
 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

項目：子ども・若者の健康と安心の確保 
①  健康の確保・増進 

省庁名：厚生労働省 
（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

①地域で安心して産み育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期母子医療センターやそれを支える

地域周産期母子医療センターの新生児集中治療管理室（ NICU）等の運営費の補助を実施。  

②小児初期救急センター、小児救急医療拠点病院、小児救命救急センター、及び小児救急電話相談事業等に対す

る支援を実施。また、平成 24 年度診療報酬改定において、周産期医療や小児救急医療を含めた小児医療に対

する診療報酬上の評価の充実を実施。  

③市町村において、妊婦健診の公費負担を実施。（平成 25 年度以降は地方財源を確保した上で地方財政措置）  

④健康日本 21（第二次）でたばこ対策、アルコール対策を推進。  

⑤性感染症に関する正しい知識の普及啓発を実施。  

⑥健やか親子 21 で人工妊娠中絶の実施率や思春期やせ症の発生頻度の減少を図る取組を推進。  

①ＮＩＣＵ病床数  2,310 床（平成 20 年）→2,765 床（平成 23 年）  

②小児救急電話相談事業  平成 22 年７月から全都道府県で実施。  

③全ての市区町村で必要な回数以上の公費負担を実施医（24 年 4 月現在）  

④【参考資料 6・ 7 を参照】  

⑤性器ヘルペス、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、性器クラミジアの４疾患は減少傾向。梅毒については、平成

21 年度、22 年度と２年続けて減少したが、23 年度は増加。  

⑥人工妊娠中絶の実施率、女性の思春期やせ症の発生頻度はともに減少。【参考資料 9・ 10 を参照】  

①ＮＩＣＵは、全国的に整備が進んでいるが、一部の県（19 県）では、出生 1 万人当たり 25 床に満たない状況

にある。平成 22 年度に小児救命救急センター運営事業を開始したが、現在全国８か所で実施されているに留

まっている。  

②小児救急電話相談事業における応需不能時間帯や応需不能率を改善する必要がある。  

③公費負担の対象となる検査項目について、地域によってばらつきがある。  

④目標に向けて改善しているが、目標値と現状値の間には乖離がある。  

⑤一部の性感染症について患者数の減少傾向が見られたが、増加したものもある。  

⑥【参考資料を参照 9・ 10】  

①今後も、周産期医療体制の充実を図るため、NICU 等の運営費に係る支援等の確保を推進する。  

②小児救急電話相談事業について、既存の体制を維持しながら、応需不能時間帯を縮小するなど、利用者からの

ニーズに応えられるよう検討する。また、次期診療報酬改定に向けて、小児医療の充実について検討する。  

③妊婦健診の実施については引き続き、市町村において公費負担を継続し、今後、子ども子育て支援新制度の施

行に向けて公費負担回数や実施時期の考え方、妊婦健診の内容等を示した「望ましい基準」を策定する予定。

④未成年者の飲酒・喫煙をなくし、受動喫煙の機会を有する者の割合の減少を目指す。  

⑤引き続き、発生の予防及びまん延の防止等の対策の推進を行うこととしている。  

⑥引き続き、人工妊娠中絶率の実施率、思春期やせ症の発生頻度の減少を目指し取組を推進していく。  

※医療施設静態調査 (Ｈ23 年 ) 

 



機能：周産期に係る比較的高度な医療を
提供

地域周産期母子医療センター 292
箇所 地域の医療施

設

・病院

・診療所
・助産所

機能：①母体及び新生児に対するきわめて高度な医療を
提供

②産科合併症以外の合併症を有する母体への対応
③ドクターカーを保有し、要請のあった地域の医
療施設へ派遣
④地域のＮＩＣＵ等の空床状況等の把握

機能：長期入院児が在宅に移行するためのトレーニング等
地域療育支援施設

搬
送

一時的な受入れ

周産期母子医療センター

搬
送

総合周産期母子医療センター 96箇所

在宅移行促進

周産期関係医療機関

在宅

○ 総合周産期母子医療センター及びそれを支える地域周産期母子医療センターのMFICU(母体・胎児集中治療
室)、NICU(新生児集中治療室)等に対する財政支援

○ 産科、新生児医療を担当する医師の手当に対する財政支援
○ NICU等に長期入院している小児が在宅に移行するためのトレーニング等を行う地域療育支援施設を設置す
る病院に対する財政支援

○ 在宅に戻った小児をいつでも一時的に受け入れる病院に対する財政支援

周産期医療体制の充実（平成25年度予算 医療提供体制推進事業費補助金227億円の内数）

－ NICUの病床数（平成14年 2,122床 → 平成17年 2,341床 → 平成20年 2,310床 → 平成23年 2,765床）
－ 平成26年度までに、出生１万人当たりNICU25～30床を目標に整備を進める(現状：平成23年度26.3床)（｢子ども･子育
てビジョン｣平成22年１月29日閣議決定）

