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要 旨

【背景】2017年から各都道府県に移行期医療支援センターを設置することとなっている．本研
究では先天性心疾患領域において移行期医療支援センターに期待される機能を明らかにすること
を目的とした．
【方法】日本成人先天性心疾患学会認定修練施設81施設の責任者である医師を対象に自記式質
問紙調査を行った．期待される機能は，先行研究から抽出した移行期支援の内容16項目につい
て，必要性と期待を各5件法で尋ね比較した．
【結果】79施設から回答を得た（回収率97.5%）．移行期医療支援センターへの期待が高い項目
は「患者に利用できる医療費助成制度を知ってもらう」「患者に利用できる福祉制度を知っても
らう」「患者に自身が成人期以降も受診できる医療機関を知ってもらう」「患者が就職に関して相
談できる機会を持つ」「患者が進学に関して相談できる機会を持つ」などの社会・福祉的支援に
関する項目であった．
【結論】移行期医療支援センターには社会・福祉的支援が期待されていることが明らかとなっ
た．

キーワード： 移行期医療，移行期医療支援センター，成人先天性心疾患

I．背景
小児期発症慢性疾患患者の予後は改善し，先天性心

疾患患者の97%が成人期に達するようになった1）．こ
れに伴い小児期から成人期医療へ移り変わる移行期医
療が注目されている．本邦では2011年に日本小児科
学会より小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に
関する提言2），2017年には先天性心疾患の生涯診療に
携わる医師や多職種専門職が所属する8学会合同で先
天性心疾患の成人への移行医療に関する提言3）が出さ
れている．
移行期医療における課題は，医療提供体制と患者の

自立支援である3）．医療提供体制では，成人期を迎え
た小児期発症慢性疾患患者に対する小児診療科・成人
診療科の垣根を超えた診療提供，患者の自立支援で
は，健康管理行動の主体が保護者から患者本人へ移る
過程で患者本人が疾患理解をし，自己決定権を持つこ
とができるよう支援することが求められている．

移行期医療を推進すべく，2017年に厚生労働省よ
り移行期医療を総合的に支援する機能をもつ移行期医
療支援センターを各都道府県に設置する旨が通達さ
れ4），2021年2月時点で，全国7都府県（埼玉県，千
葉県，東京都，神奈川県，長野県，静岡県，大阪府）
に設置されている5）．移行期医療支援センターの役割
は，移行期医療に関係する各機関の調整や，患者自
律（自立）など移行期医療を総合的に支援することで
ある．具体的な支援として，小児期および成人期の診
療科・医療機関間の連携促進を目指した連絡体制の整
備，医師・患者等からの相談体制の整備，患者自身の
病気に対する知識を深め患者の自律（自立）を促進す
ること，各診療科・医療機関で行われる自律（自立）
支援の取組に対する支援を行うことなどが挙げられ
ている4）．前述の通達4）では，移行期医療支援におい
て，小児診療科・成人診療科の医師，看護師，保健師，
ソーシャルワーカー，教育機関関係者，小児慢性特定
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疾病児童等自立支援員など多職種による連携体制の構
築を行うこと，設置場所については，自治体，医療機
関，難病支援センターなど地域の実情に応じて取り組
みが実施できる機関に設置することが望ましいとされ
ている．
先天性心疾患領域での移行期医療に関しては，成人

先天性心疾患学会による修練施設認定専門医施設の認
定6）や，病院間連携7）などが進み，医療提供体制は整
備されつつあるが，患者の自立支援のための取組みは
十分とは言えない現状がある．そこで本研究では，先
天性心疾患領域で移行期・成人期医療に携わる医師が
移行期医療支援センターに期待する機能を明らかにす
ることを目的とした．先天性心疾患領域の医師が移行
期医療支援センターに期待する機能を明確にすること
で，今後，移行期医療支援センターの機能を各自治体
で検討する際の基礎資料になるとともに，他領域で同
種の調査を行う際の指標になると考えられる．

II．方法
1.　調査方法および調査対象

2019年10月時点で，日本成人先天性心疾患学会認
定修練施設81施設の修練指導責任者・施設指導責任
者である医師6）へウェブフォームを用いた自記式質問
紙調査を実施した．ウェブフォームへのリンクはメー
ルで送付し，回答は施設責任者本人に依頼した．調査
期間は2019年11月から12月であった．

2.　調査内容
ウェブアンケートは，以下の6つの内容で構成され

た．
1）施設背景
2）移行期支援に関係する多職種との連携体制
3）移行期医療支援センターの認知度・設置状況
4） 移行期医療支援センターに関する自施設への設
置・協力依頼状況，関与する意向

