
1 小児医療体制を確保する

1）小児医療の充実
小児医療については、今後の我が国の社会
を担う若い生命を守り育て、また、保護者の
育児面における安心の確保を図る観点から、
休日・夜間を含め、小児救急患者の受入がで
きる体制の整備が重要となっている。
このため、都道府県が定める医療計画を通
じて、小児医療を担う医療機関の機能分担と
連携を促進している。特に小児救急医療につ
いては、初期救急では、小児初期救急セン
ター、入院を要する救急（二次救急）では、
二次医療圏単位で当番制等により小児救急対
応が可能な病院を確保する小児救急医療支援
事業1や、複数の二次医療圏ごとに小児救急
患者を受け入れる病院を確保する小児救急医
療拠点病院1、さらに、救命救急（三次救急）
では、小児の救命救急医療を担う小児救命救
急センターや、急性期にある小児への集中
的・専門的医療を行う小児集中治療室の整備
等の実施を支援している。
また、小児の急病時の保護者等の不安解消
等のため、小児の保護者等に対し小児科医等
が電話で助言等を行う小児救急電話相談事業
（短縮ダイヤル「#8000」）1の実施を支援して
いる。さらに、小児医療については、近年の
累次の診療報酬改定において重点的な評価が
行われているところであり、2012（平成24）
年度診療報酬改定においても、例えば、従来
からある、一般向けの特定集中治療室（ICU）
や新生児集中治療室（NICU）の評価に加え、
新たに小児専門の特定集中治療室（PICU）

に対する評価を新設するなどの措置を講じた
ところである。
加えて、国民健康保険の資格証明書の取扱
いについて、2009（平成21）年4月から資格
証明書の交付世帯における中学生以下の被保
険者については、資格証明書を交付せず、有
効期間が6か月の被保険者証を交付していた
が、2010（平成22）年7月からはこの措置の
対象を高校生世代まで拡大している。

2）小児慢性特定疾患治療研究事
業等

小児慢性疾患のうち、小児がん等特定の疾
患については、その治療が長期間にわたり、
医療費の負担も高額となる。このため、児童
の健全育成を目的として、その治療の確立と
普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担
軽減にも資するため、医療費の自己負担分の
一部を補助する小児慢性特定疾患治療研究事
業を実施している。
給付の対象となる疾患は、①悪性新生物、
②慢性腎疾患、③慢性呼吸器疾患、④慢性心
疾患、⑤内分泌疾患、⑥膠原病、⑦糖尿病、
⑧先天性代謝異常、⑨血友病等血液・免疫疾
患、⑩神経・筋疾患、⑪慢性消化器疾患の
11疾患群である。
また、養育のため病院又は診療所に入院す
ることを必要とする未熟児に対し、その養育
に必要な医療の給付等を行っている。
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1 　小児救急医療支援事業、小児救急医療拠点病院及び小児救急電話相談事業に対する支援は、平成25年
度まで補助金であったが、平成26年度より医療提供体制のための新しい財政支援制度において実施可
能となっている。
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2 子どもの健康と安全を守る

1）予防接種
予防接種は、感染症の発生及び流行から国
民を守る極めて有効な手段であり、我が国の

感染症対策上大きな役割を果たしてきたとこ
ろである。今後も、予防接種の機会を広く確
保するとともに、予防接種施策を適切に実施
していくことが重要である。
2013（平成25）年3月の「予防接種法」（昭
和23年法律第68号）改正では、新たにHib
感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピ

	第2-2-5図	 小児救急電話相談（#8000）事業の概要と実施状況について

都道府県の相談窓口 小さなお子さんを
お持ちの家庭

そのくらいの症状なら大丈
夫でしょう。もうしばらく
様子をみてください。

すぐ病院に行って、受診
してください。 子どもがぐったりして、少

し熱があるのですが…

小児科医師・看護師
による電話対応

休日・夜間の子ども
の急な病気に困った
ら♯8000をプッシュ

お住まいの都道府県の
相談窓口へ自動転送

♯ 8 0 0 0

 
 

実施状況（詳細版） 

Ｈ25.4.1 現在 

#8000 の実施状況 

実施（深夜も実施） 

実施 

平成２５年４月現在 

出典：厚生労働省資料
注：本資料に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではない。
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ローマウイルス感染症の三ワクチンが定期接
種に位置付けられた。また、予防接種に関す
る基本的な計画の策定、副反応報告制度の法
定化、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分
科会の設置等の取組が進んだ。引き続き、先
進諸国と比べて公的に接種するワクチンの数
が少ない、いわゆる「ワクチン・ギャップ」
の問題の解消に向け、厚生科学審議会等にお
いて「広く接種を促進していくことがのぞま
しい」とされた水痘、成人用肺炎球菌の二ワ
クチンについて定期接種化に向けた準備を進
めるとともに、おたふくかぜ、B型肝炎の二
ワクチンの取扱いについても検討を行う等、
予防接種制度の見直し及び充実を図る。

2）こころの健康づくり
2008（平成20）年度から、経験豊かな退
職した養護教諭をスクールヘルスリーダーと
して、養護教諭未配置校や経験の浅い養護教
諭の配置校へ定期的に派遣し、校内での教職
員に対する研修、個別の対応が求められる児
童、生徒への対応方法等に関する指導等を実
施するとともに、スクールヘルスリーダーに
よる情報交換・知見の向上を図ること等によ
り、児童、生徒が抱える現代的な健康問題に
適切に対処できる環境の整備を図っている。
また、子どもの日常的な心身の健康状態を
把握し、健康問題などについて早期発見・早
期対応を図ることができるよう、教員を対象
とした指導参考資料を作成するとともに、養
護教諭、スクールカウンセラー等を対象に、
子どもの心のケアの効果的な対応方法等に関
するシンポジウムを開催している。
さらに、児童思春期におけるこころの健康
づくり対策としては、児童思春期におけるこ
ころのケアの専門家の養成研修事業を行って
おり、精神保健福祉センター、児童相談所等
では児童思春期の専門相談を実施している。
加えて、様々な子どもの心の問題、被虐待
児の心のケアや発達障害に対応するため、都
道府県域における拠点病院を中核とし、各医

