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1   患者さんの立場に立った心温かな病院をめざします。 
2   地域の中核病院として安全で質の高い医療を提供します。
3   医療機関等との連携を密にし、市民の健康を守るために努力します。
4   少子高齢社会に対応する医療を推進します。
5   病院職員の教育・研修の充実を図ります。

基本方針

基本理念　
豊中市の中核病院として『心温かな信頼される医療』を提供します。
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当院は、令和３年４月１日に、がんゲノム医療連携病院の指定を受け、がん遺伝子

パネル検査が実施できるようになりました。がんゲノム医療中核拠点病院である

大阪大学医学部附属病院と連携し、遺伝子検査結果に基づくがん

ゲノム医療を実施していきます。がんゲノム医療に関する情報提供

や相談対応、遺伝カウンセリングの体制も整えています。

令和３年11月27日（土）に千里ライフサイエンスセンターにおいて、がん医療に関する市民公開講座を

開催します。また、講座の内容は、後日YouTubeでも視聴することができます。

新型コロナウイルス対策として、紫外線照射で室内

のウイルスや細菌を殺菌する完全自律走行型の「UV

消毒ロボット」を導入しました。従来からのアルコール

消毒に加えて、紫外線照射を行うことでより確実かつ

効果的に消毒できる

ことから、患者さま

と職員の感染予防に

役立てています。

タッチパネルで医療機関の

検索ができるようになりま

した。

地域連携コーナー前に設置

しております。

病院ホームページから

もご覧いただけます。

ぜひご活用ください。

開 催 日 時

開 催 場 所

定 　 　 員

参 加 方 法

参 加 さ れ る 方

へのお 願 い 　

問 い 合 わ せ

令和３年１１月２７日（土）14:00 ～ 16:00（13:30 開場）

千里ライフサイエンスセンター

７０人（先着順）

事前申込制

➢電話、ハガキなどで参加希望者の住所、氏名、電話番号を記入の上、

　１１月１７日（水）必着で「がん相談支援センター」まで申込み

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって中止になる場合があります。

会場では、ウイルス感染症への対応として、不織布マスクの着用・手指消毒の徹底・

間隔を開けての着席にご協力をお願いします。

がん相談支援センター　　TEL（０６）６８４３－０１０１

豊中市は、昭和53年（1978年）から障害の

ある児も障害のない児も『ともに学び、とも

に育つ』教育に力を注いでいます。地域の

小・中学校に就学している医療的ケアの必要

な子どもたちに切れ目ないケアを行うため、

市立豊中病院では学校現場に看護師を派遣

するとともに、ケア技術向上の院内研修など

を行っています。

今回は医療的ケア児支援事業について

ご紹介します。

地域の医療的ケア児を支える取組み
School
Nurse

「がんになっても自分らしい生活を送るために」

医療的ケア看護職員
　　　　　　研修風景



医療的ケア看護職員の認知度は低く、看護師確保は非常に

難しい現状にあります。看護師としてやりがいを持って、生涯

現役で働いてもらうために

も、職場環境の整備や、職

域の幅を広げていく工夫が

必要です。

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア

（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）

を受けることが不可欠な児童生徒を言います。医療技術の

進歩に伴い、全国的に増加しています。

豊中市内の公立小・中学校に通う、医療的ケアの必要な児童生徒に対し、喀痰吸引や経管栄養、自己導

尿の見守り指導などのケアを、学校に訪問して実施します。現在中学校 2 校・小学校 6 校で、計 12 名の

児童生徒を対象に、当院の看護師17名（定数22名）が各学校を巡回訪問し、医療的ケアを実施しています。

また、校外学習（林間・修学旅行・遠足など）にも同行する

ことで、切れ目のないケアの提供に取り組んでいます。

学校現場では、医療的ケア看護職員の確保が全国的に

課題となっています。市立豊中病院では市教育委員会と

協定を結び、令和 3 年 4 月から医療的ケア児支援事業を

開始しました。

