
 

第３節 特定の課題に応じた保健医療施策の推進 

第１項 在宅医療① 
 

１．現状と課題 
 ○ 高齢化の進展や病床機能の分化・連携により、在宅医療の需要は大きく増加②していく

ことが見込まれています。こうした需要増に対応し、在宅医療を適切に提供するため、

医療機関相互の連携、市町村を中心とした地域包括支援センターなど地域の関係機関の

連携、医療・介護等の連携体制づくりに取り組んでいます。今後は、退院支援の充実、

訪問診療や訪問看護など日常の療養支援、急変時の対応、看取りにも取り組む必要があ

ります。また、関係機関や医療・介護の多職種の連携強化など、在宅医療の提供体制の

整備や県民への在宅医療の周知・啓発が求められています。 

○ 退院支援については、患者の入院初期の段階から退院後の生活を見据え、医療機関の

退院支援担当者の育成に取り組んでおり、退院時において医療・介護の多職種が連携し、

在宅生活への移行に向けたサービス調整を進めています。今後は、地域連携室③のない医

療機関でも退院支援を行える体制整備が必要です。 

○ 日常の療養支援については、患者の状況に応じた訪問診療④や往診⑤、訪問歯科診療、

訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーションなどのサービスの提供が必要となります。

このサービスのうち、平成27年度に在宅医療の要となる訪問看護サービスを県内全域で

提供できる体制が整いました。一方、訪問歯科診療を行う在宅療養支援歯科診療所⑥は、

13町村において整備されておらず、訪問による薬剤管理指導⑦や栄養指導を行う体制整備

も十分に進んでいない状況です。 

○ 急変時の対応については、在宅療養支援病院⑧は増加傾向（図１参照）にありますが、

在宅療養支援診療所⑧は直近では減少しています（図２参照）。また、24時間対応につい

ては、課題に挙げている医療機関や訪問看護ステーションが多い状況です。 

【図１】在宅療養支援病院の推移      【図２】在宅療養支援診療所の推移 

  
（出典［図１・図２］：厚生労働省「医療施設調査」、九州厚生局届出状況（10月1日時点）） 

                                                   
① 本計画における在宅医療とは、「居宅、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護医療院、有料老人ホーム、その他
療養生活を営むことができる場所において提供される医療（医療機関以外での医療）」と、広く定義しています。 

② 厚生労働省の示した考え方に基づき試算すると、本計画の終期に当たる平成35年までに約2,800人分の新たな在宅医療
の需要が生じる見込みです。  

③ 地域連携室とは自院と他院・他施設をつなぐ部署のことで、病院ごとに地域医療連携室、医療連携科、患者支援室など名
称が異なります。 

④ 訪問診療とは、在宅で療養し、疾病、傷病のために通院が困難な方に定期的に訪問して診療を行うことです。 
⑤ 往診とは、患者や家族の求めに応じて患者の住まいに赴き診療を行うことです。  
⑥ 在宅療養支援歯科診療所とは、在宅等における療養を歯科医療面から支援できる体制等を確保している診療所です。 
⑦ 薬剤管理指導とは、薬剤師が薬歴管理、服薬の指導・支援、服薬・保管状況及び残薬の有無の確認などを行うことです。 
⑧ 在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所とは、地域において在宅医療を支える24時間の窓口として、他の医療機関等と
連携を図りつつ、24時間往診、訪問看護等を提供する体制を確保している医療機関です。 
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○ 患者が望む場所での看取りについては、保健医療に関する県民意識調査（平成29年３

月実施）によると、「人生の最期を自宅で過ごしたい」という人が46.3％と最も多くなっ

ています（図３参照）。こうした希望に対して、自宅で最期を迎えることが「できない」・

「わからない」と答えた人を合わせると89.9％となっており（図４参照）、その理由とし

て家族への負担や緊急時対応への不安などが多くなっています。また、現状では病院で

亡くなる方が最も多い状況（平成28年：75.8％⑨）です。 

○ 同調査では、「住んでいる地域の在宅医療等の情報がよくわからない」という人が

29.0％いることもわかりました。 

【図３】 

 

【図４】 

 
（［図３・図４］：熊本県健康福祉部「平成29年３月保健医療に関する県民意識調査」） 

 

 

２．目指す姿 
○ 2025年を目途に地域包括ケアシステムの構築を進め、関係機関や多職種が連携して在

宅医療を提供し、県民が希望する身近な地域で安心して暮らすことができる体制や仕組

みの構築を目指します。 

 

 

                                                   
⑨ 出典：厚生労働省人口動態調査に係る調査票 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

12.9% 16.2% 46.3%

4.9%

7.8%

0.5%

8.9%

2.5%

人生の最期までどこで療養生活を送りたいか

いままで通った病院・診療所
緩和ケア病棟・ホスピス
自宅（状態が悪化した場合の短期的な病院・緩和ケア病棟への入院も含む）
高齢者向け住まい（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、ケアハウス・軽費老人ホームなど）
介護保険関係施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホームなど）
その他
わからない
無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
6.2%

30.9% 59.0%

3.8%

自宅で最期を迎えることができると思うか

できる できない わからない 無回答
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３．施策の方向性 
 ○ 在宅医療の提供体制の整備 

・ 在宅医療を必要な時に適切に提供するため、医療機関の連携体制の構築や、医療機

関の訪問診療の取組みの促進、患者の急変時に24時間対応できる体制の整備、専門職

の人材育成等を推進するための拠点を各地域に整備します。 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

・ 在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を整備するため、市町村が中心となり郡

市医師会・歯科医師会、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステ

ーション、訪問介護事業所、薬局などと連携し、地域課題や住民のニーズの把握を通

じた在宅医療と介護サービスの充実や、医療・介護の専門職の多職種連携のための人

材育成等を進めます。また、くまもとメディカルネットワーク⑩の活用を推進します。 

○ 退院支援の充実 

・ 切れ目のないサービスを提供し、退院後も患者が自宅等で療養生活を続けられるよ

う、入院初期から入院医療機関と在宅医療に関わる医療や介護の関係機関と情報共有

を図るとともに、退院支援担当者の配置や育成を推進します。また、多職種による退

院前カンファレンスの普及、在宅での生活を見据えたサービス調整機能などの仕組み

を構築します。また、入院時から、多職種連携により退院支援に取り組む優良な事例

を共有し、その普及に取り組みます。 

○ 日常の療養支援の充実 

・ 日常の訪問診療の提供体制を整備するため、複数の医療機関による連携体制の整備

を推進します。また、訪問看護ステーションに対しては、経営面や看護技術に関する

助言、人材の育成、訪問看護ステーション間での連携の促進、更に中山間地域などの

小規模な訪問看護ステーションの人材確保支援などに取り組みます。 

・ 自宅や介護サービス施設・事業所などで緩和ケアを行う体制を整備するため、研修

会等を通じて、緩和ケアに関わる在宅医療従事者の育成に取り組みます。 

・ 訪問による歯科診療、薬剤管理指導、栄養指導等を推進するため、関係機関の連携

強化や、器材等の整備支援、人材育成等に取り組みます。 

○ 急変時対応の充実 

・ 在宅医療を受けている患者の急変時に対応するため、近隣の医療機関、訪問看護ステ

ーション等の連携により、24時間対応が可能な体制整備を進めます。また、各地域に

おいて在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院をはじめ往診を行う医療機関の増加や、

急変時に対応する病床の確保に向けた取組みを推進します。 

○ 県民が望む場所での看取りの推進 

・ 自宅や施設など、県民が望む多様な住まいでの看取りを可能とするため、医師や、

看護師、介護職員などを対象とする研修会や、「看取りケア手引書」の普及を通じ、人

材育成に取り組みます。 

                                                   
⑩ くまもとメディカルネットワークとは、利用施設（病院・診療所・歯科診療所・薬局・訪問看護ステーション・介護施設
等）をネットワークで結び、参加者（患者）の診療・調剤・介護に必要な情報を共有し、医療・介護サービスに活かすシ
ステムのことです。 
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・ 人生の最終段階において受けたい医療や介護サービスを県民が選択するために必要

となる情報を、市町村や関係機関において提供するなど、希望に応じた看取りが行え

るよう県民への周知に取り組みます。 

○ 在宅医療に係る県民への周知・啓発 

・ 県民の在宅医療の利用を促進するため、市町村や関係機関と連携し、住民に対する

訪問診療や訪問看護サービスの内容に関する情報提供を行います。また、医療機関の

専門職が、退院時などに患者や家族に在宅医療に関して適切に情報を提供できるよう、

研修会の開催や周知用のパンフレットの作成・配付などを行います。さらに、在宅医

療を行う医療機関を登録し、登録医療機関が「在宅医療ステッカー」を掲示すること

で県民への周知に取り組みます。 

 

４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 在宅医療・介護サ

ービスを受けるこ

とができると思う

人の割合 

28.5％ 

(平成29年３月) 

38.5％ 

（平成35年） 

県民が在宅医療・介護サービスの利

用しやすい体制を整備し、県民意識

調査において「できる」と思う人の

割合を10ポイント増加させる。 

② 退院支援加算を届

け出ている病院

数・診療所 

125施設 

(平成29年10月) 

137施設 

(平成35年10月) 

退院支援加算を届け出ている病院・

診療所数を10％増加させる。 

③ 訪問診療を受ける

患者数 

（推計値） 

7,251人 

（平成29年） 

9,730人 

（平成35年） 

訪問診療を受ける患者数の見込み。 

④ 訪問診療を実施す

る病院・診療所数 

（推計値） 

424施設 

(平成29年) 

534施設 

（平成35年） 

高齢化の進展や病床機能の分化・連

携による在宅医療の追加的需要への

対応等に必要な、訪問診療に取り組

む病院・診療所数を増加させる。 

⑤ 居宅介護サービス

利用者に占める訪

問看護利用率 

9.7％ 

(平成29年４月) 

12.2％ 

（平成35年4月） 

訪問看護の利用を促進し、居宅介護

サービス利用者で訪問看護を利用す

る者の占める割合を平成 29年４月

現在の国の平均値まで増加させる。 

⑥ 在宅療養支援歯科

診療所数 
226施設 

(平成29年10月) 

250施設 

(平成35年10月) 

器材整備を進めることにより、在宅

療養支援歯科診療所数を約 10％増

加させる。 

⑦ 在宅訪問に参画し

ている薬局の割合 

29％ 

(平成29年３月) 

40％ 

（平成35年3月） 

在宅患者に対する訪問管理指導を行

う薬局の割合を 10ポイント増加さ

せる。 

⑧ 在宅療養支援病院

数 

42施設 

(平成29年10月) 

50施設 

（平成35年10月） 

在宅療養支援病院のない５市を含

め、在宅療養支援病院数を約20％増

加させる。 

⑨ 自宅や施設等で最

期を迎えた方の割

合 

 

18.5％ 

(平成28年) 

25％ 

(平成34年) 

自宅や施設等の多様な住まいの場で

最期を迎えた方の割合を上昇させ

る。現在の全国平均21.3％を上回る

25％を目標とする。 
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５．在宅医療の医療圏 
  各市町村の医療資源の状況には偏在があり、特に急変時の対応体制については差があり

ます。そのため急変時対応も含めた在宅医療の提供体制がおおむね完結できる二次保健医

療圏を在宅医療の医療圏とします。 

 

 
※ 図中の圏域ごとの医療機関等の数は、平成29年10月１日現在のものです。 
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６．在宅医療の医療連携体制図 
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第２項 救急医療 
 

１．現状と課題 
○ 救急医療体制については、患者の症状や治療の程度に応じた医療を提供するため、初

期救急、二次救急、三次救急の区分①ごとに体系的に整備を進めています。 

○ 初期救急医療体制については、一般診療所の参画率が本県は54.5％と全国平均（16.5％）

と比較して高い水準にあり、在宅当番医制②により休日の診療は全圏域で確保できていま

す。しかし、夜間については、休日夜間急患センター等で対応する熊本中央、有明、鹿

本及び八代圏域を除く他の圏域では、初期救急医療体制が十分整っておらず、二次救急

を担う病院群輪番制③の当番病院に依存している状況です（「６－（１）．救急医療の医療

連携体制図」及び「６－（２）．主な医療機能と医療機関等に求められる事項」参照）。 

○ 二次救急医療体制については、病院群輪番制病院や救急告示④病院により全ての救急医

療圏（10圏域）で対応しています（「６－（１）」及び「６－（２）」参照）。 

○ 三次救急医療体制については、24時間体制で対応する３か所の救命救急センター⑤（熊

本赤十字病院、熊本医療センター、済生会熊本病院）と、先進・特殊な救急医療を提供

する熊本大学医学部附属病院において、県内の重篤な救急患者の受入れを行っています。 

○ 平成 28年熊本地震（以下「熊本地震」という。）により、熊本市民病院をはじめ、多

くの救急医療機関が被災したことから、特に熊本市内などの主な二次及び三次救急を担

う医療機関では、受入救急患者数が地震前と比べ約２割増加（図１参照）するなど、大

きな負担が生じています。 

【図１】熊本中央救急医療圏における救急車による受入救急患者数 

 
（熊本県医療政策課調べ） 

                                                   
① 初期救急、二次救急、三次救急の区分については、症状や必要な治療の程度に応じて、おおむね次のとおり区分している。 
  ・初期救急：入院の必要がなく、外来で対処できる患者に対応する。 
        （在宅当番医制に参加する診療所、休日夜間急患センター、休日や夜間に対応できる診療所） 
  ・二次救急：入院を必要とする重症の患者に対応する。（病院群輪番制病院、救急告示病院） 
  ・三次救急：二次救急では対応できない複数の診療科にわたる処置が必要な患者や、重篤な患者に対応する。 
        （救命救急センター（熊本赤十字病院、熊本医療センター、済生会熊本病院）、熊本大学医学部附属病院） 
② 在宅当番医制とは、地区医師会が当番病院・診療所を決め、休日に比較的軽症の救急患者の診療にあたる制度です。 
③ 病院群輪番制とは、二次救急医療機関の病院が当番病院を決め、休日、夜間に入院治療を必要とする重症救急患者の診療 
にあたる制度のことです。原則として、初期救急医療施設からの転送患者を受け入れます。 
④ 救急告示とは、救急病院等を定める省令に基づき、救急業務に関し協力する旨の申出があった病院又は診療所のうち、医 
師・施設及び設備等の一定の要件を満たすものを県が認定し、その名称等を告示するものです。 
⑤ 救命救急センターとは、概ね20床以上の専用病床を有し、24時間体制で、重症及び複数の診療科領域にわたる全ての重 
篤な救急患者に対する高度な診療機能を有する三次救急医療機関のことです。 
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○ 初期救急医療機関で対応可能と思われる多くの軽症者が、二次や三次の救急医療機関