療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制
の構築を図るための事業を2008年度より3か
年のモデル事業として実施してきたところで
あり、2011（平成23）年度においては、本
モデル事業の成果を踏まえ、「子どもの心の
診療ネットワーク事業」として事業の本格実
施を行っている。

3）性に関する科学的な知識の普
及と発達段階に応じた適切な
教育

生涯を通じた女性の健康支援事業では、保
健所、市町村保健センター等において、妊
娠、避妊や性感染症を含めた女性の心身の健
康に関する相談指導のほか、女性のライフス
テージに応じた健康教育等を実施している。
また、性感染症に関する特定感染症予防指
針においては、性感染症は、10代半ばから
20代にかけての若年層における発生の割合
が高いことから、性感染症から自分の身体を
守るための正確な情報提供を適切な媒体を用
いて行うことで、広く理解を得ることが重要
であり、保健所等が行う健康教育にあって
は、教育関係者及び保護者等と十分に連携
し、学校における教育と連動した普及啓発を
行うこととしている。
さらに、学習指導要領においては、学校に
おける性に関する指導は、児童生徒の発達の
段階に応じて性に関する知識を理解させると
ともに、生命の尊重や自己及び他者の個性を
尊重し、相手を思いやり、望ましい人間関係
を構築するなど、適切な行動を取ることがで
きるようにすることを目的とされており、体
育科、保健体育科、特別活動、道徳などを中
心に学校教育活動全体を通じて指導すること
としている。なお、指導に当たっては、児童
生徒の発達の段階を踏まえること、学校全体
で共通理解を図ること、保護者の理解を得る
ことなどに配慮すること、集団指導と個別指
導の連携を密にして効果的に行うことなどに
配慮することが大切である。
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政府では、学校において適切な性に関する
指導が実施されるよう、各地域における指導
者養成と普及を目的とした研修会等を行った
ところである。

4）「食育」の普及促進
2005（平成17）年6月に制定された「食育
基本法」（平成17年法律第63号、同年7月施
行）において、子どもたちに対する食育は、
心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及
ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い
豊かな人間性を育んでいく基礎となるものと
位置付けられたところである。
食育基本法では、食育推進会議（会長：内
閣総理大臣）が食育推進基本計画（以下この
項目において「基本計画」という。）を作成
することとされており、2006（平成18）年
度から2010（平成22）年度を対象とする最
初の基本計画が2006年3月に決定され、これ
に基づき食育の推進に関する各種施策が行わ
れてきたところである。
なお、2011（平成23）年3月には、2011年
度から2015（平成27）年度の5年間を期間と
する新たな基本計画が決定され、2013（平成
25）年12月には一部改定がなされたところ
である。

（1）国民運動としての食育の推進
食育基本法の趣旨から、子どもたちに対す
る食育が重要であるとの認識の下、基本計画
に基づき、家庭、学校、保育所、地域等にお
いて、国民的広がりを持つ運動として食育を
推進している。基本計画は、食育推進運動を
重点的かつ効果的に実施し、食育の国民への
浸透を図るため、毎年6月を「食育月間」と
して定めている。内閣府では、実施要綱を策
定して全国的な推進を図るとともに、2013
（平成25）年6月に広島県広島市において第8
回食育推進全国大会を開催するなど、食育に
関する国民の理解の促進に努めたところであ
る。

また、若い世代の食生活の改善に尽力した
ボランティアを対象として「食育推進ボラン
ティア表彰」を実施している。2013年度は、
10の優秀事例を内閣府特命担当大臣から表
彰した。

（2）家庭における食育の推進
2006年6月に公表した「平成17年度乳幼
児栄養調査」結果では、出産直後や離乳食の
開始時期に授乳や子どもの食事への不安が高
まること、幼児（4歳未満）の約1割に朝食
の欠食がみられることなどが明らかとなり、
乳幼児のいる家庭への食育を推進していく必
要がある。このため、授乳や離乳について適
切な支援が推進されるよう2007年3月に取り
まとめた「授乳・離乳の支援ガイド」の内容
について普及啓発を図っている。
また、2010年3月、子育て中の保護者を主
たる対象とする「親子のための食育読本」を
作成し、公表したところである。

（3）学校等における食育の推進
学校における食育を推進するためには、学
校における指導体制の整備が不可欠である。
2005年4月に制度化された栄養教諭は、各学
校の指導体制の要として、教育に関する資質
と栄養に関する専門性を生かして、学校給食
の管理を行うとともに、食に関する指導を一
体として担うことにより、教育上の高い相乗
効果をもたらすことが期待されており、食育
の推進に大きな効果を上げている。2013年4
月現在で、すべての都道府県において4,624
人の栄養教諭が配置されている。このほかに
も、
①全国のすべての小学校1年生・3年生・5
年生、中学生を対象とした「食生活学習
教材」を作成し、配布及びホームページ
で公開、
②栄養教諭を中核として、学校、家庭、地
域が連携しつつ、学校における食育を推
進するための事業の展開

など、各種事業を継続的に実施し、学校にお

92


