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る。

（３）保健・医療サービス等に関する
難病患者への情報提供

難病患者への情報提供について、難病情報
センターによりインターネットを活用した最
新の医学・医療情報等を提供している。難病
患者のもつ様々なニーズに対応したきめ細や
かな相談や支援が行えるよう、「難病相談・
支援センター」を全都道府県に設置し、地域
における難病患者支援を推進しているところ
である。

３．精神保健・医療施策の推進

（１）心の健康づくり

ア うつ対策の推進
うつ病は、だれもがかかりうる病気であ
り、早期発見・早期治療が可能であるにもか
かわらず、本人や周囲の者からも気づかれに
くく、その対策の必要性が指摘されている。
厚生労働省では、「自殺・うつ病等対策プ
ロジェクトチーム」において、自殺の実態の
把握や、より実効性の高い自殺対策について
検討を行い、平成２２年５月に、悩みがある人
を支援につなぐゲートキーパー機能の充実
や、職場におけるメンタルヘルス対策など、
厚生労働分野において今後重点的に講ずべき
対策をとりまとめ、それらに基づく施策を推
進している。
うつ病に対する効果が明らかとなっている
認知行動療法については、「精神療法の実施
方法と有効性に関する研究」（こころの健康
科学研究事業）において実施マニュアルを作
成し、厚生労働省のウェブサイトにて公開し
ている。また、平成２２年度の診療報酬改定に
おいては、認知療法・認知行動療法につい
て、診療報酬上の評価を新設した。
平成２０年度からは、うつ病の患者を最初に

診療することが多い一般内科等のかかりつけ
医のうつ病診断技術等の向上を図るため、各
都道府県・政令指定都市において、専門的な
研修を実施しており、一般かかりつけ医の受
講者数は、研修事業開始以降平成２３年度まで
に２万人を超えている。さらに、平成２３年度
からは、研修対象を看護師、ケースワー
カー、スクールカウンセラー等医師以外のコ
メディカルスタッフまで拡大した。

イ 精神疾患に関する情報提供
精神疾患についての情報提供として、ここ
ろの不調・病気に関する説明や、各種支援
サービスの紹介など、治療や生活に役立つ情
報を分かりやすくまとめた「みんなのメンタ
ルヘルス総合サイト」、１０代・２０代とそれを
取り巻く人々（家族・教育職）を対象に、本
人や周囲が心の不調に気づいたときにどうす
るかなど分かりやすく紹介する「こころもメ
ンテしよう～１０代２０代のメンタルサポートサ
イト～」の２つのウェブサイトを、厚生労働
省ホームページ内に開設している。

ウ 児童思春期及びPTSDへの対応
幼年期の児童虐待、不登校、ひきこもり、
家庭内暴力など、心の問題が社会問題化し、
思春期児童への対応が急がれている。また、
災害等の心的外傷体験により生じる PTSD
（心的外傷後ストレス障害）は、長期間の療
養期間を要するものとして、非常に注目され
ている。そこで、思春期精神保健の専門家の
養成のために、医師、コメディカルスタッ
フ、ひきこもり支援従事者を対象に思春期精
神保健対策専門研修を行い、PTSDの専門家
の養成のために、医師、コメディカルスタッ
フ等を対象に PTSD対策に係る専門家の養
成研修会を行っている。さらに、精神保健福
祉センター等で児童思春期や PTSDの専門
相談等を取り入れている。
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