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不妊症は決して珍しいことではない

引用：https://gov-online.go.jp/useful/article/202112/1.html

国立社会保障・人口問題研究所が行った、出生動向基本調査（2015年）において、
「不妊症の検査や治療を受けたことがある」と答えた夫婦は全体の18.2％、子どもの居ない夫婦で
は28.2％であった。

※この調査の対象となる夫婦とは、妻の年齢が50歳未満の夫婦（回答者は妻）であり、無作為抽出を行った全国900地区に居住する
全ての有配偶女性を客体としている。

4



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

流

産

率

妊

娠

率

・

生

産

率

年齢（歳）

妊娠率/総ET

妊娠率/総治療

生産率/総治療

流産率/総妊娠

生殖補助医療における妊娠率・生産率・流産率（2019年）

引用：日本産科婦人科学会 調査・登録小委員会 ARTデータブック（2019）の一部改変

妊娠率/総胚移植

5



①タイミング法

②人工授精

③体外受精

④顕微授精

受精卵

卵子と精子

• 超音波検査や排卵検査薬を使用して性
交のタイミングを決める。

（少量の排卵誘発薬を併用する場合あり）

• マスターベーション等により精子を採取する。
• カテーテルを用いて調整精液を子宮内に注入する。
（少量の排卵誘発薬を併用する場合がある。）

• 卵巣を穿刺し採取した卵子を、シャーレ
上で精子と受精させる。

• 受精卵は３～５日培養を行った後、子宮
内に移植する(※1)もしくは凍結保存
(※2)。

• 顕微鏡下に、卵子内に精子を１つ注入する。
• 精子数が少ない場合に実施するため、男性不妊治療との

組み合わせが多い。
• 体外受精が複数回不成功の場合にも実施。
• 受精卵は３～５日培養を行った後、子宮内に移植する

(※1)もしくは凍結保存(※2)。

②

③

④

※１新鮮胚移植：受精が成立した後に子宮に
そのまま移植

※２凍結胚移植：受精が成立した後、母体の
状態等を踏まえ、一旦凍結
し、適切な時期に子宮へ移植
する

卵子

特定不妊治療一般不妊治療

そもそも不妊治療とは･･･？

6



体外受精・顕微授精の実施数・出生児数について

治療延べ件数（人） 出生児数(人) 累積出生児数（人）

新鮮胚（卵）を用いた治療 ２４２，８９８ ６，４１０ ２５９，８１７

体外受精を用いた治療 ８８，０７４ ２，９７７ １３９，５７０

顕微授精を用いた治療 １５４，８２４ ３，４３３ １２０，２４７

凍結胚（卵）を用いた治療 ２１５，２０３ ５４，１８８ ４５１，１１４

合 計 ４５８，１０１ ６０，５９８ ７１０，９３１

１．体外受精・顕微授精の実施数（令和元年）

資料）日本産科婦人科学会が集計した令和元年実績（登録・小委員会報告）２．体外受精・顕微授精による出生児数の推移

年 治療周期総数
体外受精・顕微授精
出生児数（人）

総出生児数（人）
体外受精・顕微授精に

よる出生児数の割合（％）

２００７年（H１９） １６１，１６４ １９，５９５ １，０８９，８１８ １．８０

２００８年（H２０） １９０，６１３ ２１，７０４ １，０９１，１５６ １．９９

２００９年（H２１） ２１３，８００ ２６，６８０ １，０７０，０３５ ２．４９

２０１０年（H２２） ２４２，１６１ ２８，９４５ １，０７１，３０４ ２．７０

２０１１年（H２３） ２６９，６５９ ３２，４２６ １，０５０，８０６ ３．０９

２０１２年（H２４） ３２６，４２６ ３７，９５３ １，０３７，２３１ ３．６６

２０１３年（H２５） ３６８，７６４ ４２，５５４ １，０２９，８１６ ４．１３

２０１４年（H２６） ３９３，７４５ ４７，３２２ １，００３，５３９ ４．７１

２０１５年（H２７） ４２４，１５１ ５１，００１ １，００５，６７７ ５．０７

２０１６年（H２８） ４４７，７９０ ５４，１１０ ９７６，９７８ ５．５４

２０１７年（H２９） ４４８，２１０ ５６，６１７ ９４６，１４６ ５．９８

２０１８年（H３０） ４５４，８９３ ５６，９７９ ９１８，４００ ６．２０

２０１９年（Ｒ元） ４５８，１０１ ６０，５９８ ８６５，２３９ ７．００

（注：体外受精・顕微授精出生児数は、新鮮胚（卵）及び凍結胚（卵）を用いた治療数の合計（日本産科婦人科学会の集計による）。総出生児数は、人口動態統計による。
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不妊治療の保険適用に係る政府方針

