
出生前検査及び流産死産のグリーフケアに関する
自治体説明会

2021年6月15日

厚生労働省子ども家庭局母子保健課
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第一部 出生前検査について

9:30～9:35 挨拶 小林秀幸（厚生労働省子ども家庭局母子保健課長）

9:35～9:45 行政説明 厚生労働省

9:45～10:00 21トリソミーのある方のくらし
植田紀美子先生
（関西大学人間健康研究科教授）

10:00～10:15
18トリソミーの子どもと家族
地域でくらすこと

櫻井浩子先生
（東京薬科大学薬学部生命・医療倫理学研究室
教授）

10:15～10:30
出生前検査に関して自治体が
できること

堀田彰恵先生
（元全国保健師長会副会長)

10:30～10:40 意見交換 ご講演者各位

10:40～10:50 休憩
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事前学習コンテンツ要旨

出生前検査（関沢明彦先生）

・出生前検査は，母体保護法，優性思想，リプロダクティブヘルス・ライツ等，
法的，生命倫理，社会的な課題を抱えている．

・検査前に，検査の意義を十分に理解して検査を受ける必要がある．

・NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査）は，母体血を用いた非確定的検査である．

・NIPTは，感度・特異度は高いが，偽陽性・偽陰性があり，確定には羊水検査等を
受ける必要がある．

女性からみた出生前検査（河合蘭先生）

・産婦人科医だけでは対応できない妊婦の悩みは多い．

・自治体や医療機関，家族会，支援団体などが協力して対応することが必要．

・準備された出産の価値．
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出生前検査をめぐる最近の主な動き

平成25年３月

日本産科婦人科学会が「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」指針
を決定・公表
日本医学会、日本産科婦人科学会、日本人類遺伝学会、日本医師会、日本
産婦人科医会が、「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」について
の共同声明を発表

平成25年４月 臨床研究としてNIPT開始

平成31年３月
日本産科婦人科学会において、指針の施設要件を緩和し、一般の産科医療
機関（分娩取扱施設）においてもNIPTを実施可能とする新指針案が打ち出
される

令和元年６月
厚生労働大臣より、同年秋頃に検討の場を設け、NIPT検査について必要な
議論をしていく旨表明
日本産科婦人科学会において、新指針案については運用開始を保留すると
発表

令和元年10月～
令和２年７月

母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT）の調査等に関するワーキング
グループ

令和２年10月～
令和３年３月

NIPT等の出生前検査に関する専門委員会

令和３年５月 科学技術部会で、NIPT等の出生前検査に関する専門委員会の報告書が承認

枠組み外でのNIPT検査施設増加
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○基本的考え方

出生前検査の実施目的は、胎児の情報を正確に把握し、妊婦等の自己決定を
支援すること

出生前検査は、マススクリーニングとして実施したり、受検を推奨すべき検
査ではない

受検前の十分な説明・遺伝カウンセリングが不可欠

検査実施にあたっては、産婦人科医だけでなく、小児科医等、他職種との連
携が必要

胎児に異常が見つかった場合に、必要な支援をスムーズに提供できるよう、
医療、福祉の体制整備が必要

検査の質の確保を含めた、適切な実施体制の担保のために、認証制度が必要

NIPT等の出生前検査に関する専門委員会の報告書（概要）
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○ＮＩＰＴに係る新たな認証制度
出生前検査認証制度等運営機構（仮称）を、日本医学会に設置し、施設認証等
を行う

産婦人科等の関係学会、ELSI分野の有識者、障害者福祉の関係者、患者当事者
団体など幅広い関係者で構成

厚生労働省の関係課も参画

○出生前検査に関する妊婦等への情報提供
妊娠の初期段階 ：妊婦及びそのパートナーへ誘導とならない形で、出生前
検査に関する情報提供を行う
※市町村の母子保健窓口や産科医療機関を想定

検査を希望した場合：希望者に対し、検査の意義や障害福祉等についてのより
詳細な情報提供を行う
※NIPT認証施設において、複数の職種が連携して実施

NIPT等の出生前検査に関する専門委員会の報告書（概要）
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• 出生前検査全般に関して、必要に応じ議論
• NIPT実施体制等の第三者的な立場での科学的評価
• 実施状況の包括的な評価及び厚労省への意見具申
• 国民への適切な情報提供のための活動

