
平成２８年度母子保健対策関係予算概算要求の概要

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課

（平成２７年度予算） （平成２８年度概算要求）

３７，０７８百万円 → ３８，１２４百万円

１ 母子保健医療対策の強化 15,091百万円 → 15,713百万円

～地域における切れ目ない妊娠・出産支援の強化～ 【一部推進枠1,076百万円】

（１）妊娠・出産包括支援事業の展開【一部推進枠】

子育て世代包括支援センター※を核とし、家庭や地域での孤立感の解消

を図るために相談支援を行う「産前・産後サポート事業」や、退院直後の

母子に対して心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を行う「産

後ケア事業」などを地域の実情に応じて実施し、妊産婦等に必要な支援体

制の構築を図る。

※子育て世代包括支援センターについては、内閣府予算において要求。

（２）不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる特定不妊

治療に要する費用等の助成を行う。

（３）生涯を通じた女性の健康支援事業の実施

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）等を重視しつつ、女

性がその健康状態に応じて的確に自己管理を行うことができるようにするた

めの健康教育の実施、不妊・不育症及び思春期、妊娠・出産、更年期、高齢

期等各ライフステージに応じた課題に対応するための相談体制を構築するこ

とにより、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図る。

また、ＨＴＬＶ－１母子感染予防対策の推進を図る。

（４）子どもの心の診療ネットワーク事業の実施

様々な子どもの心の問題、児童虐待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、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実施するとともに、災害時の子どもの心の支

援体制づくりを実施する。



２ 慢性的な疾病を抱える児童などへの支援

17,457百万円 → 17,668百万円

（１）小児慢性特定疾病医療費

長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるも

のであって、療養のために多額の費用を要する疾病（小児慢性特定疾病）に

かかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負

担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成する。

（２）小児慢性特定疾病児童等の自立へ向けた支援

幼少期から慢性的な疾病にかかっているため、学校生活での教育や社会性

の涵養に遅れが見られ、自立を阻害されている児童等について、地域による

支援の充実により自立促進を図る。

（３）小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業

小児慢性特定疾病児童の成人期移行過程での医療については、患児の成長

・発達を踏まえ、また、個々の疾病の状態の変化に合わせた医療が必要であ

り、この移行期医療の提供体制の整備が重要な課題である。

このため、小児と成人に対する医療が異なる疾病領域を対象とし、移行期

医療を円滑に進めるためのツール等の開発、研修、実証をパッケージ化し、

移行期医療の提供モデルを構築し、その提供体制の整備を促進する。

（４）小児慢性特定疾病登録管理データ運用事業の実施

小児慢性特定疾病の患児データベースの構築について、医師が直接入力す

るシステムから集約したデータを精査、集約する。

また、当該データを研究者や企業等へ提供可能な仕組みを構築するととも

に、必要な情報をポータルサイトに掲載し、小児慢性特定疾病に関する情報

の一元化を図る。

（５）小児慢性特定疾病指定医育成事業

小児慢性特定疾病指定医は、学会が認定する専門医を取得していること又

は都道府県等が実施する研修を受けていることを要件とする。このため、本

事業によりその研修を実施し、小児慢性特定疾病の診断が適切に行われる体

制を整備する。



（６）小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業の実施等

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童等に対

し日常生活用具を給付することで、日常生活の便宜を図る。

また、小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病の拡大を踏まえ、必要な日

常生活用具の追加を検討する。

その他、慢性疾病児童等地域支援協議会運営費及び都道府県、指定都市、

中核市に対する小児慢性特定疾病医療医務費等を計上する。

※慢性的な疾病を抱える児童などへの支援に係る事業については、難病対策を担当する

健康局へ移管する。

３ 未熟児養育医療等 3,703百万円 → 3,750百万円

身体の発育が未熟のまま生まれた未熟児に対する医療の給付等を行う。また、

特に長期の療養を必要とする結核児童に対する医療の給付を行うとともに、必

要な学習用品・日用品を支給する。

４ 研究事業の充実（健やか次世代育成総合研究事業及び成育疾患克服等総合研究事業）

606百万円 → 725百万円

【一部推進枠172百万円】

子どもの健全育成のため保健・医療・福祉分野の社会的課題に対応する政策

提言型の基盤的研究を実施するとともに、健康・医療戦略における新たな医療

分野の研究開発の推進の一つとして、社会的に対策が求められる成育疾患の病

態解明や治療法開発を目指す研究を実施する。

５ その他 220百万円 → 268百万円

上記施策の他、先天性代謝異常児等に罹患している児童に対する特殊ミルク

供給事業や母子保健に携わる指導的立場にある者に対する研修などを実施す

る。



妊娠・出産包括支援事業の拡充について

妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な相談支援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）の全国展開に向けた
拡充に伴い、「産前・産後サポート事業」や「産後ケア事業」についても、妊産婦等を支えるための総合的な支援体制の構築を図るため一体

的に拡充する必要がある。 ※子育て世代包括支援センターについては、内閣府予算において要求

また、本取組は、妊産婦の孤立感や不安感の解消を図ることを目的としており、妊娠期からの切れ目ない支援による児童虐待の発生予
防に資するものである。

要求内容

事業概要

要求要旨

要求内容○要求内容 実施市町村数の増
【27年度予算】 【28年度要求】

① 産前・産後サポート事業 80市町村 → 160市町村
② 産後ケア事業 80市町村 → 160市町村
③ 妊娠・出産包括支援緊急整備事業 52市町村 → 60市町村
④ 妊娠・出産包括支援推進事業 47都道府県 → 47都道府県

