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1．まとめ
□1

小児医療の現状と課題

○現状
・小児救急医療の問題は、小児医療を担う医師不足のみならず、急性期の集中治療を担う NICU に長期
入院する乳幼児の在宅医療への移行が進まない事から生じる NICU の慢性的な病床不足の問題、軽症
にもかかわらず急性期病院を受診する事による急性期病床の不足等が挙げられる。そのため、重篤な
小児救急患者に対する医療提供体制について、搬送と受け入れ体制の整備、発症直後の重篤な時期（超
急性期）の救命救急医療を担う体制の整備、急性期の集中治療・専門的医療を担う体制の整備が求め
られている。
○課題
・小児医療体制等の確保。特に、2 次小児救急医療体制、高度小児専門医療の整備
・小児科医療を行う人的資源の充実、確保
・一般住民・保護者への啓発、特に小児救急医療に対する普及啓発活動の促進
・その他小児がん対策、障害者（児）への医療提供、慢性疾患対応、小児在宅医療、移行期支援医療等
□2

計画・予算など対策の現状と課題

・実効性のある具体策というよりは、限られた医療資源の配分と医療連携を中心に進められている。
□3

これまでの好事例（候補）

・小児救急電話相談事業（＃8000）
：全県で実施。一次救急の水際での情報提供として有用
・新潟、石川、滋賀各県：小児救急冊子配布。適正受診誘導のための施策として有効
・岩手県：テレビ会議による指導・助言を行う小児救急医療遠隔支援システム事業
□4

都道府県アンケート結果

○小児医療に関する回答の概要（回答は 26 県）
・小児医療の範囲の広さに、地域医療計画策定の難しさを指摘する声が多かった。策定プロセスへの課
題 16 県、医師不足 5 県、慢性疾患による長期療養や在宅療養に対しての合意形成や連携の難しさを
挙げる県もあった。
□5

あるべき姿と推奨施策

○分野アウトカム
・軽症疾患から重症疾患まで、安心して子育てができる小児医療体制が確立している
○中間アウトカム
・高度専門小児医療を実現する小児 2 次救急医療体制が確立している
・一般小児医療を支える医療体制が確立され、人的資源が充実している
・高度専門小児医療機関における時間外の患者数が減少している
○推奨施策
（1）2 次医療圏において 24 時間受け入れ可能な医療体制を整備する
（2）NICU/PICU 病床数を拡大する。高度小児医療体制の整備
（3）小児医療を実施する人的資源の確保、小児救急医療地域研修事業の強化
（4）適正受診に関する普及啓発活動（小児救急電話相談事業等）
□6

施策と指標のマップ （296 ページに記載）
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【パート 1】現状編
2．小児医療の現状と課題
□1

基本認識

○小児医療の現況
・1 日あたりの全国の小児（0 歳から 14 歳まで）患者数は入院 2.9 万人、外来約 79 万人（注 1）
。
小児科を標榜している一般病院、
診療所ともに 2002 年から 2008 年の間に約 13%減少している（注 2）
。
また、小児科医数は不足が叫ばれていた時代もあったが、2000 年から 2012 年まで、14,156 人から
16,340 人に増加している（注 3）
。
・一方で、さまざまな要因により休日や夜間における小児救急医療の需要が増大している。そのため、
小児人口は減少しているにも関わらず小児患者の救急搬送は増加傾向にある。
□2

