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プレコンセプションケアを含む
性と健康の相談支援について

2021年4月1日

令和４年３月25日（金）

厚生労働省
子ども家庭局母子保健課

成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針 概要
令和３年２月９日閣議決定

基本的方向

成育過程にある者等を取り巻く環境が大きく変化している中で、成育医療等の提供に当たっては、医療、保健、
教育、福祉などのより幅広い関係分野での取組の推進が必要であることから、各分野における施策の相互連携
を図りつつ、その需要に適確に対応し、子どもの権利を尊重した成育医療等が提供されるよう、成育過程にあ
る者等に対して横断的な視点での総合的な取組を推進する。

成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
（１）成育過程にある者及び妊産婦に対する医療

切成
れ育
目過
な程
くに
提あ
供る
す者
る等
たに
め対
のし
施必
策要
をな
総成
合育
的医
に療
推等
進を

①周産期医療等の体制 ▶総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター等の整備を通じた地域の周産期医療体制の確保 等
②小児医療等の体制 ▶子どもが地域において休日・夜間を含め、いつでも安心して医療サービスを受けられる小児医療体制の充実 等
③その他成育過程にある者に対する専門的医療等 ▶循環器病対策基本法等に基づく循環器病対策の推進 等

（２）成育過程にある者等に対する保健
①総論
▶妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対する地域における相談支援体制の整備の推進 等
②妊産婦等への保健施策
▶産後ケア事業の全国展開等を通じた、成育過程にある者とその保護者等の愛着形成の促進 等
③乳幼児期における保健施策▶乳幼児健診等による視覚及び聴覚障害や股関節脱臼等の早期発見及び支援体制の整備 等
④学童期及び思春期における保健施策 ▶生涯の健康づくりに資する栄養・食生活や運動等の生活習慣の形成のための健康教育の推進 等
⑤生涯にわたる保健施策
▶医療的ケア児等について各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築 等
⑥子育てや子どもを持つ家庭への支援 ▶地域社会全体で子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくりの推進 等

（３）教育及び普及啓発
①学校教育及び生涯学習 ▶妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識の普及・啓発の学校教育段階からの推進 等
②普及啓発 ▶「健やか親子２１（第２次）」を通じた子どもの成長や発達に関する国民全体の理解を深めるための普及啓発の促進 等

（４）記録の収集等に関する体制等
①予防接種、乳幼児健康診査、学校における健康診断に関する記録の収集、管理・活用等に関する体制、データベースその他の必要な施策
▶PHR
②成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡原因に関する情報の収集、管理・活用等に関する体制、データベースその他の必要な施策 ▶CDR 等

（５）調査研究 ▶成育医療等の状況や施策の実施状況等を収集し、その結果を公表・情報発信することによる、政策的対応に向けた検討 等
（６）災害時等における支援体制の整備 ▶災害時等における授乳の支援や液体ミルク等母子に必要となる物資の備蓄及び活用の推進 等
（７）成育医療等の提供に関する推進体制等 ▶各種施策に関する各地域の優良事例の横展開を通じた各地域の施策の向上 等

その他の成育医療等の提供に関する施策の推進に関する事項
▶国・地方公共団体は、施策の進捗状況や実施体制等を客観的に評価し、必要な見直しにつなげるＰＤＣＡサイクル
に基づく取組の適切な実施 等

成育医療等基本方針における記載
※成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針
※令和３年２月９日閣議決定

Ⅱ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
２ 成育過程にある者等に対する保健
（１）総論
安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後の健康管理を支援するため、プレコンセプ
ションケア※の実施などの支援を求める者や、支援が必要と認められる成育過程にあ
る者等に対して適切に支援を実施するなど、需要に適確に対応した切れ目のない支援
体制を構築する。
※ 女性やカップルを対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取組をいう。

（５）生涯にわたる保健施策

男女を問わず、相談支援や健診等を通じ、将来の妊娠のための健康管理に関する情
報提供を推進するなど、プレコンセプションケアに関する体制整備を図る。特に、若
年女性の 痩せは骨量減少、低出生体重児出産のリスク等との関連があることを踏ま
え、妊娠前からの望ましい食生活の実践等、適切な健康管理に向けて、各種指針等に
より普及啓発を行う。

プレコンセプションケア等に係る有識者ヒアリングの開催
令和３年２月９日に閣議決定された成育医療等基本方針において、「プレコンセプション
ケアに関する体制整備を図る」と記載されている。今後、厚生労働省で、性・生殖に関す
る正しい知見の普及や性・生殖に関する相談の場の提供を推進していくに当たり、施策検
討の参考とすることを目的とし、プレコンセプションケア等の有識者の方々に対するヒア
リングを行った。二回のヒアリングでの主な意見は以下のとおりである。