－ 都道府県別では、19県が出生１万人当たり25床に満たない状況。また、30都府県が出生１万人当たり30床に満たない状
況
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★小さなお子さんをお持ちの保護者の方が、休日・夜間の急な
子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた
ほうがいいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師
への電話による相談ができるものです。

★全国同一の短縮番号 をプッシュすることにより、
お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医
師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や
受診する病院等のアドバイスを受けられます。

－小児救急電話相談（＃８０００）事業とは－

〈制度に関するお問い合わせ先〉

厚生労働省医政局指導課
救急・周産期医療等対策室救急医療係

電話： ０３－５２５３－１１１１（代表）
内線（２５５１、２５５０）

参考資料２



救急・周産期医療の推進①

 従来からある、一般向けの特定集中治療室（ＩＣＵ）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し、
小児救急医療の充実を図る。

（新） 小児特定集中治療室管理料（１日あたり）
１５,５００点（７日以内）
１３,５００点（８日以上１４日以内）

［算定要件］

15歳未満であって、特定集中治療室管理が必要な患者について算定する。
［施設基準］

① 小児特定集中治療室として８床以上の病室を有していること。

② 小児集中治療を行う医師が常時配置されていること。

③ 常時２対１以上の看護配置であること。

④ 体外補助循環を行うために必要な装置など、小児集中治療を行うための十分な設備を有して
いること。

⑤ 重症者等を概ね９割以上入院させる治療室であること。

⑥ 同病室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集中
治療室管理料を算定していた患者を一定程度受け入れていること。

小児救急医療の評価

４
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救急・周産期医療の推進②

 一般病棟（13対1、15対1）において、急性期後の患者、状態が
悪化した在宅療養中の患者、介護施設の入所者を受け入れた場
合についての評価を新設し、状態の落ち着いた患者の早期の転
院支援や在宅療養中の患者が急変した際に必要な医療を受けら
れる体制を推進する。

（新） 救急・在宅等支援病床初期加算 １５０点（１日につ
き）

 療養病棟においても、療養病棟入院基本料１（20対１）算定病
床について、救急・在宅等支援療養病床初期加算の引き上げを
行い、状態の落ち着いた患者の早期の転院支援や在宅療養中
の患者が急変した際に必要な医療を受けられる体制を推進する。

（新） 救急・在宅等支援療養病床初期加算

１５０点 →    ３００点（１日につき）

急性期後の患者や在宅患者の受入に対する評価

５
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妊婦健康診査について

公費負担の現状（平成２４年４月現在）
○ 公費負担回数は、全ての市区町村で１４回以上実施（平均１４．０４回）
○ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、すべての市区町村で実施
○ 助産所における公費負担は、すべての市区町村で実施

○ 受診券方式の市区町村のうち標準的な検査項目を実施する市区町村は６３．９％

公費負担の状況
○ これまで、地方交付税措置により５回を基準として公費負担を行っていたが、妊婦の健康管理
の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、
平成２０年度第２次補正予算において妊婦健康診査支援基金を創設して公費負担を拡充した。

○ 平成２２年度補正予算、平成２３年度第４次補正予算により、積み増し・延長を行い公費負担
を継続。（実施期限：平成２４年度末まで）

○ 平成２５年度以降は、地方財源を確保し、地方財政措置を講ずることにより、恒常的な仕組み
へ移行。

妊婦が受診することが望ましい健診回数

① 妊娠初期より妊娠２３週（第６月末）まで ：４週間に１回
② 妊娠２４週(第７月)より妊娠３５週（第９月末）まで ：２週間に１回
③ 妊娠３６週（第１０月）以降分娩まで ：１週間に１回
（※ これに沿って受診した場合、受診回数は１４回程度である。）

根 拠
○ 母子保健法第１３条（抄）
市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は
健康診査を受けることを勧奨しなければならない
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妊婦健康診査の公費助成に関する財源の見直しについて

国庫補助

地方財政措置

（都道府県基金）
<全額国費で造成>

基金補助金 50％

（市町村）

普通交付税 50％

（市町村）

普通交付税 100％

９回分

５回分

（市町村）

普通交付税 100％

１４回分

＜H24年度まで＞ ＜H25年度以降＞

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、

地方財政措置されていなかった残りの９回分について、都道府県に妊婦健康診査支援基金を造成し、国庫補助

（１／２）と地方財政措置（１／２）により支援してきたところ。

※平成20年度２次補正：790億円 平成22年度１次補正：111億円 平成23年度４次補正：181億円 （基金総額：1,082億円）

３大臣合意（平成25年
1月27日）に基づき、
恒常的な仕組みへ移
行（一般財源化）

妊婦健康診査の公費助成については､これまで補正予算により基金事業の延長を重ねて
きたが､平成25年度以降は､地方財源を確保し地方財政措置を講ずることにより､恒常的