を受診しています（表１参照）。また、今後、高齢化の進展に伴い、救急患者数の増加

が見込まれることから、地域包括ケアシステムの構築に当たって、これまで以上に重症

度・緊急度に応じた救急医療を提供していくことが求められています。 

【表１】 

救急車により救急搬送された患者のうち、入院加療を必要としない軽症者の割合 43％（平成28年） 

救急車により二次救急医療機関に救急搬送されたが、入院に至らなかった患者の割合 55％（平成26年度） 

救命救急センターで受け入れた救急患者のうち、独歩等による患者の割合 73％（平成28年度） 
（出典：［１行目］消防庁「平成29年版救急・救助の現況」、［２行目］厚生労働省「救急医療提供体制の現況調」、［３行目］熊本県医療政策課調べ） 

○ 県境地域においては、県境を越えて医療機関の利用がなされていることから、隣接す

る他県の医療機関等と連携し、救急医療を提供しています。 

○ 「熊本型」ヘリ救急搬送体制⑥により、救急患者の救命率向上や広域救急患者搬送体

制の強化を図っています。一方で、消防等関係機関に有用性が認知されてきたことや、

熊本地震による医療機関の被災、交通事情の悪化等により、ヘリ救急搬送件数が増加し

ています（図２参照）。 

【図２】ヘリ救急搬送件数の推移 

     
（熊本県医療政策課調べ） 

○ 保健医療に関する県民意識調査（平成29年３月実施）によると、救急医療の体制に

ついて、全体の 64％の方が「十分整っている」、「ある程度整っている」と感じていま

す。一方で、阿蘇圏域では「十分でない」との回答が５割を超えており、その理由とし

て「重篤な救急患者を受け入れる病院が少ない」、「救急車で運ばれる時、病院まで遠く

時間がかかる」等の意見が出されています（「４．評価指標」の③参照）。 

○ 県内の救急出動件数は増加傾向（表２参照）にあり、一部で救急車の安易な利用も見

受けられます。今後、高齢化や在宅での医療や介護に伴い、救急出動件数の増加が見込

まれることから、救急搬送体制や受入体制の強化が必要です。 

【表２】 

県内の救急出動件数（平成28年） 91,815件（対前年6,730件増） 

県内の救急搬送人員（平成28年） 83,770件（対前年6,258人増） 

県内の救急車の平均出動件数（平成28年） 252件/日（約5.7分に１回） 

県内の通報から現場到着までの平均所要時間(平成28年) 8.7分（全国平均8.5分） 
（出典：消防庁「平成29年版救急・救助の現況」） 

○ 県内の救急隊員のうち救急救命士の有資格者数及び現場で活動している者の数はい

ずれも増加していますが、気管挿管や処置拡大２行為⑦の有資格者率はいずれも50％以

下となっており、救急救命士に追加教育が必要な状況となっています（表３参照）。 

                                                   
⑥ 「熊本型」ヘリ救急搬送体制とは、ドクターヘリ（基地病院：熊本赤十字病院）と県防災消防ヘリの２機で役割分担と相
互補完を行い、４つの三次救急医療機関が連携して患者を受け入れる体制です。 

⑦  処置拡大２行為とは、心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例への
ブドウ糖溶液の投与のことです。 
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 【表３】                         （調査時点は、いずれも４月１日現在） 

県内の救急隊員のうち救急救命士の資格取得割合 平成29年：47.1％（全国平均44.4％） 

県内の救急救命士の有資格者数 平成29年：401人（平成24年：339人） 

上記のうち現場で活動している者の数 平成29年：366人（平成24年：319人） 

県内の救急救命士の気管挿管有資格者率 平成29年：50％（平成24年：46％） 

県内の救急救命士の処置拡大２行為有資格者率 平成29年：42％（平成26年から開始） 

（出典：［１～３行目］消防庁「平成29年版救急・救助の現況」、［４・５行目］熊本県消防保安課調べ） 

 

２．目指す姿 
 ○ 初期救急、二次救急、三次救急の適切な機能・役割分担により、重症度・緊急度に応

じた適切な救急医療を提供します。また、高度な救命処置のできる救急救命士を育成し、

救急業務を高度化することで、高齢化の進展等に伴う救急需要の増加に備えます。 

 

３．施策の方向性 
○ 初期救急医療体制の強化 

・ 夜間における初期救急医療体制を強化するため、市町村や医師会等と連携し、地域の

実情を踏まえた休日夜間急患センター等の整備を推進します。 

 ○ 二次救急、三次救急医療体制の強化 

・ 二次救急医療体制を強化するため、病院群輪番制病院に対し、施設や設備の整備を

通じた支援を行います。 

・ 本県の救急搬送患者の発生状況や救命救急センターの救急患者の受入実績等を踏ま

え、二次救急、三次救急医療機関間での連携強化や、高度救命救急センター⑧や地域救

命救急センター⑨の新たな整備など、二次救急、三次救急医療体制を強化します。 

○ 適切な機能・役割分担による救急医療体制の強化 

・ 地域における救急医療体制を強化するため、熊本県救急医療専門委員会や各圏域の

救急医療専門部会等において、地域の医療機能の把握、かかりつけ医を含む関係者間

で課題の共有や連携体制等の検討を行い、初期救急、二次救急、三次救急の適切な機

能・役割分担、搬送体制の強化、「くまもとメディカルネットワーク⑩」の活用等を推

進します。 

・ 県境地域において、本県又は隣接する県の医療機関のみで対応することが困難な場

合に備えるため、隣接する県や関係医療機関等との協議・検討を踏まえ、当該県境地

域の医療圏における救急医療体制を担う医療機関として位置付けるなど、県境地域に

おける救急医療体制を強化します。 

                                                   
⑧  高度救命救急センターとは、広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者に対する救命医療を行うために必
要な相当高度な診療機能を有する救命救急センターです。 

⑨  地域救命救急センターとは、最寄りの救命救急センターへのアクセスに時間を要する地域（概ね60分以上）におい
て整備することができる、専用病床が10床以上20床未満の救命救急センターです。 

⑩  くまもとメディカルネットワークとは、県内の医療機関をはじめ、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス施設・
事業所など関係機関をネットワークでつなぎ、患者や利用者の診療・調剤・介護に必要な情報を共有し、医療や介護サ
ービスに活かすシステムです（URL：http://kmn.kumamoto.med.or.jp/）。 
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○ 県民への医療機関情報の提供 

・ 県民に対して、重症度・緊急度に応じた受療を促すため、医療機能情報システム「く

まもと医療ナビ」などを活用し、救急医療機関に関する情報を提供するとともに、症

状に応じた適切な救急医療機関の受診について啓発を行います。 

○ ヘリ救急搬送体制の強化 

・ 増加する様々なヘリ搬送ニーズへ迅速に対応するため、熊本県ヘリ救急搬送運航調

整委員会等において、「熊本型」ヘリ救急搬送体制に係る運航調整や連携について協議、

症例検討等を行うとともに、関係機関や隣県等との連携により、多様な手段の確保な

ど、ヘリ救急搬送体制を強化します。 

○ 救急車の適正な利用に係る啓発 

・ 県民の救急医療に関する理解を深め、真に緊急搬送を必要とする方の要請に迅速に

対応できる救急搬送体制を確保するため、「救急の日（毎年９月９日）」や「救急医療

週間（９月９日を含む１週間）」などの行事や、医療機関、消防機関、県、市町村等を

通じて、応急手当の更なる普及や救急車の適正な利用について啓発を行います。 

○ 救急搬送・受入体制の強化 

・ 消防機関や救急医療機関等（小児救急、周産期救急、精神科救急等を含む。）の関係

機関で課題等を共有した上で、メディカルコントロール協議会⑪等の各種会議を通じ、

地域の実情に応じた救急搬送・受入体制を強化します。 

○ 救急業務の高度化の推進 

・ 住民の生命の危機に適切に対応し、高齢化や在宅での医療や介護に伴う救急需要の

増加に備え、気管挿管や処置拡大２行為等の高度な救命処置ができる救急救命士の育成

を強化するとともに、救命処置能力の維持・向上のための生涯教育を実施します。 

 

４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 心肺機能停止傷病
者の１か月後の生
存率 

13.8％ 
（全国平均12.2％） 
（平成23年から平
成28年までの平均） 

13.8％以上 
（平成30年から平
成35年までの平均） 

救急救命士の育成強化による救急業
務の高度化や、救急医療体制の強化等
により、全国平均を上回る現状値を更
に向上させる。 

② 心肺機能停止傷病
者の１か月後の社
会復帰率 

9.0％ 
（全国平均7.9％） 
（平成23年から平
成28年までの平均） 

9.0％以上 
（平成30年から平
成35年までの平均） 

救急救命士の育成強化による救急業
務の高度化や、救急医療体制の強化等
により、全国平均を上回る現状値を更
に向上させる。 

③ 阿蘇圏域における救急

医療体制が「整ってい

る」と回答する人の割合 

阿蘇圏域 

42.9％ 

（平成29年３月） 

阿蘇圏域 

50％以上 

（平成35年３月） 

救急医療体制の強化等により、保健医

療に関する県民意識調査結果の割合

を増加させる。 

④ 気管挿管資格者率
及び処置拡大２行
為資格者率 

気管挿管有資
格者率  50％ 
処置拡大２行為有
資格者率  42％ 
（平成29年４月１日）  

気管挿管有資
格者率  55％ 
処置拡大２行為有
資格者率 100％ 
（平成35年４月１日） 

救急救命士追加講習や病院実習等に
より、管理監督者を除く救急救命士の
気管挿管有資格者率及び処置拡大２
行為有資格者率を向上させる。 
 

                                                   
⑪  メディカルコントロール協議会とは、救急業務を円滑に推進し、県民の救命率の向上のため、消防及び医療の関係機関
が病院前救護に係る諸課題を協議する場のことです。 
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５．救急医療の医療圏 

   救急医療圏は、特殊な医療を除いて、入院医療に対応し、初期・二次の救急医療に対応 

する圏域です。 

本県では、原則として二次保健医療圏の区域をもって救急医療圏としていますが、救急

医療機関の分布や救急搬送の実情等を踏まえ、熊本・上益城保健医療圏（山都町を除く。）、

宇城保健医療圏の２圏域に阿蘇保健医療圏の西原村を加えて「熊本中央救急医療圏」とし、

山都町を「山都救急医療圏」とします。 

 

(平成29年11月1日現在) 
※     内には、初期救急及び二次救急を担う医療機関名等を記載 

※ 二次救急は五十音順で記載 
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６－（１）．救急医療の医療連携体制図 
※ 医療機関数は平成29年11月1日現在の情報です。 
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６－（２）．主な医療機能と医療機関等に求められる事項 
※ 病院群輪番制病院と救急告示病院は、重複している場合があります。 

※ 表中の医療機関名は、平成29年11月1日現在の情報です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊1 当該病院は、医療法第42条の２第１項第４号ロの規定に基づき、救急医療等確保事業を南関町所在のさかき診療所と一体的に実施 

しています。 

＊2 初期救急医療体制の「休日（準）夜間急患センター」、「準夜間在宅当番医」の診療時間について 

  ・「休日」の診療 ：日曜日、国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日、年末年始の日（12/29～1/3）、週休二日制に伴う 

土曜日又はその振替日の午前８時から午後６時までの間に行う診療 

   ・「夜間」の診療 ：午後６時から翌日午前８時までの間に行う診療 

   ・「準夜間」の診療：おおむね午後６時から午後10時までの間に行う診療 

 

菊池 鹿本

川口病院 熊本市立植木病院

菊池郡市医師会立病院 保利病院

菊池中央病院 山鹿市民医療センター

菊陽台病院 山鹿中央病院

岸病院

熊本再春荘病院

熊本セントラル病院

熊本リハビリテーション病
院

川口病院 保利病院

菊池郡市医師会立病院
三森循環器科・呼吸器科

病院

菊池中央病院 山鹿市民医療センター 杉村病院

菊陽台病院 山鹿中央病院

岸病院

熊本再春荘病院

熊本セントラル病院 寺尾病院

熊本リハビリテーション病

院

西日本病院

御幸病院

山口病院

荒尾市
医師会

玉名郡市
医師会

菊池郡市
医師会

鹿本
医師会

熊本市
医師会

鹿本
医師会

下益城郡
医師会

宇土地区
医師会

上益城郡
医師会

準夜間急患

ｾﾝﾀ-、準夜
間在宅当番
医
＊2

準夜間急患

ｾﾝﾀ-＊2

休日夜間急

患ｾﾝﾀ-＊2

在宅当番医制 在宅当番医制 在宅当番医制

三次救急
医療体制

県　　　　　全　　　　　域

救命救急センター （熊本赤十字病院、熊本医療センター、済生会熊本病院）　 、　熊本大学医学部附属病院

二次救急
医療体制

有明 熊本中央
病院群輪番制　

荒尾市民病院 熊本医療センター

公立玉名中央病院

熊本泌尿器科病院

くわみず病院

慈恵病院

嶋田病院

公立玉名中央病院 東病院 熊本大学医学部附属病院 城南病院

熊本赤十字病院

和水町立病院 熊本地域医療センター

済生会熊本病院

救急告示病院

荒尾市民病院 朝日野総合病院 熊本赤十字病院 十善病院

玉名地域保健医療セン
ター

宇城市民病院 熊本中央病院

和水町立病院 宇城総合病院 熊本脳神経外科病院 整形外科井上病院

米の山病院（福岡県）＊1 帯山中央病院
青磁野リハビリテーション
病院

表参道吉田病院 熊本南病院
大腸肛門病センター高野

病院

川野病院

九州記念病院 慶徳加来病院

熊本医療センター 江南病院

熊本機能病院 済生会熊本病院

くまもと成城病院

初期救急
医療体制

在宅当番医制 在宅当番医制

救急告示診療所

－

南部中央病院

武蔵ヶ丘病院

北部脳神経外科・神経内科

－ 大橋通クリニック

緒方脳神経外科医院

田嶋外科内科医院

平成とうや病院

熊本市立植木病院 済生会みすみ病院

くまもと森都総合病院 桜十字病院

熊本整形外科病院
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※ 病院群輪番制病院と救急告示病院は、重複している場合があります。 