5）移行期支援全般に必要な内容
6）移行期医療支援センターに期待する機能

1）の施設背景では，①所属施設名，②経過観察，
成人期の検査・治療など，移行目的での患者受け入れ
数と患者紹介数，③移行期支援の提供状況，④小児慢
性特定疾病児童等自立支援事業，難病支援事業への関
与状況，⑤施設における地域連携状況を尋ねた．

2）の移行期支援に関係する多職種との連携体制で
は，小児医療機関もしくは大学病院などの総合医療機
関に勤務する小児循環器科医，成人医療機関もしくは
大学病院などの総合医療機関に勤務する成人先天性心
疾患担当医，総合診療施設もしくは連携修練施設に勤
務するソーシャルワーカー，総合診療施設もしくは連
携修練施設に勤務する院内学級教員，小児慢性特定疾

病自立支援員，難病相談支援員，教育委員会・学校
長・学校教員などの教育機関を代表する関係者，障害
者雇用担当者などのハローワーク関係者，母子保健や
難病担当の保健師，先天性心疾患に関する患者会・家
族会関係者について「担当者の名前や顔がわかる」「担
当者はいるが名前や顔はわからない」「担当者がいる
かわからない」「担当者はいない」の中から選択する
よう依頼した．

3）の移行期医療支援センターの認知度・設置状況
では，移行期医療支援センターを知っているか，自治
体に移行期医療支援センターが設置されているかを尋
ねた．

4）の移行期医療支援センターに関する自施設への設
置・協力依頼状況，関与する意向では，移行期医療支
援センターの設置に向けて自治体から自施設へ設置・
協力要請が来ているか，施設責任者である医師が移行
期医療支援センターにどの程度関与する意向があるか
を尋ねた．

5）の移行期支援全般に必要な内容と，6）の移行期
医療支援センターに期待する機能では，先行研究 3, 8）

や研究者間の協議により抽出した移行期支援の具体的
内容16項目について，以下の方法で尋ねた．移行期
支援全般に必要な内容では，具体的内容16項目につ
いて，「とても必要だと思う」「まあ必要だと思う」「ど
ちらとも言えない」「あまり必要だと思わない」「全く
必要だと思わない」，移行期医療支援センターに期待
する機能では，必要性と同一の16項目について，「と
ても期待する」「まあ期待する」「どちらとも言えない」
「あまり期待しない」「全く期待しない」の5件法で回
答を依頼した．なお，移行期支援は各医療機関で移行
期支援外来による支援も行われている9）．そのため本
研究では，移行期医療支援に必要な内容の中でも，特
に移行期医療支援センターに期待される内容を明らか
にするために移行期支援全般に必要な内容と移行期医
療支援センターに期待する機能を尋ねた．

3.　分析方法
移行期医療支援センターに期待する機能が高い項目
を明らかにするために，「移行期支援全般に必要な内
容」と「移行期医療支援センターに期待する機能」の
各回答について，記述統計量を算出した．

4.　倫理面への配慮
研究実施にあたっては日本成人先天性心疾患学会の
倫理審査委員会の承認を得て実施した．対象者同意
は，ウェブフォーム内に個人情報保護，調査協力の任
意性について文書で記載し，ウェブフォーム内の調査
同意欄への確認および回答の送信をもって同意とみな
した．
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III．結果
対象施設背景（Table 1）
ウェブアンケートを送付した81施設のうち，79

施設から回答を得た（回収率97.5%）．うち総合修
練施設は40施設（50.6%），連携修練施設は39施設
（49.4%）であり，小児専門病院は9施設（11.4%）で
あった．移行目的での患者受け入れ数は，年間10～
24例である施設が32.9%と最多で，0例と回答した
施設は全て小児専門病院であった．移行目的での患者
紹介数は，年間1～9例が約半数を占め，紹介数が9
例以下と少なかったのは全て小児専門病院以外の施設
であった．移行期支援の提供状況（複数回答）は，医
師による外来などでの個別支援が56施設（70.9%），
先天性心疾患に特化した移行期支援外来の設置が28
施設（35.4%），小児期発症疾患全般の移行期支援外
来の設置，および看護師による個別支援はそれぞれ
11施設（13.9%）であった．

移行期支援に関係する多職種との連携体制（Figure 1）
小児循環器科医，成人先天性心疾患担当医に関し

て，9割以上が「担当者の名前や顔がわかる」と回答
した．一方，難病相談支援員，母子保健や難病担当の
保健師，小児慢性自立支援員，教育関係者，ハロー
ワーク関係者などの行政職に関しては「担当者の名
前や顔がわかる」と回答した者が2.5～12.7%，「担当
者がいるかわからない」と回答した者が46.8～62.0%
を占めた．