第１回 令和３年５月２０日
【ヒアリング対象者（３名）】
• 公益社団法人日本助産師会
安達久美子
• 国立成育医療センター総合診療部
阪下和美
• 学校法人桐朋学園 桐朋小学校
星野俊樹
（敬称略）

【主なご意見】

第２回 令和３年５月２７日
【ヒアリング対象者（３名）】
•
•
•

プライベートケアクリニック東京
丸の内の森レディースクリニック
Siblings合同会社 CEO、
性教育サイト命育

小堀善友
宋美玄
宮原由紀
（敬称略）

【主なご意見】

 小児期・学童期より、性・生殖・ジェンダーに
 男性にプレコンセプションケアの概念が浸透し
ていないが、男性不妊の原因として射精障害が
関する正しい理解を促すことが必要である
増えており、思春期からの適切な性との向き合
 とりわけ、①プライベートゾーン、②月経、③
い方の啓発が必要である
避妊の知識、④性的指向・性自認を中心に伝え
 包括的セクシュアリティ教育に関するコンテン
ることが重要である
ツは作られてはいるが、それを効果的に届ける
 性を含めた健康教育の実施には地域格差があり、
ためにウェブやスマートフォンなどの活用が必
健康教育の認知度を高めることが重要である
要である
 性に関する個別相談ができるような場・機会を
 乳幼児健診や予防接種等、行政や医療機関と関
わるタイミングを活用し、プレコンセプション
学校・家庭以外にも確保していくことが重要で
ケアに関する情報提供が望ましい
ある

性と健康の相談センター事業【新規】
Ｒ４予算案：9.2億円
目 的
成育基本方針（令和３年２月９日閣議決定）に基づき、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後の健康管理を支援するため、プレコンセプ
ションケア（女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取組）の実施など、需要に的確に対応した切れ目のない支援を行う
事を目的とする。
内 容
◆ 対象者
思春期、妊娠、出産等の各ライフステージに応じた相談を希望する者（不妊相談、予期せぬ妊娠、メンタルヘルスケア、性感染症の対応を含む）
◆内 容
（１）不妊に悩む夫婦、将来子を持ちたいカップル、身体的・精神的な悩みを有する女性等への健康状況に的確に応じた健康・不妊・将来の妊娠
出産に関する相談指導
（２）妊娠・出産に係る正しい知識等に関する親世代向け等の講演会の開催
（３）相談指導を行う相談員の研修養成
（４）不妊治療、妊娠・出産、女性の健康に関する医学的・科学的知見の普及啓発
（５）不妊治療と仕事の両立に関する相談対応
（６）特定妊婦等に対する産科受診等支援
（７）若年妊婦等に対するSNSやアウトリーチによる相談支援、緊急一時的な居場所の確保
（８）出生前遺伝学的検査（NIPT）を受けた妊婦等への相談支援体制の整備
（９）学校で児童・生徒向けに性・生殖に関する教育等を実施する医師や助産師等への支援
（10）思春期の児童等に対する産科受診等支援

実施主体・補助率等

◆ 実施主体：都道府県・指定都市・中核市
◆ 補 助 率 ：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２
◆ 補助単価案：別添のとおり
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女性健康支援センター事業
Ｒ３予算額：1.9億円（Ｒ２予算額：2.2億円）

○事業の目的
思春期から更年期に至る女性を対象とし、各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みに関する相談指導や、相談指
導を行う相談員の研修を実施し、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図ることを目的とする。
○ 対象者
思春期、妊娠、出産、更年期、高齢期等の各ライフステージに応じた相談を希望する者
（不妊相談、予期せぬ妊娠、メンタルヘルスケア、性感染症の対応を含む）

？

○ 事業内容
（１）身体的、精神的な悩みを有する女性に対する相談指導
（２）相談指導を行う相談員の研修養成
（３）相談体制の向上に関する検討会の設置
（４）妊娠に悩む者に対する専任相談員の配置
（５）（特に妊娠に悩む者）が、女性健康支援センターの所在等を容易に把握することができるよう、その所在地及び連絡先
を
記載したリーフレット等を作成し、対象者が訪れやすい店舗等で配布する等広報活動を積極的に実施
（６）特定妊婦等に対する産科受診等支援
（７）若年妊婦等に対するSNSやアウトリーチによる相談支援、緊急一時的な居場所の確保
（８）出生前遺伝学的検査（NIPT）を受けた妊婦等への相談支援体制の整備（Ｒ３新規）
○ 実施担当者 ・・・ 医師、保健師又は助産師等
○ 実施場所（実施主体：都道府県・指定都市・中核市）

