健推第３３７号
令和３年７月２日
山形県産婦人科医会会長

殿
山形県健康福祉部長

山形県がん患者妊孕性温存治療費助成事業の周知について（御依頼）
本県のがん対策をはじめとした保健医療行政の推進につきましては、日頃格
別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA 世代のがん患者
等の皆様が希望をもってがん治療等に取り組めるよう、今年度から新たに妊孕
性温存治療費助成事業を始めることとし、６月１日付で国立大学法人山形大学
医学部附属病院及びゆめクリニックを山形県妊孕性温存療法実施医療機関（※）
として指定いたしました。
つきましては、本事業の実施について御承知おきいただくとともに、別添の
とおり御案内チラシを作成いたしましたので、若年がん患者等の皆様への周知
について御協力くださいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
※日本産科婦人科学会による「医学的適応による未受精卵子及び胚（受精卵）の凍結・
保存に関する登録施設」から、厚生労働省実施要綱「小児・AYA 世代のがん患者等の
妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」及び「山形県がん患者妊孕性温存治療費助成
事業実施要綱」に基づき指定するもの

【担当】山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課
疾病予防担当 佐藤
（電話）023-630-2313 （FAX）023-630-2271
（e メール）satoakiko3@pref.yamagata.jp


ᒣᙧ┴ࡀࢇᝈ⪅ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪㈝ຓᡂᴗᐇせ⥘


 㸦ࡢ┠ⓗ㸧
➨㸯᮲ ▱ࡣࠊᑗ᮶Ꮚࡶࢆ⏘ࡳ⫱࡚ࡿࡇࢆᮃࡴᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡀᕼᮃࢆ
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Ꮡ⒪ἲ◊✲

ಁ㐍ᴗᐇせ⥘ࠖ㸦௧㸱ᖺ㸱᭶᪥ࡅⓎ➨㸴ྕཌ⏕ປാ┬ᗣᒁ㛗㏻▱ู⣬ࠋ
௨ୗࠕᅜᐇせ⥘ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧࡇࡢせ⥘ࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊண⟬ࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊ
ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲせࡍࡿ㈝⏝ࡢ୍㒊ࢆຓᡂࡍࡿࠋ

 㸦ᑐ㇟⪅㸧
➨㸰᮲ ࡇࡢᴗࡢᑐ㇟⪅ࡣࠊḟࡢせ௳ࢆ࡚‶ࡓࡍ⪅ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧➨㸳᮲ࡢ⏦ㄳࢆ⾜࠺᪥࠾࠸࡚ᒣᙧ┴ෆఫᡤࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦㸰㸧ḟ᮲ྛྕᥖࡆࡿ⒪ࡢ⤖ಖᏑṓᮍ‶ࡢ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
㸦㸱㸧ཎᝈཬࡧࡑࡢ⒪ෆᐜࡀḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
  ࠕᑠඣࠊᛮᮇ࣭ⱝᖺࡀࢇᝈ⪅ࡢዷᏎᛶ