要求内容

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児

産後ケア事業

産婦の心身の不調や産後うつ等を防ぐため、母子への心身のケア
や育児サポート等を行う。

妊婦健診
乳
児
家
庭

全
戸
訪
問

事
業

子育て支援策
・保育所
・里親
・乳児院
・その他子育て支援策

両親学級等

妊娠に関する
普及啓発

不妊相談

産前・産後サポート事業
助産師等の専門家や、シニア世代が話し相手となる相談支援により、妊産婦の孤立感の解消を図る。

定期健診 予防接種 養子縁組

【妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援の実施】

子育て世代包括支援センター

○ 妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援の実施
○ 保健師等の専門職が全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、必要に応じて関係機関と協力して支援プランを策定

平成２８年度要求額：２４億円【うち推進枠：１１億円】
（平成２７年度予算：１７億円）



不妊に悩む方への特定治療支援事業について

○ 要旨 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する
費用の一部を助成

○ 対象治療法 体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）

○ 対象者 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断
された法律上の婚姻をしている夫婦

○ 給付の内容 １回１５万円（凍結胚移植（採卵を伴わないもの）及び採卵したが卵が得られない等のため中止
したものついては、１回７.５万円）、１年度目は年３回まで、２年度目以降年２回まで、通算
５年、通算１０回を超えない
※ 平成２６年度～ ４０歳未満の方で新規に助成を受ける場合

→年間助成回数、通算助成期間の限度を廃止し、通算助成回数６回まで
※ 平成２８年度～ 助成対象年齢を４３歳未満の方（４０歳以上の方は通算助成回数３回まで）

○ 所得制限 ７３０万円（夫婦合算の所得ベース）

○ 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定

○ 実施主体 都道府県、指定都市、中核市（全都道府県・指定都市・中核市において既に開始済み）

○ 補助率 １／２（負担割合：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２）

平成１６年度創設 支給期間２年間として制度開始
平成１８年度 支給期間２年間を５年間に延長
平成１９年度 給付金額を1年度あたり１回１０万円、２回までに増額、

所得制限額を（６５０万円 → ７３０万円）引き上げ
平成２１年度補正予算 給付額１０万円→１５万円
平成２２年度予算 給付額１５万円を継続
平成２３年度予算 １年度目を年３回に拡充
平成２５年度予算 凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等の給付額を見直し

（１５万円→７．５万円）
平成２５年度補正予算 一部助成対象範囲を見直し、安心こども基金により実施
平成２７年度予算 安心こども基金による実施を廃止し、当初予算に計上

平成１６年度 １７，６５７件
平成１７年度 ２５，９８７件
平成１８年度 ３１，０４８件
平成１９年度 ６０，５３６件
平成２０年度 ７２，０２９件
平成２１年度 ８４，３９５件
平成２２年度 ９６，４５８件
平成２３年度 １１２，６４２件
平成２４年度 １３４，９４３件
平成２５年度 １４８，６５９件

１．事業の概要

２．沿 革 ３．支給実績



○ 対象者の要件 ・小児慢性特定疾病（※）にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度であること。
※①慢性に経過する疾病であること ②生命を長期に脅かす疾病であること ③症状や治療が
長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること ④長期にわたって高額な医療費の負担が
続く疾病であること の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。

・18歳未満の児童等であること。（ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、
かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。）

○ 自己負担 申請者の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある。
○ 実施主体 都道府県・指定都市・中核市
○ 国庫負担率 １／２（都道府県・指定都市・中核市１／２）
○ 根拠条文 児童福祉法第19条の２、第53条

○ 小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減
を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する。

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

小児慢性特定疾病の医療費助成の概要

対象疾患群
⑧先天性代謝異常
⑨血液疾患
⑩免疫疾患
⑪神経・筋疾患
⑫慢性消化器疾患
⑬染色体又は遺伝子に

変化を伴う症候群
⑭皮膚疾患

医療費助成の概要

・平成27年度予算額：16,241百万円
・平成28年度要求額：16,474百万円（＋233百万円）

・対象疾病数：704疾病（14疾患群）
・約15万人（平成27年度推計）

対象疾病・対象者

予算額



相談支援事業

ex
・レスパイト
【第19条の22第２項第１号】

ex
・学習支援
・身体づくり支援 等
【第19条の第22項第５号】

ex
・職場体験
・就労相談会 等
【第19条の22第２項第３号】

【事業の目的・内容】
幼少期から慢性的な疾病にかかっているため、学校生活での教育や社会性の涵養に遅れが見られ、自

立を阻害されている児童等について、地域による支援の充実により自立促進を図る。
【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市

【国庫負担率】 １／２（都道府県・指定都市・中核市１／２）
【根拠条文】 児童福祉法第19条の22、第53条
【予算額】 平成27年度予算額：927百万円 → 平成28年度要求額：925百万円（▲2百万円）

ex
・通院の付き添い支援
・患児のきょうだいへの支援 等
【第19条の22第２項第４号】

小児慢性特定疾病児童自立支援事業

小児慢性特定疾病児童自立支援員
＜相談支援例＞
・自立に向けた相談支援
・療育相談指導
・巡回相談
・ピアカウンセリング 等

＜支援例＞
・関係機関との連絡・調整及び
利用者との橋渡し

・患児個人に対し、地域における
各種支援策の活用の提案 等

＜必須事業＞（第19条の22第１項）

＜任意事業＞（第19条の22第２項）

療養生活支援事業 相互交流支援事業

ex
・患児同士の交流
・ワークショップの開催 等
【第19条の22第２項第２号】

就職支援事業 介護者支援事業 その他の自立支援事業
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