NIPT認証拠点施設

• NIPTの実施
• 遺伝カウンセリング実施・支援
• 検査実施に係る臨床情報等収集・管理・登録
• 出生前検査に関わる人材の育成
• NIPT認証連携施設等との連携・支援
• 障害福祉関係機関との連携・紹介

出生前検査に係る検査実施体制（案）

NIPT認証連携施設

• NIPTの実施
• NIPT認証拠点施設と連携した受検者支援

連携

• 施設認証に係る基準の作成、認証、運営の評価・見直し
• 有識者･当事者等(※)により構成、厚生労働省の担当課も参画

(※) ・産科・小児科等の関係学会、医師・看護師等の団体 ・ELSI（倫理・法・社会）分野の有識者
・検査機関の関係団体 ・当事者（妊婦、患者団体） ・福祉関係者 等

• 情報提供、施設認証や検査精度評価等のワーキングループを設置
• その他、必要に応じてWGを設置
• 認証機関の検査実施状況等を随時フォロー

申請 認証 定期報告 指導

出生前検査認証制度等
運営委員会（仮称）

出生前検査の実施体制等に関する専門委員会

（厚生科学審議会科学技術部会）

検査精度評価WG施設認証WG

衛生検査所
• 検査の受託
• 遺伝学的解析
• 検査精度データの提示

申請 認証 定期報告 指導

検査
委託

結果

※様々な専門職が在籍する周産期医療機関をイメージ

※主として産婦人科単科のクリニック等をイメージ

連携

• 医療機関から申請を受けた上で、基準
を踏まえ審査、認証

• 検査実績の集計、評価

• 検査所から申請を受けた上で、審
査、認証

• 定期的に検査精度を評価（海外へ
の再委託も含む）

女性健康支援センター等の
相談支援

• 受検の不安･葛藤に寄り添っ
た相談支援

• 出生前検査に関する情報提供
• 認証施設の紹介
• 障害福祉関係機関との連携･
紹介

※都道府県、政令市、中核市

情報提供WG

• 国民に向けた、出生前検査に関する
正確な情報等についての情報提供
（ホームページ運用等）

• 認証制度、認証施設等の情報提供

連携

• 専門委員会における議論を踏まえ、運営委員会において具体的な制度を運営
• 運営委員会から専門委員会に対し、必要に応じ実施状況等を報告

※委員会の事務業務については必要に応じ業務委託を行う

第５回NIPT等の出生前検査に関する専門委員会
資料
６

令和３年３月１７日
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○ 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 R3基準額（案）： 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）

○ 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）

？

○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。

女性健康支援センター事業
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■実施主体：都道府県、政令市、中核市（女性健康支援センター実施自治体に限る）
■補助率（案）：国1/2
■事業内容

①相談支援の実施：補助単価（案）：151,700円（月額）
女性健康支援センターにおいて、NIPTにより、胎児がダウン症等を有する可能性が指摘

された妊婦や家族に対する疑問や不安への相談支援や関係機関との連携・紹介を行うために
必要となる経費の補助を実施。

②相談支援員への研修等の実施：補助単価（案）：28,700円（月額）
上記①の相談支援等を行う専門職に対する研修や、関係機関との連絡調整の実施

＜相談支援の実施＞
○ NIPTにより、胎児が障害等を有
する可能性が指摘された妊婦や家族に対し、
疑問や不安への相談支援を行うことや、子の
出生後における生活のイメージを持っていた
だくことなどを目的として、障害福祉関係の
機関等の紹介等を行う。

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

○ 妊婦の血液から、胎児の染色体疾患の有無を調べるNIPTについて、日本産科婦人科学会が小
規模な診療所においても実施を認める方針を出すなど、急速な拡大が見込まれる。
○ これらの流れを踏まえ、NIPTを受けた妊婦やその家族を支援するため、女性健
康支援センターに専門の相談員を配置し相談を受け付けることにより、不安等の解消を図る。

＜相談支援員への研修等＞
○ NIPTに関する知識の習得や、関係
機関との連携を行うために必要となる事務
等に対する補助を行うことで、円滑な相談
支援の実施を図る。

相談支援の実施 関係機関との連携 専門職への研修

女性健康支援センター事業の
加算として実施
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