

感染症の予防、対策等に関する職員への
講話

保健室長

平成１５年３月６日（木）
１０：００～１２：００

平成１４年度卒業証書
授与式

来賓祝辞等 センター長、看護部長、
看護師長、保育士 
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（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、 

a. 地域で主催される専門家や一般県民への研修会・講演会の講師 
b. 地域や行政で主催される小児保健に関する専門家による会議への参加（委員としての活

動） 
c. 虐待の地域ネットワークへの支援として、地域主催のネットワーク会議でのスーパーバイ

ザーとしての参加 
d. 各施設機関の要望により、慢性疾患児や軽度発達障害児等についての療育・療養のための

ケース会議での支援 
e. 市町村の乳幼児健診に対する視力検査等の技術支援 
f. その他 
などの地域支援活動に対して、職員を派遣しており、その件数を下表に示した。 
またその折りには、地域に対して小児センターの案内、紹介等に努めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

講演会・専門家会議等
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

4 2 6 1 7 2 7 3 6 4 7 49
1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 18

理士 1 1 1 1 1 5
練士 1 1

計 0 5 3 8 4 11 4 9 7 8 7 7 73

幼児健診・療育等の地域支援
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

1 2 2 1 5 8 3 4 4 3 1 34
1 1 2 1 2 7
2 1 2 2 7

理士 2 1 1 1 3 1 1 1 11
練士 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
健福祉担当 1 1

1 1
計 3 14 2 4 12 13 9 12 7 9 4 2 91

医師

保健師

臨床心

視能訓

乳

医師

保健師

看護師

臨床心

視能訓

精神保

栄養士
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a・b 専 地域主催の研修会・講演会講師としての実績 門家会議ならびに