※ 表中の医療機関名は、平成29年11月1日現在の情報です。 

 

 
＊2 初期救急医療体制の「休日（準）夜間急患センター」、「準夜間在宅当番医」の診療時間について 

 ・「休日」の診療 ：日曜日、国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日、年末年始の日（12/29～1/3）、週休二日制に伴う 

土曜日又はその振替日の午前８時から午後６時までの間に行う診療 

  ・「夜間」の診療 ：午後６時から翌日午前８時までの間に行う診療 

  ・「準夜間」の診療：概ね午後６時から午後10時までの間に行う診療 

 

 

阿蘇 山都 水俣芦北 天草

阿蘇医療センター
山都町包括医療センター
そよう病院

岡部病院 天草慈恵病院

阿蘇温泉病院
水俣市立総合医療セン
ター

天草市立牛深市民病院

阿蘇立野病院 天草市立河浦病院

大阿蘇病院 天草第一病院

小国公立病院 天草地域医療センター

天草中央総合病院

上天草市立上天草総合

病院

済生会みすみ病院

苓北医師会病院

阿蘇医療センター
山都町包括医療センター
そよう病院

岡部病院 天草慈恵病院

阿蘇温泉病院
水俣市立総合医療セン
ター

天草市立牛深市民病院

大阿蘇病院 天草市立河浦病院

小国公立病院 天草市立新和病院

天草市立栖本病院

天草第一病院

天草地域医療センター

天草中央総合病院

上天草市立上天草総合
病院

阿蘇郡市
医師会

上益城郡
医師会

八代市
医師会

八代郡
医師会

水俣市芦北郡
医師会

人吉市
医師会

球磨郡
医師会

天草郡市
医師会

準夜間急患
ｾﾝﾀ-＊2

在宅当番医制 在宅当番医制 在宅当番医制

高橋医院 峯苫医院

松本医院

－ － － －

人吉医療センター

初期救急
医療体制 在宅当番医制

救急告示診療所

－

救急告示病院

熊本総合病院 球磨郡公立多良木病院

熊本労災病院 球磨病院

外山胃腸病院

人吉医療センター

八代北部地域医療セン
ター

三次救急
医療体制

県　　　　　全　　　　　域

救命救急センター （熊本赤十字病院、熊本医療センター、済生会熊本病院）　、　熊本大学医学部附属病院

二次救急
医療体制

八代 人吉球磨
病院群輪番制

熊本総合病院 球磨郡公立多良木病院

熊本労災病院
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第３項 災害医療 
 

１．現状と課題 
○ 本県では、平成25年度から災害医療コーディネーター①15人と、平成26年度から災害

薬事コーディネーター②30人を養成しています。このため、平成28年熊本地震（以下「熊

本地震」という。）の際には、医療救護対策室③において、県内外から参集した災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）④などの医療チームや災害支援薬剤師について、受入れや被災地

への派遣など、医療救護活動に関する全県的なコーディネートを行いました。一方で、

被害が大きかった地域においては、コーディネート機能が十分に発揮されませんでした。 

○ 大規模災害時の患者の空路搬送について、体制が整備されていなかったため、熊本地

震の際には、ドクターヘリ等の運航調整等を迅速に行うことができませんでした。 

また、大規模災害時に必要となる広域医療搬送については、航空搬送拠点臨時医療施設

（ＳＣＵ）⑤の設置や運用など具体の体制等が整備できていない状況です。 

○ 災害時に備え、関係団体⑥と協定を締結し、医療救護活動等に関する体制を整備してい

ます。また、大規模災害に備えて、九州・山口９県や全国都道府県間での災害時相互応

援協定を締結しています。熊本地震の際には、こうした協定に基づき様々な医療チーム

や災害支援ナース⑦を受け入れました。 

○ 本県では、災害医療を提供する上で、県全域で中心的な役割を担う基幹災害拠点病院⑧

１施設と、各地域で中心的な役割を担う地域災害拠点病院⑨13施設を指定しています。熊

本地震の際には、建物等に被害が生じた中で多数の傷病者の受入れを行いました。なお、

被害の大きかった災害拠点病院の中には、地域の医療機関に対する支援を十分に行うこ

とができない病院もありました。 

○ 熊本地震の際には、県内の精神科医療機関が多数被災したことに加えて、災害時の精

神保健医療の提供に関する体制が未整備だったことから、県外の災害派遣精神医療チー

ム（ＤＰＡＴ）⑩の支援を中心に対応しました。なお、本県でも平成 29年６月に「熊本

ＤＰＡＴ」を正式に発足させるなど、災害時の精神保健医療の提供に関する体制等の整

                                                   
① 災害医療コーディネーターとは、災害時に医療チームの配置調整や傷病者の受入先の調整等を行う医師のことです。 
② 災害薬事コーディネーターとは、災害時に災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、医薬品等の供給や薬剤師班
の派遣等の調整を行う薬剤師のことです。 

③ 医療救護対策室は、災害時に医療救護に関する情報共有や活動方針等を調整するため、県災害対策本部内に設置されます。 
④ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）とは、Disaster Medical Assistance Teamの略で、大地震及び航空機・列車事故とい
った大規模災害の急性期に、被災地に迅速に駆けつけ、救急治療を行う専門的な訓練を受けたチームのことです。 

⑤ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）とは、Staging Care Unitの略で、大規模災害時の航空機による広域医療搬送や地
域医療搬送に際し、患者の症状の安定化や搬送を行う救護所として、被災地域及び被災地域外の空港や自衛隊基地などに
設置される施設のことです。 

⑥ 本県は、熊本県医師会、熊本県歯科医師会、熊本県薬剤師会、熊本県看護協会、熊本県柔道整復師会と災害時の医療救護
活動等に関する協定を締結し、日本赤十字社熊本県支部と災害救助法第32条の規定に基づく救助又はその応援の実施に関
する契約を締結しています。 

⑦ 災害支援ナースとは、被災した看護職の負担軽減と健康レベルの維持を目的として被災地で活動する看護職のことです。 
⑧ 基幹災害拠点病院とは、地域災害拠点病院の機能、県全域の災害拠点病院の機能を強化するための訓練・研修機能を有す
る病院であり、県が災害時の医療体制を確保するため指定した病院のことです。 

⑨ 地域災害拠点病院とは、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能、被災地からのとりあえ
ずの重症傷病者の受入機能、ＤＭＡＴ等の受入れ・派遣機能、傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、
地域の医療機関への応急用資機材の貸出し機能を有し、県が指定した病院のことです。 

⑩ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）とは、Disaster Psychiatric Assistance Teamの略で、自然災害や犯罪事件、航
空機事故等の集団災害が発生した場合に、被災地域で精神科医療の提供や精神保健活動の支援等を行う専門的な研修・訓
練を受けたチームのことです。 
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備を急いでいます。 

○ 熊本地震の際には、県内半数の病院が広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）⑪

への登録をしておらず、登録していた病院もシステム操作に未習熟であったことから、

建物等の被害状況や診療継続可否等の情報が入力されないなど、ＥＭＩＳが十分に活用

されませんでした。このため、平成29年３月までに県内全ての病院のＥＭＩＳ登録を終

了し、システム操作の研修を開始するなど、災害時における医療機関の情報を相互に収

集・提供できる環境を整えました。 

○ 被災後、早期に診療機能を回復するためには、業務継続計画（ＢＣＰ）⑫を整備する必

要がありますが、県内の病院では整備が進んでいない状況（表１参照）です。特に、災

害拠点病院については、平成29年３月にＢＣＰの整備が必須とされたことから、早急に

整備する必要があります。 

  【表１】 

ＢＣＰを整備している病院 213施設中32施設（平成29年９月現在） 

うちＢＣＰを整備している災害拠点病院 14施設中 ４施設（平成29年９月現在） 

（熊本県医療政策課調べ） 

○ 災害時に必要となる医薬品、医療機器等については、238品目・約6,000人分を県内６

か所に分散して備蓄するとともに、関係団体⑬と協力し、災害時の提供体制を整備してい

ます。熊本地震の際には、こうした備蓄に加えて、他県のモバイルファーマシー⑭等の応

援を受け、医薬品等の供給を行いました。なお、次の災害に備え、平成29年度に熊本県

薬剤師会と連携し、本県もモバイルファーマシーを導入しました。 

○ 災害時には、被災状況に応じて県内外の保健師等チームを被災地に派遣し、保健活動

の支援を行います。熊本地震の際には、被災地の情報集約や支援・受援に係る体制の整

備が進んでいなかったことから、被災地のニーズに対応した支援を十分に行うことがで

きませんでした。 

○ 災害時の高齢者等の生活不活発病対策として、熊本地震の際には、関係団体等と協力

し、避難所や仮設住宅における生活環境の調整や介護予防活動等の災害リハビリテーシ

ョン活動を実施しました。 

 

２．目指す姿 
 ○ 熊本地震の経験を踏まえ、全県及び地域の災害医療コーディネート機能を強化すると

ともに、災害拠点病院の体制を強化します。また、大規模災害や局地災害が発生した場

合に、県内の関係機関が連携して、発災直後から被災地の診療機能が回復するまで、県

                                                   
⑪ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは、Emergency Medical Information Systemの略で、災害時の迅速か
つ適切な医療救護活動を支援するため、医療機関の被害情報や患者受入情報をはじめ、診察状況など災害医療に関する情
報を収集・提供し、行政や医療関係機関等と共有するシステムのことです。 

⑫ 業務継続計画（ＢＣＰ）とは、Business Continuity Planの略で、震災などの緊急時に低下する業務遂行能力を補う非
常時優先業務を開始するための計画のことです。 

⑬ 本県は、熊本県薬剤師会、熊本県医薬品卸業協会、日本医療用ガス協会熊本県支部、熊本県医療機器協会、熊本県歯科用
品商組合、熊本県製薬協会、熊本県医薬品登録販売者協会、熊本県医薬品配置協会と災害時の医薬品等の供給に関する協
定を締結しています。 

⑭ モバイルファーマシーとは、調剤・冷蔵・蓄発電・通信設備等を搭載し、ライフラインの途絶えた被災地でも自立的に調
剤や医薬品の供給を行うことができる災害対策医薬品供給車両です。 
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民に切れ目なく必要な医療を提供できる体制を整えます。 

 

３．施策の方向性 
  施策の方向性について、熊本地震の経験を踏まえた内容としています。 

○ 災害医療提供体制の強化 

・ 医療救護活動に関する県全体及び地域のコーディネート機能を強化するため、災害

医療コーディネーターに加え、新たに地域災害医療コーディネーターを養成し、医療

チームの受入れや派遣、市町村等の関係機関との連携・情報共有等を行う体制を強化

します（体制については「６．災害医療の医療提供体制図」参照）。 

・ 災害時の関係団体との連携を強化するため、各専門分野の医療救護担当者が災害医

療コーディネーターの総合的な指示の下で医療救護活動を行う体制を強化します。ま

た、各団体の担うべき役割を明確にし、必要に応じて、医療救護に関する協定の見直

し等を行います。 

・ 熊本ＤＭＡＴの機能強化を図るため、災害拠点病院を中心にＤＭＡＴの養成を推進

するとともに、熊本ＤＭＡＴ指定病院⑮等を対象にＥＭＩＳ操作や衛星電話による情報

伝達等の研修・訓練を実施します。また、災害発生時に医療救護活動に必要な診療・

調剤等の患者情報を共有し、適切な医療を提供するため、「くまもとメディカルネット

ワーク⑯」の構築を推進します。 

・ 大規模災害時に空路搬送を迅速に行うため、ドクターヘリ等による空路搬送体制を

強化するとともに、広域医療搬送に必要となるＳＣＵの設置場所や運営方法、関係機

関との連絡体制等について具体的な計画を策定します。 

○ 災害拠点病院を中心とした体制の強化 

・ 災害時に地域の診療機能を維持し、又は早期に回復するため、災害拠点病院を中心

とした医療機関の連携体制を強化するとともに、全ての病院に対してＢＣＰの作成及

びそれに基づく研修や訓練の実施を促進します。 

・ 災害拠点病院が行う機能強化については、国庫補助制度等を活用し、施設や設備な

どの必要な整備を支援します。 

・ 災害時に医療機関が適切かつ相互に情報を収集・提供できるよう、各地域で研修を

実施するなど、ＥＭＩＳの操作の習熟度を高め、その活用を促進します。 

 ○ 災害時の精神保健医療提供体制の整備 

・ 災害時の精神保健医療提供体制を整備するため、平成29年６月に発足した「熊本Ｄ

ＰＡＴ」について、チーム数の増加や研修の実施により体制を強化します。また、災害

拠点精神科病院を整備し、関係機関との連携体制を整備します。 

・ 災害拠点精神科病院については、被災後、早急に診療機能を回復できるよう、ＢＣＰ

の作成及びそれに基づく研修や訓練の実施を促進します。 

                                                   
⑮ 熊本ＤＭＡＴ指定病院とは、ＤＭＡＴを保有し、ＤＭＡＴ派遣に関する本県からの協力依頼を受諾した病院のことです（15施設を指定

しています（平成29年９月現在））。 
⑯ くまもとメディカルネットワークとは、県内の医療機関をはじめ薬局、訪問看護ステーション、介護サービス施設・事業所など関係機