（不妊治療等への支援）
○ 不妊治療に係る経済的負担の軽減等
・ 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる不妊治療（体外受精、顕微授精）に要する費用に対する助成を

行うとともに、適応症と効果が明らかな治療には広く医療保険の適用を検討し、支援を拡充する。そのため、まずは2020年度に
調査研究等を通じて不妊治療に関する実態把握を行うとともに、効果的な治療に対する医療保険の適用の在り方を含め、不妊治療
の経済的負担の軽減を図る方策等についての検討のための調査研究を行う。あわせて、不妊治療における安全管理のための体制の
確保が図られるようにする。

少子化社会対策大綱（令和2年5月29日閣議決定）（抄）

４．少子化に対処し安心の社会保障を構築
喫緊の課題である少子化に対処し、誰もが安心できる社会保障制度を構築するため改革に取り組む。そのため、不妊治療への保険

適用を実現し、保育サービスの拡充により、待機児童問題を終わらせて、安心して子どもを生み育てられる環境をつくる。さらに、
制度の不公平・非効率を是正し、次世代に制度を引き継いでいく。

菅内閣の基本方針（令和２年９月１６日閣議決定）（抄）

※ 全世代型社会保障検討会議 第２次中間報告（令和２年６月25日 全世代型社会保障検討会議決定）においても同様の記載あり

子供を持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、不妊治療への保険適用を早急に実現する。具体的には、令和３
年度（2021年度）中に詳細を決定し、令和４年度（2022年度）当初から保険適用を実施することとし、工程表
に基づき、保険適用までの作業を進める。保険適用までの間、現行の不妊治療の助成制度について、所得制限の
撤廃や助成額の増額（１回30万円）等、対象拡大を前提に大幅な拡充を行い、経済的負担の軽減を図る。また、
不育症の検査やがん治療に伴う不妊についても、新たな支援を行う。

全世代型社会保障改革の方針（令和２年12月15日閣議決定）（抄）
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不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について

○ 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夫婦
（治療期間の初日における妻の年齢が４３歳未満である夫婦）

○ 給付の内容 ①１回３０万円
※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１０万円

通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、４０歳未満であるときは通算６回まで、
４０歳以上４３歳未満であるときは通算３回まで助成（１子ごと）

②男性不妊治療を行った場合は３０万円 ※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

○ 拡充の適用 令和３年１月１日以降に終了した治療を対象

○ 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
○ 補助率等 １／２（負担割合：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２）、安心こども基金を活用

※ 原則、法律婚の夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。

事業の概要

✔所得制限：730万円未満（夫婦合算の所得）
▶
✔所得制限：撤廃

✔助成額：１回15万円（初回のみ30万円） ✔助成額：１回30万円

✔対象年齢：妻の年齢が43歳未満 ✔対象年齢：変更せず

✔助成回数：生涯で通算６回まで
（40歳以上43歳未満は３回）

✔助成回数：1子ごと 6回まで（40歳以上43歳未満は３回）

拡充前 拡充後

出産を希望する世帯を広く支援するため、不妊治療の保険適用を検討し、保険適用までの間は、現行の助成措置を大幅に拡充すること
としている。今般、可能な限り早期にその拡充を図るため、第三次補正予算により実施するもの。
令和３年１月から３月の拡充分及び令和３年度１２ヶ月分（計１５ヶ月分）について、第三次補正予算に計上。

目 的

令和２年度第三次補正

予算：370億円
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不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援

令和４年度からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置等を講じる。

目 的

１． 移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の治療について、経過措置として助成金の対象とする。

２． 現行の助成が円滑に行われるよう、予算額が不足する自治体に対しては、不足分を措置する。

円滑な移行に向けた支援

令和３年度 令和４年度

助成金

保険適用

助成金 経過措置

保険適用（R4.4～）

助成対象となる一回の治療

・ 実施主体： 都道府県、指定都市、中核市（負担割合：国1/2、都道府県等1/2）

○ 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夫婦

（治療期間の初日における妻の年齢が４３歳未満である夫婦）

○ 給付の内容 ①１回３０万円

※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１０万円

通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、４０歳未満であるときは通算６回まで、

４０歳以上４３歳未満であるときは通算３回まで助成（１子ごと）

②男性不妊治療を行った場合は３０万円 ※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

○ 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

○ 補助率等 １／２（負担割合：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２）、安心こども基金を活用

参考（現在の事業概要）

令和３年度補正予算：67億円
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（参考）不妊に悩む方への特定治療支援事業 治療ステージ
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自由診療で凍結した胚を用いて、保険診療が可能な場合があります