日時 主催（場所） 会議名・テーマ 担当者 役割 対象者・内容等
月　９日 瀬戸旭医師会（瀬平成１４年　５

（木）
戸

旭医師会館）
瀬戸旭小児科医会研修集会・「虐
待児の早期発見と対応」

山崎嘉久 講演 瀬戸旭小児科医会・同産婦
人科医会会員４０名

平成１４
（火）
１５：００～

研究会（名古屋市教
育センター）

「子ども虐待の理解と援助」
嘉久 講演 名古屋市立小・中・養護学

校　保健主事・養護教諭等
４００名

平成１４年　５月２９日
（水）
１０：５０～

中央児童・障害者相 児童相談センター等心理判定員 山崎嘉久 講演 児童相談センタ 等心理判

平成１４
金）
４：３０～１６：００

会（愛知県医師会
館）

加藤伊律
子

局
健協会の事

務局引継および今後の協会
運営方針に関する検討

成１４年　６月　７日
金）

１５：００～１７：００

愛知県周産期医療
協議会（名古屋第一
赤十字病院）

平成14年度第１回愛知県周産期
医療協議会

山崎嘉久 委員 平成１４年度愛知県周産期
医療情報システム、同協議
会要綱の改訂、専門相 事
業、調査・研究事業計
についての検討

平成１４年　６月１８日
（火）
１４：００～１６：００

豊川保健所（一宮町
健康福祉センター）

平成14年度 地域ニーズ対応トータ
ルヘルス事業：児童虐待防止のた
めの関係機関連携づくりにおける
講演・「児童虐待の防止とネット
ワークづくり」

山崎嘉久
塩之谷真
弓

講演 一宮町健康福祉課、保健
師、主任児童委員、家庭相
談員、子育て相談セン
ター、住民課保育士、子育
て支援ネットワーク関係者な
ど１５名

平成１４年　７月　８日
（月）
１５：００～１７：００

中央児童・障害者相
談センター（三の丸
庁舎）

「被虐待児家庭復帰のための保護
者指導プログラム」検討委員会（第
１回）

山崎嘉久
大河内 修

委員 愛知県児童相談センターの
児童福祉司等を対象とした
保護者指導プログラムに関
するマニュアル作成会議

平成１４年　７月１１日
（木）
１３：００～１５：３０

愛知県福祉人材セ
ンター（愛知県社会
福祉会館）

平成１４年度主任児童委員研修
会・「子ども虐待の予防と発見」

山崎嘉久 講演 県内各所の主任児童委員４
６名

平成１４年　７月１9日
（金）
１７：３０～１９：００

愛知県小児保健協
会（愛知県庁西庁
舎）

愛知県小児保健協会理事会準備
会

山崎嘉久
加藤伊律
子

事務
局

愛知県小児保健協会の
務局引継および今後の協会
運営方針に関する検討

平成１４年　７月２３日
（火）
１３：３０～１５：３０

師勝保健所（師勝保
健所大会議室）

平成14年度第１回保健医療福祉
サービス調整会議・「臨床の立場か
ら地域の子育て支援に望むこと」

山崎嘉久 講演 管内保育士、保健師や子育
て支援ネットワーカーほか２
７名

平成１４年　７月２３日
（火）
１３：３０～１５：３０

師勝保健所（師勝保
健所大会議室）

平成14年度第１回保健医療福祉
サービス調整会議・育児支援の現
状と取り組みに関する意見交換

山崎嘉久 助言 「子育てを地域で支えよう
～虐待予防から健やかな親
子へ～」のテーマで行われ
た管内関係者の会議への

平成１４年　７月２３日
（火）
１５：３０～１７：００

師勝保健所（師勝保
健所大会議室）

平成14年度第２回保健医療福祉
サービス調整会議・ケース検討会
議

山崎嘉久 助言 子育てが十分できない家族
の地域での子育てについて
関係者で支援方法等連携
の在り方を検討する

平成１４年　７月２９日
（月）

５：００～１８：００

愛知県周産期医療
協議会（名古屋第一
赤十字病院）

愛知県周産期医療協議会調査・研
究事業に関する小委員会

山崎嘉久 委員 退院後の地域支援（保健師
活動）の調査に関する検討
会

成１４年　７月３１日
水）
４：００～１６：００

豊川保健所（一宮町
健康福祉センター）

平成14年度 地域ニーズ対応トータ
ルヘルス事業：児童虐待防止のた
めの関係機関連携づくり

塩之谷真
弓

助言 各機関の児童虐待防止に
向けての取り組みの現状、
事例検討

成１４年　８月１４日
水）
４：００～１６：００

豊川保健所（豊川市
保健センター）

平成14年度 パイオニア育成事業：
「広汎性発達障害の早期発見と事
後指導」「あいち小児保健医療総
合センターの子ども虐待への保健
部門の活動紹介」

並木典子
塩之谷真
弓

講演 豊川保健所管内保健師50
名

成１４年　８月１９日
月）
５：００～１７：００

中央児童・障害者相
談センター（三の丸
庁舎）

「被虐待児家庭復帰のための保護
者指導プログラム」検討委員会（第
２回）

山崎嘉久
大河内 修

委員 愛知県児童相談センターの
児童福祉司等を対象とした
保護者指導プログラムに関
するマニュアル作成会議

成１４年　８月３０日
金）
３：３０～１６：００

豊川保健所（一宮町
健康福祉センター）

平成14年度 地域ニーズ対応トータ
ルヘルス事業：児童虐待防止のた