全国８４ヵ所（令和２年８月１日時点） ※自治体単独１４か所
４７都道府県、札幌市、仙台市、さいたま市、 千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、八戸市、
盛岡市、山形市、いわき市、福島市、水戸市、川越市、川口市、船橋市、八王子市、横須賀市、金沢市、甲府市、長野市、豊橋市、奈良市、鳥取市、呉市、久留米市、宮崎市

○ 補助率等

補助率： １／２

○ 相談実績

令和元年度：70,309件（内訳：電話４４，８７０件、面接１４，９８３件、メール９，９９４件、その他４６２件）

○ 相談内容

・女性の心身に関する相談（２４，２４４件）
・妊娠・避妊に関する相談（２２，０９４件）
・メンタルケア（１８，０５２件）
・不妊に関する相談（９，５６２件） ・思春期の健康相談（６，７６８件） ・性感染症等（８７４件） ・婦人科疾患・更年期障害（４，４１４件）

R3基準額： 158,700円（月額）

若年妊婦等に対する取組の強化に係る加算：172,100円（月額）
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健康教育事業
事業目的
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、生活に密着した身近な機関において
健康教育を実施する。

実施主体
都道府県、指定都市、中核市

（本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる団体等に事業の全部又は一部の委託が可能）

対象者
思春期から更年期に至る女性

事業概要
○事業内容
・講習会等の方法による各ライフステージに応じた健康教室を定期的に開催し、必要に応じて講演会を開催
・女性の健康教育に資する小冊子等の配布による知識の普及啓発
・学校で児童・生徒向けに性に関する教育等を実施する医師や助産師等向け研修の実施
○実施場所
・保健所、小中高等学校など、受講者が利用しやすい場所
○実施担当者
・女性の健康（精神保健を含む。）に関する専門的知識を有する保健師又は助産師等
○予算額等 令和３年度予算額 ０．２億円
（令和２年度基準額 57,500円×実施月数）（補助率1/2、都道府県・指定都市・中核市 1/2）
○事業実績 令和２年度 47自治体

特定妊婦等に対する産科受診等支援加算（性と健康の相談センター事業の一部）
Ｒ４予算案：性と健康の相談センター事業 9.2億円の内数
【令和元年度創設】

目 的

○ 妊娠・出産について周囲に相談できずに悩む者については、予期しない妊娠、経済的困窮、社会的孤立、DVなどの様々な背景があり、妊婦健
診未受診での分娩や新生児が０歳０日で虐待死に至る場合があるなど、妊娠期から支援することが重要である。
○ このため、予期せぬ妊娠等の相談対応を行う「性と健康の相談センター」において、特定妊婦と疑われる者を把握した場合に、医療機関等への
同行支援等を行うことによりその状況を確認し、関係機関へ確実につなぐ体制を整備する。
内 容
◆ 対象者
特定妊婦（※）と疑われる者
※ 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦（児童福祉法第６条の３第５項））
◆内 容
性と健康の相談センターにおいて、予期せぬ妊娠等により妊娠に悩む者を把握した場合には、面談・訪問相談等によりその状況を確認し、関係機
関と連携を行うとともに、産科受診等が困難な特定妊婦と疑われる場合には、産科等医療機関への同行支援や初回産科受診料に対する助成を
行う。
特定妊婦等に対する産科受診等支援

＜事業イメージ＞
① 予期せぬ妊娠相談や、
市町村による妊婦訪問事
業より、支援が必要な妊
婦を把握

② 必要に応じて面談・訪問
相談実施（対象者との信
頼関係の構築）

③ 産科受診等支援
・ 市販の妊娠検査薬で妊娠の確認を行ったうえで、初回産科受診
料を補助

連 携
子育て世代包括支援センター、要保護児童対策地域協議会等関係機関

実施主体等
◆ 実施主体 ：都道府県・指定都市・中核市
◆ 補 助 率 ：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２
◆ 実施自治体数
・ 産科受診等支援 16自治体（15自治体）
・ 初回産科受診料 14自治体（13自治体）
※ 令和２年度変更交付決定ベース
括弧は令和元年度変更交付決定ベース