・保険診療で行われる胚移植で用いる胚は、原則保険診療において採取した卵子及び精子
を用いて作成されたものでなければならない。

・以下の条件を満たす場合は、令和３年度以前に凍結した胚を用いて保険診療を行うこと
が可能である。
-令和４年度以降の治療計画を作成し、生殖補助医療管理料を算定すること

-助成事業の指定医療機関である又は日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療機関
で作成・保存されたもの、又はそれと同様の水準で作成・保存されたものであること

-保険診療への移行について、患者に同意を得ていること
-令和４年度以降に実施される治療費用について、令和３年度以前に徴収していないこと

・年度をまたぐ治療に係る助成を受けた場合は、令和４年度以降に自由診療で凍結した胚
であっても上記と同様の条件を満たす場合は、保険診療を行うことが可能である。

R4.4

保険適用

採卵 採卵 胚 妊娠
準備 受精・胚凍結 移植 確認

移植 凍結胚 妊娠
準備 移植 確認

採卵 採卵 胚 妊娠
準備 受精・胚凍結 移植 確認

移植 凍結胚 妊娠
準備 移植 確認

パターンＣ
もしくは
保険診療

（併給不可）

移植 凍結胚 妊娠
準備 移植 確認

またぎ助成
のち

保険診療

採卵 採卵 胚 妊娠
準備 受精・胚凍結 移植 確認

：助成金 ：保険適用
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年度をまたぐ治療に対する助成金の対象は？

※「１回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程。

R4.4

保険適用

採卵 採卵 新鮮胚 妊娠
準備 受精 移植 確認

採卵 採卵 凍結胚 妊娠
準備 受精・胚凍結 移植 確認

採卵 妊娠
準備 確認

採卵 妊娠
準備 確認 対象外

パターンA

採卵 採卵試みるも
準備 受精可能な卵得られず

採卵 採卵・受精試みるも
準備 移植胚得られず

パターンF

パターンE

パターンB

採卵 採卵 胚 妊娠
準備 受精・胚凍結 移植 確認

移植 凍結胚 妊娠
準備 移植 確認 パターンC

採卵 採卵 移植に
準備 受精・胚凍結 至らず パターンD
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Q１ 保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚を用いて、同年４月１日以降に移植準備のた
めの｢薬品投与｣の開始する治療ステージBについては、助成事業の対象として良いか？

A１ 良い。

Q２ 保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚を用いて、同年４月１日以降に移植準備のた
めの｢薬品投与｣の開始する治療ステージＣについては、助成事業の対象として良いか？

A２ 良い。なお、ステージCの治療については、保険給付の対象となる場合もあり、保険
給付を受けた場合は、本事業は対象外となる。

年度をまたぐ治療に対する助成金Q&A

Q３ 令和２年度以前に開始した治療や、令和５年度以降に終了する治療についても、助成
対象としてよいか?

A３ 令和２年度以前に開始した治療についても、要綱の助成要件を満たす場合は助成の対
象となる。また、令和３年度以前に開始し、かつ、令和４年度中に終了しなかった治療
については、令和５年３月31日までの治療を助成対象とする。

Q４ 令和３年度末に指定医療機関の指定期間が終了する場合、令和４年度に改めて指定を
行う必要があるのか。

A４ 令和４年度も助成事業を実施する場合、現行の施設基準相当の運用が確認できる場合
(例：前年度の指定の指定基準から変更がない旨を書面で確認する、生殖補助医療管理
料の施設基準の届出がなされている等）については改めて指定する必要はなく、指定
されているものとして取り扱うことも可能。
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Q５ 女性の治療開始日が令和３年度以前であった場合、男性不妊治療の開始が令和4年度
であっても、男女ともに助成の対象としてよいか？

A５ 良い。

年度をまたぐ治療に対する助成金Q&A

R4.4

保険適用

男性、女性ともに
上限30万円ずつ
助成

採卵 採卵 胚 妊娠
準備 受精 移植 確認

男性不妊治療

採卵 採卵 胚 妊娠
準備 受精 移植 確認

男性不妊治療

Q６ 男性不妊治療のみ令和３年度に始めた場合、女性の不妊治療についても助成の対象と
なるのか？

A６ 主治医の方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を開始した場合、女性の治療開始が令
和４年度に入ったのちであったとしても、助成金の支給に係る女性の治療開始日につい
ても男性不妊治療の開始日とみなして、保険給付を受けていない場合においては助成の
対象として差し支えない。

採卵 採 胚 妊娠
準備 卵 受精 移植 確認

男性不妊治療

※保険給付についての詳細は
「疑義解釈資料 医科診療報酬点数表関係（不妊治療）問53（P82）」を参照

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923563.pdf
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（参考）不妊治療の保険適用に対するQ&A