小児医療の現状

・小児救急医療の需要の増大
生活様式の変化、家族環境の変化に伴う育児不安の増大等、小児人口の減少に関わらず小児医療、特
に小児救急医療の需要が増大している。救急・高度手術・がん・慢性期など幅広いニーズが存在する
小児医療を総括し、指針に沿った総合的対策を構築することが課題であり、医師確保とともに、小児
医療の実態に沿った施策が求められる。小児救急患者の時間帯別の受診状況は、平日では夕刻から準
夜帯（18 時から 22 時頃まで）にかけて増加傾向、さらに土日も増加と、いわゆる時間外受診が多い
ことが指摘されている（注 4）
。
・一方で小児救急患者は、入院救急医療機関（第 2 次小児救急医療機関）を訪れる患者のうち 9 割以上
は当日のうちに帰宅する軽症者であることが指摘されており、救急搬送された小児患者については全
国で 75.0%が軽症者とされている（注 5）
。
※小児医療における医療連携圏域について定義をすると、
1 次医療圏：初期救急を含む一般の小児医療は、原則、市町村を単位とする 1 医療圏とする。
2 次医療圏：専門医療及び入院、緊急手術などを要する小児救急医療は、比較的高度で専門性の
高い医療サービスを提供し、入院医療サービスの完結を目指す 2 医療圏とする。
3 次医療圏：高度な専門医療及び重篤な小児患者に対する救命医療は、高度で専門的な医療サービス
を提供する 3 次医療圏とする。
○格差など
・都道府県格差など 都道府県単位で見てみても、小児科医が集中するのは大都市近郊中心であり、地
方県単位では人口当たり小児科医師数が全国平均を大きく下回る地域が多い。
○現在の医療提供体制の課題
・重篤な小児救急患者に対する医療提供体制について、搬送と受け入れ体制の整備、発症直後の重篤な
時期（超急性期）の救命救急医療を担う体制の整備、急性期の集中治療・専門的医療を担う体制の整
備が求められているが、急性期の集中治療を担うＮＩＣＵの慢性的な病床不足の問題があり、ＮＩＣ
Ｕに長期入院する乳幼児の在宅医療への移行の推進が必要とされている。
・高度小児専門医療の実施に必要な PICU（小児集中治療室）の整備が求められ、日本小児科学会の 2006
年の試算では小児人口４万人に１床必要と試算されている。2007 年度の医療実態調査では、小児重
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症患者（年間 2141 人）の入院先として大人の ICU または小児科の一般病棟が利用されている現実が
ある（注 6）
。
・日本プライマリ・ケア連合学会では、専門医制度導入にあたり、小児科研修を必修項目に盛り込んで
おり、小児（外来、救急、病棟）の総合診療能力を求める施策を提唱している（注 7）
。
・小児がんの患者数は成人の患者数と比べ少なく、経験が少ない中での医療が行われ、小児がん患者が
必ずしも適切な医療を受けられていない状況がある。また小児がんの疾病そのものが成人の腫瘍と異
なり、難治性という点も含めて高度医療の提供が求められている。
・障害者（児）への医療提供
身体障害者手帳を有する障害児、ならびに療育手帳を有する知的障害児は年々増加しており、医療的
ケアが必要な児童の療養、養育のための障害児用拠点機能を持った施設の整備拡充、支援が求められ
ている。
□3

小児医療の課題

○重要課題 1：高度専門小児医療体制を 2 次医療圏において確保すること
・小児 2 次救急医療体制を県ごとに設定し、各機関の協力のもと医療連携体制を構築する。また、救急
医療に提供可能な病床を確保する。
○重要課題 2：小児医療に従事する人的資源の充実を図る
・小児科医療を行う医師数を確保する。一般小児医療を担う診療所を確保する。
・小児救急医療地域研修事業を強化する。
○重要課題 3：適正受診に関する普及啓発活動を積極的に推進する
・不要不急な小児救急受診を抑制するために、保護者への啓発活動を展開する。また、小児救急電話相
談事業を有効に活用し、経験の浅い保護者にも小児救急疾患に関する理解を深めてもらう。

3．計画・予算など対策の現状と課題
□1

医政局長通知・指導課長通知

（1）厚生労働省医政局長、雇用均等・児童家庭局長連名通知「小児科・産科における医療資源の集約
化・重点化の推進について」によると、小児科・産科の医師偏在問題については、医療資源の集約
化・重点化の推進が最も有効な方策であると示された（注 8）
。
（2）また、
「重篤な小児患者に対する救急医療体制の検討会」の中間取りまとめに基づき、小児救命
救急センターの整備、小児集中治療室（PICU）の整備等が行われてきた（注 9）
。
（3）その後、
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」と題する小児医療の体制構築に係る
指針が提示され、小児科学会の動向も踏まえ医療体制整備の大綱が示された（注 10）
。
□2