補助単価
◆ 補助単価案
①直 営 産科受診等支援
初回産科受診料
②委 託

産科受診等支援加算
初回産科受診料

月額 158,000円
受診１件あたり 10,000円
月額 314,800円
受診１件あたり 10,000円
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若年妊婦等支援強化加算（性と健康の相談センター事業の一部）
Ｒ４予算案：性と健康の相談センター事業 9.2億円の内数
【令和２年度創設】

目 的

○ 予期せぬ妊娠などにより、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、SNS等を活用し
た相談支援等を行う。
○ 若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあるNPOに、アウトリーチや若年妊婦等支援の業務の一部及び全てを委託するなどにより、地域の
実情に応じた若年妊婦等への支援を行う。
内 容
◆ 対象者
10代等若年で妊娠に悩んでいる者や、若年に限らず特定妊婦と疑われる者等
◆内 容
（１）相談支援等
① 窓口相談
② アウトリーチによる相談
③ コーディネート業務
④ SNS等を活用した相談
（２）産科受診等支援
（３）緊急一時的な居場所確保

都道府県・指定都市・中核市（性と健康の相談センター事業 ）
○ 保健師等による、より専門的な相談（電話相談・窓口相談等）
※ アウトリーチやSNS等を活用した相談支援など、機動力を活かし
た相談支援についてNPOに委託して実施。

＜事業イメージ＞
委託・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

連携

地域のNPO等
（１）アウトリーチやSNS等による相談支援
（２）特定妊婦等に対する産科受診等支援
（３）緊急一時的な居場所の確保

連携

相談
悩みを抱える若年妊婦等

アウトリーチ＆キャッチ

実施主体等
◆ 実施主体：都道府県・指定都市・中核市
◆ 補 助 率 ：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２
◆ 実施自治体数：10自治体
・ 直営５自治体
（宮城県、神奈川県、三重県、京都府、奈良県）

・ 委託５自治体
（埼玉県、千葉県、富山県、石川県、兵庫県）
※ 令和２年度変更交付決定ベース

市町村（子育て世代包括支援センター）
○ 地域のNPOと連携し、悩みを抱える若年妊婦
等を、継続的かつ専門的な支援へと繋げる。

相談

補助単価
◆ 補助単価案
①直 営 運営費
月額 172,300円
SNS等による相談支援
年額10,888,000円
一時的な居場所確保 １泊あたり
16,100円

②委 託

基本分
月額 367,100円
夜間休日対応加算
月額
54,800円
SＮＳ等による相談支援 年額10,888,000円
一時的な居場所確保 １泊あたり
16,100円
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プレコンセプションケア体制整備に向けた相談・研修ガイドライン作成に向けた調査研究
背 景
令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「プレコンセプションケア体制整備に向けた相談・研修ガイドライン作成に向けた調査研究」（事
業者：有限責任監査法人トーマツ）において、性・生殖・ジェンダーに関する相談の場を提供している自治体やNPO 等の実態調査等を行い、令和
4年度から都道府県等が「性と健康の相談センター事業」を実施するにあたり、体制整備の参考となるような手引きを作成した。
手 引 き
◆プレコンセプションケアの体制整備に向けた手引書

調査結果等を踏まえて、令和4年度から都道府県等が「性と健康の相談センター事業」を実施するにあたり、体制整備の参考となるような手引き
を作成した。
○第１章 プレコンセプションケアの体制整備の考え方
性と健康の相談センター事業と既存事業について、体制整備の考え方、都道府県等に期待される役割を掲載。

○第２章 都道府県等の体制整備に向けた事例集
５つのテーマ毎に先進的な事例などを紹介。また、コラムにおいてプレコンセプションケアに関連するトピック等を紹介。

テーマ
①性や健康に関する教育

実施都道府県
青森県

県立学校における産婦人科校医配置事業

愛知県小牧市

保健センターと連携した「生と性のカリキュラム」推進事業

兵庫県姫路市

保健師による「思春期出前授業」の実施

神奈川県

18-24歳の男女へ妊娠・出産の正しい知識を普及する「丘の上のお医者さん（Web
サイト）」運営事業

島根県

高校生・大学生を対象とした「ライフプラン設計講座」の実施

大分県大分市

「おおいた不妊・不育相談センター（hopeful（ホープフル））」による不妊・不育相談

熊本県熊本市

若年妊婦等支援事業

認定NPO法人フローレンス

特定妊婦等に対する相談支援及び産科受診等支援

東京都、富山県、岡山県

各ステージに応じた切れ目のない支援の提供に向け、生涯を通じた女性の健康支援事
業に加え、独自の事業を委託先等の関連機関と連携して実施

②妊娠・出産の教育

③不妊・不育支援

④特定の支援を必要とする妊婦への支援
⑤（全体）各ステージに応じた切れ目のな
い支援の提供

事例内容

○第３章 参考資料
プレコンセプションケア推進において役立つ資料をまとめて紹介。
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乳幼児の保護者への性に関する情報提供の手引き
背 景