関をネットワークでつなぎ、患者や利用者の診療・調剤・介護に必要な情報を共有し、医療や介護サービスに活かすシステムです（URL：

http://kmn.kumamoto.med.or.jp/）。 
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○ 備蓄医薬品の適正管理・医薬品等の供給体制の確保 

・ 災害時に適切に医薬品等を提供するため、適宜、備蓄医薬品等の品目の見直しを行  

うとともに、研修や訓練、協定の見直し等を通じて、関係団体の役割分担・連携体制の

維持・強化を推進します。 

・ 熊本県薬剤師会が備えるモバイルファーマシーについて、災害時の運用体制を整備す

るとともに、その活動を支援します。 

 ○ 災害時の保健活動体制の整備 

・ 平時から災害時保健活動に備えるため、災害時保健活動マニュアルを活用し、関係職

員を対象とした研修会等を実施します。 

・ 保健活動に関するコーディネート機能を強化するため、情報集約体制や支援・受援体

制を整備し、県内外から派遣された保健師等の受入れや、被災地のニーズに応じた支援

を強化します。 

○ 災害時のリハビリテーション体制の整備 

・ 災害時に避難所や仮設住宅などへのリハビリテーション専門職の派遣等に係る体制

を速やかに整備するため、地域リハビリテーション体制との連携による災害時のリハビ

リテーション体制の強化や、実践的な研修等を通じて人材育成に取り組みます。 

 

４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 地域災害医療コー

ディネーターの養

成人数 

０人 

（平成29年９月） 

28人 

（平成35年度） 

地域におけるコーディネート機能強

化の研修・訓練等の実施により、地

域災害医療コーディネーター（県保

健所所管区域ごとに２人程度、熊本

市保健所所管区域は５人程度）を養

成する。 

② ＤＭＡＴのチーム

数 

33チーム 

（平成29年９月） 

54チーム 

（平成35年度） 

国主催のＤＭＡＴ養成研修の受講枠

を最大限に確保し、チーム数を毎年

３チーム程度増加させる。 

③ ＢＣＰを整備して

いる災害拠点病院

の割合 

28.6％ 

（平成29年９月） 

100％ 

（平成30年度） 

県内全ての災害拠点病院がＢＣＰの

整備を行うことで、災害拠点病院が

被災しても早期に診療機能を回復で

きるようにする。 

④ ＥＭＩＳの研修・

訓練に参加してい

る病院の割合 

71.8％ 

（平成29年９月） 

100％ 

（平成35年度） 

保健所が実施するＥＭＩＳの操作研

修・訓練に、県内全ての病院が参加

することにより、ＥＭＩＳの習熟度

を高める。 

⑤ ＤＰＡＴのチーム

数 

25チーム 

（平成29年７月） 

30チーム 

(平成35年度) 

単一病院で構成されているＤＰＡＴ

チーム数を毎年１チーム程度増加さ

せる。 
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５．災害医療圏 

   県全体を災害医療圏とします。 
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６．災害医療の医療提供体制図 

○ 医療提供体制図 

 
 

○ 医療救護の推移 

  
⑰ 全国知事会は、災害時に、被災県からの要請に基づき、都道府県ごとに編成される都道府県救護班を派遣し、都道府県救
護班は、避難所等での診療、健康管理活動などを行います。 

⑱ 日本医師会は、災害時に、被災地の医師会からの要請に基づき、都道府県医師会ごとに編成されるＪＭＡＴ（日本医師会
災害医療チーム）を派遣し、ＪＭＡＴは、避難所等での診療、健康管理活動などを行います。 

⑲ 日本赤十字社は、災害時に、発災直後から都道府県支部ごとに編成される日赤救護班を派遣し、日赤救護班は、救護所の
設置、避難所等での診療、こころのケア活動などを行います。 

発災

救命救急 避難所等での診療支援 在宅者の保健、医療

ＤＭＡＴ

病院支援

全国知事会⑰

日本医師会（JMAT）⑱

日本赤十字社⑲ 他

保健所、市町村、医療/社会福祉関係機関

（地域支援拠点、体制の再構築 等）

地域の医療機関
地元医師会

医療チーム 避難所・救護所、
巡回診療 等

診療再開

平時へ

ＤPＡＴ

医療救護
対策室設置

活動終了
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第４項 へき地の医療 
 

１．現状と課題 
○ 本県の無医地区①は平成 21年度から平成 26年度までに２地区減少して 20地区、準無

医地区②は増減なく２地区あります。また、無歯科医地区は平成 21年度から４地区減少

して 18地区、準無歯科医地区は２地区増加し３地区あります（表１参照）。現在、無医

地区及び無歯科医地区については、巡回診療が実施されておらず、地域住民の医療に関

するニーズや実態の把握も十分ではありません。 

【表１】県内の無医地区・無歯科医地区 

 

 

（厚生労働省「無医地区等調査」・「無歯科医地区等調査」を基に熊本県医療政策課作成） 

○ 近年、へき地③等の自治体病院において、医師の高齢化や突発的な退職など、安定的か

つ継続的なへき地の医療（以下「へき地医療」という。）の提供に大きな支障を及ぼす事

態が危惧されており、県全体でへき地医療を支える仕組みが求められています。 

                                                   
① 無医地区とは、原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径４km の区域内に
50 人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区のことです。 

② 準無医地区とは、無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し
適当と認めた地区のことです。 

③ へき地とは、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件に恵まれない山間地、離島その他の地域のうち医療の確保が困難
であって、「無医地区」、「準無医地区」及び「へき地診療所」の要件に該当する地域のことです。 

平成21年度 平成26年度 平成21年度 平成26年度

津留・野尻 ○ ○ ○ ○
草部北部 ○ ○ ○ ○
芹口・下切・菅山 ○ ○ ○ ○
河原・尾下 ○ ○ ○ ○
花上 ○ ○
橘 ○ ○
下山 ○ ○
菅 ○ ○ ○ ○
下矢部西部 ○ ○ ○ ○
内大臣目丸 ○ ○ ○ ○
御所 ○ ○ ○ ○
木原谷 ○ ○
西の岩・葉木 ○ × ○ ×
樅木 ○ ○ ○ ○
椎原 ○ ×
永谷・黒岩 △ △ ○ ○
上原 △ △ ○ △
高田辺・海路 ○ × ○ △
西告・天月 ○ ○ ○ ○
塩浸・市野瀬・大野 ○ ○ ○ ○
丸山・百木 ○ ○ ○ ○
古石・高岡 ○ ○ ○ ○

球磨 多良木町 槻木 ○ ○
上天草市 湯島 △ △

外平 ○ ○ ○ ○
椛の木 ○ ○ ○ ○
向辺田 ○ ○ ○ ○

22 20 22 18

2 2 1 3

芦北

天草市
天草

合 計

芦北町

無医地区数／無歯科医地区数

準無医地区数／準無歯科医地区数

地 区市町村医療圏
無医地区・準無医地区 無歯科医地区・準無歯科医地区

阿蘇 高森町

上益城 山都町

八代市八代

○：無医地区／無歯科医地区 △：準無医地区／準無歯科医地区 ×：平成21年度は該当していたが、平成26年度に非該当となった地区 
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○ 熊本県へき地医療支援機構④では、専任担当官（医師）を配置し、社会医療法人⑤等か

らへき地診療所⑥への医師派遣調整などへき地医療支援事業の企画・調整を行っています。

その運営について、より効果的に医師派遣調整を行うことが求められています。 

○ 本県では、山都町包括医療センターそよう病院、球磨郡公立多良木病院及び上天草市

立上天草総合病院を平成 15年４月にへき地医療拠点病院⑦に指定して以来、へき地診療

所への医師派遣や代診医派遣⑧等の支援を継続的に行っています。 

○ へき地医療拠点病院は、その主たる３事業（巡回診療、医師派遣、代診医派遣）のう

ち、巡回診療については未実施であり、医師派遣及び代診医派遣については常勤医師が

減少（図１参照）しているなどの事情により、近隣の医療機関への派遣に留まるなど限

定的な状況です。 

【図１】県内のへき地医療拠点病院の常勤医師数の推移 

 
（熊本県医療政策課調査（各年７月１日現在）） 

○ 県内には、へき地診療所が 17か所（うち１か所は休止中）、へき地歯科診療所が１

か所ありますが、医師、歯科医師、看護師等の人員体制が小規模であり、また、へき

地診療所の約７割が赤字経営であるなど、運営が不安定な状況です。 

○ 平成30年度から開始される新たな専門医制度⑨では、総合診療専門医が19の基本領

域の専門医の一つとして位置付けられました。へき地等では患者の年齢・性別や疾病・

傷病等にとらわれず、適切な初期対応と継続的な診療ができる総合診療専門医の需要が

高まっています。 

○ へき地では、熊本市内などの高次医療機関までの搬送に時間を要するため、ドクタ

ーヘリと県防災消防ヘリ「ひばり」の２機を活用した「熊本型」ヘリ救急搬送体制⑩の

構築等により、迅速な救急搬送を行っています。 

                                                   
④ へき地医療支援機構とは、へき地保健医療政策の中心的機関として、へき地診療所等への医師派遣調整等へき地医療支援
事業の企画・調整等を行うため都道府県に設置されるものです。 

⑤ 社会医療法人とは、地域住民にとって不可欠な救急医療等確保事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小
児医療）を担う公益性の高い医療法人として都道府県知事が認定した法人のことです。 

⑥ へき地診療所とは、おおむね半径４㎞の区域内に他に医療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口 1,000 人以
上であり、かつ、当該診療所から最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用して30 分以上要する診療所のことです。 

⑦ へき地医療拠点病院とは、無医地区等において、へき地医療支援機構の指導・調整の下に、巡回診療、へき地診療所等へ
の医師派遣や代診医派遣等の実績を有する（又は当該年度に実施可能）と認められ、都道府県が指定する病院のことです。 

⑧ 代診医派遣とは、医療機関に勤務する医師が急病や忌引き、研修その他やむを得ない事情により休診する際に、その医師
に代わって診療する医師を派遣することです。 

⑨ 新たな専門医制度とは、これまで各学会が独自に専門医を育成し、その能力を検証し、認証する仕組みを運用してきたた
め、第三者機関として設立された一般社団法人日本専門医機構が、専門医の認定と専門研修プログラムの認定を統一的に
行う新たな制度のことです。 

⑩ 「熊本型」ヘリ救急搬送体制とは、ドクターヘリ（基地病院：熊本赤十字病院）と県防災消防ヘリの２機で役割分担と相
互補完を行い、４つの三次救急医療機関が連携して患者を受け入れる体制です。 

17
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球磨郡公立多良木病院

上天草市立上天草総合病院

山都町包括医療センターそよう病院
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２．目指す姿 
 ○ 行政機関、医療機関、社会医療法人等の関係機関の役割分担と相互の連携により、へ

き地を支える医療従事者を確保するとともに、へき地の診療を支援する体制を強化し、

へき地に暮らす住民に継続して医療を提供できる体制を構築します。 

 

３．施策の方向性 
 ○ 無医地区・無歯科医地区における住民の医療の確保 

・ 無医地区・無歯科医地区における住民の医療を確保するため、市町村に地区住民の医

療に関するニーズの把握やへき地医療拠点病院、医師会・歯科医師会等との連携を働き

かけ、市町村による巡回診療や患者送迎など地区住民の意向を踏まえた医療の提供を支

援します。 

 ○ へき地医療支援機構の機能強化及び地域医療支援センターとの連携強化 

・ へき地医療に従事する医師を確保するため、へき地医療支援機構によるへき地医療拠

点病院や社会医療法人等からへき地診療所への医師の派遣調整を行います。 

・ へき地診療所の医療機能を向上させるため、住民ニーズが高い診療科の確保や緊急に

医師の確保が必要なへき地診療所に対し、へき地医療を業務とする社会医療法人（認定

を目指す法人を含む。）のへき地医療支援病院⑪等からの医師派遣の調整を行います。 

・ へき地を含む地域の医療を県全体で支えるため、へき地医療支援機構等が運営の主体

となり、県と協定を締結した医療機関から支援が必要な地域の医療機関に対して、医師

を派遣するドクタープール制度を新たに構築します（この項の最後に記載する別図参

照）。 

・ 医師派遣調整業務をより効果的に行うため、へき地医療支援機構は、医師の地域偏在

の解消に取り組む地域医療支援センター（熊本県地域医療支援機構）との統合も視野に

入れた更なる緊密な連携を進め、総合的な企画・調整機能を強化します。 

 ○ へき地医療拠点病院の機能強化・拡充 

・ へき地医療拠点病院の機能を強化するため、熊本市内等の大規模病院から医師派遣の

支援を受けたへき地医療拠点病院がへき地診療所等に必要な医師の派遣を行うなど、へ

き地医療拠点病院を中核として県全体でへき地医療を支援する体制を整備します。 

・ へき地医療を支える医療機関を増やすため、現在のへき地医療拠点病院が所在する地

域のバランスや、へき地医療拠点病院以外の医療機関からへき地診療所への医師派遣の

実績などを踏まえて、新たなへき地医療拠点病院を指定します。 

・ へき地医療拠点病院が主たる３事業（巡回診療、医師派遣、代診医派遣）を円滑に行

えるよう、その運営を支援します。 

○ へき地診療所の運営支援 

・ へき地診療所における安定的な医療を提供するため、設置主体の市町村にへき地医療

拠点病院、医師会・歯科医師会、住民等と連携したへき地診療所の課題の共有や今後の

                                                   
⑪ へき地医療支援病院とは、へき地診療所やへき地医療拠点病院に対する医師派遣等について一定の実績を有し、へき地医
療を業務とする社会医療法人の認定を受けた病院、又は、認定を目指し、へき地医療の確保に関する事業の医療連携体制
に係る医療提供施設として熊本県へき地保健医療対策に関する協議会において認められた病院のことです。 
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あり方についての協議を働きかけ、その協議を踏まえ、へき地診療所の計画的かつ効率

