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小児等在宅医療連携拠点事業に係る各圏域の協議の実施について

小児等在宅医療連携拠点事業実施要綱一部抜粋

第２の（２）各圏域における協議の実施
ア 協議の実施

地域における小児在宅医療の提供体制を構築するため、道立保健所は、概ね第二次医療圏
ごとに、既存の会議を活用するなどして、小児在宅医療に関わる関係機関・関係団体等の参
加により、協議を行う。

イ 事業内容
次の事項について協議・検討等する。
・地域の小児在宅医療資源等の把握
・全国・全道における小児在宅医療の状況等の情報共有
・補助事業の活用に向けた協議・検討

・その他小児在宅医療の提供体制を構築するために必要な事項

〇R元年度の全道の各圏域の実施実績は低調、R２年度も実施予定無しの圏域もあることから、
R２年度実施予定が無い圏域においては、地域の新型コロナウイルスの感染状況も踏まえつつ、
既存の会議を活用するなどにより小児在宅医療に関する協議をお願いしたい。

〇今後、他の圏域の取組の参考となるよう、小児等在宅医療連携拠点事業（全道事業・地域モ
デル事業）の実施状況や各圏域のR元年度の取組状況などを情報提供していくこととします。

依頼事項
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以下参考資料
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小児在宅医療の課題と取組の方向性

○関係機関との連携

○後方支援体制

○行政担当部署の連携

連携に関すること

○事業所（短期入所等）の確保

○病院がレスパイトを行う際の支援

○医療的ケア児の把握
○普及啓発 等

その他

レスパイト・短期入所に関すること

○全道の協議会等による情報共有等

○意見交換会（地域モデル事業）による連携体制構築

○行政担当打合せ会、各会議等の情報の共有

○医師の確保

○事業所（訪問看護）の確保

○医療従事者等への研修

○職員（福祉事業所）への研修

医師・訪問看護師等職員に関すること

○病院におけるレスパイトの現状把握

○短期入所等事業所職員への研修（全道事業）による
人材育成

○意見交換会（地域モデル事業）による連携強化

○同行研修等（全道事業）等による、小児在宅医療を
担う医療機関、訪問看護の拡大

○全道の協議会等、意見交換（地域モデル事業）、
担当者打合せ会議による情報共有

○普及啓発（全道事業） 4
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高度・専門医療
療養・療育支援

【コドモックル、大学病院 等】

専門医療
急変時等の対応

【小児地域医療センター】

日常の療養支援

【小児在宅医療を担う病院・診療所】

目指す姿：重層的な連携体制の構築

福祉（療育、レスパイト等）・保育・教育などの
関係機関

全道単位

二次医療圏
単位

関連分野と連携

患者情報の
共有

患者情報の
共有

後方支援

医療情報の提供
後方支援

実現に向けた取組

(1)北海道小児在宅医療推進協議会の開催
○ メンバーは、医師会、小児科医会、小児科学会、看護協会、在
宅ケア事業団、コドモックル、大学病院、総合周産期母子医療セ
ンター、北海道医療センター、北海道療育園。事務局は本庁地域
医療課。

○ 年一回程度開催。各メンバーによる取組状況や課題の報告、小
児等在宅医療連携拠点事業の評価や事業内容の協議等を想定。

(2)小児等在宅医療連携拠点事業(全道事業)【補助事業】

○ (1)の協議内容を踏まえつつ、①一般住民向けの普及啓発、②人
材育成(医療従事者向けの同行研修等)、③モデル事業実施地域等
への支援を行う機関に対し支援。
※ より実践的な人材育成を行う際には、グループ制導入支援事業(在宅医療提
供体制強化事業)を活用可能

全道単位の取組

圏域単位の取組

(1)圏域小児在宅医療推進協議会の開催
○ 保健医療福祉圏域連携推進会議の在宅医療部会等を活用。
※ 患者数や受療動向等を踏まえて複数圏域の合同開催とすることも可。

○ メンバーは、医師会、小児地域医療センター、小児在宅医療を
担う医療機関 等。事務局は道立保健所。

○ 年一回程度開催。各メンバーによる取組状況や課題の報告、小
児等在宅医療連携拠点事業の活用に向けた協議等を想定。

(2)小児等在宅医療連携拠点事業(地域モデル事業)【補助事業】

○ (1)の協議内容を踏まえつつ、地域において、①関係者の連携
強化に向けた取組(意見交換会の開催、地域資源の情報収集・発
信等)、②患者・家族に対する相談・助言を行う機関に対し支援。

