
第９節 小児医療対策（小児救急含む） 
 

第１ 小児医療の現状 

１ 小児医療の現状 

小児医療は、誕生から思春期に至るまで、長い期間にわたり、子どもの成長に密接に関わりま

す。その範囲も、予防接種や健診等の保健予防的なものから高度専門的な小児医療まで広範にわ

たり、子どもの健やかな成長に重要な役割を果たしています。 
小児は、身体的にも肉体的にも発達段階にあります。そのため、小児の疾患は成人とは異なり、 

年齢によってかかりやすい疾病が違うこと、成人と同じ病名でも小児特有の病態をとる場合が多 
いこと、初めは一般的な症状でも急変する場合があること等の特徴があります。 

近年、少子化や核家族化により地域や世代間で子育てをする機会が失われていくなかで、小児 
に特有の病気やその対応に不安を感じる保護者が増加し、小児医療に寄せられる期待とニーズは 
高まっています。 

 

（１）進行する少子高齢社会 

昭和 55 年に約 37 万人だった本県の小児人口は、平成 22年には約 17 万２千人（平成 17 年対 

   比 13.6％減）に減少しています。全人口に占める小児人口の比率も、昭和 55 年の 24％から平 

成 22年には 12.6％に減少し、少子高齢社会が進展しています。 

 
資料 国勢調査（総務省） 

 

資料 国勢調査（総務省） 
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（２）小児の疾病構造 

青森県の１日あたりの小児（0 歳から 14 歳までを指す。以下同じ。）患者数（推計）は、入 

   院で約 400 人、外来で約 8 千人となっています。（平成 20 年患者調査（厚生労働省）より） 

入院では、全国と同様に呼吸器系疾患が最も多いものとなっています。 

外来では、呼吸器系疾が最も多く、続いて消化器系、３位では感染症及び寄生虫症、耳の乳 

   様突起、皮膚及び皮下組織の疾患となっています。 

 

資料 平成 20 年患者調査（厚生労働省） 

  ※青森県の２位以下の傷病名については、平成 20 年患者調査（厚生労働省）の調査票情報を利用した分析に

より傷病を記載したものです。なお患者数は 100 人に満たないため、数値が出現していないものです。 

 

 

資料 平成 20 年患者調査（厚生労働省） 

（３）死亡の状況 

平成 22 年の本県の乳児死亡率(出産千対)は 2.2、乳幼児死亡率(人口千対)は 0.64、周産期死 

   亡率(出産千対)は 4 であり、乳幼児死亡率を除いて全国と同率又は低い死亡率となっています。 

    また、18 年度と比較してもそれぞれ低くなっています。 

 
資料 人口動態調査（厚生労働省） 

　　小児　傷病分類別推計入院患者数（入院） 単位　千人

患者数 割合 患者数 割合

総数 0.4 ― 総数 31.4 ―

1位 0.1 25% 6.7 21.3%

2位 ― ― 周産期に発生した病態 6.1 19.4%

3.0 9.6%

3.0 9.6%

区分

青森県 全国

3位

神経系の疾患

先天奇形、変形及び
染色体異常

呼吸器系の疾患 呼吸器系の疾患

神経系の疾患

先天奇形、変形及び
染色体異常

― ―

　小児　傷病分類別推計入院患者数（外来） 単位　千人

患者数 割合 患者数 割合

総数 8.0 ― 総数 698.8 ―

1位 3.2 40% 272.4 39%

2位 1.8 22.5% 消化器系の疾患 101.1 14.5%

0.5 6.3% 46.2 6.6%

0.5 6.3%

0.5 6.3%

全国
区分

青森県

3位

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

感染症及び寄生虫症

耳及び乳様突起の疾
患

皮膚及び皮下組織の
疾患

呼吸器系の疾患

損傷，中毒及びその
他の外因の影響

死亡率

22年度 全国順位 全国

3 2.2 26 2.3

0.8 0.64 25 0.63

6.4 4 27 4.2

乳児死亡率(出産千対）

乳幼児死亡率（５歳未満、人口千対）

周産期死亡率（出産千対）

22年度

18年度区分
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小児の主な死亡原因は、「周産期に発生した病態」、「先天奇形、変形及び染色体異常」が同率 
   で、「不慮の事故」がそれに続いています。 

 
資料 平成 22 年人口動態調査（厚生労働省） 

（４）小児救急の現状 

小児人口は、総務省国勢調査(平成 22 年)によると、全国で平成 17年の 1,753万人から平成

22年の 1,680万人まで減少（平成 17 年対比 4.2％減）しており、全国的な少子化傾向にあり

ます。 

18才未満の救急搬送件数は、増加と減少を繰り返しながら減少してきていますが、平成 23

年は平成 22 年と比較して、全国・本県とも増加しています。 

 

 
資料 全国：救急・救助の現況（消防庁）、青森県：防災・消防の現況（青森県防災消防課） 

 

年齢区分別傷病程度別の救急搬送人員について、消防庁の調査（平成 23 年）によると、18

才未満の救急搬送における軽症者の割合は約 75％となっており、日本医師会等の報告によると、

小児の入院救急医療機関（第二次救急医療機関）を訪れる患者数のうち、９割が軽症であるこ

とが指摘されています。 

「年齢区分別傷病程度の救急搬送人員（平成 23 年度）によると、本県の 18 才未満の軽症者

の割合は約 65％となっており、全国より低い水準であるものの、軽症患者が多数受診している

様子がうかがえます。 

保護者の不安軽減と小児救急医療体制を補完するものとして、全国的に実施されている小児

救急電話相談等の周知・啓発等により、保護者等が夜間・休日における子どもの急病や外傷等

時に受診すべきかどうかの判断の目安とできるような支援体制の充実により、適切な受診に導

き、さらには勤務医の負担軽減を図ることが期待されます。（本県のこども救急電話相談事業

の状況については、「２ 小児医療の提供体制－（３）小児救急医療体制の状況－④こども救

急電話相談」に記載しています。） 

小児の死因順位 単位　人
患者数 割合 患者数 割合

総数 48 ― 総数 4,415 ―

１位 9 18.7% 1位 1,127 25.5%

1位 9 18.7% 2位 510 11.6%

3位 8 16.7% 3位 347 7.9%

全国

先天奇形、変形及び染
色体異常

不慮の事故

特異的な呼吸障害

先天奇形、変形及び
染色体異常

区分

周産期に発生した病
態

不慮の事故

青森県
区分

18才未満の救急搬送数 単位　人

区分 平成17年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年

青森県 3,353 3,150 3,199 2,802 2,968 2,877 3,162

全国 513,099 494,257 490,328 445,548 461,190 456,177 464,098
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資料 救急事故等要領に基づく年報報告（青森県防災消防課所管） 