都道府県の現行の地域医療計画（注 11）

（1）小児救急医療体制確保のための施策
・小児救急医療支援実施事業の実施（担い手：国、県、市町村、医療機関）
・輪番体制による小児救急患者受入体制の整備（県、市町村、医療機関、関係団体）
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・初期小児救急、第 2 次小児救急医療機関同士の綿密な連携を図るため検討会議、協議会設置、運営。
（県、市町村、医療機関、関係団体）
（2）小児科医師確保のための施策
・大学医学部との連携による医師確保対策の推進
・中核病院小児科、地域小児科センターを中心に地域の医療資源等に応じた一般小児医療及び専門小児
医療の医療連携促進。
（県、市町村、医育機関、臨床研修指定病院）
・ドクターバンク（医師無料職業紹介所）の広報
・女性医師の労働環境の整備、継続的な就労を図るため病院内保育所の整備・運営支援
・小児科診療への従事希望の大学院生、研修医に対する修学・研修資金の貸与制度の実施
（3）子供の健康を守るために家族等を支援する体制の整備に関する施策
・
「小児救急電話相談事業」の実施および周知により休日夜間の子どもの急病等に関わる保護者の負担
軽減を図る（県、市町村、医療機関、関係団体）2010 年より全県で展開（注 12）
。
・休日夜間時の初期小児救急の適切な利用の普及啓発（県、市町村、医療機関、関係団体）
・子どもの病気に対する知識や家庭内応急処置等の情報提供（県、市町村、関係団体）
□3

都道府県の予算

・自治体ごとに重点課題が異なるため、自治体間で比較できる指標は無かった。設備、体制が整って
いない自治体では、その整備事業に予算を組んでおり、一方、設備、体制がほぼ整っている自治体
では、運営費に予算が充てられていた。
・また、医療計画に詳細な施策が盛り込まれながら、県の予算に記載がない場合があり、医療機関の
運営上の予算に計上されていると考えられ、比較対象とならなかった。

4．これまでの好事例候補
□1

好事例（候補）の現状

○小児救急電話相談事業（＃8000）は 2010 年より全県実施。うち 26 県では深夜帯も実施。
ただし、予算規模、相談用回線数などは県によって取り組み姿勢に大きく格差がある。
県によっては、0.5 次救急と位置付け、実際の搬送に至る前の対処法提供などの実行あり。
□2

好事例（候補）の例

○例 1 宮城、新潟、石川、岐阜、滋賀、山梨、富山、栃木各県
・施策等の名称：小児救急ガイドブックの編集、発行頒布
・内容： 乳児、小児の救急搬送事例、緊急対応方法などのノウハウを分かりやすく解説し、これを
乳児、小児のいる家庭に頒布している。
・好事例（候補）である理由：小児救急医療の多くを占める適正受診とは言えない、いわゆる「コン
ビニ受診」などを抑制する目的で、医療知識、経験の乏しい保護者に向けた冊子を配布することで
効果を上げている。
293

RH-PAC 地域医療ビジョン／地域医療計画ガイドライン
【小児医療】

○例 2 岩手県
・施策等の名称：小児救急医療遠隔支援システム事業
・内容：地域中核病院の当直医等が、テレビ会議システムを通じて大学病院の小児科専門医の指導・助
言を受けながら診察することができる仕組み、第 2 次小児救急医療の補完として活用されている。
○例 3 三重県
・施策等の名称：小児在宅庁内ワーキング
・内容：事業の中心となる大学病院の医師等が参加し情報共有を図ることで合意形成に寄与。

5．都道府県アンケート結果
□1

H-PAC／RH-PAC の都道府県アンケート回答

○小児医療に関する回答の概要
・小児医療計画策定プロセスへの課題として、指標設定・収集分析・解釈できる専門家の不足および検
討・相談できる「場」がないことが挙げられている。また、適切な設定指標に基づく、データの収集
への過大な経費も懸念材料となっているもよう。
○自由記載欄の回答
・小児医療分野については、小児救急医療の体制についての計画であり、小児医療全般にわたる計画
とはなっていない。
・指針では、小児科学会の中核病院小児科・地域小児科センターの機能を満たすことを条件に医療機能
が分類されているが、地方では中核病院小児科機能を満たす医療機関を設置することが難しく、指針
に沿って計画を策定することが困難。
・的確な指標を設定するための全県的なデータの収集に過大な経費がかかる。
・小児医療対策の立案・策定プロセスに関する検討・協議の場が少ない。
・立案・策定のプロセスにおいて、評価可能な指標を設定することが難しい。
・対策の立案・策定プロセスにおいて、関係者が幅広く合意を図ることが難しい。
・小児医療を担う人材の不足及び高齢化。
□2

考察と導き出される必要施策

○考察
・救急・高度手術・がん・慢性期など幅広い小児医療を総括し、指針に沿った総合的対策を構築するこ
とが難しくなっている。かつ医療資源の安定的確保とともに、小児医療の実態に沿った施策が求めら
れている。
○必要な施策候補
・計画策定プロセスに関する人的リソース、経費、合意形成を得る連絡調整機能が不足していること
が想定されるために、標準化、定型化するための好事例、ノウハウを共有することと、十分な予算を
確保することが求められる。
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【パート 2】提案編
6．あるべき姿と推奨施策
□1