めの関係機関連携づくり

塩之谷真
弓

助言 事例検討、児童虐待早期発
見のための母子保健事業の
見直し

成１４年　９月　２日
（月）
１４：００～１７：００

健康福祉部児童家
庭課（愛知県庁西庁
舎）

愛知県母子健康診査マニュアル事
務局会議

山崎嘉久
中澤和美

事務
局

平成１４年度の母子健康診
査マニュアル報告結果の内
容に関する検討

平成１４年　９月　３日
（火）
１５：００～１７：００

愛知県小児保健協
会（愛知県自治セン
ター）

平成１４年度第１回理事・役員会 山崎嘉久
加藤伊律
子

事務
局

平成１４年度の愛知県小児
保健協会の運営方針、研修
会・特別講演の内容に関す
る検討平成１４年　９月　９日

（月）
１５：００～１７：００

中央児童・障害者相
談センター（三の丸
庁舎）

「被虐待児家庭復帰のための保護
者指導プログラム」検討委員会（第
３回）

山崎嘉久
大河内 修

委員 愛知県児童相談センターの
児童福祉司等を対象とした
保護者指導プログラムに関
するマニュアル作成会議

平成１４年　９月１３日
（水）
１４：００～１６：００

豊川保健所（一宮町
健康福祉センター）

平成14年度 地域ニーズ対応トータ
ルヘルス事業：児童虐待防止のた
めの関係機関連携づくり

塩之谷真
弓

助言 事例検討会、事例検討会の
意義と進め方、一宮町ネット
ワーク（親子を取りまく関係
機関）について

年　５月２８日 名古屋市学校保健 名古屋市学校保健研究会講演会・ 山崎

１７：００

談センター（小児セ 研修会・「あいち小児保健医療総
ー

定員３０名

１２：００ ンター） 合センターの概要について」
年　５月３１日 愛知県小児保健協 愛知県小児保健協会幹事会 山崎嘉久 事務 愛知県小児保

（
１
平
（

談
画等

事

１
平
（
１
平
（
１

平
（
１

平
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１
平
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日時 主催（場所） 会議名・テーマ 担当者 役割
平 １４

対象者・内容等
成 年　９月１２日

（木）
１５：００～１７：００

愛知県周産期医療
協議会（名古屋第一
赤十字病院）

愛知県周産期医療協議会調査・研
究事業に関する小委員会

山崎嘉久 委員 退院後の地域支援（保健師
活動）の調査に関する検討
会。

平成１４年　９月２４日
（火）
１４：００～１６：３０

瀬戸保健所（瀬戸保
健所講堂）

平成14年度 地域ニーズ対応トータ
ルヘルス事業：「虐待を未然に防ぐ
ための地域での連携のあり方」

山崎嘉久 講演 管内病院の助産師・看護
師、保健センターの保健師
など１８名

平成１４年　９月２４日
（火）
１４：００～１６：３０

瀬戸保健所（瀬戸保
健所講堂）

平成14年度 地域ニーズ対応トータ
ルヘルス事業：虐待予備軍の早期
発見・早期対応につながる関係づ
くり－医療機関との連携から－連
携会議（第１回）

山崎嘉久 助言 虐待予備軍の早期発見・早
期対応の視点から、病院助
産師・看護師と地域の保健
師との連携方法を検討

平成１４年１０月　２日
（水）
１４：００～１６：００

豊川保健所（一宮町
健康福祉センター）

平成14年度 地域ニーズ対応トータ
ルヘルス事業：児童虐待防止のた
めの関係機関連携づくり

塩之谷真
弓

助言 光輝寮見学、研修会：児童
養護施設長の立場から児童
虐待の予防について考え
る、事例検討、今後の方向

平成１４年１０月１７日
（木）
１４：００～１６：００

武豊町教育委員会
（武豊町立中央公民
館）

幼児期家庭教育学級・「小児科医
が語る　子どもの事故と病気を防ぐ
コツ」

山崎嘉久 講演 保育園児の親など１２０名。
子どもの病気の予防と、事
故予防に関する一般向け啓
蒙活動平成１４年１０月２１日

（月）
１５：００～１７：００

中央児童・障害者相
談センター（三の丸
庁舎）

「被虐待児家庭復帰のための保護
者指導プログラム」検討委員会（第
４回）

山崎嘉久
大河内 修

委員 愛知県児童相談センターの
児童福祉司等を対象とした
保護者指導プログラムに関
するマニュアル作成会議。

平成１４年１１月　１日
（金）
１４：００～１６：００

愛知県感染症対策
協議会（愛知県医師
会館）

愛知県感染症対策協議会（予防接
種部会）会議

山崎嘉久 委員 協議会と市町の代表により、
予防接種の現状の報告と特
に広域化に向けての問題点
を検討。

平成１４年１１月１４日
（木）
１４：００～１６：３０

瀬戸保健所（瀬戸保
健所講堂）

平成14年度 地域ニーズ対応トータ
ルヘルス事業：虐待予備軍の早期
発見・早期対応につながる関係づ
くり　連携会議（第２回）

山崎嘉久 助言 大阪府立母子保健総合医
療センター地域保健室保健
師の講演と虐待予備軍の早
期発見・早期対応の視点か
ら、病院助産師・看護師と地
域の保健師との連携方法を