Q１ どの医療機関で保険診療を受けることができるか？
A１ 助成金の指定医療機関であれば保険診療の施設基準を満たす経過措置がある (令和４

年９月30日まで) 。各医療機関が地方厚生局に届出を行うことになるので、かかりつけ
の医療機関又はお近くの医療機関にご確認の上、受診されたい。

Q３ ４月に43歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず43歳未満で受診できなかった
場合には、保険診療を受けることはできないのか？

A３ 施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和４年４月
２日から同年９月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になって
からでも、同期間中に治療を開始した場合は、１回の治療(採卵～胚移植までの一連の
治療)に限り保険診療を受けることが可能である。

Q４ ４月に40歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず40歳未満で受診できなかった
場合には、回数制限の上限は通算３回となってしまうのでしょうか？

A４ 施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和４年４月
２日から同年９月30日までの間に40歳の誕生日を迎える方については、40歳になって
からでも、同期間中に治療を開始した場合は、回数制限の上限は通算６回となる。

Q２ 保険適用で実施できる胚移植の回数は、助成金の支給実績が含まれるか？
A２ 保険診療における胚移植の回数制限は、保険診療下で行った胚移植の回数のみをカウ

ントするため、過去の治療実績や助成金利用実績は加味されない。※採卵に回数制限は設けられていない。



•不妊治療の概論

•不妊治療の保険適用への経緯

•年度をまたぐ治療に関する助成制度

•保険適用の範囲等(保険局医療課より説明）

•不妊治療に関する関連施策の紹介
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不妊治療の全体像

第三者の精子提供による
人工授精（AID）

精液を注入器で直接子宮に注入し、妊娠を図る技術。主に、夫側の
精液の異常、性交障害等の場合に用いられる。比較的安価。

第三者の卵子・胚提供

代理懐胎

「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に
関する民法の特例に関する法律」（令和３年３月11日施行）の附
則第３条に基づき、配偶子又は胚の提供及びあっせんに関する規
制等の在り方等について国会において議論がなされているところ
であるため、保険適用の対象外。

原因不明の不妊や治療が奏功しないもの【令和４年４月から新たに保険適用】※令和４年３月までは保険適用外

顕微授精

精子と卵子を採取した上で体外で受精させ（シャーレ
上で受精を促すなど）、子宮に戻して妊娠を図る技
術。

体外受精のうち、卵子に注射針等で精子を注入するな
ど人工的な方法で受精させる技術。

射精が困難な場合等に、手術用顕微鏡を用いて精巣内より精子を回収
する技術（精巣内精子採取術（TESE））等。→顕微授精につながる

体外受精

男性不妊
の手術

検査(原因検索)

原因疾患への治療

①男性不妊、②女性不妊、③原因が分からない機能性不妊に大別される。
診察所見、精子の所見、画像検査や血液検査等を用いて診断する。

①男性側に原因

②女性側に原因

精管閉塞、先天性の形態異常、逆行性射精、造精機能障害など。
手術療法や薬物療法が行われる。

子宮奇形や、感染症による卵管の癒着、子宮内膜症による癒着、ホルモンの
異常による排卵障害や無月経など。手術療法や薬物療法が行われる。

第三者の精子･卵子等
を用いた生殖補助医療

生殖補助医療

※令和４年３月までは助成
金の対象。助成金事業では
「特定不妊治療」という名
称を使用

令和４年３月以前から保険適用

排卵のタイミングに合わせて性交を行うよう指導する。

胚移植の段階
で、以下に分か
れる
・新鮮胚移植
・凍結胚移植

一般不妊治療

ﾀｲﾐﾝｸﾞ法

人工授精
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不妊治療の診療の流れと診療報酬点数（令和４年４月以降）

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－４－１ 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価

一般不妊治療管理料
○ 250点（３月に１回）

人工授精
○ 1,820点

抗ミュラー管ホルモン（AMH）
○ 600点（６月に１回）

採卵術
○ 3,200点+2,400～7,200点

（採卵数に応じ加算）

精巣内精子採取術
１：単純なもの 12,400点
２：顕微鏡を用いたもの 24,600点

Ｙ染色体微小欠失検査
○ 3,770点（患者につき１回）

体外受精・顕微授精管理料
１：体外受精 4,200点
２：顕微授精 4,800～12,800点

（個数に応じ評価）

＋採取精子調整加算 5,000点
＋卵子調整加算 1,000点

受精卵･胚培養管理料
○ 4,500～10,500点（個数に応じ評価）

＋胚盤胞に向けた管理
1,500～3,000点（個数に応じ加算）

胚凍結保存管理料
１：胚凍結保存管理料（導入時）

5,000～13,000点（個数に応じ評価）

２：胚凍結保存維持管理料
3,500点（年に１回）

胚移植術
１：新鮮胚移植 7,500点
２：凍結･融解胚移植 12,000点
＋ｱｼｽﾃｯﾄﾞﾊｯﾁﾝｸﾞ 1,000点
＋高濃度ﾋｱﾙﾛﾝ酸含有培養液 1,000点