２ 小児医療の提供体制 

本県は、人口 10 万人あたりの小児科医数が全国平均を大きく下回っています。 

小児救急医療においても、比較的小児科医が集中している地域では、開業医と病院小児科の連 

携により休日夜間の小児救急医療体制が構築されていますが、小児科医の少ない地域では地域の 

少数の病院小児科が一手に担っている状況です。 

 

（１）小児医療に関わる医師等の状況 

小児科医数は全国的には増加していますが、本県は減少傾向にあります。また、人口 10 万人 

あたりの小児科医数は全国平均を下回っています。 

また、県内では、津軽地域、八戸地域、青森地域に小児科医が多い状況となっています。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 

年齢区分別傷病程度の救急搬送人員（平成23年度）

区分 新生児 乳幼児 少年 成人 老人 計

死　亡 2 9 7 277 1,114 1,409

構成比(%) 1.9 0.6 0.5 1.8 4.4 3.2 年齢区分　

重　症 22 50 74 2,261 5,817 8,224 新生児　生後28日未満

構成比(%) 20.4 3.2 5.0 14.3 23.2 18.7 乳幼児　生後28日以上満７歳未満

中等症 72 435 404 5,293 10,699 16,903 少年　満７歳以上18才未満

構成比(%) 66.7 27.7 27.2 33.5 42.6 38.4 成人　満18歳以上満65歳未満

軽　症 12 1,072 998 7,935 7,453 17,470 老人　満65歳以上

構成比(%) 11.1 68.3 67.2 50.3 29.7 39.7

その他 0 3 2 22 25 52

構成比(%) 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

計 108 1,569 1,485 15,788 25,108 44,058

構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

救急事故等要領に基づく年報報告（青森県防災消防課所管）より
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（２）医療施設の状況 
①医療施設の状況 

全国的に、平成 14年から平成 20年までの間に小児科を標榜している一般病院は 13.5％減少、 

診療所は 13％減少しています。（平成 20 年 病院数 2,905、診療所数 22,503） 

本県においては、小児科を標榜する医療機関は 302施設あり、そのうち小児科常勤医がいる 

病院は 24 施設、小児科を主たる診療科とする診療所は 50 施設となっています。 

   本県においても減少しており、19 年度と 23 年度を比較すると、病院は 6.5％減、診療所は 

11.6％減少しています。 

 

 

 
②小児専門医療の状況 

ア 高度専門医療 
小児専門医療の状況について、弘前大学医学部附属病院で、地域の医療機関で対応が困難

な小児患者に対する高度医療が血液、心臓、腎臓、神経、新生児等の専門グループにより提

供されています。 
   
 

小児人口1万人あたり小児科医数

津軽 36,945 49 13.3
八戸 44,363 31 7.0
青森 40,675 34 8.4
西北五 16,633 6 3.6
上十三 24,671 11 4.5
下北 10,548 6 5.7

県計 173,835 137 7.9

圏域
１５歳未満

人口
小児科医数

15歳未満１万

人あたり小児

科医数

小児人口1万人あたり小児科標榜医療機関数

津軽 7 88 95 36,945 25.7

八戸 13 39 52 44,363 11.7

青森 8 70 78 40,675 19.2

西北五 6 26 32 16,633 19.2

上十三 7 26 33 24,671 13.4

下北 2 10 12 10,548 11.4

県計 43 259 302 173,835 17.4
資料　病院　平成24年青森県社会福祉施設名簿。診療所　青森県内診療施

設名簿（医療薬務課調）。15歳未満人口平成24年3月31日住民基本台帳）

圏域
小児科標榜病

院数

小児科標榜診

療所数

15歳未満1

万人あたり

医療機関数

１５歳未
満人口

計

小児科標榜医療機関数

小児科標榜

病院数

小児科標榜

診療所数
計①

小児科標榜

病院数

小児科標榜

診療所数
計②

県計
46 293 339 43 259 302 △ 37

資料　病院；青森県社会福祉施設名簿　診療所；青森県診療施設名簿

１９年度 ２３年度
②-①区分

（15歳未満人口は平成 24年 3月 31日の現在

住民基本台帳、医師数は平成 22 年医師・歯

科医師・薬剤師調査（厚生労働省）による） 

 

圏域 病院小児科 小児科診療所 計

下北 1 3 4
上十三 4 2 6
西北五 1 2 3
青森 6 13 19
八戸 6 16 22
津軽 6 14 20
県計 24 50 74

小児科医療機関数（常勤小児科医のいる病院、小児

科を主たる診療所とする診療所）

資料　病院　平成23年小児救急医療体制取組調査

による医療薬務課調。診療所　平成20年医療施設

静態調査（厚生労働省）
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イ 障害児等の医療 

児童福祉法の規定のよる医療型障害児入所施設において、知的障害児、肢体不自由児、重

度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童（重症心身障害児）を入所させて、

保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与及び治療が行われています。 

また、進行性筋萎縮症児の治療及び機能回復訓練を行う進行性筋萎縮児施設では、心身に

障害のある児童に対する専門的な医療を行っています。 
    なお、本県では、周産期医療から療育の場まで、医療ニーズに応じた患者本位の切れ目の 
   ない医療提供体制を構築するため、青森県地域医療再生計画（青森地域保健医療圏）に基づ 