Ꮡ㛵ࡍࡿデ⒪࢞ࢻࣛࣥࠖ
㸦᪥ᮏ⒴

⒪Ꮫ㸧ࡢዷᏎᛶపୗࣜࢫࢡศ㢮♧ࡉࢀࡓ⒪ࡢ࠺ࡕࠊ㧗࣭୰㛫࣭పࣜࢫࢡࡢ⒪
  ஙࡀࢇ㸦࣍ࣝࣔࣥ⒪ἲ㸧ࡑࡢࡢ㛗ᮇ㛫ࡢ⒪ࡼࡗ࡚༸ᕢணഛ⬟ࡢపୗࡀᐃࡉ
ࢀࡿࡀࢇᝈ
 ࢘ ⏕Ⰻᛶ㈋⾑ࠊ㑇ఏᛶ㦵㧊ೃ⩌㸦ࣇࣥࢥࢽ㈋⾑➼㸧
ࠊཎⓎᛶචೃ
⩌ࠊඛኳ௦ㅰ␗ᖖࠊࢧࣛࢭ࣑ࠊ㙊≧㉥⾑⌫ࠊ៏ᛶάືᛶ㹃㹀࢘ࣝࢫឤᰁࡑ
ࡢࡢ㐀⾑ᖿ⣽⬊⛣᳜ࡀᐇࡉࢀࡿ㠀ࡀࢇᝈ
 ࢚ ㌟ᛶ࢚ࣜࢸ࣐ࢺ࣮ࢹࢫࠊ࣮ࣝࣉࢫ⭈⅖ࠊከⓎᛶ➽⅖࣭⓶➽⅖ࠊ࣮࣋ࢳ࢙ࢵࢺ
ࡑࡢࡢࣝ࢟ࣝࡀᢞࡉࢀࡿ㠀ࡀࢇᝈ
㸦㸲㸧➨㸷᮲ࡢつᐃࡼࡾ▱ࡀᣦᐃࡍࡿ་⒪ᶵ㛵㸦௨ୗࠕᣦᐃ་⒪ᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋࠖ㸧ࡢ⏕
Ṫ་⒪ࢆᑓ㛛ࡍࡿ་ᖌཬࡧཎᝈᢸᙜ་ᖌࡼࡾࠊዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲక࠺ᙳ㡪ࡘ࠸

࡚ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ⏕ணᚋ࠼ࡿᙳ㡪ࡀチᐜࡉࢀࡿㄆࡵࡽࢀࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊ
Ꮚᐑฟࡀᚲせ࡞ሙྜ࡞ࠊᮏேࡀዷፎ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀᐃࡉࢀࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
㸦㸳㸧ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲࢆཷࡅࡿࡇཬࡧᅜᐇせ⥘ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢ⮫ᗋሗ➼ࡢᥦ౪ࢆࡍ

ࡿࡇࡘ࠸࡚ᣦᐃ་⒪ᶵ㛵ࡽㄝ᫂ࢆཷࡅࠊᮏᴗཧຍࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ྠពࡋ࡚
࠸ࡿࡇࠋᑐ㇟⪅ࡀᮍᡂᖺᝈ⪅࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊぶᶒ⪅ཪࡣᮍᡂᖺᚋぢேࡀྠពࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࠋ
 㸦ᑐ㇟࡞ࡿዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲಀࡿ⒪㸧

➨㸱᮲ ࡇࡢᴗࡢᑐ㇟࡞ࡿዷᏎᛶ
ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧⬇㸦ཷ⢭༸㸧⤖ಀࡿ⒪
㸦㸰㸧ᮍཷ⢭༸Ꮚ⤖ಀࡿ⒪

Ꮡ⒪ἲಀࡿ⒪ࡣࠊḟࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿࡶࡢ


㸦㸱㸧༸ᕢ⤌⧊⤖ಀࡿ⒪㸦⤌⧊ࡢ⛣᳜ࢆྵࡴࠋ
㸧
㸦㸲㸧⢭Ꮚ⤖ಀࡿ⒪
㸦㸳㸧⢭ᕢෆ⢭Ꮚ᥇ྲྀ⾡ࡼࡿ⢭Ꮚ⤖ಀࡿ⒪
 㸦ຓᡂࡢෆᐜ㸧
➨㸲᮲ ຓᡂᑐ㇟࡞ࡿ㈝⏝ࡣࠊ➨㸰᮲ࡢᑐ㇟⪅ࡀࠊᣦᐃ་⒪ᶵ㛵࠾࠸࡚๓᮲ྛྕᥖࡆ
ࡿ⒪ཬࡧึᅇࡢ⤖ಖᏑせࡋࡓ་⒪ಖ㝤㐺⏝እࡢ㈝⏝ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊධ㝔ᐊᩱ㸦ᕪ
㢠࣋ࢵࢻ௦➼㸧
ࠊ㣗⒪㣴㈝ࠊᩥ᭩ᩱ➼ࡢ⒪┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸㈝⏝ཬࡧึᅇࡢ⤖ಖᏑ㈝
⏝ࢆ㝖ࡃ⤖ಖᏑࡢ⥔ᣢಀࡿ㈝⏝ࡣᑐ㇟እࡍࡿࠋ
㸰 ⒪ẖࡢ㸯ᅇ࠶ࡓࡾࡢຓᡂୖ㝈㢠ࡣࠊḟࡢ⾲ࡢᕥḍᥖࡆࡿ༊ศᛂࡌࠊྠ⾲ࡢྑḍ
ᐃࡵࡿ㔠㢠ࡍࡿࠋ
 