生殖補助医療管理料（月に１回）
１：300点（相談対応の専任者を配置）
２：250点（上記以外）

生殖補助医療のイメージ図

＋卵子活性化処理
＋ｱｼｽﾃｯﾄﾞﾊｯﾁﾝｸﾞ
＋高濃度ﾋｱﾙﾛﾝ酸
含有培養液

６

採卵

体外受精

顕微授精
受精卵・
胚培養

胚移植

採精
２

３ ４ ６
胚凍結保存

ﾀｲﾐﾝｸﾞ法 人工授精

生
殖
補
助
医
療

一
般
不
妊
治
療

１
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先進医療について

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－４－１ 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価

○ 未だ保険診療として認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準
等を設定し、保険診療と保険外診療との併用を認め、将来的な保険導入に向けた評価を行う制度。

○ 入院基本料など一般の診療と共通する部分（基礎的部分）については保険が適用され、先進医療部分は患者の
自己負担。

○ 個別の医療技術が先進医療として認められるためには、先進医療会議で安全性、有効性等の審査を受ける必要
があり、実施する医療機関は厚生労働大臣への届出又は承認が必要。

先進医療とは

○ 先進医療Ａ

１ 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬
品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術

（４に掲げるものを除く。）

２ 以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極め
て小さいもの（４に掲げるものを除く。）
（1）未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う

医療技術
（2）未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
（3）未承認等の医療機器の使用又は医療機器の適応外使用を伴う医療

技術であって、検査を目的とするもの

○ 先進医療Ｂ

３ 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬
品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術（２
に掲げるものを除く。）

４ 医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技
術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断される
もの

医療保険で給付
（保険外併用療養費）

患者の自己負担

基礎的部分

先進医療部分（入院基本料など
一般の診療と共通する部分）

仕組み（概要） 対象となる医療技術の分類
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先進医療として告示されている不妊治療関連の技術（令和４年３月４日時点）