く取組を進めており、総合的な相談支援体制を構築するため、あすなろ医療療育センターに 
総合相談支援センターを設置することとしています。    

 
ウ 児童・思春期の精神医療 

     県立つくしが丘病院（青森市）、芙蓉会病院（青森市）、十和田市立中央病院（十和田市）

では、児童思春期の子どもの心の問題に対する入院専門医療を行っています。（平成 24 年 10

月１日現在） 
 

（３）小児救急医療体制の状況 

小児救急には、保護者が重症度を判断しにくいこと、患者本人以外の者が症状を代弁するこ

とになるため主訴が不明確になる場合があること、一般的な症状から急激に重篤な状態になる

場合があること等の特徴があります。 

医療体制においては、重症度に応じて、初期小児救急、入院や緊急手術等を要する二次小児

救急、重篤な三次小児救急に分けられ、特に休日や夜間の小児救急に関しては、小児の救急的

疾患を１ヵ所で担うことができない場合は、開業医師の参画による初期小児救急医療と病院小

児科の輪番制等による二次小児救急医療が体系的に確保・構築されていることが望まれます。 

一方、命にかかわる小児の救急は病気よりも事故によるものが多く、全国で１歳から 14 歳ま

での死因の第１位は「不慮の事故」です。また、死亡に至った不慮の事故の内容は、０歳では

窒息、１歳から 14 歳では交通事故が最も多くなっています。 

①初期小児救急 

ア 休日夜間の急患センターの状況 

青森市、弘前市、八戸市において、小児科医師が休日夜間の初期救急に対応しています。 

 

進行性筋委縮症児施設等

名称区分
県立あすなろ医療療育センター

（旧肢体不自由児施設）

県立あすなろ医療療育センター（旧重症心身障害児施設等）

医療型障
害児入所
施設

県立はまなす医療療育センター
独立行政法人国立病院機構青森病院
独立行政法人国立病院機構八戸病院

県立さわらび医療療育センター
県立はまなす医療療育センター
独立行政法人国立病院機構青森病院

◇青森市急病センター（診療科；内科、外科、小児科）　　住所　　青森市中央1-22-25　　電話017-773-6477

区分 月～金 土

午前

午後

夜間

◇弘前市急患診療所（診療科；内科、小児科）　　住所　弘前市野田2-7-1　　電話　0172-34-1131

区分 月～金 土

午前

午後

夜間

◇八戸市休日夜間急病診療所（診療科；内科、外科、小児科）　住所　八戸市根城8-8-39　電話0178-22-2277

区分 月～金 土

午前

午後

夜間

19：00～22：30(小児科医）

10：00～12：00（小児科医）

12：00～16：00（小児科医）

日（12/31～1/3、8/13を含む）

日

12：00～18：00

19：00～23：00（小児科医）

12/30～1/3及び大型連休は

12：00～18：00に小児科医勤務

※急患診療所に小児科医師が勤務

しない日は在宅当番医が小児科医

師。
12：00～19：00　※

19：00～23：00※

日（12/31～1/3、8/13を含む）
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イ 在宅当番医制 

     休日や夜間に、地域の診療所等が当番で診療を行うものであり、診療科は様々ですが小

児科診療所が当番のこともあります。 
現在のところ、青森市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市で在

宅当番医が実施されています。 
 

②入院や緊急手術等を要する二次小児救急医療 

     県内における小児の二次救急医療体制については、津軽地域において、病院小児科が毎日

交替で二次小児救急医療を提供する二次輪番病院体制がとられ、その他の地域ではそれぞれ

の病院小児科が小児科医の当直や呼び出しで確保しています。 
     小児科医療施設自体が少なく、初期救急医療体制が整備されていない地域では特に、地域

の中核的な病院小児科が 24 時間 365 日初期救急を含めた医療にあたっている状況にあり、小

児科医が少ない本県において隙間のない二次小児救急医療をまかなうための小児科医の負担

は大きく、医師確保と同時に、重症度に応じた役割分担や医療連携が、医療関係のみならず、

県民の参画と協力のもとに推進されることが重要となっています。 
 

参考 休日夜間の津軽地域小児救急医療体制（津軽地域小児救急医療体制リーフレットより抜粋） 

     

 
③小児救命救急医療 

     弘前大学医学部附属病院小児科では、重症の急性脳症等の小児患者に対する救命救急医療

が提供されています。また、県立中央病院と八戸市立市民病院に救命救急センターが設置さ

れており、24 時間 365 日、重症の救急患者に対する救命救急医療を行っています。 
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④こども救急電話相談 
     毎夜間、応急手当の方法や緊急時の受診の目安等について看護師が電話で相談に応じるこ

ども救急電話相談を、19 時から翌朝８時まで実施しています。（23年８月から毎夜間に体制

拡充） 

 
本県の小児救急電話相談；「こども救急電話相談」 

 

【毎日 19：00～翌朝 8：00】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
こども救急電話相談実績 

 
資料 青森県医療薬務課調べ 

 

 
 
  

平成23年 平成24年

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
４月～７月

合計

８月～３月

合計

相談件数 27 36 28 30 120 154 158 222 237 206 216 212 1646 121 1525

相談日数 10 12 8 11 31 30 31 30 31 31 29 31 285 41 244

一相談日あたりの相談

件数
2.7 3.0 3.5 2.7 3.9 5.1 5.1 7.4 7.7 6.7 7.5 6.8 3.0 6.3

23年８月～相談時間延長

                    

＃8000 又は 017-722-1152 

 

 

 

 
 
 看護師で対応できない内容には小児科医が

対応 

助言 

・医療機関受診の目安 

・家庭看護のポイント等 

小児科医師 

看護師 

急に熱がでたのです

が・・・ 

支援 相談 

お母さんには○○と 

アドバイスしてあげて 

委託事業者 
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休日夜間の小児救急医療体制

三
次
救
急

二
次
救
急

初
期
救
急

・つがる西北五広域
連合　西北中央病院

八戸市休日夜間
急病センター
＋　八戸市在宅当
番医

（いずれかが小児
科医）

青森市急病セン
ター
（小児科医勤務）

在宅当番医制
（五所川原市）

・弘前市立病院

・健生病院

・黒石市国民健康
保険黒石病院

・国立病院機構青
森病院

弘前市急患診療所
（小児科医勤務）

在宅当番医制
（十和田市）
（三沢市）

在宅当番医制
（むつ市）

・青森労災病院

・五戸総合病院

【津軽地域小児救
急医療体制】

小児二次輪番体制

・八戸市立市民病院 ・十和田市立中央病院

・三沢市立病院

・十和田東病院

・むつ総合病院

（小児救急医療支
援事業参加病院）

・県立中央病院

・青森市民病院・八戸赤十字病院

・国立病院機構弘前病
院

下北地域津軽地域 八戸地域 青森地域 西北五地域 上十三地域

小児科医の当直や呼び出し等で休日夜間の小児二次救急患者に対応している病院

（平成２３年９月１日現在（医療薬務課調べ））

弘前大学医学部附属病院（小児科）

県立中央病院 ・ 八戸市立市民病院（救命救急センター）

※こども救急電話相談相談（毎夜間19：00～翌8：00）

♯8000（017-722-1152）
（携帯電話からもかけられます） ※電話相談であり、治療行為では

かかりつけ医（小児科診療所等）

小児の急病
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第２ 医療機関（関係機関）との連携 

小児医療（小児救急を含む）の医療体制は、次の事項を基本として各機能の充実を図るとともに、 

連携し継続して実施される体制の構築を目指します。 

  