ᑐ㇟࡞ࡿ⒪

㸯ᅇ࠶ࡓࡾࡢຓᡂୖ㝈㢠

⬇㸦ཷ⢭༸㸧⤖ಀࡿ⒪

㸱㸳

ᮍཷ⢭༸Ꮚ⤖ಀࡿ⒪

㸰㸮

༸ᕢ⤌⧊⤖ಀࡿ⒪

㸲㸮

⢭Ꮚ⤖ಀࡿ⒪
⢭ᕢෆ⢭Ꮚ᥇ྲྀ⾡ࡼࡿ⢭Ꮚ⤖ಀࡿ⒪

㸰㸳༓
㸱㸳


㸱 ຓᡂᅇᩘࡣࠊᑐ㇟⪅㸯ேᑐࡋ࡚㏻⟬㸰ᅇࡲ࡛ࡍࡿࠋ␗࡞ࡿ༊ศࡢ⒪ࢆཷࡅࡓሙྜ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊྠᵝࡍࡿࠋ
㸲 ๓㡯ࡢつᐃࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜᐇせ⥘ᇶ࡙ࡃࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓᅇᩘࡶ
㏻⟬ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸳 ➨㸯㡯ࡢຓᡂᑐ㇟࡞ࡿ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕẕᏊಖ་⒪ᑐ⟇⥲ྜᨭᴗᐇせ⥘㸦ᖹᡂ
ᖺ㸶᭶᪥ࡅ㞠ඣⓎ➨ྕཌ⏕ປാ┬㞠⏝ᆒ➼࣭ඣ❺ᐙᗞᒁ㛗㏻▱ู⣬㸧
ࠖᇶ
࡙ࡃࠕዷᝎࡴ᪉ࡢ≉ᐃ⒪ᨭᴗࠖ࠾࠸࡚ຓᡂࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊຓᡂࡢᑐ
㇟እࡍࡿࠋ
 㸦ຓᡂࡢ⏦ㄳ㸧
➨㸳᮲ ຓᡂࢆཷࡅࡼ࠺ࡍࡿ⪅ࡣࠊᒣᙧ┴ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲ◊

✲ಁ㐍ᴗཧຍ⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ➨㸯㸫㸯ྕ㸧ḟᥖࡆࡿ᭩㢮ࢆῧ࠼࡚ࠊ▱ᥦฟࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ᒣᙧ┴ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗಀࡿド᫂᭩㸦ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲᐇ་⒪ᶵ㛵㸧
㸦ᵝᘧ➨㸯㸫㸰ྕ㸧
㸦㸰㸧ᒣᙧ┴ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ዷᏎᛶ
⒪ᐇ་⒪ᶵ㛵㸧
㸦ᵝᘧ➨㸯㸫㸱ྕ㸧

Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗಀࡿド᫂᭩㸦ཎᝈ


㸦㸱㸧ᒣᙧ┴ෆఫᡤࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ᭩㢮㸦ఫẸ⚊ࡢሙྜࡣࠊಶே␒ྕࡢグ
㍕ࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࠊⓎ⾜ࡽ㸱᭶௨ෆࡢࡶࡢ㸧
㸦㸲㸧ຓᡂ㔠ࡢ㎸ࢆᕼᮃࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㏻ᖒ➼㸦࢝ࢼྡ⩏ཬࡧཱྀᗙ␒ྕࡀࢃࡿࡶࡢ㸧ࡢ
ࡋ
㸦㸳㸧ࡑࡢ▱ࡀᚲせㄆࡵࡿ᭩㢮
㸰 ๓㡯ࡢ⏦ㄳࡣࠊຓᡂᑐ㇟ࡢዷᏎᛶ
ࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲಀࡿ㈝⏝ࡢᨭᡶ᪥ࡢᒓࡍࡿᖺᗘෆ⾜࠺ࡶ