移行期医療支援センターの認知度・設置状況（Figure 2）
認知度に関して，「自治体での設置状況を含めて

知っている」と回答したのは17施設（21.5%）であ
り，「名前は聞いたことがある」は43施設（54.4%），
「このアンケートで初めて知った」は19施設（24.1%）
であった．設置状況に関しては「すでに設置されてい
る」が14施設（17.7%），「今はないが設置準備が進
んでいる」は6施設（7.6%），「今はなく，今後の設置
予定も未定」は25施設（31.6%），「わからない」は
34施設（43.0%）であった．

移行期医療支援センターに関する自施設への設置・協
力依頼状況と関与する意向（Table 2）
「自施設または自施設関係者に移行期医療支援セン
ターの設置・協力依頼が来ている」と回答した施設は
9施設（11.4%）であり，「来ていない」と回答した施
設は37施設（46.8%）であった．また，関与する意向
は，「積極的に関与したい」が22施設（27.8%），「依
頼があれば関与したい」が55施設（69.6%）であった．

移行期支援に必要な内容と移行期医療支援センターに
期待する機能（Figure 3）
移行期支援全般に必要な内容に関して，「とても
必要だと思う」と回答した者の割合が高い項目は順
に，「患者に受診継続が必要な理由を理解してもら
う（91.1%）」「患者に自身の病状を理解してもらう（
89.9%）」「患者に今後起こりえる合併症を理解しても
らう（84.8%）」「患者が妊娠・出産に関して相談でき
る機会を持つ（83.5%）」「患者に服薬アドヒアラン
スを高めてもらう（78.5%）」「患者に緊急受診が必要
な症状を理解してもらう（75.9%）」「患者に使用して
いる薬剤の効果や副作用を理解してもらう（73.4%）」
であり，医学的側面の強い項目が上位を占めていた．
移行期医療支援センターに期待する機能に関して，

「とても期待する」と回答した者の割合が高い項目は
順に，「患者に利用できる医療費助成制度を知っても
らう（74.7%）」「患者に利用できる福祉制度を知って
もらう（72.2%）」「患者に自身が成人期以降も受診で
きる医療機関を知ってもらう（67.1%）」「患者が就職
に関して相談できる機会を持つ（64.6%）」「患者が進
学に関して相談できる機会を持つ（58.2%）」「家族
が患者の現状や将来について相談できる機会を持つ
（55.7%）」「患者が学校生活に関して相談できる機会
を持つ（54.4%）」であり，社会・福祉的支援に関す
る情報や相談に関する項目が上位を占めていた．

IV．考察
本研究では，先天性心疾患領域の医師が移行期医療
支援センターに期待する機能を明らかにすることを目
的に調査を行った．本研究の結果から，移行期医療支
援センターに期待される機能は，患者を含めた家族が
医療費助成制度や福祉制度，成人期以降も受診可能な
医療機関について知る機会の提供，学校生活，進学，
就職に関して相談できる機会の提供といった社会・福
祉的支援であることが示された．一方で，移行期医療
支援センターに積極的に関与する意向のある医師に協
力依頼が来ていないこと，社会・福祉的側面の支援に
必要となる医療者以外の多職種との連携は十分でない
ことが示された．

先天性心疾患領域の医師が移行期医療支援センターに
期待する機能
移行期医療支援センターに「とても期待する」と
回答した者の割合が高かった項目は，「患者に利用で
きる医療費助成制度を知ってもらう」「患者に利用で
きる福祉制度を知ってもらう」「患者に自身が成人期
以降も受診できる医療機関を知ってもらう」「患者が
就職に関して相談できる機会を持つ」「患者が進学に
関して相談できる機会を持つ」「家族が患者の現状や
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Table 1　Institution background. (n=79)
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将来について相談できる機会を持つ」「患者が学校生
活に関して相談できる機会を持つ」といった成人期以
降も利用できる制度，医療機関への案内や，就職，進
学といった社会・福祉的支援であった．社会・福祉的
支援は，患者の生活の質向上や社会的自立に向けて課
題とされている公的医療費助成や所得保障，就学・進
学，就労・就労継続と共通している 10, 11）．
医療費助成制度に関しては，成人期になると小児期