１ 中核病院小児科・地域小児科センターについて 

日本小児科学会が示している「中核病院小児科・地域小児科センター登録事業」（以下「登録事

業」という。）による中核病院小児科、地域小児科センターを中心に、医療の地域特性を考慮しつ

つ、質の高い小児医療が継続的に提供できる体制の構築を目指すものです。 

 【登録事業における各病院の定義】 

種類 内容 県内の病院の状況 

中核病院小児科 

（推薦のうえ登録） 

大学病院及び総合小児医療施設（小児病院

等）。地域小児科センターとネットワークを

構築して網羅的・包括的な高次医療・三次医

療を提供し医療人材育成・交流等を含めて地

域医療に貢献。 

・弘前大学医学部附属

病院小児科 

地域小児科センター 

（推薦のうえ登録） 

原則として１つの小児医療圏に一ヶ所。24

時間体制で小児二次医療を提供。 

・津軽地域；輪番当番

参加病院の複合型（国

立病院機構弘前病院、

弘前市立病院、健生病

院、黒石市国民健康保

険黒石病院、国立病院

機構青森病院） 

・八戸地域；八戸市立

市民病院 

・青森地域；立中央病

院と青森市民病院の

複合型 

地域振興小児科 

（登録なし） 

地域小児科センターがない小児医療圏にお

いて、一次二次医療を担当する病院小児科。 

左記機能をもつ病院

小児科 

一般小児科 

（登録なし） 

小児医療圏内において地域小児科センター

と連携して主に一次医療及び一部の二次医

療を提供する病院 

２ 目指すべき方向性 

（１）子どもの健康を守るために、家族を支援する体制  

   ① 急病時の対応等について健康相談・支援を行います。 

② 長期療養を必要とする慢性疾患や障害のある児、心の問題のある児の家族に対する精神的 

 サポート等を実施します。 

③ 不慮の事故防止対策や家族による応急手当等急病への対応について、普及啓発・支援を行 

 います。 

（２）小児患者に対し、その症状に応じた対応が可能な体制 

① 地域において、初期救急を含め、必要な一般的な小児医療に係る診断、検査、治療を実施 

 します。 

② 地域では困難な患者に対する高度な専門入院医療を実施します。 

③ 二次医療圏において、拠点となる病院が、専門医療又は入院を要する小児救急医療を提供 

 します。 
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④ 三次医療圏において、高度な専門医療又は重篤な小児患者に対する救命医療を提供する体 

 制を維持します。 

（３）地域の小児医療が確保される体制 

① 医療資源の有効活用を図りながら、小児専門医療を担う病院が確保されるよう努めます。 

② 小児医療に係る医師の確保が著しく困難な地域についても、医療の連携の構築を図りなが

ら全体で対応できる体制を整備します。 

  

（４）療養、療育支援が可能な体制 

 ① 長期療養を必要とする慢性疾患や障害のある児、心の問題のある児に専門治療を提供しま 

す。 

② 小児病棟や NICU、PICU 等で療養中の重症心身障害児等が生活の場で療養・療育できるよ 

う、医療、介護及び福祉サービスが相互に連携した支援を行います。 

 

３ 各医療機能と連携 

  ２の目指すべき方向を踏まえ、小児の医療体制に求められる医療機能は次のとおりとします。 

（１）健康相談等の支援の機能【相談支援等】 

①目標 

     ◇ 子供の急病時の対応等を支援すること 

◇ 慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家族に対し、地域の医療資源、福祉 

サービス等について情報を提供すること 

◇ 子どもの事故予防について普及啓発すること 

 

②関係機関に求められる役割 

■家族等周囲にいる者 

◇ 日頃から子どもの健康状態に注意をはらい、症状が悪化する前にかかりつけ医等へ受 

診するよう努めること 

◇ 子どもの病気について家庭での対応方法等に関する基本的知識の習得に努めること 

◇ 不慮の事故の原因となるリスクを可能な限り取り除くこと 

■消防機関等 

◇  心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を家族等に対し、指導すること 

◇  急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送すること 

◇  救急医療情報システムを活用し、適切な医療機関へ速やかに搬送すること 

■行政機関 

◇ 休日夜間等の子どもの急病等に関する相談体制を確保すること 

◇ 急病等の対応等について受療行動の啓発を実施すること 

◇ 子どもの事故予防について普及啓発を行うこと 

◇ 乳幼児健康診査等、子どもの年齢や発達段階に応じた健診を行い必要な支援を実施す 

ること 

◇ 妊娠時から出産、育児まで、子育てに関連する保健福祉行政サービスや相談窓口等に 

ついての情報を提供すること 

◇ 慢性疾患の子どもの生活向上を図るため学習機会の確保や相談支援を行うこと 

◇ 感染症予防のための周知啓発等を行うこと 

■医療機関 

  ◇ 診療時に病気に対する家庭での対応の指導、教育を行うこと 
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③担い手 

◇ 県民（家族等周囲にいる者）、消防機関、行政機関等 

 

（２）小児医療 

（２）－１ 一般小児医療を担う機能【一般小児医療】 

①目標 

◇ 地域に必要な一般小児医療を実施すること 

◇ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対し支援を実施すること 

 

②関係者に求められる事項 

■医療機関 

◇  一般的な小児医療に必要とされる診断・検査・治療を実施すること 

◇  入院施設を有する場合、軽症の入院診療を実施すること 

◇  他の医療機関の小児病棟や NICU、PICU 等から退院するにあたり、生活の場(施設を 

含む)での療養・療育が必要な小児に対し支援を実施すること 

◇  家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

◇  慢性疾患の急変時に備え、対応可能な医療機関と連携していること 

◇  専門医療を担う地域の病院と、診療情報や治療計画を共有するなどして連携している 

   こと 

 