令和４年度診療報酬改定 Ⅲ－４－１ 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価

先進医療の類型 申請技術名 先進医療技術名 適応症 技術の概要

先進医療A

PICSI
ヒアルロン酸を用いた
生理学的精子選択術

不妊症（卵管性不妊、男性不妊、
機能性不妊又は一般不妊治療が無
効であるものであって、これまで
反復して着床又は妊娠に至ってい
ない患者に係るものに限る。）

ヒアルロン酸を含有する培地を用
いて、成熟精子の選択を行う技術。

タイムラプス
タイムラプス撮像法による

受精卵・胚培養

不妊症（卵管性不妊、男性不妊、
機能性不妊又は一般不妊治療が無
効であるものに限る。）

培養器に内蔵されたカメラによっ
て、胚培養中の胚を一定間隔で自
動撮影し、培養器から取り出すこ
となく、正確な胚の評価が可能と
なる技術。

子宮内細菌叢検査
（EMMA/ALICE）

子宮内細菌叢検査 慢性子宮内膜炎が疑われるもの
子宮内の細菌叢が、正常であるの
か、異常であるのか、またその菌
の種類の組成を判断する検査。

SEET法 子宮内膜刺激術
不妊症（卵管性不妊、男性不妊、
機能性不妊又は一般不妊治療が無
効であるものに限る。）

胚培養液を胚移植数日前に子宮に
注入し、受精卵の着床に適した環
境を作り出す技術。

子宮内膜受容能検査
（ERA）

子宮内膜受容能検査

不妊症（卵管性不妊、男性不妊、
機能性不妊又は一般不妊治療が無
効であるものであって、これまで
反復して着床又は妊娠に至ってい
ない患者に係るものに限る。）

子宮内膜を採取し、次世代シーク
エンサーを用いて遺伝子の発現を
解析し、内膜組織が着床に適した
状態であるのかを評価する検査。

子宮内膜スクラッチ 子宮内膜擦過術

不妊症（卵管性不妊、男性不妊、
機能性不妊又は一般不妊治療が無
効であるものであって、これまで
反復して着床又は妊娠に至ってい
ない患者に係るものに限る。）

胚移植を行う予定の前周期に子宮
内膜のスクラッチ（局所内膜損傷
を与える）を行い、翌周期に胚移
植を行う技術。



•不妊治療の概論

•不妊治療の保険適用への経緯

•年度をまたぐ治療に関する助成制度

•保険適用の範囲等(保険局医療課より説明）

•不妊治療に関する関連施策の紹介

・不妊治療の情報公開とその方法について

・不妊専門相談センター事業との連携について

・不妊症・不育症ピアサポーター育成研修の周知

・里親・特別養子縁組の情報提供について

・一般向け不妊啓発サイトの紹介



特定治療支援事業対象施設の情報公開

令和３年２月に助成金の運営要綱を変更し、特定治療支援事業の対象となる施設には情

報公開を求めています。

【安心こども基金管理運営要領 別添26－２「不妊に悩む方への特定治療支援事業（令和３年1月1日以降治療終了分）」】より抜粋

○配置人員：

産婦人科専門医、泌尿器科専門医、生殖補助医療
専門医、看護師、胚培養士/エンブリオロジスト、
コーディネーター、カウンセラー

○治療内容（年間件数及び費用）：

人工授精、体外受精＋新鮮胚移植、凍結融解胚移
植、顕微授精、精巣内精子回収術

○医療安全管理体制の確保：

倫理委員会の設置、医療事故情報収集等事業への
参加、記録の長期保存、里親・特別養子縁組の普
及啓発や関係者などとの連携 等

必須項目（別紙５－１の抜粋）

○治療成績：

35歳以上40歳未満である女性に対して行った採卵総
回数、胚移植総回数、妊娠数、生産分娩数及び胚移
植あたりの生産率（％）

※新鮮胚移植では体外受精・顕微授精を分けて調
査。

○来院患者情報（年齢層別患者数）：

体外受精・顕微授精・胚移植及び精巣内精子回収術
を行った患者の年齢層と患者数

○施設の治療方針（自由記載）

任意項目（別紙５－２の抜粋）

令和４年３月1日時点

の状況を医療機関に
ご記入いただき、
令和４年６月30日

までにホームページへ
掲載をお願い致します。



特定治療支援事業対象施設の情報公開

26

厚生労働省ホームページ「不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧」

にて、情報公開にご協力いただいた自治体の公式ホームページの一覧を掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047346.html

令和４年３月25日
時点で

47都道府県、
20指定都市、
59中核市が
データを掲載



①不妊専門相談センター事業

○ 不妊症や不育症について悩む夫婦等を対象に、
夫婦等の健康状況に的確に応じた相談指導や、
治療と仕事の両立に関する相談対応、治療に関
する情報提供等を行う。

・補助率：国1/2、
都道府県等1/2

②不妊症・不育症支援ネットワーク事業

○ 不妊専門相談センターと自治体(担当部局、児童
相談所等）及び医療関係団体、当事者団体等で構
成される協議会を設置し、流産・死産に対するグ
リーフケアを含む相談支援、不妊症・不育症に悩
む方へ寄り添った支援を行うピアサポート活動

や、
不妊専門相談センターを拠点としたカウンセラー
の配置等を推進し、不妊症・不育症患者への支援
の充実を図る。

・補助率：国1/2、
都道府県等1/2

③不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業

○ 不妊治療や流産の経験者を対象としたピアサ
ポーターの育成研修や、医療従事者に対する研
修を、国において実施する。

＜研修内容＞
①不妊症・不育症に関する治療
②不妊症・不育症に悩む方との接し方
③仕事と治療の両立
④特別養子縁組や里親制度 など

④不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業

○ 不妊症・不育症に対する社会の理解を深める
ことや、治療を受けやすい環境整備に係る社会
機運の醸成のため、国において普及啓発事業を
実施する。

＜実施内容の例＞
①全国フォーラムの開催
②不妊症・不育症等に関する広報の実施
③不妊治療を続け、子どもを持ちたいと願う
家庭の選択肢としての里親制度等の普及啓発

など

全国フォーラムの開催等

相談支援等の実施

関係機関間の協議会

研修会の実施

不
育
症
相
談
体
制
の
強
化

正
し
い
情
報
の
周
知
・
広
報

不妊症・不育症への相談支援等

※令和４年度より

「性と健康の相談センター事業」の
一部として実施されます。
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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。

性と健康の相談センター事業【新規】
Ｒ４予算額：9.2億円

目 的

◆ 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

内 容

◆ 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

実施主体・補助率等
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○生涯を通じた女性の健康支援事業
① 健康教育事業 月額 57,500円（Ａ）