な仕組みへ移行

＜参考＞
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健康日本21（第二次）における飲酒に関する目標について

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者※の割合の減少
※一日当たりの純アルコール摂取量が男性40ｇ以上、女性20ｇ以上の者

＜目標値＞ 男性：15.3％(H22年) → 13.0％(H34年度)
女性： 7.5％(H22年) → 6.4％(H34年度)

②未成年者の飲酒をなくす （過去30日に1回以上飲酒した者※の割合）
※「この30日間に、少しでもお酒を飲んだ日は合計何日になりますか」という質問に対し、１日以上の選択肢を選んだ者

＜目標値＞ 男性(中学3年)：10.5％(H22年) → 0％(H34年度)
男性(高校3年)：21.7％(H22年) → 0％(H34年度)
女性(中学3年)：11.7％(H22年) → 0％(H34年度)
女性(高校3年)：19.9％(H22年) → 0％(H34年度)

③妊娠中の飲酒をなくす

＜目標値＞ 8.7％(H22年) → 0％(H26年)

飲料の種類
（量、アルコール度数）

ビール
（500ml、5%)

清酒
（１合180ml、15%)

ウイスキー・ブランデー
（ダブル60ml、43%)

焼酎
（１合180ml、25%）

ワイン
（１杯120ml、12%）

純アルコール量 ２０ｇ ２２ｇ ２０ｇ ３６ｇ １２ｇ

【参考】

データソース：国民健康・栄養調査

データソース：厚生労働科学研究費補助金による研究班調査

データソース：乳幼児身体発育調査
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○喫煙による年間超過死亡数は 12～13万人（参考：年間死亡者全体119万人） ○ 超過医療費1.7兆円
○受動喫煙による年間超過死亡は、年間約６,８００人 ○ 入院・死亡による労働力損失 2.3兆円
○がん死亡の約20-27％は喫煙が原因であり、喫煙していなければ予防可能。

たばこに関する数値目標について

「喫煙をやめたい人がやめる」という考えに基づいて目標を策定。
※19.5%(注1) × (100% － 37.6%)(注2) ≒12%

(注1)成人の喫煙率（平成22年国民健康・栄養調査）
(注2)現在喫煙している者(100%)から、禁煙を希望する者の

割合(37.6%)(平成22年国民健康・栄養調査)を引いた値

未成年の喫煙は、法律上禁止されているとともに、健康影響が大きく、かつ成人期を通した喫煙継続に
つながりやすいことから、中、長期的な観点での対策が必要。

行政機関（平成20年16.9%→平成34年度0%）
医療機関（平成20年13.3%→平成34年度0%）
家庭（平成22年10.7%→平成３４年度3%）
飲食店（平成22年50.1%→平成34年度15%）
職場 平成23年64%→  平成32年までに受動喫煙のない職場を実現

健康日本２１（第２次）で設定。

○成人の喫煙率の低下（平成22年19.5%→平成34年度12%）

○未成年の喫煙をなくす 高校3年生：平成22年男8.6%,女3.8%→平成３４年度０％

中学1年生：平成22年男1.6%,女0.9%→平成３４年度０％

○受動喫煙の防止

○妊娠中の喫煙をなくす（平成２２年5.0％→平成２６年０％）

～喫煙と受動喫煙に関連した疾病、障害、死亡を減少させることが必要～

背景：たばこの健康への影響と経済損失

たばこに関する数値目標
-がん対策推進基本計画(H24.6.8閣議決定)・健康日本２１(第２次)(H24.7.10大臣告示)-
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9

○ 事業概要
都道府県において、地域での連携を図り、未成年者の喫煙防止対策、受動喫煙防止対策及び禁
煙・節煙を希望する者に対する支援体制の整備を図る等、地域の実情にあわせた施策を実施する
経費に対する国庫補助事業（補助先：都道府県、保健所設置市、特別区、補助率：１／２）

たばこ対策促進事業 （平成25年度 39,555千円）※平成１７年度より

○ 若年女性に対する普及啓発に関する事業

・ 喫煙と健康問題に関するチラシ・ポスター等（美容所等へ配布）の作成など

○ 「禁煙普及員」「たばこ相談員」等の禁煙支援携わる者に関する事業

・ 「禁煙普及員」、「たばこ相談員」等の禁煙支援に携わる者が行う普及啓発活動の支援に関する事

業など

○ 未成年者や子どもへの影響の大きい父母等の喫煙防止に関する事業

・ 学校保健担当者等を対象とした未成年者の喫煙防止に効果的な教育方法等を指導する講習会等

の実施など

○ 娯楽施設等における受動喫煙防止に関する事業

・ 娯楽施設等の事業者を対象とした受動喫煙防止対策に関する講習会の実施など

○ たばこ対策関係者で構成される協議会等の設置

・地域の保健医療関係者を含めたたばこ対策関係者で構成される協議会を設置して事業計画策定、推

進及び評価の実施

〈事業内容〉
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