③担い手 

◇ 小児科を標榜する診療所、一般小児科 

 

（２）－２ 小児専門医療を担う機能【小児専門医療】 

Ⅰ 小児専門医療 

①目標 

◇ 一般の小児医療を行う医療機関では対応が困難な患者に対する医療を実施すること 

◇ 小児専門医療を実施すること 

 

②関係者に求められる事項 

■医療機関 

◇ 高度の診断、検査、治療や勤務医の専門性に応じた専門医療を行うこと 

◇ 一般の小児医療を行う機関では対応が困難な患者や常時監視、治療が必要な患者等に 

対する入院診療を行うこと 

◇ 小児科を標榜する診療所や小児科医のいない病院等の、地域における医療機関と連携 

体制を形成すること 

◇ より高度専門的な対応が可能な医療機関と連携していること 

◇ 療養、療育支援を担う施設と連携や在宅医療を支援していること 

◇ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③担い手 

◇ 地域小児科センター、一般小児科 
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Ⅱ 障害児等への専門医療 

①目標 

◇ 重症心身障害児等への医療や子どもの心の問題への医療等の小児専門医療を実施する 

 こと 

 

②関係者に求められる事項 

■医療機関 

◇ 長期療養を必要とする慢性疾患や障害のある児、広汎性発達障害等の軽度発達障害児 

への専門医療を行うこと 

◇ 訪問看護ステーション、福祉サービス事業者、行政等との連携により、医療、介護及 

び福祉サービス（レスパイトを含む）を調整すること 

◇ 医療型障害児入所施設等、自宅以外の生活の場を含めた在宅医療を実施すること 

◇ 発達の遅れ又はその疑いのある児の診療及び保護者への支援を行うこと 

 

③担い手 

◇ 障害児等への専門医療を担う病院小児科、精神疾患専門医療機関、医療型障害児施設、 

 進行性筋萎縮症児施設 

 

（２）－３ 高度な小児専門医療を担う機能【高度小児専門医療】 

①目標 

◇ 地域小児科センターでは対応が困難な患者に対する高度な専門入院医療を実施するこ 

 と 

◇ 当該地域における医療従事者への教育や研究を実施すること 

 

②関係者に求められる事項 

■医療機関 

◇ 地域小児科センターとの連携により、高度専門的な診断・検査・治療を実施し、医療 

人材の育成・交流などを含めて地域医療に貢献すること 

◇ 療養・療育支援を担う施設と連携していること 

◇ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③担い手 

◇ 弘前大学医学部附属病院（中核病院小児科） 

 

（３）小児救急医療 

（３）－１ 初期小児救急を担う機能【初期小児救急】 

①目標 

◇ 休日夜間急患センターや在宅当番医制による初期小児救急を実施する。なお、困難な 

地域では、小児科医と小児科医以外の医師との協力体制の構築等、実状に即した初期小 

児救急医療体制を確保・維持する。 

  

②関係機関に求められる事項 

■医療機関 

◇ 小児科を標榜する診療所や病院は、平日昼間における初期小児救急を実施すること 
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◇ 休日夜間急患センターや在宅当番医制により夜間休日の初期小児救急医療を実施する 

 こと 

◇ 休日夜間急患センターや在宅当番医制による初期小児救急の実施が困難な地域では、 

小児科医と小児科医以外の医師との協力体制の構築等、実状に即した初期小児救急医療 

体制を確保すること 

◇ 緊急手術や入院等を要する場合に備え、対応可能な医療機関と連携していること 

◇ 地域で小児医療に従事する開業医等は、夜間休日の初期小児救急医療に参画すること 

③担い手 

◇ 平日昼間：小児科を標榜する診療所、地域振興小児科、一般小児科 

◇ 夜間休日：休日夜間急患センター、在宅当番医制参加診療所 

 

（３）－２ 入院を要する救急医療を担う機能【入院小児救急】 

①目標 

◇ 地域の二次小児救急医療機関間の連携、分担等により、入院を要する小児救急医療を 

２４時間体制で実施すること 

 

②関係機関に求められる事項 

■医療機関 

◇ 夜間休日を含めた入院を要する小児救急医療を、地域の病院小児科間の連携等により 

担うこと 

◇ 小児科医療資源が著しく少ない地域では、病院内における小児科医と小児科医以外の 

医師の協力体制の構築等を含め、実状に即した二次小児救急医療体制を確保すること 

◇ 高度専門的な対応が可能な医療機関と連携していること 

◇ 療養、療育支援を担う施設と連携していること 

◇ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③担い手 

◇ 地域小児科センター、地域振興小児科、一般小児科、小児救急医療支援事業参加病院 

 

（３）－３ 小児の救命救急医療を担う機能【小児救命救急医療】 

①目標 

◇ 小児の救命救急医療を２４時間体制で実施すること 

 

②関係機関に求められる事項 

■医療機関 

◇ 地域小児科センター等からの紹介患者や重症外傷を含めた救急搬送による患者を中心 

 として、重篤な小児患者に対する救急医療を 24 時間 365 日体制で実施すること 

◇ 小児集中治療室（ＰＩＣＵ）を専門的に実行できる診療体制を構築することが望まし 

いこと 

◇ 療養、療育支援を担う施設と連携していること 

◇ 家族に対する精神的サポート等の支援を実施すること 

 

③担い手 

◇ 高度救命救急センター、弘前大学医学部附属病院（小児科） 
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医療連携体制図 

 

各医療機能と連携については、この節の最後尾に一覧にして再掲しています。 

また、医療連携体制の構築に必要な医療機能を担う医療機関について、ホームページ等で公表し

ます。（各論第１章－第４節「保健・医療・福祉の情報提供の推進」－「２ 疾病事業ごとの各医療

機能を担う医療機関の情報」（６６ページ）参照） 

 

４ 医療連携体制の圏域 

   現有の医療資源、中核病院小児科・地域小児科センターの配置、当県の地理的条件等から、小

児医療及び小児救急医療連携体制の圏域は、現行の二次保健医療圏と同様、津軽地域、八戸地域、

青森地域、西北五地域、上十三地域、下北地域とします。 

    