的な運営を支援します。 

○ へき地医療を支える医師の確保及び総合診療専門医の養成 

・ へき地医療を支える医師を確保するため、自治医科大学との連携や熊本大学等の医学

部生への医師修学資金貸与制度⑫を通じて、地域の実情や医師のキャリア形成を踏まえ

た自治医科大学卒業医師の派遣や修学資金貸与医師の配置を行います。 

・ へき地での活躍が期待される総合診療専門医を養成・確保するため、熊本大学に開設

する地域医療・総合診療実践学寄附講座⑬等において、地域医療に関する卒前からの継

続的な教育、総合診療専門研修プログラムの作成、地域の医療機関への医師派遣による

支援等を進めます。 

・ へき地医療等を担う医師を地域医療の現場で育成するため、熊本大学と連携し、地域

医療実践教育拠点の拡充など総合診療専門医を教育・育成する環境づくりを支援します。 

・ 総合診療専門医の資格取得を促進し、へき地等での診療を支援するため、専攻医がへ

き地等の医療機関に勤務しながら、指導医等の助言・指導を受けることやカンファレン

スの開催等が可能となる遠隔テレビ会議システムを整備します。 

・ 長年にわたりへき地医療の確保に貢献した功績をたたえ、へき地医療の重要性や魅力

を広く周知するため、医師をはじめとする医療従事者や医療機関を対象とする県独自の

表彰制度を創設します。 

○ へき地の救急搬送体制の強化 

・ 増加する様々な救急搬送ニーズへ迅速に対応するため、関係機関や隣県等との連携に

より、多様な搬送手段の確保など救急搬送体制を強化します。 

 

４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① ドクタープール制

度における派遣元

医療機関登録数 

－ ５病院 

（平成35年度） 

医師数や診療科等が充実している大

学病院、基幹型臨床研修病院等の数

を参考に設定。 

② へき地医療拠点病

院の数 

３病院 

（平成29年12月） 

５病院 

（平成35年度） 

へき地を有する地域のバランスやへ

き地診療所への医師派遣の実績等を

踏まえ設定。 

③ 遠隔テレビ会議シ

ステムを導入した

医療機関数 

３医療機関 

（平成29年３月） 

15医療機関 

（平成35年度） 

平成 35年度までに熊本大学総合診

療専門研修プログラムにおける地域

の全ての連携施設（公立等）に対し

てシステムを導入することを設定。 

 
                                                   
⑫ 医師修学資金貸与制度とは、県内の地域医療を担う医師を確保するため、将来、医師が不足している地域の病院等に医師
として勤務しようとする医学部生に対して修学資金を貸与する制度のことです。大学卒業後の一定期間、知事が指定する
地域の病院等で勤務した場合は、修学資金の返還が全額免除されます。 

⑬ 地域医療・総合診療実践学寄附講座とは、県からの寄附（負担割合：県3/4、市町村1/4）により熊本大学に開設され、
地域医療に関する卒前からの継続的な教育、総合診療（専門）医の育成や地域の医療機関における診療支援に関連する研
究を行う講座のことです。 
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５．へき地医療提供体制 
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【別図】ドクタープール制度のイメージ 

 
【参考１】県内のへき地診療所及びへき地歯科診療所 

  

  
 

【参考２】県内のへき地医療拠点病院 

  
熊本県医療政策課調査（平成29年7月1日現在） 

No 施設名 所在地
診療日1日平均
外来患者数（人）
（平成28年度）

1熊本市立熊本市民病院附属芳野診療所 熊本市西区河内町野出1410番地 11.9

2産山村診療所 阿蘇郡産山村大字山鹿489番地5 25.0

3阿蘇医療センター波野診療所 阿蘇市波野大字波野2703番地 21.1

4北部へき地診療所 上益城郡山都町東竹原285番地1 13.3

5緑川へき地診療所 上益城郡山都町緑川2015番地 9.3

6井無田へき地診療所 上益城郡山都町井無田1294番地3 13.3

7八代市立下岳診療所 八代市泉町下岳1562番地1 24.0

8八代市立椎原診療所 八代市泉町椎原3番地16 11.0

9国保水俣市立総合医療センター附属久木野診療所 水俣市久木野833番地 9.0

10芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所 葦北郡芦北町大字吉尾24番地4 8.9

11芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所大岩出張所 葦北郡芦北町大字大岩2614番地 7.1

12槻木診療所 球磨郡多良木町大字槻木芭蕉の本8 5.3

13古屋敷診療所 球磨郡水上村大字江代1658番地1 2.0

14五木村診療所 球磨郡五木村甲2672番地11 34.0

15上天草市立湯島へき地診療所 上天草市大矢野町湯島655番地 20.0

16教良木診療所 上天草市松島町教良木2948番地１ 17.3

17国民健康保険天草市立御所浦北診療所 天草市御所浦町横浦750番地13 23.0

１．へき地診療所

No 施設名 所在地
診療日1日平均
外来患者数（人）
（平成28年度）

1八代市立泉歯科診療所 八代市泉町柿迫3188番地2 0.6

２．へき地歯科診療所

常勤 非常勤
（常勤換算）

計

1 山都町包括医療センターそよう病院 上益城郡山都町滝上476番地2 57 4.00 2.54 6.54 43.3 145.8平成15年4月1日

2球磨郡公立多良木病院 球磨郡多良木町大字多良木4210 199 16.00 5.60 21.60 136.0 342.3平成15年4月1日

3上天草市立上天草総合病院 天草市龍ヶ岳町高戸1419番地19 195 9.00 4.49 13.49 164.0 488.0平成15年4月1日

病床数

１日平均
外来患者数
（人）

（平成28年度）

No 施設名 所在地
医師数（人） １日平均

入院患者数
（人）

（平成28年度）

指定年月日
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第５項 周産期①医療 
 

１．現状と課題  
○ 本県の周産期死亡率②は全国平均より低い状況ですが、出生後のハイリスク要因である

低出生体重児③及び極低出生体重児④の出生割合は、平成28年は全国平均より低くなった

ものの、これまで全国平均並み又はそれより高い状況で推移しています（この節第８項 

母子保健の図１・図２参照）。 

 ○ 高度な周産期医療を提供する周産期母子医療センターについては、総合周産期母子医

療センター２施設、地域周産期母子医療センター２施設を指定・認定していますが、熊

本中央圏域に集中しています（「５．周産期医療の医療圏」参照）。また、地域周産期中

核病院⑤については、８施設を位置付けています（「４．評価指標」の⑥参照）。 

○ 新生児集中治療室（以下「ＮＩＣＵ」という。）病床については、国の「周産期医療の

体制構築に係る指針」に基づき、48床を整備していましたが、平成28年熊本地震（以下

「熊本地震」という。）により熊本市民病院が被災し、18床が使用できなくなりました。

その後、熊本大学医学部附属病院と福田病院が各３床増床し、熊本市民病院が９床再開

したことで、45床となっています（平成 29年 10月現在）が、被災前の水準には戻って

いません（「４．評価指標」の⑦参照）。 

 ○ 母体・新生児搬送体制については、周産期母子医療センター等へのＰＨＳの配備や総

合周産期母子医療センターへの新生児用救急車の配備など、体制の強化に取り組んでき

ました。熊本地震の際には、こうした取組みが周産期医療機関等との患者情報の共有や

円滑な母体・新生児搬送に効果を発揮しました。 

 〇 精神疾患等の合併症を抱える妊産婦に対しては、精神科医等による内服治療も含めた 

専門的・医学的な管理が必要であり、周産期医療と精神科医療との連携が求められてい 

ます。 

 ○ 熊本地震の際には、熊本大学医学部附属病院をはじめとする県内小児・周産期医療機

関や、日本小児科学会・日本産科婦人科学会・日本新生児成育医学会により派遣された

医師及び県外から派遣された災害時小児周産期リエゾン等の協力を得て、患者搬送、医

師派遣、物資調達の調整や避難所における保健活動に対応しました。次の災害に備え、

県内で「災害時小児周産期リエゾン」を養成するなど、災害時の小児・周産期医療提供

体制の強化が求められています（「４．評価指標」の⑧参照）。 

                                                   
①  周産期とは、妊娠満22週から生後１週未満までの期間で、合併症妊娠（何らかの病気を持っている人が妊娠した場合、

もしくは妊娠中に新たに他の病気を発症した状態）や分娩時の新生児仮死（出生時の新生児にみられる呼吸、循環不全を

主徴とする症候群）等、母体・胎児や新生児の生命に関わる緊急な事態が発生する可能性が高い時期です。 
② 周産期死亡率とは、妊娠満22週以後の死産と生後１週未満の早期新生児死亡の合計の割合です。 
③ 低出生体重児は、出生時体重2,500g未満の新生児のことです。 
④ 極低出生体重児とは、出生時体重1,500g未満の新生児のことです。 
⑤ 本県では、周産期医療圏域ごとに状態が安定している「母体」又は「新生児」の管理を担う中核的な医療機関を地域周産

期中核病院として位置付けています。 
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○ 医療技術の進歩等を背景として、「医療的ケア児⑥」が全国的に増えています。小児訪

問看護ステーション相談支援センターや小児在宅医療支援センターが、在宅移行を支援

していますが、更なる支援の充実が求められています（「４．評価指標」の⑨参照）。 

○ 周産期医療に従事する医師や助産師等に対し、これまで育成研修や救急対処能力向上

研修などを実施してきましたが、継続的な育成が必要です。 

 

２．目指す姿 
 ○ 周産期母子医療センターが中心となって、地域周産期中核病院等への支援や連携を行 

い、周産期医療提供体制を強化します。また、周産期医療に必要な人材育成等を進め、質 

の高い周産期医療を提供します。 

 

３．施策の方向性 
 ○ 早産予防対策の推進 

・ 低出生体重児や極低出生体重児の出生を減少させるため、産科・歯科医療機関及び行

政が連携して行う「熊本型早産予防対策⑦」に取り組む市町村を拡大するとともに、妊

娠中の健康管理を徹底するため、妊婦等への禁煙や歯周病予防に関する指導や、妊婦健

康診査や歯科検診の受診の必要性等について啓発を行います。 

 ○ 周産期医療提供体制の強化 

・ 熊本中央圏域以外の地域における周産期医療提供体制を強化するため、地域周産期

母子医療センターや地域周産期中核病院の整備を推進します。 

  ・ 質の高い周産期医療を提供するため、熊本市民病院の機能回復等を通じ、県内のＮ

ＩＣＵ病床を48床確保するなど、周産期医療提供体制を整備します。 

  ・ 母体・新生児搬送体制を強化するため、ＰＨＳの配備や「くまもとメディカルネッ 

トワーク⑧」の活用等により、周産期母子医療センターと地域周産期中核病院との連携 

を強化します。 

  ・ 精神疾患等の合併症を抱える妊産婦への医療提供体制を強化するため、周産期医療

協議会等を通じて、精神疾患等の関係機関との連携を推進します。 

  ・ 災害時における小児・周産期医療提供体制を強化するため、小児・周産期関係学会 

等との連携を推進するとともに、災害対策本部等に災害医療コーディネーターのサポ 

ート役として小児・周産期医療の調整役となる「災害時小児周産期リエゾン」を計画 

的に養成します。 

 

                                                   
⑥ 医療的ケア児とは、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養など

の医療的ケアが日常的に必要な障がい児のことです。 
⑦ 熊本型早産予防対策とは、産科・歯科医療機関、行政が連携し、早産と関係が深い絨毛膜羊膜炎（胎児を包む膜の炎症）

と歯周病の対策、禁煙等の保健指導を多角的に実施する取組みのことです。 
⑧ くまもとメディカルネットワークとは、県内の医療機関をはじめ、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス施設・事 

業所など関係機関をネットワークでつなぎ、患者や利用者の診療・調剤・介護に必要な情報を共有し、医療や介護サービ 

スに活かすシステムです（URL：http://kmn.kumamoto.med.or.jp/）。 
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○ ＮＩＣＵ退院児等の在宅移行支援 

・ ＮＩＣＵ退院児等の在宅移行を支援するため、小児訪問看護ステーション相談支援

センターや小児在宅医療支援センターが中心となり、地域の訪問看護師や理学療法士

などの多職種、周産期中核病院、市町村等との連携を強化します。 

○ 周産期医療従事者の人材育成 

・ 周産期医療に従事する医師や助産師など必要な人材を育成するため、専門的な知識

や技術の習得や従事者の技能に応じた研修を計画的に実施します。 

 

４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 低出生体重児出

生率⑨ 

9.49％ 

全国平均9.47％ 

(平成27年) 

9.47％以下 

（平成34年） 

早産予防対策の推進等により、低出

生体重児の出生率を全国平均以下

にする。 

② 極低出生体重児

出生率⑩ 

0.89％ 

全国平均0.75％ 

（平成27年） 

0.75％以下 

（平成34年） 

早産予防対策の推進等により、極低

出生体重児の出生率を全国平均以

下にする。 

③ 妊産婦死亡数 1人 

全国合計34人 

（平成28年） 

０人 

（平成35年） 

周産期医療提供体制の強化等によ

り、妊婦死亡０人を目指す。 

④ 周産期死亡率⑪ 3.2‰ 

全国平均3.6‰ 

（平成28年） 

3.2‰以下 

（平成35年） 

周産期医療提供体制の強化等によ

り、全国平均を下回る周産期死亡率

を更に改善する。 

⑤ 新生児死亡率⑫ 1.1‰ 

全国平均0.9‰ 

（平成28年） 

0.9‰以下 

（平成35年） 

周産期医療提供体制の強化等によ

り、新生児死亡率を全国平均以下に

する。 

⑥ 

 