Ꮡ⒪ἲᐇᚋࠊᮇ㛫ࢆ⨨ࡎཎᝈ⒪ࢆ㛤ጞࡍࡿᚲせࡀ

࠶ࡿ࡞ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
 㸦ຓᡂ㔠ࡢᨭ⤥㸧
➨㸴᮲ ▱ࡣࠊ๓᮲ࡢ⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ᑂᰝࡢୖࠊຓᡂ㔠㢠ࢆỴᐃ
ࡋࠊຓᡂ㔠ᨭ⤥Ỵᐃ㏻▱᭩㸦ᵝᘧ➨㸱ྕ㸧ࡼࡾ⏦ㄳ⪅㏻▱ࡍࡿࡶࠊཱྀᗙ㎸ࡢ
᪉ἲࡼࡾຓᡂ㔠ࢆࡍࡿࠋ
㸰 ᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊ⏦ㄳෆᐜࡀ㐺ṇㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡁࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆࡋࡓຓᡂ㔠ᨭ⤥ᢎ
ㄆ㏻▱᭩㸦ᵝᘧ➨㸲ྕ㸧ࡼࡾ⏦ㄳ⪅㏻▱ࡍࡿࠋ
 㸦ຓᡂ㔠ࡢ㏉㑏㸧
➨㸵᮲ ▱ࡣࠊഇࡢ⏦ㄳࡑࡢṇ࡞⾜Ⅽࡼࡾຓᡂ㔠ࡢᨭ⤥ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ
ࡑࡢ⪅ࡽᙜヱຓᡂࡋࡓ㢠ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆ㏉㑏ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦ຓᡂྎᖒ㸧
➨㸶᮲ ▱ࡣࠊຓᡂࡢ≧ἣࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊຓᡂ㔠⤥ྎᖒ㸦ᵝᘧ➨㸳ྕ㸧ࢆഛ࠼ࡅ
ࡿࠋ
 㸦ᣦᐃ་⒪ᶵ㛵㸧
➨㸷᮲ ▱ࡣࠊ බ♫ ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫཪࡣ ୍♫ ᪥ᮏἪᒀჾ⛉Ꮫࡀㄆᐃࡋࡓ་⒪ᶵ
㛵㸦 බ♫ ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫཪࡣ ୍♫ ᪥ᮏἪᒀჾ⛉Ꮫࡀ་⒪ᶵ㛵ࢆㄆᐃࡍࡿࡲ࡛ࡢ
ᮇ㛫࠶ࡗ࡚ࡣࠊ බ♫ ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࡢ་Ꮫⓗ㐺ᛂࡼࡿᮍཷ⢭༸Ꮚࠊ⬇㸦ཷ⢭༸㸧
ཬࡧ༸ᕢ⤌⧊ࡢ⤖࣭ಖᏑ㛵ࡍࡿⓏ㘓タ㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠊᅜᐇせ⥘ࡢ㸵㸦㸦㸲㸧ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
ᐃࡵࡿ㡯ࢆᐇ࡛ࡁࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࢆࠊࡑࡢ⏦ㄳࡼࡾࠊᮏᴗࡢዷᏎᛶ

Ꮡ⒪

ἲᐇ་⒪ᶵ㛵㸦᳨యಖᏑᶵ㛵㸧ࡋ࡚ᣦᐃࡍࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢ⏦ㄳࡣࠊᣦᐃ⏦ㄳ᭩㸦ᵝᘧ➨㸰ྕ㸧ࢆᥦฟࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸱 ௧㸲ᖺ㸱᭶᪥ࡲ࡛➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿᣦᐃࢆཷࡅࡓᣦᐃ་⒪ᶵ㛵ࡣࠊ௧㸱ᖺ㸲
᭶㸯᪥௨ᚋᙜヱᣦᐃࡢ࠶ࡗࡓ᪥ࡢ๓᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊྠ㡯ࡢつᐃࡼࡿᣦᐃࢆཷࡅ
࡚࠸ࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ
㸲 ▱ࡣࠊᅜᐇせ⥘ᇶ࡙ࡁࡢ㒔㐨ᗓ┴▱ࡀᣦᐃࡋࡓ་⒪ᶵ㛵㸦ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴▱
ࡀᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࡶࡢࢆྵࡴࠋ㸧ࢆࠊ➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿᣦᐃࢆཷࡅࡓᣦ
ᐃ་⒪ᶵ㛵ࡳ࡞ࡍࠋ
㸳 ▱ࡣࠊᣦᐃ་⒪ᶵ㛵ࡼࡾᣦᐃࡢ㎡㏥ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓࡁࠊᣦᐃ་⒪ᶵ㛵ࡀᣦᐃせ௳