  

青森地域   

下北地域   

津軽地域   
上十三地域   

八戸地 域 
  

西北五地域   

八戸地 域 
  

  

 

圏域 面積（㎢） 人口
うち15歳未

満人口
津軽 1597.73 304,087 35,930
八戸 1346.66 339,870 43,309
青森 1477.37 327,307 39,674

西北五 1752.99 145,079 15,950
上十三 2054.93 185,317 24,150
下北 1414.87 81,383 10,176
合計 9,644.55 1,383,043 169,189

2012年3月31日

住民基本台帳国土地理院
H23
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５ 本県の小児医療（小児救急含む）対策の課題 

（１）小児救急医療体制の確保 

①本県の現状 

初期救急については、津軽、八戸、青森地域では、休日夜間急病診療所及び在宅当番医制

により、小児科医が対応していますが、それ以外の地域では、小児科以外の医師も含め在宅

当番制により対応している状況です。 

二次救急については、津軽地域において病院群輪番体制により対応しているほか、八戸地

域は八戸市立市民病院を中心に、青森地域は県立中央病院と青森市民病院により対応してい

ます。それ以外の地域ではオンコール体制により小児救急体制を維持している状況です。 

 

②課題 

     初期救急について、小児科医が対応する初期救急体制が未整備の地域において、小児科医

による初期救急体制の整備が必要ですが、現状の小児科医数では実施困難な状況です。 

また、二次救急について、津軽地域では病院小児科による二次輪番病院体制が確立されて

います。また、八戸・青森地域においてもその地域の病院小児科が連携して小児救急患者の

受け入れを行っています。しかし、津軽、八戸、青森以外の地域では、現状の小児医数では、

オンコールではない常時の小児救急体制の整備は困難です。 

医師の負担軽減のため、輪番体制による小児救急患者受入体制の整備が望ましく、青森地 

域については、輪番体制について検討できる環境があると考えられます。 

＜課題の関連指標＞ 

 

（２）子どもの健康を守るために家族等を支援する体制の整備  

①現状 

本県の小児救急電話相談事業の 1 日当り相談件数は、東北平均の１／２程度と少ない状況 

です。また、小児の急病にかかる救急搬送件数は、20年度に減少した以外は、増加又は横ば 

い状態です。 

救急搬送患者に占める軽症者の割合は18才未満は約65％で、全国より低い水準（全国 75%） 

であるものの、成人(約 50%)、老人（約 30%）と比較すると、軽症患者の占める割合が多い状 

況となっています。  

全国 津軽地域 八戸地域 青森地域  西北五地域 上十三地域 下北地域 合計

9440.1 32.6 21.9 27.5 3.6 9.0 3.6 98.2

7.4 10.5 6.4 8.3 2.4 4.8 4.3 7.0

平成20年　医療施設調査(厚生労働省）

全国 津軽地域 八戸地域 青森地域  西北五地域 上十三地域 下北地域 合計

28863.4 100.7 47.4 77.4 29.2 27.9 10.2 292.8

22.7 32.6 13.8 23.3 19.6 14.9 12.3 20.8

平成20年　医療施設調査(厚生労働省）

全国 津軽地域 八戸地域 青森地域  西北五地域 上十三地域 下北地域

― 1 1 1 (1) (1) (1)

平成24年４月1日現在　青森県医療薬務課調

輪番体制による小児救急患者受入体制

が確保されている小児救急医療圏（２４

時間３６５日の対応が可能な体制が確

保されている小児救急医療圏（オンコー

ルによる整備も含む（　）書き））

病院勤務医　総数

小児科＋小児外科

人口10万人あたり平均

小児科標榜診療所医師

数

人口10万人あたり平均
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②課題 

小児救急電話相談事業の 1 日当り相談件数は東北平均の１／２程度と低く、救急搬送患者

に占める軽症の割合は他の年齢に比較して高いので、電話相談事業の周知、小児の急病等に

対する対応方法や外傷予防等の知識に関する普及啓発が必要です。 

＜課題の関連指標＞ 

 

 

６ 数値目標と達成のための施策 

課題 課題解決にあたっての数値目標 
目標達成のための施策 

（（ ）は担い手） 
大項目 小項目 目標項目 

現状値 

 

目標値 

(平成 29 年度) 

小児医療

（救急含

む）体制の

確保 

重症度に

応じた小

児救急医

療が提供

できる体

制の整備 

輪番体制

による小

児救急患

者受入体

制整備数 

１地域 

(平成 24 年) 

２地域 

 

・小児救急医療支援実施事業の実施（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

の整備に係る協議の実施（県、市町村、

医療機関、関係団体） 

・初期小児救急、二次小児救急それぞれ

の医療機関同士の綿密な連携を図るた

め、必要時に速やかに検討会等を開催

（県、市町村、医療機関、関係団体） 

小 児 科 医

が 対 応 す

る 初 期 救

急 体 制 が

未 整 備 の

地 域 に お

け る 小 児

科 医 に よ

る 初 期 救

急 体 制 の

整備 

人口10万

人あたり

の病院勤

務医小児

科医数 

平均 

7.0 人 

(平成 20 年) 

現状維持 

 

・国立大学法人弘前大学等との連携に

よる医師確保対策の推進（大学、県、

医療機関） 

・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

の医療連携促進を図る（県、市町村、

医育機関、臨床研修指定病院） 

人口10万

人あたり

の小児科

標榜診療

所勤務医

師数 

平均 

20.8 人 

(平成 20 年) 

現状維持 

 

 

全国 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

統計なし 1,646 3,946 9,879 1,487 3,602 7,003

統計なし 6.75 10.81 27.07 4.07 9.87 19.19

2 4 2 2 1 3

毎夜間19：

00～翌朝

8：00

毎夜間19：

00～23：00

毎夜間19：

00～翌朝

8：00

毎夜間19：

30～22：30

毎夜間19：

00～22：00

毎夜間19：

00～翌朝

8：00

平成23年度実績　青森県医療薬務課調

18 19 20 21 22

1,446 1,581 1,331 1,465 1,412

青森県防災消防課「防災・消防の現況」より

都道府県名

小児の急病に係る救急搬送件数

年度

相談件数

１相談日あたりの相談件数（件数／

相談実施日）

相談回線数

相談時間帯
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課題 課題解決にあたっての数値目標 
目標達成のための施策 