平成１４年１１月２０日
（水）
１４：００～１６：００

師勝保健所２階大
会議室

師勝保健所保健医療福祉サービ
ス調整推進会議「子育てを地域で
支えよう～健やか親子２１策定・推
進に向けて」

青山亜由
美

講演

平成１４年１１月２１日
（木）
１５：００～１７：００

三重県伊賀県民局
保健福祉部（三重県
上野庁舎）

第３回伊賀地域健やか親子２１推
進セミナー・「子どもの虐待予防の
ための保健医療福祉関係者の連
携について」

山崎嘉久 講演 病院医師、ケースワーカ、保
健師、保育士、児童相談所
福祉司ほか３９名。児童虐
待予防のための地域連携活
動に関する講演。

平成１４年１１月２２日
（金）
１５：００～１７：００

愛知県周産期医療
協議会（名古屋第一
赤十字病院）

平成14年度第２回愛知県周産期
医療協議会

山崎嘉久 委員 平成14年度の医療情報シス
テム機能拡充の進捗状況、
専門相談事業、調査研究事
業、研修事業等の中間報告
および検討。

平成１４年１１月２５日
（月）
１５：００～１７：００

中央児童・障害者相
談センター（三の丸
庁舎）

「被虐待児家庭復帰のための保護
者指導プログラム」検討委員会（第
５回）

大河内 修 委員 愛知県児童相談センターの
児童福祉司等を対象とした
保護者指導プログラムに関
するマニュアル作成会議

平成１４年１１月２６日
（火）
１４：００～１６：３０

半田市教育委員会
（半田市役所）

障害のある子どものための教育相
談体系化推進研修会：「早期の療
育における地域の専門機関の連携
について」

山崎嘉久 講演 教育相談体系化推進事業
関係機関の保育士、幼稚園
教師、教師、特殊教育、保
健師等および知多半島５市
５町の関係職員８０名

平成１４年１１月２６日
（火）
１４：００～１６：３０

半田市教育委員会
（半田市役所）

第５回障害のある子どものための
教育相談体系化推進事業に係る
相談支援チーム会議

山崎嘉久 委員 乳幼児期から学校卒業後に
わたって、教育、福祉、保
健、医療が一体となって子
どもと保護者に対する相談
や支援を行う方法の検討会

平成１４年１１月２９日
（金）
１４：００～１５：００

財団法人児童育成
協会こどもの城企画
研修部（ウィルあい
ち）

子育てサークルリーダー研修会：
講演「乳幼児の発育・発達」

山崎嘉久 講演 愛知県内の子育てボラン
ティアグループのリーダー６
０名。子どもの成長発達の
理解と事故予防に関する専

平成１４年12月　３日
（火）
１０：００～１２：００

健康福祉部児童家
庭課（愛知県自治セ
ンター）

平成14年度愛知県母子健康診査
マニュアル専門委員会

山崎嘉久
中澤和美

事務
局

母子健康診査マニュアルに
関する集計結果の報告並び
に検討会議

平成１４年12月　５日（木
）
１３：３０～１５：００

美和町総合福祉セ
ンター２階会議室

視力検査アンケートの調査につい
て

川瀬　芳克 講演

平成１４年１２月１０日
（火）
１０：００～１５：００

三重県市町村保健
師会
（三重県男女共同参
画センター）

平成14年度三重県市町村保健師
業務研修会：講演「子どもの虐待
－その予防と支援について－」、助
言「グループワーク：地域での虐待
予防の取り組みについて」

塩之谷真
弓

講演
助言

三重県の市町村保健師52
名。
三重県中央児童相談所の
井上良純氏と、午前講演、
午後はグループワークへの
助言

平成１４年１２月１６日
（月）
１５：００～１７：００

中央児童・障害者相
談センター（三の丸
庁舎）

「被虐待児家庭復帰のための保護
者指導プログラム」検討委員会（第
６回）

大河内 修 委員 愛知県児童相談センターの
児童福祉司等を対象とした
保護者指導プログラムに関
するマニュアル作成会議
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日時 主催（場所） 会議名・テーマ 担当者 役割 対象者・内容等
平成１５年　１月２１日
（火）