○ ３～４機関を想定。

小児在宅医療の提供体制の構築に向けた取組（H30）
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(1)北海道小児在宅医療推進協議会の開催
【日時】
平成３０年６月１８日（月）１８：００～

【構成員】
〇職能団体（医師会、看護協会）
〇医療関係団体（小児科医会、小児科学会、在宅ケア事業団）
〇医療機関（コドモックル、大学病院、総合周産期母子医療センター、北海道医療センター、北海道療育園）
【議題】
１．座長について
２．小児在宅医療の現状及び取組について
３．平成３０年度以降の取組について

全道単位の取組

小児在宅医療の提供体制の構築に向けた取組（H30実績）

(2)小児等在宅医療連携拠点事業 【補助事業：全道事業】

＜普及啓発＞
○一般住民向けイベントの開催
「いっしょにね！文化祭」でステージ発表を行った

〇小学校向け絵本活用ガイダンスの作成
平成29年度作成の絵本を授業で活用するためのガイダンス本

を作成
〇当事者へのインタビュー動画、テーマ曲、補助事業の動画を作
成・配信

＜人材育成＞
〇呼吸介助実技研修会（教育福祉現場で支援に関わる関係者）
〇実践検討会（教育編）（医療・福祉・保健・教育関係者、当事
者・家族等）
〇実技講習会（医療機関、訪問看護ステーション看護師等）
〇呼吸介助実技研修会（医療関係者等）
〇医療的ケア児を受け入れている医療機関での研修（看護師）

＜地域モデル事業実施事業者等への支援＞

○かしわのもり（十勝圏域）への支援
事業の進捗や効果について意見交換。相談対応（随

時）。

〇補助事業者以外への支援
・道南地域
道南子どもの在宅医療ケアを考える会等と意見交換。

・旭川地域
旭川圏域の医療関係者と意見交換。

・蘭越町
医療的ケア児の保育入園に向けて、町の保健師を窓口

に受入体制の整備への後方支援。 計３回
・釧路市
根釧地区重症心身障害児（者）を守る会と意見交換。

釧路赤十字病院で研修会を開催。
・網走・紋別地域
医療関係者、行政担当と意見交換。
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圏域単位の取組

(1)圏域における小児在宅医療に関する情報共有

○ 保健医療福祉圏域連携推進会議の在宅医療部会、難病対策地域協議会等既存の会議対を活用し、小児在宅医療の全国や全
道の状況等について共有した。

小児在宅医療の提供体制の構築に向けた取組（H30実績）

(2)小児等在宅医療連携拠点事業 (地域モデル事業)【補助事業】

【稲生会（札幌圏域）】

＜事例検討会＞
〇札幌医科大学（NICU・小児科スタッフ、在宅医療関係者）
＜講義等＞
〇市町村母子保健・障がい福祉関係者、保育関係者、訪問看護師等 １回 ２６名
千歳市医療的ケア児支援協議会で医療的ケア児支援を講義・助言・意見交換

＜意見交換会＞
〇高度小児医療機関、在宅医療機関及び後方支援医療機関の医師や行政担当者 １回 １４名
＜相談対応＞
〇ピアサポートの場を提供（毎月１回程度）

《実施による効果（主な成果）》
事例検討会では、病院側からは「在宅移行後の様子を知ることができ、多職種の意見が聞けた」、在宅側からは、「入院中の患

者・家族の様子、かかわりの工夫、支援者の思いが聞けた。支援がきちんとつながっていることを実感できた」という意見があり、
お互いの役割を知るということに繋がった。
千歳市の協議会では、地域で医療的ケア児支援を進めるよう、医療機関側から見た支援体制の講義や助言等を行うことで、医

療・福祉・保健等関係者が連携していく体制づくりに繋がった。
札幌圏域では医療資源が多いが、小児在宅を担う医療機関が限られるため、在宅、後方支援や高度急性期の医療機関医師により、

連携のあり方、支援のあり方について検討・意見交換を行った。
当事者同士のピアサポートの場を提供し、相談窓口としても併せておこなった。
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圏域単位の取組