周産期母子医療

センター設置数 

４か所 

（平成28年度） 

５か所 

（平成35年度） 

地域の中核的な周産期医療を担う

地域周産期母子医療センターを熊

本中央圏域以外に１か所増設する。 

⑦ ＮＩＣＵ病床数 45床 

（平成29年10月） 

48床 

（平成31年度） 

国の指針に基づき、熊本地震前の

48床を確保する。 

⑧ 熊本県災害時小

児周産期リエゾ

ンの養成数 

産婦人科医１人 

小児科医 ２人 

（平成29年10月） 

産婦人科医６人 

小児科医 ６人 

（平成35年度） 

災害時の急性期において、リエゾン

２人が 24時間体制で、最大３日間

従事できる体制を整備する。 

⑨ 小児在宅医療支

援センターが連

携した市町村数 

２市 

（平成29年10月） 

45市町村 

（平成35年度） 

小児在宅医療支援センターを中心

に地域の多職種、医療機関、市町村

等との連携を強化し、県内全市町村

における小児在宅医療体制の整備

を目指す。 

                                                   
⑨  低出生体重児出生率（％）＝（低出生体重児出生数／年間出生数）×100 
⑩  極低出生体重児出生率（％）＝（極低出生体重児出生数／年間出生数）×100 
⑪  周産期死亡率（出産千対：‰）＝（妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数）／（出生数＋妊娠22週以後の死産数）
×1,000 
⑫  新生児死亡率（出生千対：‰）＝（年間新生児（生後28日未満）の死亡数／年間出生数）×1,000 
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５．周産期医療の医療圏 
  周産期母子医療センター及び地域周産期中核病院を中核にした圏域を周産期の医療圏と

します。 

  ※ 第６次保健医療計画において設定していた阿蘇圏域については、地域周産期中核病

院が存在しないため、熊本中央圏域に含めることとします。 
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６．周産期医療の医療連携体制・医療機能 

 
 
【周産期母子医療センター等の医療機能】 

 

　

　※ＮＩＣＵ退院児等の在宅移行支援に関する医療連携については、第６項小児医療「６．小児医療の医療

　連携体制・医療機能」に掲載。

搬

送

地域新生児中核病院

その他の地域周産期医療関連施設等（地域の産科医療施設、助産所等）

母体救急疾患、他科合併症妊娠・分娩、新生児救急疾患

総合周産期母子医療センター

熊本市民病院 熊本大学医学部附属病院

地域周産期母子医療センター

熊本赤十字病院 福田病院

地域周産期中核病院

地域産科中核病院

連

携

・

搬

送

搬

送

水俣市立総合医療センター

天草地域医療センター

荒尾市民病院 慈恵病院

熊本医療センター 熊本労災病院

人吉医療センター 天草中央総合病院

○母体又は胎児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療を提供。

○地域周産期母子医療センターや地域周産期中核病院等と連携。

○周産期に係る比較的高度な医療行為を行う。

連

携

連

携

連携

連携

連携

連

携

・

搬

送

総合周産期母子医療センター 地域周産期母子医療センター 地域周産期中核病院 

○相当規模のＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）を含

む産科病棟及びＮＩＣＵを含む新生児病棟を備え、常

時の母体及び新生児搬送受入体制を有する。 

○合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等）、胎

児・新生児異常（超低出生体重児、先天異常児等）等

母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、

高度な新生児医療等の周産期医療を行う。 

○必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連

携し、脳血管疾患、心疾患、敗血症、外傷、精神疾患

等を有する母体に対応する。 

○地域周産期医療関連施設等からの救急搬送を受け入れ

るなど、周産期医療体制の中核として地域周産期母子

医療センターその他の地域周産期医療関連施設等との

連携を図る。 

○災害時を見据えて業務継続計画を策定する。また、本

県のみならず近隣県の被災時においても、災害時小児

周産期リエゾン等を介して物資や人員の支援を積極的

に担う。 

 
※上記以外に必要な設備等については、「周産期医療の体制構築に
係る指針」（平成29年３月31日付け厚生労働省医政局地域医療
計画課長通知）に基づく。 

○産科及び小児科（新生児診療を担

当するもの）等を備え、周産期に

係る比較的高度な医療行為を行

う。 

○地域周産期医療関連施設等からの

救急搬送や総合周産期母子医療セ

ンターその他の地域周産期医療関

連施設等との連携を図る。 

 
※上記以外に必要な設備等については、
「周産期医療の体制構築に係る指針」

（平成29年３月31日付け厚生労働省医
政局地域医療計画課長通知）に基づく。 

周産期医療圏域毎に状態が安定している「母体」

又は「新生児」の管理を担う中核的な医療機関を「地

域周産期中核病院」として位置付ける。 

 

※本県が独自に設定した基準に基づく。 

○地域の関係医療機関と連携し、状態が安定してい

る母体及び新生児の地域の周産期医療施設からの

搬送受入や周産期母子医療センターからの戻り搬

送受入等を支援する。 

 

地域産科中核病院 地域新生児中核病院 

○産婦人科医の複数配

置により、母体救急疾

患、他科合併症を有す

る妊娠等、迅速な救急

対応が必要とされる

妊婦に対する産科医

療を行うことができ、

地域の中核的役割を

担うことが可能な病

院。 

○複数の小児科医師、新生

児医療を行う施設・設備

と看護師を備えること

により、新生児救急疾

患、他科合併症を有する

新生児、2,500ｇ未満の

低出生体重児等の迅速

な救急対応が必要とさ

れる新生児に対する新

生児医療を行い、地域の

中核的な役割を担うこ

とが可能な病院。 
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第６項 ⼩児医療（⼩児救急医療を含む） 
 

１．現状と課題  
○ 小児救急医療体制については、平成25年４月に熊本赤十字病院が小児救命救急センタ

ーを整備したことにより、小児救急医療拠点病院の熊本地域医療センター及び天草地域医

療センターとともに、重篤な小児救急患者等を24時間受け入れられる体制が整いました。

今後、この体制を維持していく必要があります（「６．小児医療の医療連携体制・医療機

能」参照）。 

○ 急病により救急搬送される乳幼児の軽症者割合は低下傾向にあるものの、依然として

高い状況です。このような状況を踏まえ、夜間・休日に子どもの急病等に関して看護師

が助言等を行う小児救急電話相談（＃8000）の相談時間を、平成28年８月に延長したと

ころ、相談件数が増加しています（図１参照）。一方で、「保健医療に関する県民意識調

査」（平成29年3月）によると、子育て世代（20～40歳代）の50％が小児救急電話相談

（＃8000）を「知らなかった」と回答しています。 

【図１】急病により救急搬送される乳幼児の軽症者割合と小児救急電話相談（＃8000）の相談件数 

 
（出典：消防庁「救急・救助の現状」、熊本県医療政策課調べ） 

○ 医療技術の進歩等を背景として、「医療的ケア児①」が全国的に増えています。小児訪

問看護ステーション相談支援センターや小児在宅医療支援センターが、在宅移行を支援

していますが、更なる支援の充実が求められています（「４．評価指標」⑤参照）。 

○ 平成28年熊本地震の際には、熊本大学医学部附属病院をはじめとする県内小児・周産

期医療機関や、日本小児科学会・日本産科婦人科学会・日本新生児成育医学会により派

遣された医師及び県外から派遣された災害時小児周産期リエゾン等の協力を得て、患者

搬送、医師派遣、物資調達の調整や避難所における保健活動に対応しました。次の災害

に備え、県内で「災害時小児周産期リエゾン」を養成するなど、災害時の小児・周産期

医療提供体制の強化が求められています（「４．評価指標」⑥参照）。 

○ 限られた医療資源の中で、患者に必要な小児医療が提供される体制の強化や、小児期

に発症した疾患やその合併症をその後も継続している患者（キャリーオーバー患者）に

対応する移行期の医療提供体制の確立が求められています。 

                                                   
① 医療的ケア児とは、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養など

の医療的ケアが日常的に必要な障がい児のことです。 

10,194
11,121 10,828

12,201

16,192

79.4
77.0 76.2

73.1

69.7

8,000

11,000

14,000

17,000

60.0

70.0

80.0

90.0

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（件）（％） 相談件数 軽傷者の割合

注：軽症者の割合については、暦年集計
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２．目指す姿 
○ 子どもが急に病気になっても、保護者が安心して適切に対応できるように、相談体制

や、小児救急医療、小児在宅医療などの小児医療提供体制を強化します。 

 

３．施策の方向性 

○ 小児救命救急センター及び小児救急医療拠点病院の整備支援 

・ 重篤な小児救急患者等に24時間体制で対応するため、小児救命救急センター及び小

児救急医療拠点病院の整備を支援します。 

○ 夜間・休日の相談対応及び適切な受診の推進 

・ 夜間・休日の子どもの急病等に関して、保護者の不安を解消し、適切な受診を促すた

め、小児救急電話相談（#8000）を実施するとともに、県民への更なる事業の周知を行

います。併せて、軽症の場合はできるだけかかりつけ医等の受診を促すため、子どもの

ケガや急病に関する「小児救急ガイドブック」の周知も行います。 

 ○ 小児在宅医療体制の強化 

・ ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）退院児等の在宅移行を支援するため、小児訪問看護ス

テーション相談支援センターや小児在宅医療支援センターが中心となり、地域の訪問看

護師や理学療法士などの多職種や中核となる病院、市町村等との連携を強化します。 

○ 災害時小児・周産期医療提供体制の強化 

・ 災害時における小児・周産期医療提供体制を強化するため、小児・周産期関係学会等

との連携を推進するとともに、災害対策本部等に災害医療コーディネーターのサポート

役として小児・周産期医療の調整役となる「災害時小児周産期リエゾン」を計画的に養

成します（再掲：この節第５章 周産期医療に記載）。 

○ 小児医療関係機関の連携推進 

・ 本県の小児医療体制やキャリーオーバー患者に対する移行期医療提供体制を強化する

ため、「くまもとメディカルネットワーク②」の活用や、医療機関等の関係者が協議を行

う小児医療体制検討会議等を通じて、小児医療に係る関係機関の連携を推進します。 

 

 

  

                                                   
② くまもとメディカルネットワークとは、県内の医療機関をはじめ、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス施設・事

業所など関係機関をネットワークでつなぎ、患者や利用者の診療・調剤・介護に必要な情報を共有し、医療や介護サービ

スに活かすシステムです（URL：http://kmn.kumamoto.med.or.jp/）。 
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４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 乳児死亡率③ 1.9‰ 

全国平均2.0‰ 

（平成28年） 

1.9‰以下 

（平成35年） 

夜間・休日の相談対応や小児救急

医療拠点病院等の整備支援等に

より、全国平均を下回る乳児死亡

率を更に改善する。 

② 幼児死亡率④ 0.6‰ 

全国平均0.5‰ 

（平成28年） 

0.5‰以下 

（平成35年） 

夜間・休日の相談対応や小児救急

医療拠点病院等の整備支援等に

より、全国平均以下にする。 

③ 小児（15歳未満）

の死亡率⑤ 

0.2‰ 

全国平均0.2‰ 

（平成28年） 

0.2‰以下 

（平成35年度） 

夜間・休日の相談対応や小児救急

医療拠点病院等の整備支援等に

より、全国平均並みの小児死亡率

を更に改善する。 

④ 急病により救急搬

送される乳幼児の

軽症者割合 

69.7％ 

（平成28年） 

60％未満 

（平成35年度） 

夜間・休日の相談対応や適切な受

診の周知等により、乳幼児の軽症

者割合を現状から10％改善する。 

⑤ 小児在宅医療支

援センターが連

携した市町村数

【再掲】 

２市 

（平成29年10月） 

45市町村 

（平成35年度） 

小児在宅医療支援センターを中

心に地域の多職種、医療機関、市

町村等との連携を強化し、県内全

市町村における小児在宅医療体

制の整備を目指す。 

⑥ 熊本県災害時小

児周産期リエゾ

ンの養成数【再

掲】 

産婦人科医１人 

小児科医 ２人 

（平成29年10月） 

産婦人科医６人 

小児科医 ６人 

（平成35年度） 

災害時の急性期において、リエゾ

ン２人が 24時間体制で、最大３

日間従事できる体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
③ 乳児死亡率（出生千対：‰）＝（年間乳児（生後１年未満）死亡数／年間出生数）×1,000 
④ 幼児死亡率（出生千対：‰）＝（５歳未満の死亡数／５歳未満人口）×1,000 
⑤ 小児（15歳未満）の死亡率（小児人口千対：‰）＝（15歳未満の死亡数／15歳未満人口）×1,000 
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５．⼩児医療の医療圏 
  小児患者に一定の入院医療を提供できる病院を中心として圏域を設定します。 
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６．⼩児医療の医療連携体制・医療機能 
（１）小児医療の連携体制 

 

 

（２）小児医療機関の医療機能 

 

 

 

 