知多保健所（知多保
健所大会議室）

平成１４年度知多保健所糖尿病対
策地域連絡会議

山崎嘉久 委員 地域のⅡ型糖尿病対策に
関する会議への出席と意見
表明平成１５年　１月２２日

（水）
１４：００～１６：００

瀬戸保健所豊明支
所

平成１４年度瀬戸保健所豊明支所
保健医療福祉サービス調整推進
会議

塩之谷真
弓

助言 虐待予防に関する事例の検
討会議に参加して意見を表
明した

平成１５年　１月２４日
（金）
１４：００～１６：００

半田市教育委員会
（半田市役所）

第６回障害のある子どものための
教育相談体系化推進事業に係る
相談支援チーム会議

山崎嘉久 委員 乳幼児期から学校卒業後に
わたって、教育、福祉、保
健、医療が一体となって子
どもと保護者に対する相談
や支援を行う方法の検討会

平成１５年　１月２８日
（火）

知多保健所（知多保
健所会議室）

母子保健強化推進特別事業「養育
上問題のある親（精神疾患など）と
その子どもへの健全育成地域サ
ポート体制づくり－虐待予防(主に
ネグレクト)の視点から－」

山崎嘉久
塩之谷真
弓

委員 管内保健センターでの対応
事例の検討会情報をもと
に、児童虐待の予防的対応
を精神疾患を持つ家族への
支援のあり方から抽出、分
析

平成１５年　１月２９日
（水）
１０：００～１２：００

健康福祉部児童家
庭課（愛知県三の丸
庁舎）

第２回危機児童・家庭支援システ
ム検討委員会

山崎嘉久 委員 児童虐待における連携上の
問題点と課題の検討、児童
虐待以外の問題における連
携上の問題点と課題の検討

平成１５年　１月３０日
（木）

愛知県西三河総合
庁舎

愛知県西三河危機児童・家庭サ
ポートチーム会議

青山亜由
美

助言 事例検討のための会議

平成１５年　２月１２日
（水）
１０：４５～１２：００

共和東保育園（共和
東保育園遊戯室）

保育参観講演会・「人と関わる力を
育てる －親子関係を土台として
－」

山崎嘉久 講演 保育園児の親など４０名。子
どもの成長・発達に対する
理解と子育てのスキル等に
ついての啓蒙活動。

平成１５年　２月１３日
（木）
１３：３０～１５：３０

あいち小児保健医
療総合センター（大
会議室）

東浦町ボランティア連絡会「草の
根」研修会・「ボランティアに望むこ
と」

塩之谷真
弓

講演 東浦町の各ボランティアグ
ループから49名

平成１５年　２月１７日
（月）
１５：００～１７：００

健康福祉部児童家
庭課（愛知県三の丸
庁舎）

平成１４年度愛知県母子保健運営
協議会

中澤和美 事務
局

愛知県母子健康診査マニュ
アルに関わる集計報告およ
び愛知県母子保健事業に
関する検討会議

平成１５年　２月１８日
（火）
１５：３０～１７：００

田原町（田原町福祉
センター）

虐待予防研修会及び学校保健担
当者研修会・「気になる子どもたち
を支える地域ネットワークづくり －
関わりを持ちにくい親子への支援
について－」

山崎嘉久 講演 教育委員会、私立幼稚園、
民生部、社会福祉協議会や
その他関係機関の専門職
種、児童相談センター児童
福祉司、保健所保健師など
１１０名

平成１５年　２月２０日
（木）
１３：３０～１６：００

一宮保健所（一宮市
南部老人福祉セン
ター）

地域保健福祉パイオニア育成研修
会・「子どもを守るために今できるこ
と －地域連携をめざして」

山崎嘉久 講演 一宮保健所および稲沢支
所、管内市町の児童虐待
ネットワーク関係者等８０名

平成１５年　２月２２日
（土）
１２：００～１７：００

愛知県小児保健協
会

愛知県小児保健協会第２回理事
会、平成１４年度総会兼研修会

山崎嘉久
加藤伊律
子

事務
局

理事会の運営（平成14年度
事業報告等ならびに平成15
年度事業計画案の検討）な
らびに総会、研修会の運

平成１５年　３月　５日
（水）
１３：００～１６：００

武豊町虐待防止シ
ンポジウム実行委員
会（武豊町中央公民
館）

武豊町虐待防止シンポジウム・「い
ま子どもたちは、ストレスと暴力に
泣いている」

山崎嘉久 講演 武豊町児童虐待防止シンポ
ジウム実行委員会の関連機
関の専門職種ならびに保育
園児の保護者ほか２００名。
虐待の全体像についての啓
蒙と当センターの活動状況
などに関する報告ならびに
シンポジウムでの討論。