小児在宅医療の提供体制の構築に向けた取組（H30実績）

【地域で一緒に暮らそう会（十勝圏域）】

＜フォーラム＞
〇医療関係者、養護学校、市町村、福祉関係者等 １回 ９５名
＜相談・助言＞
〇「医ケアカフェ」の開催 ２回
ピアサポート２名を委嘱し、内部研修を実施。ケアカフェを開催した。

〇医療的ケア児デイサービス紹介冊子の作成、配布

《実施による効果（主な成果）》
小児在宅医療関係者や一般住民が一同に会して、フォーラムで課題を共有することにより、関係者が連携するきっかけとなった。
冊子参加により、「医ケアカフェ」参加へのきっかけが拡がり、当事者・家族への支援に繋がった。

【かしわのもり（十勝圏域）】

＜意見交換会＞
〇医療関係者（医師等） １回 ３１名
〇医療関係者（地域連携室・MSW等) １回 ３９名
〇医療関係者（小児科・NICU・GCU看護師等）計２回 計１９名
＜ケアカフェ＞
帯広市内・近郊・郡部 計４回 延べ１３５名

＜相談・助言等＞
意見交換会、ケアカフェでの受付、電話相談、手帳とワッペンの作成

《実施による効果（主な成果）》
平成30年12月～平成３１年３月（４ヶ月間）に計８回の意見交換会やケアカフェを、参集範囲やエリアを変えて開催した結果、

医師・看護師だけでなく、当事者・家族・福祉や教育関係者だけでなく、地域住民など幅広い参加があった。
支援を必要としている方、手伝いができる・繋がりたいと思っている方がいたため、そのような思いを繋げるよう、カード等を

作成・配布した。
相談対応等により、家族の不安や気持ちを話合える機会ができたこと、福祉制度や地域活動を学ぶ機会ができたことにより、当

事者・家族の支援になった。

R1.5.24北海道小児在宅医療推進協議会資料一部抜粋

8



〇既存会議体を活用した圏域での情報共
有・検討協議
各地域で圏域連携推進会議の在宅医療

部会等を活用し、小児在宅医療に関する
情報共有等を引き続き行う。

〇小児在宅医療連携拠点事業【地域モデ
ル事業；補助事業】
全道事業の補助事業者と連携し、在宅

成人医や地域の小児科医療機関等も含め
た関係者の連携について検討を進め、実
施地域の拡大を進める。

〇小児科病床、NICUの稼働状況の把握

〇協議会の開催
補助事業等の充実に向け、小児在宅医

療に係る医療関係者による情報共有や課
題の検討を行う。

〇小児在宅医療連携拠点事業【全道事
業；補助事業】
補助事業を検証し、人材育成の研修等

の内容の充実を図る。
成人を診る在宅医も含めた人材育成や

症例検討会の実施、小児科と小児科以外
の連携を行っている医療機関の情報共有、
学会等を活用した普及啓発の実施。

全道単位の取組

取組を進める際のポイント（R元年）

圏域単位の取組

○小児科病床やNICU等がほぼ

埋まっており、新たな患者の

受入が難しくなっている医療

機関がある。（病院の本来の

機能が果たせなくなる可能性

がある。）

〇外来患者が医療機関に集中

してきており、パンク状態に

なってきている医療機関があ

る。（現状は対応できている

が、今後対応しきれなくなる

可能性がある。）

〇２０歳以上の患者もおり、

疾病によっては小児科以外の

受診が必要なケースがあるが、

他科での受入が難しい場合が

ある。

地域モデル事業の
意見交換会等で
出された主な意見

１ 高度専門医療や後方支
援の医療機関が本来の機能
を発揮

２ 小児科や他科が連携す
ることで、20歳以上の医療
的ケア児（者）が、適切な
医療を受けられる

・在宅医療の医療機関

→成人を診る在宅医、小児科

医の協力

・後方支援の医療機関

→医療的ケア児に対応する

医療機関の増

→小児科以外との診療科との

連携

ポイント
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【慢性疾病児童等】北海道総合保健医療協議会
地域保健専門委員会 難病対策小委員会

（北海道難病対策協議会）

協議の場【全体】北海道障がい者施策推進審議会
医療的ケア児支援部会

【医療連携】
北海道小児在宅医療推進協議会
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