に利用できていた医療費助成制度が利用できなくな
り，新たに手続きが必要となる場合や，自治体によっ
て制度が異なる場合がある．また，福祉制度に関して

も患者の状態によって障害年金受給や受けられるサー
ビスなどが異なる．患者の経済的苦痛は心理的苦痛
にも影響を及ぼすことは先行研究12）でも示されてお
り，患者に医療費助成制度や福祉制度に関して知って
もらうための支援は重要である．しかし，本調査の対
象となった医師や，普段の診療で患者と関わる医療従
事者は，医療費助成制度に関しては専門家ではない．
よって移行期医療支援センターに期待する割合が高
かったと考えられる．
成人期以降も受診できる医療機関に関しては，成人
先天性心疾患専門施設での継続受診が死亡率の低下と

Table 2　Request status regarding the TMSC to the facility and the participants' willingness to participate 
in the TMSC. (n=79)

Fig. 1　Collaboration with other professionals related to transitional support.

Fig. 2　Recognition and establishment status of the Transitional Medical Support Centers. (n=79)
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関連していることが示されており13），専門施設での継
続受診は患者の予後に影響するとも言える．しかし，
継続受診の中断は移行期医療が提供される思春期から
青年期に増加することが指摘されている14）．受診中
断経験のある患者が新たに受診できる専門医療機関を
探す場合や，生活の変化による転居などで新たに受診
先を探す場合，患者が都道府県に設置された移行期医
療支援センターを利用することで，医療機関への橋渡
しとなる可能性がある．
患者の家族を含めた学校生活，進学，就職に関して

相談できる機会の提供は，疾患の特徴が関連している
と考えられる．先天性心疾患は，外から病気であるこ
とがわかりづらい内部障害であり，通院・入院による
欠席や身体活動制限に関して周囲の理解を得ること
や，進学先選択，障害者雇用，就業継続に関する支援
が必要となる場合がある．これに関連する内容では，
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業15）においても
相談支援事業が行われている．具体的には，医療機関
からの連絡票に基づく療育相談指導や自立に向けた育
成相談，患者同士の交流を深める機会や地域関係者へ
の情報提供などが挙げられる．また，難病患者に対し
ては難病相談支援センターで公的手続等の相談支援や
就労支援関係機関と連携した支援が行われている．移
行期医療支援センターの業務については，既存事業と
の連携も可能とされているため4），小児慢性特定疾病
児童等自立支援事業や難病支援事業との連携を推進し
ていくことで移行期医療支援センターに期待される機
能の充実が可能であると思われる．

また，染色体・遺伝子異常や精神発達遅滞を有する
先天性心疾患患者は成人診療科への移行が特に困難で
あるということが明らかになっている16）．今回，移
行期医療支援センターに求める機能が社会・福祉的支
援であることが明らかになったことで，このような患
者に対する相談窓口となるとも予想される．
患者の生活の質向上や社会的自立に向けては，特に
教育と雇用，雇用と所得の関係は切り離せず17），患
者にとってこれらの社会的因子は低い生活の質につな
がる18）．教育や雇用，社会保障制度といった社会的
因子は患者の社会的自立に直結する問題であり，移行
期支援外来で一部扱うこと9）はあっても十分な介入に
は限界があると推察される．今後移行期医療支援セン
ターが拡充していくことにより，移行期医療支援に必
要とされる内容がもれなく患者に提供され，患者の生
活の質向上や社会的自立の一助になることが期待され
る．

移行期医療支援センターの設置・協力依頼状況，多職
種との連携について
移行期医療支援センターについて「自治体での設
置状況を含めて知っている」と回答した施設は17施
設（21.5%）であり，「すでに自治体で移行期医療支
援センターが設置されている」と回答した施設は14
施設（17.7%）と，認知度，自治体での設置状況とも
に低いことが明らかとなった．認知度，設置状況とも
に低い理由には，一部の自治体にのみ設置されている
こと，設置場所が医療機関に限られていないことが考

Fig. 3　The need for transitional support and the expected role of the Transitional Medical Support Centers.
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えられる．今後，移行期医療支援センターの設置が進
み，医療機関との連携や支援の実例などが報告される
ことで認知度向上につながると考えられる．
移行期医療支援センターに関する自施設への設置・

協力依頼状況と関与する意向では，移行期医療支援セ
ンターへ関与する意向がある施設が77施設（97.4%）
である一方で，実際に設置主体である都道府県から設
置・協力依頼があるとした施設は9施設（11.4%）で
あり，移行期医療支援センターに積極的に関与する意
向のある医師に協力依頼が来ていないことが明らかと
なった．移行期医療支援センターへの関与する意向の
高さは，都道府県からの設置・協力依頼があった際の
円滑な移行期医療支援センターの設置につながると考
えられる．特に学会認定修練施設は移行期支援を必要
とする患者数も多いため，設置・協力依頼によって支
援につながる患者も多く存在すると思われる．
移行期支援に関係する多職種との連携体制では，病