平成１５年　３月　７日
（金）

愛知県医師会（愛知
県医師会館）

愛知県感染症対策協議会 山崎嘉久 委員 愛知県感染症対策に関する
報告書の検討。

平成１５年　３月１０日
（火）
１４：００～１６：００

半田市教育委員会
（半田市役所）

第７回障害のある子どものための
教育相談体系化推進事業に係る
相談支援チーム会議

山崎嘉久 委員 乳幼児期から学校卒業後に
わたって、教育、福祉、保
健、医療が一体となって子
どもと保護者に対する相談
や支援を行う方法の検討

平成１５年　３月１３日
（木）
１０：００～１２：００

港保健所（港保健所
会議室）

健康危機に対する講演会・「地域
ネットワークにおける　保健所・公
衆衛生活動の意義」

山崎嘉久 講演 保健所保健師、民生児童委
員ほか２０名

平成１５年　３月２２日
（土）
１３：３０～１７：００

厚生労働省（霞ヶ関
ビル）

厚生科学研究医薬安全総合研究
事業「安全なワクチン確保とその接
種方法に関する総合的研究」

山崎嘉久 委員 研究会の年次報告会への
参加

平成１５年　３月２５日
（火）
１３：３０～１６：００

健康福祉部児童家
庭課（愛知県三の丸
庁舎）

第３回危機児童・家庭支援システ
ム検討委員会

山崎嘉久 委員 平成14年度の危機児童・家
庭支援システム検討委員会
報告書の作成に関する検
討平成１５年　３月２８日

（金）
１５：００～１７：００

愛知県周産期医療
協議会（名古屋第一
赤十字病院）

平成14年度第３回愛知県周産期
医療協議会

山崎嘉久 委員 平成14年度の医療情報シス
テム機能拡充の進捗状況、
専門相談事業、調査研究事
業、研修事業等の中間報告
および次年度に向けての検
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. 虐待に関する地域主催のネットワーク会議への支援 
計 23 回に医師、保健師、医療ソーシャルワーカー、臨床心理士などが参加した。 
内 11 回は、当センターに受診等で関係した事例の処遇検討（実数５事例、延１１回開催）。 

 
 
 
 
 
d. 慢性疾患児や軽度発達障害児等についての療育・療養のためのケース会議での支援 
 
 
 
 
 
 
 
e. 市町村の乳幼児健診に対する視力検査等の技術支援 
 
 

c

NO 日時 テーマ（講師） 場所 センター主管部門 対象者

1 ４月３日（水）
（５，１２，２４，２６）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

豊田市３歳児視覚検査（再検査）児及び保
健師への助言

2 ５月１日（水）
（８、１０、２４、２９）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

3 ６月５日（水）
（７，１４、２６、２８）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

4 ７月３日（水）
（５、１２、２４、２６）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

5 ８月２日（金）
（９、１６、２８、３０）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

6 ９月４日（水）
（６、１３、２５、２７）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

7 １０月２日（水）
（４、９、２５、３０）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

8 １１月１日（金）
（６、８、１５、２７）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

9 １２月３日（火）
（４、６、１３、２５）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

10 １月８日（水）
（１０、１７、２９、３１）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

11 ２月７日（金）
（１０、１７、２９、３１）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

12 ３月７日（金）
（１２，１３，１４，１９）
１３：３０～１６：００

平成１４年度３歳児健診視覚検査への
技術支援

豊田市東庁舎３階 保健センター
視能訓練科２人

13 ５月１４日（火）
１３：００～１７：００

津島保健所３歳児健診視覚検査への
技術支援

佐屋町保健センター 保健センター
視能訓練科２人

津島保健所の市町村支援

14 ５月２１日（火）
１３：００～１７：００

津島保健所４歳児健診視覚検査への
技術支援

蟹江町保健センター 保健センター
視能訓練科２人

15 ６月２４日（月）
１３：００～１７：００

津島保健所５歳児健診視覚検査への
技術支援

甚目寺町保健センター 保健センター
視能訓練科２人
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