（（ ）は担い手） 
大項目 小項目 目標項目 

現状値 

 

目標値 

(平成 29 年度) 

子 ど も の

健 康 を 守

る た め に

家 族 等 を

支 援 す る

体 制 の 整

備 

相 談 体 制

の 整 備 や

事 故 予

防・応急手

当 に 係 る

普及啓発 

小児救急

電話相談

事業の一

相談日あ

たり件数 

6.75 件 

(平成 23 年度) 

12.9 件 

(平成 28 年度

実績） 

※平成 29 年度

に把握できる

最新の実績 

・「こども救急電話相談」の実施及び周

知により休日夜間の子どもの急病等に

係る保護者の不安軽減を図る（県、市町

村、医療機関、関係団体） 

・休日夜間における初期小児救急の適切

な利用に係る普及・啓発の実施（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でで

きる応急対応等の情報提供（県、市町村、

関係団体） 

・慢性疾患等の子どもへの学習機会の確

保や相談指導等により生活向上を図る

（県、市町村） 

子どもの

救急搬送

件数 

1,412 件 

(平成 22 年度) 

1,402 件 

(東北各県過

去平成 20～22

年 ３ 年 間 平

均） 
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小児医療（小児救急を含む）の医療体制表

障害児等への専門医療

目
標

・ 子供の急病時の対応等を支援すること
・ 慢性疾患の診療や心の診療が必要な児童及びその家
族に対し、地域の医療資源、福祉サービス等について情
報を提供すること
・子どもの事故予防について普及啓発すること

・　地域に必要な一般小児医療を実施する
こと
・　生活の場（施設を含む）での療養・療育
が必要な小児に対し支援を実施すること

・一般の小児医療を行う医療機関では対応
が困難な患者に対する医療を実施すること
・ 小児専門医療を実施すること

・重症心身障害児等への医療や子ども
の心の問題への医療等の小児専門医
療を実施すること

担
い
手

県民（家族等周囲にいる者）、消防機関、行政機関等 小児科を標榜する診療所、地域振興小児
科、一般小児科
（※ホームページ等で個別医療機関名を明
示）

地域小児科センター、地域振興小児科、一
般小児科
（※ホームページ等で個別医療機関名を明
示）

障害児等への専門医療を担う病院小児
科、精神疾患専門医療機関、医療型障
害児施設、進行性筋萎縮症児施設
（※ホームページ等で個別医療機関名
を明示）

圏域
（三次保健医療圏）

青森県全域

指標 ・子どもの救急搬送件数
・小児救急電話相談事業の一相談日あたり件数

施策 ・「こども救急電話相談」の実施及び周知により休日夜
間の子どもの急病等に係る保護者の不安軽減を図る
・休日夜間における初期小児救急の適切な利用に係
る普及・啓発の実施
・子どもの病気に対する知識や家庭でできる応急対応
等の情報提供

・慢性疾患等の子どもへの学習機会の
確保や相談指導等により生活向上を図
る

(二次保健医療圏）
津軽地域、八戸地域、青森地域、西北五地域、上十三地域、下北地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小児医療

連携

・小児専門医療機関との連携
・慢性疾患等の急減時に備え対応可能な医
療機関との連携
・専門医療を担う地域の病院との連携

・高度小児専門医療機関との連携
・小児科標榜医療機関との連携
・療養・療育支援を担う施設との連携

・地域の小児専門医療機関との連携
・療養、療育支援を担う施設との連携

求
め
ら
れ
る
事
項

【家族等周囲にいる者】
・日頃から子どもの健康状態に注意をはらい、症状が悪
化する前にかかりつけ医等へ受診するよう努めること
・子どもの病気について家庭での対応方法等に関する基
本的知識の習得に努めること
・不慮の事故の原因となるリスクを可能な限り取り除くこと

【消防機関等】
・ 心肺蘇生法や不慮の事故予防に対する必要な知識を
家族等に対し、指導すること
・ 急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送すること
・ 救急医療情報システムを活用し、適切な医療機関へ速
やかに搬送すること

【行政機関】
・休日夜間等の子どもの急病等に関する相談体制を確保
すること
・急病等の対応等について受療行動の啓発を実施するこ
と
・子どもの事故予防について普及啓発を行うこと
・乳幼児健康診査等、子どもの年齢や発達段階に応じた
健診を行い必要な支援を実施すること
・妊娠時から出産、育児まで、子育てに関連する保健福
祉行政サービスや相談窓口等についての情報を提供す
ること
・慢性疾患の子どもの生活向上を図るため学習機会の確
保や相談支援を行うこと
・感染症予防のための周知啓発等を行うこと

【医療機関】
　診療時に病気に対する家庭での対応の指導、教育を行
うこと

【医療機関】
・ 一般的な小児医療に必要とされる診断・
検査・治療を実施すること
・ 入院施設を有する場合、軽症の入院診療
を実施すること
・ 他の医療機関の小児病棟やNICU、PICU
等から退院するにあたり、生活の場(施設を
含む)での療養・療育が必要な小児に対し
支援を実施すること
・ 家族に対する精神的サポート等の支援を
実施すること
・ 慢性疾患の急変時に備え、対応可能な医
療機関と連携していること
・ 専門医療を担う地域の病院と、診療情報
や治療計画を共有するなどして連携してい
ること

【医療機関】
・　高度の診断、検査、治療や勤務医の専門
性に応じた専門医療を行うこと
・　一般の小児医療を行う機関では対応が困
難な患者や常時監視、治療が必要な患者等
に対する入院診療を行うこと
・　小児科を標榜する診療所や小児科医の
いない病院等の、地域における医療機関と
連携体制を形成すること
・　より高度専門的な対応が可能な医療機関
と連携していること
・　療養、療育支援を担う施設と連携や在宅
医療を支援していること
・　家族に対する精神的サポート等の支援を
実施すること

【医療機関】
・長期療養を必要とする慢性疾患や障
害のある児、広汎性発達障害児等の軽
度発達障害児への専門医療を行うこと
・訪問看護ステーション、福祉サービス
事業者、行政等との連携により、医療、
介護及び福祉サービス（レスパイトを含
む）を調整すること
・　医療型障害児入所施設等、自宅以
外の生活の場を含めた在宅医療を実
施すること
・発達の遅れ又はその疑いのある児へ
の診療及び保護者への支援を行うこと