趣旨

・現状の不十分な人的資源、医療体制など、山積する小児医療の課題に対して、小児科学会、国からも
指針が出されているが、解決策としては限られた資源を有効活用することと、医療連携を進めること
が最も早道であると考える。
□2

あるべき姿と推奨施策

●最終アウトカム
○軽症疾患から、重症疾患まで、安心して子育てが出来る小児医療体制の確立
●中間アウトカム
（1）高度専門小児医療を実現する小児 2 次救急医療体制が確立している
（2）一般小児医療を支える医療体制が確立され、人的資源が充実している
（3）高度専門小児医療機関における時間外の軽症患者数が減少している
●推奨施策
（1）現状の把握：患者動向に関する情報を整理、把握し整理する
小児患者数、死亡率、医療資源情報（小児科標榜、小児科医師数など）
（2）医療機能の明確な定義付け、2 次医療圏において救急医療提供体制を整備する
初期小児救急医療から連携の取れた小児専門救急医療を実施する。
（3）小児科医療を担う医師、および関連医療従事者を確保する
都道府県、大学、医療機関、関係団体などが連携し、小児科医師の確保・養成を図る。総合診療
科医師にも同様に小児科診療の能力を専門医制度で定められている中で、小児科標榜医療機関との
連携が一層求められる。また、小児科医師の働きやすい環境整備、女性医師の小児科分野への誘導
を図る。
（4）小児医療提供体制の改革ビジョンの実現
小児科学会が提唱する、
「わが国の小児医療提供体制の構想」
（注 6）に準拠し、地域の実情
に合わせた小児科の設置、運営を図る。この場合地域における診療能力を考慮した選定を行う。
（5）住民への啓発活動ならびに保護者への普及啓発活動の展開
一般住民、そして保護者に対しては小児救急医療に対する理解と協力を得るために国、都道府県
が主導して普及啓発に係る後方活動を継続的に展開することが求められる。不要不急の小児救急
診療を低減するために、小児救急電話相談事業の拡充、普及啓発用パンフレット、市民啓発セミ
ナーの開催等、広範かつ多岐にわたる広報活動が望まれるが、対象層の選定と効果判定のフィード
バックを評価することも重要になる。
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7．施策と指標のマップ
図表 1

小児医療の施策と指標のマップ

番
号

C 個別施策

番
号

B 中間アウトカム

番
号

A 分野アウトカム

ＮＩＣＵ病床の整備と救急利用
率を上げる
1
指
標

NICUを有する病院数・病床
数
救急医療に供した割合、長
期入院児の退院割合

高度専門小児医療を実現する
小児2次救急医療体制が確立
している

第2次医療圏において小児救
急医療提供体制を整備する
2

人口10万人当りの2次救急
医療機関の数と小児夜間・
指 休日診療の届出医療機関
標 数、救急外来にて院内トリ
アージを行っている医療機関
数

1

小児2次救急医療体制が確
保されている第2次医療圏数
指 高次病院への搬送件数、消
標 防機関からの救急搬送受入
要請に対して実際に受入れ
た患者の割合

高度な医療を提供できるPCIU
病床を整備する
3

PCIUを備えた中核病院数・

指
標 PCIU病床数、実入院数、入室

軽症疾患から重症疾患まで安
心して子育てが出来る小児医
療体制が確立している

者数

4

一般小児医療を担う診療所数
を確保する
指
標

人口10万人あたりの小児科
標榜診療所数

小児科医療を行う医師数を確
保する
5
指
標

人口10万人当たりの医師数

1

一般小児医療を支える医療体
制が確立され、人的資源が充
2 実している
指
標

医療機能情報公開率、小児
入院医療体制

小児救急医療地域研修事業
6 の強化
指
標

研修事業開催回数、参加人
数

適正受診に関する普及啓発活
動を加速化する
7
指
標

健康相談教室等の開催回数

小児救急電話相談事業を用い
た支援を行う
8
指
標

小児の保護者への支援事業
における、回線数と相談件数
と深夜対応の可否

高度専門小児医療機関におけ
る時間外の軽症患者数が減
3 少している
指
標

時間外受け入れ患者数
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8．指標リスト（定義と説明）
□1