② 女性健康支援センター事業
ア 基本分 月額 158,700円（Ａ）
イ 加算分
・ 専任相談員加算 月額 78,100円（Ａ）
・ 産科受診等支援加算 月額 158,000円（Ｃ）

受診１件あたり 10,000円（Ｃ）
ウ 夜間・休日対応加算 月額 54,600円（Ｂ）
エ 若年妊婦支援加算
・ 運営費 月額 172,100円（E）
・ ＳＮＳ等運用加算 年額 10,888,000円（E）
・ 緊急一時的な居場所確保 １泊あたり 16,100円（E）

オ 出生前遺伝学的検査
・ 運営費 月額 151,700円（G）
・ 研修費 月額 28,000円（G）

③ 不妊専門相談センター事業
ア 基本分 月額 474,500円（Ａ）
イ 加算分
・ 相談対応加算 月額 60,600円（Ａ）
・ 夜間休日対応加算 月額 54,600円（Ｂ）
・ 不妊症・不育症支援ネットワーク事業 月額 866,600円（ Ｉ）

④ ＨＴＬＶ－１母子感染対策事業 月額 1,679,000円（H）

⑤ 若年妊婦等支援事業（１団体あたり）
ア 基本分 月額 366,700円（F）
イ 加算分
・ 夜間休日対応加算 月額 54,700円（F）
・ ＳＮＳ等運用加算 年額 10,888,000円（F)
・ 産科受診等支援加算 月額 314,400円（D）

１件あたり 10,000円（D）
・ 緊急一時的な居場所確保 １泊あたり 16,100円（F）

＜現 行＞

○ 性と健康の相談センター事業

（１）基本分補助単価（A） 月額 829,750円

（２）加算分補助単価

① 休日・夜間対応加算（Ｂ） 月額 54,800円

② 特定妊婦等に対する産科受診等支援加算

【直営の場合】（C）

・ 運営費 月額 158,000円

・ 初回産科受診料 １件あたり 10,000円

【委託の場合】（D）
・ 運営費 月額 314,800円
・ 初回産科受診料 １件あたり 10,000円

③ 若年妊婦等支援強化加算

【直営の場合】（E）
・ 運営費 月額 172,300円
・ ＳＮＳ等運用 年額 10,888,000円
・ 緊急一時的な居場所確保 １泊あたり 16,100円

【委託の場合】（F）
・ 運営費 月額 367,100円
・ 夜間休日対応加算 月額 54,800円
・ ＳＮＳ等運用加算 年額 10,888,000円
・ 緊急一時的な居場所確保 １泊あたり 16,100円

④ 出生前遺伝学的検査加算（G）
・ 運営費 月額 151,700円
・ 研修費 月額 28,000円

⑤ ＨＴＬＶ－１母子感染対策加算（H） 月額 1,680,000円

⑥ 不妊症・不育症ネットワーク支援加算（I） 月額 866,600円

＜改正後イメージ＞

性と健康の相談センター事業補助単価案のイメージ
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不妊症・不育症ネットワーク支援加算（性と健康の相談センター事業の一部）

○ 不妊症・不育症患者への支援としては、医学的診療体制の充実に加え、流産・死産に対するグリーフケアを含む相談支援、特別養子縁組制度
の紹介等の心理社会的支援の充実が求められている。

○ このため、関係機関等により構成される協議会等を開催し、地域おける不妊症・不育症患者への支援の充実を図る。

目 的

（１）不妊症・不育症の診療を行う医療機関や、相談支援等を行う自治体、当事者団体等の関係者等で構成される協議会等の開催

（２）当事者団体等によるピア・サポート活動等への支援の実施

（３）不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーを配置し、相談支援を実施

（４）不妊症・不育症患者への里親・特別養子縁組制度の紹介の実施

内 容

◆ 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：月額 866,600円

実施主体・補助率等

【令和３年度創設】

◆ 実施自治体数： ー

※令和３年度予算における新規事業

事業実績

Ｒ４予算額：性と健康の相談センター事業 9.2億円の内数

関係機関間の協議会
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不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業

○不妊症・不育症患者に対する精神的サポートとして、医師、助産師、看護師、心理職など専門職による支援
に加え、過去に同様の治療を経験した者による傾聴的な寄り添い型ピア・サポートが重要である。

○不妊治療や流産の経験者の中には、自らの経験を踏まえた社会貢献活動として、現在治療中の不妊症・
不育症患者に寄り添った支援（ピア・サポート）を行うことに関心を持つ者が少なからず存在する。

○このため、様々な悩みや不安を抱え、複雑な精神心理状況にある不妊症・不育症患者が気軽に相談できる
ピア・サポ－ターを育成するため、相談・支援にあたって必要となる基礎知識やスキルを習得するための
研修を開催する。