【小児救命救急医療】
○小児救命救急センター

・熊本赤十字病院

【高度小児専門医療】

・熊本大学医学部附属病院

【一般小児医療】

・小児科標榜診療所、一般病院小児科

・一定の入院医療を提供できる病院

【小児地域支援病院】

・小児医療過疎地域において不可欠の小児科病

院として軽症の診療、入院に対応

【入院小児救急】

・小児救急医療拠点病院

・一定の入院医療を提供できる病院

【相談支援】
・小児救急電話相談（＃８０００）

【初期小児救急】
・休日夜間急患センター（開業医の出務方式）

・在宅当番医、各医療圏の中核となる病院等

参画

連携

発症

重篤な小児患者の紹介

相談支援

高度小児専門医療 小児救命救急医療 小児専門医療 入院小児救急 一般小児医療 初期小児救急 小児地域支援病院
１） 健康相談等の支援

・高度な専門入院医
療を実施
・当該地域における
医療従事者への教
育や研究を実施

・小児の救命救急医
療を24 時間体制で
実施

・一般の小児医療機
関では対応が困難な
患者に対する医療を
実施
・小児専門医療を実
施

・入院を要する小児救
急医療を24 時間体制
で実施

・地域に必要な一般
小児医療を実施
・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

・初期小児救急を実
施

・小児医療過疎地域
において不可欠の小
児科病院として、軽
症の診療、入院に対
応

・小児の急病対応支援
・地域の医療資源、福
祉サービス等の情報提
供
・救急蘇生法等の実施
・小児かかりつけ医を
持ち適正な受療行動
をとる

県

●熊本大学医学部
附属病院

●熊本赤十字病院

※H25.4～小児救
命救急センター

●一定の入院医療
を提供できる病院
（公立玉名中央病
院、熊本再春荘病
院、熊本市民病
院、熊本大学医学
部附属病院、熊本
中央病院、熊本医
療センター、熊本労
災病院、水俣市立
総合医療センター、
人吉医療センター）

●小児救急医療拠
点病院(熊本赤十字
病院、熊本地域医療
センター、天草地域
医療センター）

●小児科標榜診療
所

●一般病院小児科

●休日夜間急患
センター

●在宅当番医

●公立玉名中央病
院、熊本再春荘病
院、熊本労災病
院、水俣市立総合
医療センター、人吉
医療センター、天草
地域医療センター

※日本小児科学会の

「地域振興小児科A２）」
候補病院推薦事業

●小児救急電話相
談事業（＃8000）

●熊本大学医学部
附属病院小児在宅
医療支援センター
（H28.12.1～）

●小児訪問看護ス
テーション相談支援
センター
（H27.3.2～）

一般小児医療小児地域医療センター小児中核病院

１）小児地域支援病院 ：日本小児科学会の「地域振興小児科病院A」に相当するもの
２）地域振興小児科A：小児中核病院又は小児地域医療センターがない医療圏において最大の病院小児科であり、小児中核病院又は小児地域医療センターからアクセス不良（車で1時間以上）で
あるもの。

機
能
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（３）小児在宅医療に係る連携体制 

 

　※　　　　　は在宅支援の調整（コーディネート）を行う機関

医療的ケア児

（自 宅）

・緊急往診

（訪問診療医・かかりつけ医）

・緊急受入

（病院・有床診療所）

入院医療機関

（ＮＩＣＵ、ＰＩＣＵ等）

訪問看護

（訪問看護ス

テーション）

レスパイトケア

（日中一時支援、医療型障害

児入所施設等）

療育・デイケア・リハビリ・

生活支援（障害児通所施

設等）

在宅療養への準備を行う機関

リハビリや保護者の医療的ケ

ア指導

訪問診療

（診療所等）

地域連携室、 ＮＩＣＵ入院児支援者

教育（学校）

※入院医療機関と在

宅医療に係る機関との

協働による退院支援

の実施

一定の入院医療を提

供できる病院

（各地域の中核となる

病院）

熊本大学医学部附属病院

小児在宅医療支援センター

保健師活動

（市町村・保健所

訪問看護ステーション相談

支援センター
障害児相談支援事業所等

（療育支援のコーディネート）
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第７項 ⻭科保健医療 
 

１．現状と課題                   

○ 乳幼児と学齢期の子どものむし歯の有病状況の把握には、３歳児と12歳児のむし歯の

状況が用いられます①。むし歯のない３歳児の割合は全国平均と比べて低く、12歳児の平

均むし歯数は減少傾向にはありますが、まだ全国平均を上回っている状況です（図１・

図２参照）。 

 【図１】むし歯のない３歳児の割合      【図２】12歳児一人平均むし歯数 

  
（出典：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」）     (出典：文部科学省「学校保健統計調査」、熊本県健康づくり推進課「歯

科保健状況調査」) 

○ 本県の成人のうち進行した歯周病のある人の割合は、40歳、50歳、60歳のいずれも前

回調査より増加しています（図３参照）。また、歯周病検診を実施している市町村は 23

市町村（平成29年度）であり、全ての市町村で歯周病検診及び歯科保健指導等を受ける

ことができない状況です。 

【図３】歯周病の人の割合             

       
        （熊本県健康づくり推進課「歯科保健実態調査」） 

○ 近年、口腔ケアが誤嚥性肺炎等の合併症予防や周術期の口腔機能管理によって在院日

数の短縮につながることが報告されるなど、口腔と全身との関係について広く指摘され

ており、医科と歯科とが連携し、入院患者等に歯科保健医療を提供することが重要にな

っています。 

                                                   
① ３歳児は、乳歯咬合の完成する年齢のため、乳歯のむし歯有病状況の把握に用いられます。また、12歳児は、永久歯咬

合が完成する年齢のため、永久歯のむし歯状況の把握に用いられています。 
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※本項の内容については、「第４次熊本県歯科保健医療計画」に
詳細を記載しています。 
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○ 本県の人口10万人当たりの歯科診療所数は、48.0施設と平成23年度（46.0施設）と

比べ増加しつつありますが、全国平均（54.3施設）に比べて少ない状況です（図４参照）。 

        【図４】人口10万人当たりの歯科診療所数 

         
           （出典：厚生労働省「医療施設動向調査」） 

○ 障がい児（者）が受診できる歯科医療機関数は増加していますが、地域によって偏在

があり、全ての医療機関が受け入れている状況ではありません。また、施設職員やその

保護者による歯科疾患の予防や歯科医師による障がい特性に配慮した対応が十分でない

部分もあります。 

 ○ 通常の診療時間として休日、平日夜間を掲げる歯科診療所が増えてきていますが、休

日当番医により、休日の救急診療や夜間診療に対応できる保健医療圏域は５圏域（熊本・

上益城、有明、菊池、八代、天草）と限られています。 

 ○ 訪問歯科診療を行う在宅療養支援歯科診療所のない市町村は、13町村となっています。 

○ 近年、避難所や避難生活における歯科医療や誤嚥性肺炎予防等のための専門的口腔ケ

ア等の重要性が明らかになっています。平成28年熊本地震の際には、歯科医師会等の県

内外の関係団体とともに、口腔衛生支援物資の配布や歯科治療が必要な被災者への応急

歯科処置、肺炎、歯科疾患予防のための口腔衛生管理などの歯科医療救護活動を行いま

した。しかし、県及び市町村と歯科医師会との間で歯科保健医療に関する情報提供や連

携が十分ではありませんでした。 

 

２．目指す姿 
 ○ 全ての県民が年齢や心身の状況などに応じて、歯や口腔に係る良質な保健医療サービ

スの提供を受けることができるようにします。 

 

３．施策の方向性 

○ 乳幼児期及び学齢期のむし歯予防対策の充実 

・ 乳幼児期のむし歯の有病状況を改善するため、市町村や保育所・幼稚園等での歯科

健診・歯科保健指導の機会の増加や歯磨き習慣・適切な食生活習慣の定着に向けて、

フッ化物応用や歯科保健指導の充実に取り組みます。 

・ 学齢期のむし歯の有病状況を改善するため、県内全ての小中学校でのフッ化物洗口実

53.3 53.7 54.0 54.0 54.1 54.3 

46.0 46.6 46.9 47.4 47.6 48.0 

20
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70

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（施設）

熊本県

全国
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施を目指し、熊本市に対してフッ化物洗口実施校の拡大に向けての働きかけを行います。

また、既にフッ化物洗口を実施している市町村へは、安全かつ効果的な方法での継続・

定着に向けての支援を行います。 

○ 歯周病予防対策の充実 

・ 歯周病の早期発見・早期治療を推進するため、歯科健診の必要性やかかりつけ歯科

医②を持つことの重要性について啓発を行います。 

・ 全市町村での歯周病検診の実施を目指し、検診を実施していない市町村の理由等を

把握し、実施体制の整備等の取組みを支援します。 

○ 医科歯科連携の推進 

・ がん等治療時の誤嚥性肺炎等の合併症予防や口腔機能の維持につなげるため、口腔

ケアや口腔機能管理に関する研修等を通じて、歯科保健関係者の資質向上に取り組む

とともに、がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病などの医科と歯科の更なる連携を推進

します。特に、回復期に関しては、回復期医科歯科連携協議会を通じて、回復期病院

と歯科診療所等との医科歯科連携を進めます。 

○ 障がい児（者）への歯科保健医療の提供 

・ 障がい児（者）の歯科疾患の予防及び口腔機能の維持向上を図るため、その保護者

や施設職員に対して、むし歯予防や口腔清掃等の指導を行います。また、歯科医師や

歯科衛生士を対象として障がいの特性に応じた治療方法についての研修を行い、歯科

専門職の育成や、障がい児（者）が受診可能な歯科医療機関の増加に取り組みます。 

・  障がい児（者）に対して適切な歯科医療が提供できるよう、その中心的役割を担っ

ている熊本県歯科医師会立口腔保健センターの支援を行います。 

○ 休日の救急・夜間の診療体制整備への支援 

・ 休日の救急診療や夜間診療の体制を強化するため、関係機関による休日の救急・夜

間診療の運営等を支援します。 

○ 訪問歯科診療の体制整備 

・ 訪問歯科診療体制を強化するため、訪問歯科診療の器材整備等の支援や、在宅療養

支援歯科診療所の登録促進に取り組みます。また、訪問歯科診療に携わる歯科医師及

び歯科衛生士の人材育成等を進めます。 

○ 災害時歯科保健医療提供体制の整備 

・ 災害時の歯科保健医療提供体制を整備するため、歯科医師会等の関係機関との連携

を強化します。また、平成28年熊本地震の経験を踏まえ、災害時には災害医療コーデ

ィネーターの下で、歯科医療関係団体と医療チーム等との情報共有や連携を推進しま

す。 

 

 

 

                                                   
② かかりつけの歯科医とは、ライフサイクルに沿って、継続的に口と歯に関する保健・医療・介護等を提供し、地域に密着

した役割を果たすことができる歯科医をいいます。 
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４．評価指標 

指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① むし歯のない幼児

（３歳児）の割合

【再掲】 

74.8％ 

(平成27年度) 

80％以上 

（平成33年度） 

保育所等での歯科健診・歯科保健指

導を充実することで、むし歯のない

３歳児の割合を 80％以上とするこ

とを目指す。 

② 12歳児一人平均む

し歯数【再掲】 

1.13本 

（全国平均0.84本） 

(平成28年度) 

0.84本以下 

（平成34年度） 

フッ化物洗口の取組みを継続し、全

国平均を下回ることを目指す。 

③ 歯周病を有する人

の割合 

40歳：51.6％ 

60歳：65.1％ 

(平成28年度) 

40歳：35％以下 

60歳：50％以下 

（平成34年度） 

歯周病予防対策を推進することで、

40歳及び 60歳の歯周病有病者率を

それぞれ 15％程度低下させること

を目指す。 

④ がん診療の医科歯

科連携紹介患者数 

 

1,140人 

(平成29年３月) 

2,000人以上 

（平成34年度） 

がん診療における口腔合併症を予防

するため、医科歯科連携を推進し、

がん診療の医科歯科連携紹介患者を

1,000人程度増加させることを目指

す。 

⑤ 在宅療養支援歯科

診療所数【再掲】 

226施設 

(平成29年10月) 

250施設 

(平成35年10月) 

器材整備を進めることにより、在宅

療養支援歯科診療所数を約 10％増

加させる。 

⑥ 医科歯科連携を行

う回復期病院数 

６病院 

(平成29年６月) 

20病院 

(平成36年３月) 

回復期病院と歯科診療所等との連携

を進め、新たに14病院（年間２病院

程度）で医科歯科の連携を開始する

ことを目指す。 

⑦ 障がい児（者）のむ

し歯予防や口腔清

掃等の知識・技術を

習得した職員を有

する入所施設の割

合 

― 50％ 

（平成32年度） 

障がい児（者）のむし歯予防や口腔

清掃等に関する研修を行うことで、

県内の５割の施設にその知識や技術

を習得した職員がいる状態を目指

す。 
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第８項 ⺟⼦保健 
 

１．現状と課題 
 ○ 地域のつながりの希薄化等により、妊産婦や子育て中の方の孤立感や負担感が高まっ

ています。市町村には妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対して、総合的な相

談支援を行うことが求められています。 

 ○ 近年、結婚年齢や妊娠・出産年齢の上昇に伴い、不妊に悩む方が増加しています。不

妊治療は経済的、身体的、精神的負担が大きいことから、支援が求められています。 

 ○ 本県の周産期死亡率①は全国平均より低い状況ですが、出生後のハイリスク要因である

低出生体重児②及び極低出生体重児③の出生割合は、平成28年は全国平均より低くなった

ものの、これまで全国平均並み又はそれより高い状況で推移しています（図１・図２参

照）。 

【図１】低出生体重児出生率（出生百対）    【図２】極低出生体重児出生率（出生百対） 

  
（出典［図１・図２］：厚生労働省「人口動態調査」） 

○ 平成28年度の３歳児健康診査時の聞取りで、約３割の保護者が「育てにくさ」を感じ

ており、その要因は、子どもの心身の状態や発達・発育の偏り、慢性疾患によるもの、

養育環境の問題等多岐にわたっています。 

○ 平成 28年度の本県の 10歳代の人工妊娠中絶実施率④（5.5‰）は、全国平均（5.0‰）

より高い状況です（「４．評価指標」の⑤参照）。 

 