院内で活動する医師やソーシャルワーカーなどの名前
や顔がわかる割合が高い一方で，医療者以外の多職種
との連携が十分でない状況が示唆された．多職種との
連携は，移行期医療支援センターの設置通達以外に先
天性心疾患患者の移行医療に関する提言3）でも求め
られており，特に社会・福祉的支援の必要性から医療
職以外の行政で活動する職種の連携も必要とされてい
る．前述の小児慢性特定疾病児童等自立支援事業や難
病支援事業は，定期的に協議会が行われており，構成
員に医療関係者や慢性疾病児童自立支援員，教育機
関，患者会，NPO法人などが含まれている．このよ
うな協議会に参加していると多職種と名前や顔がわか
る関係になると考えられたため，本調査では，連携体
制評価の指標に「担当者の名前や顔がわかる」ことを
基準とした．しかし，本調査では79施設のうち，「慢
性疾患児地域支援協議会に参加している」と回答した
のは13施設（16.5%），「難病医療連絡協議会に参加
している」と回答したのは11施設（13.9%）であっ
た．施設責任者である医師が地域で行われている協議
会に参加しているとは限らないが，移行期医療支援セ
ンターの設置にあたっては，各地域の特徴・実情に応
じて既存の会議体を活用しても良いとされており4），
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業や難病支援事業
の協議会に医療機関が参加することで，医療者以外の
多職種との連携の場となると考えられる．

本研究の限界と今後の課題
本研究の課題は2点である．1点目は，移行期医療

支援センターに関する認知度，自治体での設置状況が
低い中で行われた調査であることである．移行期医療
支援センターの認知度によって，移行期医療支援セン
ターに期待する機能に差がないことは分析の過程で検

証を行ったが，今後移行期医療支援センターの設立が
進むと実際の運用の中で期待される機能は変化する可
能性がある．2点目は調査対象者が日本成人先天性心
疾患学会認定修練施設の施設責任者である医師のみで
あったことである．医師は主に診療に携わっているた
め，必然的に移行期医療支援センターに期待する機能
が社会・福祉的支援に偏った可能性がある．移行期医
療支援センターに期待する機能は，職種ごとに差があ
る可能性があり，今後は，移行期支援に関わる多職種
や先天性心疾患領域以外の対象者を含めた調査を実施
するとともに，移行期医療支援センターの整備を進め
つつ，支援内容の周知を行っていく必要がある．

V．結論
先天性心疾患領域の医師が，移行期医療支援セン
ターに期待する機能は，「患者に利用できる医療費助
成制度を知ってもらう」「患者に利用できる福祉制度
を知ってもらう」「患者に自身が成人期以降も受診で
きる医療機関を知ってもらう」「患者が就職に関して
相談できる機会を持つ」「患者が進学に関して相談で
きる機会を持つ」「家族が患者の現状や将来について
相談できる機会を持つ」「患者が学校生活に関して相
談できる機会を持つ」といった社会・福祉的支援であ
ることが明らかとなった．しかし，医療機関と行政の
連携，移行期支援に関わる多職種間の連携は十分でな
い現状があり，小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
や難病支援事業とも連携し，移行期医療支援を進めて
いく必要があると考えられた．
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Abstract

Background: As of 2017, each prefecture was supposed to establish a Transitional Med-
ical Support Center. The purpose of this study was to clarify the expected functions of Transi-
tional Medical Support Centers.

Methods: We conducted web-based surveys of physicians who are managers of 81 train-
ing facilities certified by the Japanese Society for Adult Congenital Heart Disease, to under-
stand the functional expectations of Transitional Medical Support Centers. Based on previous 
studies, we selected 16 items to assess the needs for and expectations of the Transitional 
Medical Support Centers. The participants responded to each item on a five-point scale.

Results: The responses were obtained from managers of 79 facilities (response 
rate=97.5%). The items with the highest expectations for the Transitional Medical Support 
Centers were those related to social and welfare support, including “Provide support to under-
stand the medical expense subsidy system,” “Provide support to understand the welfare sys-
tem,” “Provide support to understand where to receive medical care in adulthood,” “Provide 
consultation about employment,” “Provide consultation about further education.”

Conclusion: The Transitional Medical Support Centers were expected to provide social 
and welfare support.

Key words : Transitional care, Transitional medical support center, Adult congenital heart disease