令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「保健師等による幼児等低年齢児の保護者に対する効果的な性教育方法に関する調査研
究」（事業者：Siblings合同会社 性教育サイト「命育」）において、未就学児を持つ保護者を対象とした性に関するウェブアンケート調査、子どもと
関わる専門職への聞き取り調査等を行い、保健師等の親子に関わる専門職が保護者への情報提供に活用できる手引きを作成した。
調査研究結果概要

手 引 き

◆全国の 3～6 歳の未就学児を持つ保護者を対象にしたウェブアンケー
ト調査

◆乳幼児期の性に関する情報提供 保健師や親子に関わる専門
職のための手引き

○対象：全国の３～６歳の未就学児を持つ20～49歳の保護者2,215人
○方法：ウェブアンケート調査

調査結果を踏まえて、保健師等が保護者に性に関する適切
な情報提供ができるよう手引きを作成した。

●家庭において子どもと性に関する会話の必要性を感じているのは、必要だと思う・
やや必要だと思う保護者は52.6%であった。
●子どもから性に関する質問をされて会話をした経験がある保護者は25.6%。
●これまで子どもの性に関する言動で困った経験のある保護者は26.2%で、内容
としては、幼児自慰への対応、性器・排泄物等の言葉の連呼、他人のプライベー
トゾーン（※）への接触等が挙げられた。
●保健師などに子どもの性に関して質問したい項目としては、性被害者・加害者に
ならないための知識、不快な性的接触を拒否する方法などが挙げられた。
（※）プライベートゾーン：水着で隠れる部分や口の自分の身体の大切なところ

◆ 子どもと関わる専門職への聞き取り調査
○対象：保健師、助産師、保育士、児童福祉司、児童心理司、小児科医
等子どもと関わる専門職110人
○方法：① 事前アンケート調査 ② 聞き取り調査
●子どもから性に関して質問されることとしては、男女の身体の違い（48.4%)
が最も多かった。
●保護者からよく相談される内容として、幼児自慰（40.2%)、プライベート
ゾーンに関すること（30.5%)が挙げられた。

○第１章 子どもの性についての対応の仕方、伝え方
男女の身体の違い、子どもと大人の身体の違い、プライベートゾーンの
理解、身体・性器の洗い方のポイントなどについてイラストを交えて説明。

○第２章 「こんなとき、どうしたらいい？」乳幼児期の性に関する
お悩みQ&A
子どもと関わる専門職が保護者
からよく問い合わせのある子どもの
性に関する言動への対応方法や
子どもの質問への回答案などを紹
介。

○乳幼児期の子どもを持つ
保護者におすすめの絵本
調査研究の検討委員会で、保
護者からの問い合わせの多いテー
マを扱っている絵本から選定して
紹介している。

●聞き取り調査では、保健師等は乳幼児健診や訪問事業で、性器の洗い方
を聞かれるとの意見が複数あった。

◆健やか親子２１の参考資料 https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/useful-tools/ の「乳幼児期」「プレコンセプションケア」に手引きを掲載する予定です。11

若者の性や妊娠などの健康相談支援サイト「スマート保健相談室」
SNSの普及等により性に関する様々な情報がある中、男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、健康管理
を促すプレコンセプションケア （※） を推進するため、からだや性・妊娠などに関する正しい情報や相談窓口などを
紹介する、若者向けの健康相談支援サイト｢スマート保健相談室｣を公開しました。
（※）成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（令和３年２月閣議決定）においては、
「女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取組」と定義。

掲載内容の概要
1.相談窓口

2. 正しい知識Q&A

性や妊娠・性被害・性感染症など、

からだや性・妊娠などの健康に関する疑問

様々な悩みを相談できる窓口を掲載。

についての医学的に正しい情報を掲載。

（月経に関する悩み、性行為、避妊、妊娠、
性感染症、女性に多い病気、男性に多い性
の悩み、その他）

3.インタビュー・コラム

4.関連する情報や普及啓発資材

インタビュー記事や専門家のコラムなど、

保護者の方や医療従事者向けのホームページ

参考になる情報を掲載。

など、関連する情報のリンクを掲載。

ポスター・カード・シールを活用しての周知にご協力をお願いいたします。
https://youth.mhlw.go.jp /
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