２．目指す姿 
 ○ 全ての子どもが健やかに育ち、安心して子どもを生み育てることができるようにしま

す。 

                                                   
① 周産期死亡率とは、妊娠満22週以後の死産と生後 1週未満の早期新生児死亡の合計の割合です。 
② 低出生体重児とは、出生時体重2,500g未満の新生児のことです。 
③ 極低出生体重児とは、出生時体重1,500g未満の新生児のことです。 
④ 10歳代の人工妊娠中絶実施率とは、19歳以下の人工妊娠中絶件数の割合で、15～19歳の女性人口千対（‰）で表章して

います。 
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※本項の内容については、「くまもと子ども・子育てプラン」の内容か
ら、保健医療に関係する部分を中心に記載しています。 
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３．施策の方向性 
 ○ 妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目ない支援体制の整備 

・ 妊娠期から子育て期にわたり切れ目なく妊産婦や子育て中の方を支援するため、市町

村による子育て世代包括支援センターの設置等の総合的相談体制の整備を促進します。 

 ○ 不妊に悩む方への支援の充実 

・ 妊娠・出産の希望を実現するために、不妊に悩む方への体外受精及び顕微授精の治療

費を助成するとともに、妊娠や不妊に関する知識の普及・啓発や相談支援を行います。 

 ○ 早産予防対策の推進（再掲：この節第５項 周産期医療に記載） 

・ 低出生体重児や極低出生体重児の出生を減少させるため、産科・歯科医療機関及び行

政が連携して行う「熊本型早産予防対策⑤」に取り組む市町村を拡大するとともに、妊

娠中の健康管理を徹底するため、妊婦等への禁煙や歯周病予防に関する指導、妊婦健康

診査や歯科検診の受診の必要性等について啓発を行います。 

 ○ 個々の育児の状況に応じた保護者への支援の強化 

・ 子どもの心身の状態や発達・発育の偏り、慢性疾患等により育てにくさを感じる保護

者を支援するため、医療機関や行政等の関係者による連携した支援や専門的相談等を

行います。 

 ○ 思春期保健対策の推進 

・ 10歳代の予期しない妊娠をなくし、人工妊娠中絶を減らすため、学校と連携して高

校生等の若い世代に対して、講演会等を通じて、性や生、ライフデザインに関する正

しい知識の普及・啓発や相談窓口の周知を行います。 

 

４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 子育て世代包括支

援センターの設置

市町村数 

２市町村 

（平成28年度末） 

45市町村 

（平成32年度末） 

国の方針で平成32年度末までに全市

町村に設置することを目指すとされ

ている。 

② 低出生体重児出生

率【再掲】 

9.49％ 

全国平均9.47％ 

（平成27年） 

9.47％以下 

（平成34年） 

早産予防対策の推進等により、低出生

体重児の出生率を全国平均以下にす

る。 

③ 極低出生体重児出

生率【再掲】 

0.89％ 

全国平均0.75％ 

（平成27年） 

0.75％以下 

（平成34年） 

早産予防対策の推進等により、極低出

生体重児の出生率を全国平均以下にす

る。 

④ 育てにくさを感じたと

きに、相談先などの解

決方法を知っている割

合（３歳児健康診査時） 

81.2％ 

（平成28年度） 

90％ 

（平成34年度） 

個々の育児の状況に応じた保護者へ

の相談支援等の実施により、現状か

ら増加を目指す。 

⑤ 10歳代の人工妊娠

中絶率 

5.5‰ 

全国平均5.0‰ 

（平成28年度） 

5.0‰以下 

（平成34年度） 

思春期保健対策の推進等により、全

国平均以下にする。 

 
                                                   
⑤  熊本型早産予防対策とは、産科・歯科医療機関、行政が連携し、早産と関係が深い絨毛膜羊膜炎（胎児を包む膜の炎症）

と歯周病の対策、禁煙等の保健指導を多角的に実施する取組みのことです。 
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第９項 ⾼齢者保健医療福祉（介護保険含む） 
 

１．現状と課題 
 ○ 本県の平均寿命は平成27年に男性が全国７位、女性が６位と高いものの、健康寿命（平

成 25年推計値）は男性が全国８位、女性が 25位に留まっています。また、本県の要介

護認定率は全国平均よりも一貫して高く、上昇傾向にあります（図１参照）。 

    【図１】本県及び全国の要介護認定率の推移（各年４月末日現在） 

     
（出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」） 

 ○ 国の調査①では、就労を希望する高齢者が約７割で、就業率は約２割となっています。 

○ 認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・介護の多

職種への認知症対応力向上研修等を通して、３層構造の認知症医療・介護体制の整備等

を進めるとともに、認知症サポーターの養成など認知症に関する啓発を行っています。 

 〇 高齢者人口が増加していく中で、高齢者が認知症や要介護状態になっても、住み慣れ

た地域において、自分らしい暮らしを支える上で重要となる在宅医療等の充実を図って

いくことが求められています。 

 〇 高齢者人口の増加により介護サービスの需要は増加していますが、介護職の離職率は

高く、介護人材の需給ギャップが生じており、介護職員の数の確保が求められるととも

に、高齢者に対する適正な介護サービス確保のため、その質の確保も求められています。 

    【参考】本県及び全国の高齢者人口の推移 

 
   （「国勢調査」、「日本の将来推計人口」等を基に熊本県高齢者支援課作成） 

 

２．目指す姿 
 ○ 「高齢者が健やかに暮らし、いきいきと活躍できる“長寿で輝く”くまもと」の実現

に向けて、全ての高齢者が、「暮らしたいと思う地域・場所で」、「快適かつ安心・安全に」、

「生きがいと社会参加の機会を持ちながら」、自立して長寿を全うすることができるよう

にします。 

                                                   
① 出典：内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」（平成26年）、総務省「平成28年労働力調査結果」 
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(1980) (1985) (1990) (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020) (2025) (2030) (2035) (2040)

（千人） 65～74歳人口・熊本県

75歳以上人口・熊本県

高齢化率・熊本県

75歳以上人口割合・熊本県

高齢化率・全国

75歳以上人口割合・全国

実績値 推計値 

210

284 

341

242

437
396

463
511

545 554 550 539 534

※本項については、「熊本県高齢者福祉計画・介護保険事業
支援計画」に詳細を記載しています。 
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３．施策の方向性 
 ○ 生涯現役社会の実現と熊本型自立支援ケアマネジメント、健康づくりの推進 

・ 生涯現役社会を実現するため、ハローワーク、シルバー人材センター等のマッチング

機関、事業者団体、高齢者団体等と連携して高齢者の就労を促進するとともに、高齢者

によるスポーツ文化活動や社会貢献活動を支援します。 

・ 健康寿命を延ばすため、地域リハビリテーション体制を生かした自立支援の取組みを

推進するとともに、ロコモティブ・シンドローム予防を推進し、高齢者の食や歯・口腔

の健康づくり活動等を支援します。 

 ○ 認知症になっても安心して暮らせる体制の構築 

・ 住み慣れた地域における認知症医療・介護を充実させるため、関係機関の連携を強

化し、３層構造の認知症医療・介護体制を更に強化します。介護職員等の認知症ケア

の質の向上や、若年性認知症の人と家族の支援等の介護体制の整備を推進します。 

・ 認知症サポーターの養成や地域の見守り・支援活動を促進するとともに、認知症の

人と家族に対する相談・交流の場の提供など地域支援体制の整備を推進します。 

 ○ 在宅でも安心して暮らせるための医療と介護の連携・在宅医療基盤の整備 

・ 在宅医療を推進する拠点を整備するとともに、在宅医療関係機関や多職種間の連携強

化を支援します。また、日常の療養支援や急変時対応の充実、在宅歯科医療や訪問看護

等の提供体制の強化に取り組みます。 

 〇 住民の希望、地域の実情に応じた多様な住まい・サービス基盤の整備・活用 

・ 高齢者の希望に沿った多様な住まい等で医療を提供するため、特別養護老人ホーム等

における看取りやたん吸引等の医療・看護サービスの提供を推進します。 

・ 中山間地域等において、在宅サービスの提供体制づくりへの支援を行うとともに、高

齢者の移動手段の確保に取り組みます。 

 〇 多様な介護人材の確保・定着や介護サービスの質の確保・向上 

・ 多様な介護人材の確保・定着を推進するため、離職者の再就職、高齢者や外国人人材

の確保、介護職員の負担軽減等を推進するとともに、職場環境の改善や介護職員等に対

する技術・知識習得のための研修を実施します。 

 

４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 市町村の介護予防事

業におけるリハビリ

テーション専門職の

関与がある市町村数 

19市町村 

（平成28年度末） 

45市町村 

（平成32年度末） 

市町村の介護予防活動へのリハビ

リテーション専門職等の関与を推

進することで、全市町村での実施を

目指す。 

② 訪問診療を実施する

病院・診療所数（推計

値）【再掲】 

424機関 

（平成29年） 

534機関 

（平成35年） 

高齢化の進展や病床機能の分

化・連携による在宅医療の追加的

需要への対応等に必要な、訪問診

療に取り組む病院・診療所数を増

加させる。  
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第10項 障がい保健医療福祉 
 

１．現状と課題 
 ○ 発達障がい児（者）の支援については、早期発見・早期療育の効果が大きいことから、

乳幼児健診等で発達障がいに気付くことが重要ですが、身近な地域で発達障がいを診断

できる医療体制が整っていない圏域があります。 

 ○ 発達障がい児（者）に対して、各関係機関が、療育、教育及び就労などの支援に取り

組んでいるところですが、ライフステージに応じた切れ目のない支援を行っていくため、

医療、福祉、教育、就労等の関係機関が連携して支援していくことが求められています。 

 ○ 医療的ケア児①及び重症心身障がい児（者）の在宅復帰支援については、関係機関との

連携体制などが、地域によって差がある状況です。また、医療的ケア児及び重症心身障

がい児（者）の地域生活を継続するためには、家族の精神的・肉体的負担を軽減するレ

スパイトケアが重要ですが、レスパイトケアを実施している事業所のある圏域が限られ

ている状況です。 

 ○ 障がい児（者）については、医療費の負担が大きいことから、必要な医療が適切に受

けられるよう、自立支援医療費や重度心身障がい児（者）医療費の給付を行っています。 

 

２．目指す姿 
 ○ 発達障がい児（者）については、早期に気付き、身近な地域で専門的な診断が受けら

れるようにします。 

○ 医療的ケア児及び重症心身障がい児（者）については、本人が身近な地域で在宅復帰

支援など必要な支援が受けられ、その家族もレスパイトケアなどの支援が受けられるよ

うにします。  

 

３．施策の方向性 
○ 発達障がい児（者）への医療提供体制の整備等 

・ 発達障がいの早期発見・早期療育のため、乳幼児健診等で早期に発達障がいに気付

き、障害児通所支援などの療育支援をできるだけ早く受けることができる体制を整備し

ます。また、こども総合療育センターを拠点として、専門的な助言・指導等を行うなど、

地域の発達障がいに係る療育支援体制の整備を推進します。 

・ 身近な地域で発達障がいの診療が受けられるよう、発達障がい医療センターにおい

て、地域の医療機関の医師を対象とする発達障がいの知識・技術の習得に係る研修、診

療・診察への陪席、症例検討会等を行い、地域の医療機関において発達障がいを診断で

きる医師を養成します。 

                                                   
① 医療的ケア児とは、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養など

の医療的ケアが日常的に必要な障がい児のことです。 

※本項では、「熊本県障がい者計画」の内容のうち、発達障が
いと重症心身障がいを中心に記載しています。精神障がいに
ついては、第２節第５項「精神疾患」に記載しています。 
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・ 発達障がいの円滑な受診につなげるため、地域療育ネットワーク会議等の活用により

各圏域における医療、福祉、行政等の連携を進めるとともに、小児科医と精神科医の診

療の役割分担と連携を推進し、県内全圏域で地域の実情に応じた発達障がいに対応でき

る医療体制を整備します。 

○ 発達障がい児（者）への支援のための関係機関の連携体制の強化 

・ 発達障がい児（者）をライフステージに応じて切れ目なく支援するため、サポート

ファイルや個別支援計画を活用し、関係機関で情報共有を行うなど連携を強化します。 

○ 医療的ケア児及び重症心身障がい児（者）とその家族への支援の充実 

・ 医療的ケア児及び重症心身障がい児（者）が地域で安心して暮らせるよう、日中の

支援を行う児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各圏域に設置する

とともに、医療的ケア児等に対する支援を総合調整するコーディネーターや、保育所、

学校、事業所等における支援者を養成します。また、保健、医療、福祉、教育等によ

る協議の場を設置し、関係機関の連携を強化します。 

・ 家族に対してレスパイトなどの支援を行うため、在宅の医療的ケア児及び重症心身障

がい児（者）に居宅介護、短期入所、日中一時支援、児童発達支援等のサービスを身近

な地域で提供できる体制を整備します。 

・ 特に、関係機関への働きかけや事業開始に向けた支援を行い、医療的ケアが必要な障

がい児（者）を受け入れる医療型短期入所事業所の整備を推進します。 

○ 医療費負担の軽減 

・ 障がい児（者）の医療費負担を軽減するため、市町村を通して、自立支援医療費の給

付や重度の心身障がい児（者）の医療費について助成します。 

 

４．評価指標 
指標名 現状 目標 指標の説明・目標設定の考え方 

① 発達障がいに対応

できる医療体制が

整備された圏域数 

６圏域 

（平成29年３月） 

10圏域 

（平成33年３月） 

平成 32年度末時点で全ての圏域に

発達障がいに対応できる医療体制を

整備する。 

熊本・上益城圏域については、熊本

市と上益城郡にそれぞれ整備するこ

とを目指す。 

② 医療型短期入所事

業所及び医療的ケ

アに対応できる日

中一時支援事業所

等が整備された圏

域数 

８圏域 

（27か所） 

（平成29年３月） 

10圏域 

（35か所） 

（平成33年３月） 

平成 32年度末時点で全ての圏域に

事業所を整備する。 

熊本・上益城圏域については、熊本

市と上益城郡にそれぞれ整備するこ

とを目指す。 
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