これまで市教育委員会に所属していた医療的ケア看護職員

を当院の所属にし、学校現場へ安定的に看護師を派遣する

ことで、医療的ケア児の安心・安全な就学を支援します。

夏休みなどの三期休業中は当院

での実践を通じて、その知識と技術

の向上に努めています。

今年度は、周産期領域でどのよう

な医療が提供されているか、医療

機器の取扱い、実際に行われている

ケアなどを集中的に学ぶため、小児

病棟、NICU（新生児集中治療室）、

小児科外来に従事しています。

医療的ケア児をご存じですか？ 医療的ケア看護職員の業務 指示医の役割

病院から学校へ看護師を派遣 医療的ケア看護職員の存在

令和３年（２０２１年）９月に施行された「医療的ケア児

及びその家族に対する支援に関する法律」は、医療的ケア児

の健やかな成長を支え、その家族の離職防止や安心して子

どもを生み、育てることができる社会の実現を目的として

います。

市立豊中病院
（地域医療連携室）

負担金
（人件費）

看護師を派遣

～医療的ケア児支援事業～

市教育委員会
  医療的ケア児の就学する

小・中学校

経鼻留置管
胃ろう等
日常的に実施している範囲
日常的に実施している範囲
自己導尿の援助
排泄物の処理

経管栄養

酸素吸入
喀痰吸引
導尿
人工肛門の管理

摂食機能障害

呼吸機能障害

排泄機能障害

医 療 的 ケ ア の 内 容

医療的ケアを必要とする児童生徒は病状が

変化することもありますので、成長・発達、

病状、学校の環境にあわせてケアの内容や

頻度などを細かく調整していく必要があり

ます。

指示医は、学校の勉学・活動の妨げにな

らないように配慮して必要なケアの指示書

を作成します。また、現場の学校職員や看

護師からのフィードバックを受けて、ケアの

内容を再検討し、必要であれば指示の内容

を変更します。

学校でのケアの様子を

実際に見に行くことも

あります。

指示医：
茶山小児科主任部長

看護部（地域医療連携室）
　　木本看護部次長

地域医療連携室
　　　 北川助産師

個々の看護師の思いを尊重

しながら、子育て支援、キャ

リア形成支援などを行いつつ、

看護の質の向上をめざして

いきます。

一緒に最新の

知識・技 術を身

に つけ、こ れ か

らの看護場面で

活用していきま

しょう。

【令和3年6月21日 第112回厚生労働省社会保障審議会障害者部会資料より抜粋】

（厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福
祉・保健・教育等の連携に関する研究（田村班）」の協力のもと障害児・発達障害者支援室で作成）
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ブランクがあっても大丈夫。

丁寧に指導します。
まずはお問合せください！

はたらいてみませんか？

豊中市立小･中学校の

として

学校看護師

豊中市では、障害のある子どもと障害のない子どもが、

「ともに学び、ともに育つ」教育を推進しています。

医療的ケアの必要な子どもの学校生活を支え、子どもの教育の保障

を図るため、豊中病院と教育委員会が連携し、学校に看護師を派遣

しています。あなたの手で、地域の学校に通う子どもたちをサポートしませんか。

● 募集内容対象
内容
勤務日

勤務時間

勤務地

給与
その他

看護師免許(正看護師)があり、かつ、1年以上の病院勤務経験のある方

豊中市立小・中学校に在籍する障害のある児童生徒の医療的ケア

(平日)週４日～５日　または　児童生徒課が指定する日
月額196,050 円(R３.4月現在)、 　別途  期末手当あり

通勤手当(上限あり)、社会保険(健康保険、雇用保険、厚生年金)

 8:00～16:30 のうち 　週30 時間
市内の小・中学校、
市立豊中病院(柴原阪大前駅)　及び　教育センター(蛍池駅)

　(週４日)7 時間30 分　または   (週５日)6 時間00 分● 問合せ

期末手当　あり！

学校看護師さん大募集！

 市立豊中病院　病院総務課　職員係

 豊中市柴原町4丁目14番1号  〒560-8565   

 電話：06-6843-0101 

私たちと共に働いてみませんか

詳細はこちら

在宅の医療的ケア児の推計値（0～19歳）

（　　　　　　　　　）

※ ※医療的ケア看護職員

募集要項については、病院ホームページをご覧ください。
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