○併せて、看護師などの医療従事者に対しても、生殖心理カウンセリングなど、より医学的・専門的な知識に
よる支援を実施できるよう、研修を実施する。

○ 国において実施（母子保健部分野の人材育成のノウハウのある事業者や、不妊症・不育症に関する専門的
知見等を有する団体に委託。）

１．目的

２．実施主体

３．事業内容

○受講対象者：体外受精や顕微授精の治療経験者、
死産・流産の経験者を幅広く募集。修了者には修了証
を発行。修了者には、地域でピア・サポートに従事い
ただく。

○研修内容：
①不妊症・不育症に関する治療について
②不妊症・不育症に悩む方との接し方
③仕事と治療の両立
④養子縁組や里親制度 など

ピアサポーター育成研修

○受講対象者：自治体や不妊医療機関等の医療従事者

○研修内容：
①不妊相談に必要な生殖医学の基礎
②生殖心理カウンセリング
③仕事と治療の両立
④社会的養育や里親制度 など

※令和３年度はいずれもオンラインで実施。

医療従事者向け研修



不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業
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【例：医療従事者向けプログラム】

修了カードの交付は締め切っておりますが、
無料で講義のアーカイブ視聴＆

資料のダウンロードが可能ですので、
是非ご利用ください！

令和３年度は日本助産師会に委託し、研修事業を実施しています。（https://www.peersupporter.info/）

https://www.peersupporter.info/


不妊治療中の方への里親制度や特別養子縁組制度の情報提供

子どもを持ちたいと願う家庭の選択肢として、早い段階から里親・特別養子縁組制度に
関する情報提供の強化を進めています。
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これまでの取組の概要

1 . 不妊治療医療機関での情報提供の強化

令和３年２月に特定治療支援事業の運営要綱を変更し、

・事業実施主体の自治体に、希望に応じて里親・特別養子縁組制度の普及啓発等を行うことを求め、

・指定医療機関の要件として、里親・特別養子縁組制度の普及啓発等や関係者と連携することが望ましい、とした。

年度をまたぐ治療に係る
助成事業を実施する場合も、

引き続き情報提供に
ご協力お願い致します。



不妊治療中の方への里親制度や特別養子縁組制度の情報提供

子どもを持ちたいと願う家庭の選択肢として、早い段階から里親・特別養子縁組制度に
関する情報提供の強化を進めています。
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これまでの取組の概要

２．不妊治療中の方へ向けた情報提供資材の作成

令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「不妊治療中

の方への里親・特別養子縁組の情報提供方法に関する研究」にお

いて、不妊専門相談センターや不妊治療医療機関等で活用できる、

情報提供の手引きやリーフレット、ポスターを作成。

ポスター・リーフレットを活用しての周知にご協力をお願いいたします。

（健やか親子21：参考資料 h t tp s : / / sukoyaka21 .mh lw.go . j p /use fu l - t oo l s /）

【情報提供の手引き】
内容を一部ご紹介･･･

■特別養子縁組制度と里親制度
-制度のご紹介
-子どもの紹介、養親・里親になるプロセスや要件

■具体的な情報提供のタイミングと手法
-初診時のコンサルテーション
-体外受精の説明会・説明時に
-患者さんが治療に迷いや悩みを感じているときに
-医学的に妊娠～出産に至る可能性が低いと判断したときに
-当事者の話を聞く機会の提供

■情報提供リーフレットの活用方法

■事例集（実際の医療機関での好事例を紹介） 等

https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/useful-tools/


不妊症・不育症に関する広報・正しい知識の普及啓発

不妊症・不育症に関する広報・正しい知識の普及啓発に向け、特設HPに、医師による不
妊治療等の解説や、著名人のインタビュー記事を掲載する等、当事者のみならず、周囲
の方々を含め幅広い情報提供を実施（https://ninkatsu-hiroba.mhlw.go.jp/）。
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https://ninkatsu-hiroba.mhlw.go.jp/


母子保健分野での情報発信
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情報提供サイトをより見やすく、活用しやすいものに

1 . 健やか親子21

厚生労働省では成育基本法及び「健やか親子２１」を通じて、

子どもの健やかな成育を確保するため、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目ない施策を推進しており、関連施策や啓発資料等を一

括して閲覧・入手できるよう、ホームページをリニューアル。

２ . 不妊治療に関する取組

令和４年４月から始まる不妊治療の保険適用に関する情報を始め、

相談支援や不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業、仕事との

両立（雇用環境・機会均等局のサイトへ）等の関連する情報を紹介。

https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/

啓発資料等は↑
このアイコンへ

不妊治療に
関する取組に

ついては↑こちら

https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/