趣旨

・下記は、前述の「6.あるべき姿と推奨施策」「7.施策と指標のマップ」における指標の説明である。
図表 2

小児医療 指標リスト

指標名
A１
B1

B1

指標の定義

備考

乳児（１歳未満児）の死亡率（出生千
（P）＊人口動態統計
人対）、乳幼児（０～４歳未満）の変化
（厚生労働省）
指標番号：J-7-1、J-8-1
高度専門小児医療を実現する医療圏
小児 2 次救急医療体制が確
の設定と、高次救急体制の整備に関 （P）要開発
保されている 2 次医療圏数
する指標
高次病院への搬送件数、消
高度専門小児医療を実現する医療圏
防機関からの救急搬送受入
の設定と、高次救急体制の整備に関 （P）＊消防統計
要請に対して実際に受入れた
する指標
患者の割合
乳児死亡率／乳幼児死亡
率

B2

医療機能情報公開率、小児
入院医療体制

一般小児医療を支える医療体制に関
る指標

B3

軽症患者の時間外受け入れ
患者数

適正受診に関する普及啓発活動の効
（P）要開発
果を見る指数

C1

NICU を有する病院数・病床数
救急医療に供した割合、長期 ＮＩＣＵ病床の整備と救急利用率
入院児の退院割合

C2

C3

人口 10 万人当りの二次救
急医療機関の数と小児夜間・
休日診療の届出医療機関
数、救急外来にて院内トリア
ージを行っている医療機関数
PCIU を備えた中核病院数・
PCIU 病床数、実入院数、入室
者数

2 次医療圏における小児救急医療提
供体制に関する指数

（P）＊

（S）（P）＊

（S）＊

PICU（小児集中治療室）の設置による
適切な小児医療の提供。高度小児専 （S）＊
門医療の実施の指標

C4

一般小児医療を担う診療所
数（人口 10 万人当たり）

小児医療を実践する医療体制の充実
度を図る指標
指標番号：J-10-1

（S）＊厚生労働省「医
療施設調査」

C5

小児科医療を行う医師数
（小児人口１万対比）

医師不足、偏在を解決するための
目標水準設定の指標

（S）＊厚生労働省「医
師・歯科医師・薬剤師
調査」参照

C6

小児救急医療地域研修事業
実施回数

小児救急に関する研修を実施し、地
域のネットワーク体制の構築を図る

（P）要開発

C7

健康相談教室等の開催回数

適正受診に関する普及啓発活動に関
する指数

（P）要開発

C8

小児の保護者への支援事
業における、回線数と相談件
数と深夜対応の可否

小児救急電話相談事業を用いた支援
体制に関する指数

（S）＊

（S）
：ストラクチャー指標、
（P）
：プロセス指標、
（O）：アウトカム指標、＊：既存指標
297

RH-PAC 地域医療ビジョン／地域医療計画ガイドライン
【小児医療】

9．参考資料など
□参考資料
注 1．厚生労働省「2011 年患者調査」（2012.11.27）
注 2．厚生労働省「2013 年医療施設動態調査」(2014.9.2)
注 3．厚生労働省「2012 年医師・歯科医師・薬剤師調査」（2013.12.17）
注 4．厚生労働科学研究「小児救急医療における患者・家族ニーズへの対応策に関する研究」
（主任研究者 衛藤義勝（2004 年度）
）
注 5．消防庁「2012 年度救急・救助の現況」、
「救急搬送における医療機関の受入状況調査」（2013）
注 6．日本小児科学会「我が国の小児医療提供体制の構想」
（2007.8）
「中核病院小児科・地域小児科センター登録事業」
（2011.8）
注 7．日本プライマリ・ケア連合学会「新たな専門医制度導入にあたっての当学会の活動方針
について」
（2013.5）
注 8．厚生労働省医政局長、雇用均等・児童家庭局長連名通知 （2005.12.22）
「小児科・産科における医療資源の集約化・重点化の推進について」
注 9．厚生労働省医政局指導課長通知「重篤な小児患者に対する救急医療体制の検討会」
中間取りまとめ（2012.3）
注 10．厚生労働省医政局指導課長通知

医政局指発 0330 第 9 号 （2012.3.30）

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
注 11．厚生労働省「医療計画の推進に係る都道府県調査結果（速報）」
（2013.7.31）
注 12．厚生労働省医政局指導課長「平成 22 年度事業評価書・小児救急電話相談事業」
（2010.8）

298