ࢆḞࡃ⮳ࡗࡓࡁཪࡣᣦᐃ་⒪ᶵ㛵ࡋ࡚㐺ᙜㄆࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡁࡣࠊࡑࡢᣦᐃ
ࢆྲྀࡾᾘࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 㸦ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㸧
➨᮲ ᮏᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏᴗࡼࡗ࡚▱ࡾᚓࡓሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ៅ㔜
㓄៖ࡍࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࡶࠊ≉ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢಖㆤࡢ㓄
៖ࢆᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
 㸦ࡑࡢ㸧
➨᮲ ࡇࡢせ⥘ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊᚲせ࡞㡯ࡣࠊ▱ࡀูᐃࡵࡿࠋ

   㝃 ๎
 ࡇࡢせ⥘ࡣࠊ௧㸱ᖺ㸳᭶᪥ࡽ⾜ࡋࠊྠᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ





























㸦⾲㠃㸧
ᵝᘧ➨㸯㸫㸯ྕ㸦➨㸳᮲➨㸯㡯㛵ಀ㸧
ᒣᙧ┴ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗཧຍ⏦ㄳ᭩

ࠉࠉᒣᙧ┴▱ࠉẊ
ḟࡢ࠾ࡾ⏦ㄳࡋࡲࡍࠋ

ࠉᖺࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉ᪥
ࡩࡾࡀ࡞

ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲࢆཷࡅࡓ⪅ࡢ㛵ಀ

Ặྡ

⏦ ㄳ ⪅

⏕ᖺ᭶᪥
ࠉࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉࠉ᪥⏕ࠉࠉࠉࠉࠉ⏨ࠉ࣭ࠉዪ
࣭ᛶู

ࠛࠉࠉࠉ
ఫᡤ
࠙ࠉ⮬Ꮿࠉ࣭ࠉᦠᖏࠉ࣭ࠉࡑࡢ㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧ࠚͤ᪥୰㐃⤡ࡢྲྀࢀࡿ␒ྕ

㟁ヰ␒ྕ ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㹝ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㹝
ࠉ

ࡩࡾࡀ࡞
ዷᏎᛶ
Ꮡ⒪ἲࢆ
ཷࡅࡓ⪅
㸦⏦ㄳ⪅
ྠࡌ࡛
࠶ࢀࡤグ
ධせ㸧

Ặྡ
⏕ᖺ᭶᪥
ࠉࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉࠉ᪥⏕ࠉࠉࠉࠉࠉ⏨ࠉ࣭ࠉዪ
࣭ᛶู

ࠛࠉࠉࠉ
ఫᡤ
࠙ࠉ⮬Ꮿࠉ࣭ࠉᦠᖏࠉ࣭ࠉࡑࡢ㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧ࠚͤ᪥୰㐃⤡ࡢྲྀࢀࡿ␒ྕ

㟁ヰ␒ྕ ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㹝ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㹝
ࠉ

ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗࡢ
⏦ㄳᅇᩘ

㸦㸯㹼㸱ࡢ࠸ࡎࢀࢆۑࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧

㸯

㸯ᅇ┠ࡢ⏦ㄳ

㸰

㸰ᅇ┠ࡢ⏦ㄳ㸦㸯ᅇ┠ࡢ⏦ㄳࡣᒣᙧ┴㸧

㸱

㸰ᅇ┠ࡢ⏦ㄳ㸦㸯ᅇ┠ࡢ⏦ㄳࡣࡢ㒔㐨ᗓ┴㸧
ࠉࠉЍ㒔㐨ᗓ┴ྡ㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧

ᒣᙧ┴ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍
ᴗࡢᑐ㇟࡞ࡿ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࠊࠕዷᝎࡴ᪉ࡢ≉ᐃ⒪ᨭ
ᴗࠖᇶ࡙ࡃຓᡂࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍ

ࡣ࠸ࠉࠉࠉ࣭ࠉࠉࠉ࠸࠸࠼
ࠕࡣ࠸ࠖࡢሙྜࠊᮏຓᡂࢆཷࡅࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ

㸦ῧࡋࡓࡶࡢ܇㸧
ڧᒣᙧ┴ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗಀࡿド᫂᭩
ࠉ㸦ዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲᐇ་⒪ᶵ㛵㸧㸦ᵝᘧ➨㸯㸫㸰ྕ㸧
ῧ᭩㢮 ڧᒣᙧ┴ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗಀࡿド᫂᭩
ࠉ㸦ཎᝈ⒪ᐇ་⒪ᶵ㛵㸧㸦ᵝᘧ➨㸯㸫㸱ྕ㸧
⏦ڧㄳᒣᙧ┴ෆఫᡤࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢ㸦ఫẸ⚊➼㸧
ڧຓᡂ㔠ࡢ㎸ࢆᕼᮃࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㏻ᖒ➼㸦࢝ࢼྡ⩏ཬࡧཱྀᗙ␒ྕࡀࢃࡿࡶࡢ㸧ࡢࡋ
ࣇࣜ࢞ࢼ

 ㎸ ඛ

㔠ࠉ⼥
ᶵ㛵ྡ

ཱྀᗙྡ⩏

ཱྀᗙ✀ู

ᬑ㏻ࠉ࣭ࠉᙜᗙ

ᨭᗑྡ
ᨭᗑ

ཱྀᗙ␒ྕ

ࠉ௨ୗࡢ㡯ࡘ࠸࡚ྠពࡋࡲࡍࠋ ྠព࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ሙྜࡣࠊᮏຓᡂࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ㸧
ࠉ㸯ࠉᮏᴗࡢ㊃᪨ࢆ⌮ゎࡋࠊᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲ㛵ࡍࡿ◊✲ಁ㐍ᴗ
ࠉࠉࠉ⮫ᗋሗ➼ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ㸦ཎ๎ࡋ࡚ࠊ⏕Ṫྍ⬟ᖺ㱋ࢆ㉸࠼ࠊཪࡣ᳨య◚Რ⏦࿌ࡀ࠶ࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧
ࠉ㸰ࠉᮏᴗཬࡧࠕዷᝎࡴ᪉ࡢ≉ᐃ⒪ᨭᴗࠖ㸦≉ᐃዷ⒪㈝ຓᡂᴗ㸧ࡢຓᡂ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ
ࠉࠉࡢ㒔㐨ᗓ┴➼ࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇయ↷ཬࡧᥦ౪ࢆࡍࡿࡇࠋ
ࠉ㸱ࠉᮏ⏦ㄳࡢᑂᰝᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࠊ⒪ࢆཷࡅࡓ་⒪ᶵ㛵ᑐࡋ࡚⒪ෆᐜ➼ࡢ↷ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉࠉࠉ᪥