目
指
す
べ
き
方
向

◇急病時の対応等について健康相談・支援を行う。
◇長期療養を必要とする慢性疾患や障害のある児、
心の問題のある児の家族に対する精神的サポート等
を実施する。
◇不慮の事故防止対策や家族による応急手当等急
病への対応について、普及啓発・支援を行う。

◇ 地域において、必要な一般的な小児医
療に係る診断、検査、治療を実施する。

◇ 医療資源の有効活用を図りながら、小児
専門医療を担う病院が確保されるよう努め
る。
◇ 小児医療に係る医師の確保が著しく困難
な地域についても、医療の連携の構築を図り
ながら全体で対応できる体制を整備する。

◇長期療養を必要とする慢性疾患や障
害のある児、心の問題のある児に専門
治療を提供する。

◇小児病棟やNICU、PICU 等で療養中
の重症心身障害児等が生活の場で療
養・療育できるよう、医療、介護及び福
祉サービスが相互に連携した支援を行
う。

機
能 健康相談等支援の機能

【相談支援等】

一般小児医療を担う機能
【一般小児医療】

小児専門医療を担う機能
【小児専門医療】

・人口10万人あたりの病院勤務医  ・小児科医数人口10万人あたりの小児科標榜診療所勤務医師数 

 ・国立大学法人弘前大学等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を図る 
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小児医療

・地域小児科センターでは対応が困難な
患者に対する高度な専門入院医療を実
施すること
・当該地域における医療従事者への教
育や研究を実施すること

休日夜間急患センターや在宅当番医制による
初期小児救急の実施する。なお、困難な地域で
は、小児科医と小児科医以外の医師との協力
体制の構築等、実状に即した初期小児救急医
療体制を確保・維持する。

地域の二次小児救急医療機関間の連
携、分担等により、入院を要する小児
救急医療を２４時間体制で実施するこ
と

小児の救命救急医療を２４時間体制
で実施すること

弘前大学医学部附属病院（中核病院小
児科）

平日昼間：小児科を標榜する診療所、地域振興
小児科、一般小児科

夜間休日：休日夜間急患センター、在宅当番医
制参加診療所

地域小児科センター、地域振興小児
科、一般小児科、小児救急医療支援事
業参加病院
（※ホームページ等で個別医療機関名
を明示）

高度救命救急センター、弘前大学医
学部附属病院（小児科）

・入院や緊急手術等を要する小児救急患者は
二次救急病院に紹介、転送

（三次保健医療圏）
青森県全域

（三次保健医療圏）
青森県全域

・子どもの救急搬送件数
・小児救急電話相談事業の一相談日あたり件数

・輪番体制による小児救急患者受入体制整備数

・「こども救急電話相談」の実施及び周知により
休日夜間の子どもの急病等に係る保護者の不
安軽減を図る
・休日夜間における初期小児救急の適切な利
用に係る普及・啓発の実施
・子どもの病気に対する知識や家庭でできる応
急対応等の情報提供

・小児救急医療支援実施事業の実施

・重篤な小児患者は三次小児救急病院に紹介、転送

・津軽地域においては、津軽地域小児救急医療体制に基づき連携

(二次保健医療圏）
津軽地域、八戸地域、青森地域、西北五地域、上十三地域、下北地域

・地域の小児専門医療機関との連携
・療養、療育支援を行う施設の連携

小児の救命救急医療を担う機能
【小児救命救急医療】

◇初期小児救急を実施する ◇ 二次医療圏において、拠点となる病
院が、専門医療又は入院を要する小児
救急医療を提供する。

◇ 三次医療圏において、高度な専
門医療又は重篤な小児患者に対す
る救命医療を提供する体制を維持す
る。

【医療機関】
・地域小児科センターとの連携により、高
度専門的な診断・検査・治療を実施し、
医療人材の育成・交流などを含めて地
域医療に貢献すること
・療養・療育支援を担う施設と連携してい
ること
・家族に対する精神的サポート等の支援
を実施すること

【医療機関】
・小児科を標榜する診療所や病院は、平日昼間
における初期小児救急を実施すること
・休日夜間急患センターや在宅当番医制により
夜間休日の初期小児救急医療を実施すること
・休日夜間急患センターや在宅当番医制による
初期小児救急の実施が困難な地域では、小児
科医と小児科医以外の医師との協力体制の構
築等、実状に即した初期小児救急医療体制を
確保すること
・緊急手術や入院等を要する場合に備え、対応
可能な医療機関と連携していること
・地域で小児医療に従事する開業医等は、夜間
休日の初期小児救急医療に参画すること

【医療機関】
・夜間休日を含めた入院を要する小児
救急医療を、地域の病院小児科間の
連携等により担うこと。
・小児科医療資源が著しく少ない地域
では、病院内における小児科医と小児
科医以外の医師の協力体制の構築等
を含め、実状に即した二次小児救急医
療体制を確保すること
・高度専門的な対応が可能な医療機関
と連携していること
・療養、療育支援を担う施設と連携して
いること
・家族に対する精神的サポート等の支
援を実施すること

【医療機関】
・地域小児科センター等からの紹介
患者や重症外傷を含めた救急搬送
による患者を中心として、重篤な小
児患者に対する救急医療を24時間
365日体制で実施すること
・小児集中治療室（ＰＩＣＵ）を専門的
に実行できる診療体制を構築するこ
とが望ましいこと
・療養、療育支援を担う施設と連携し
ていること
・家族に対する精神的サポート等の
支援を実施すること

◇ 地域では困難な患者に対する高度な
専門入院医療を実施する。

小児救急医療

高度な小児専門医療を担う機能
【高度小児専門医療】

初期小児救急医療を担う機能
【初期小児救急】

入院を要する救急医療を担う機能
【入院小児救急】

・国立大学法人弘前大学等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を図る 

・輪番体制による小児救急患者受入体制の整備に係る協議の実施 
・初期小児救急、二次小児救急それぞれの医療機関同士の綿密な連携を図るための必要時の検討会開催 

・人口10万人あたりの病院勤務医  ・小児科医数人口10万人あたりの小児科標榜診療所勤務医師数 
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