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
⏦ㄳ⪅Ặྡ

ຓᡂỴᐃ㔠㢠
ͤᒣᙧ┴⏝ḍ


㸦㠃㸧
۔ὀព㡯
㸯 ዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲࢆཷࡅࡓ᪉ࡀᮍ፧࡛ᮍᡂᖺࡢሙྜࡣࠊ⏦ㄳ⪅ḍࡣぶᶒ⪅ྡཪࡣᮍᡂᖺ
ᚋぢேྡࢆグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸰 ࠉ㎸ඛᣦᐃཱྀᗙࡣࠊ⏦ㄳ⪅ྡ⩏ࡢཱྀᗙࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸱 ࠉຓᡂỴᐃ㔠㢠ࡣࠊᒣᙧ┴ᗣ⚟♴㒊ࡀࢇᑐ⟇࣭ᗣ㛗ᑑ᪥ᮏ୍᥎㐍ㄢࡽᩥ᭩࡛㏻▱
ࡋࡲࡍࠋ
㸲 ࠉຓᡂࡢᑐ㇟࡞ࡿ⒪㈝ࡣࠊዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲཬࡧึᅇࡢ⤖ಖᏑせࡋࡓ㈝⏝ࡢ࠺ࡕ
་⒪ಖ㝤㐺⏝እࡢ㈝⏝࡛ࡍࠋ
ࠉࡓࡔࡋࠊධ㝔ᐊᩱ㸦ᕪ㢠࣋ࢵࢻ௦➼㸧ࠊ㣗⒪㣴㈝ࠊᩥ᭩ᩱ➼ࡢ⒪┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸
㈝⏝ཬࡧึᅇࡢ⤖ಖᏑ㈝⏝ࢆ㝖ࡃ⤖ಖᏑࡢ⥔ᣢಀࡿ㈝⏝ࡣᑐ㇟እ࡛ࡍࠋ
㸳 ࠉຓᡂ㢠ࡣࠊዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲせࡋࡓ་⒪ಖ㝤㐺⏝እ㈝⏝࡛࠶ࡾࠊ⢭Ꮚࡣ㸰㸳༓ࠊ
⢭Ꮚ㸦⢭ᕢෆ⢭Ꮚ᥇ྲྀ㸧ࡣ㸱㸳ࠊ⬇㸦ཷ⢭༸㸧ࡣ㸱㸳ࠊᮍཷ⢭༸Ꮚࡣ㸰㸮ࠊ
༸ᕢ⤌⧊ࡣ㸲㸮ࡀୖ㝈࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸴 ࠉຓᡂᅇᩘࡣࠊྜィ㸰ᅇࡲ࡛࡛ࡍࠋ
㸵 ࠉᮏᴗࡢᑐ㇟࡞ࡿ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࠊࠕዷᝎࡴ᪉ࡢ≉ᐃ⒪ᨭᴗࠖᇶ࡙ࡃ
ຓᡂࢆཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᮏᴗࡢຓᡂࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
㸶 ࠉ་⒪ᶵ㛵ࡼࡗ࡚ࡣࠊᵝᘧ➨㸯㸫㸰ྕཬࡧᵝᘧ➨㸯㸫㸱ྕࡢⓎ⾜㈝⏝ࡀࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ㈝⏝ࡣ⮬ᕫ㈇ᢸ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸷 ࠉ᭩㢮ഛࡀ࠶ࡿሙྜࠊຓᡂ㔠ࢆ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ᚚὀពୗࡉ࠸ࠋ
 ࠉຓᡂ㔠ࢆᨭ⤥࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆࡋ࡚㏻▱ࡋࡲࡍࠋ

㒑㏦ඛ
ࠛ㸷㸷㸮㸫㸶㸳㸵㸮
ᒣᙧ┴ᒣᙧᕷᯇἼ㸰㸫㸶㸫㸯
ᒣᙧ┴ᗣ⚟♴㒊ࡀࢇᑐ⟇࣭ᗣ㛗ᑑ᪥ᮏ୍᥎㐍ㄢ
ၥྜࡏඛ
ࠉ

ᒣᙧ┴ᗣ⚟♴㒊ࡀࢇᑐ⟇࣭ᗣ㛗ᑑ᪥ᮏ୍᥎㐍ㄢ
㟁ヰࠉ㸮㸰㸱㸫㸴㸱㸮㸫㸰㸱㸯㸱㸦┤㏻㸧

㸦⾲㠃㸧
ᵝᘧ➨㸯㸫㸰ྕ㸦➨㸳᮲➨㸯㡯➨㸯ྕ㛵ಀ㸧

ᒣᙧ┴ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗಀࡿド᫂᭩
㸦ዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲᐇ་⒪ᶵ㛵㸧
ࠉᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗࡢᐇせ⥘࡛♧ࡍᑐ㇟⪅せ௳ࢆ‶ࡓࡍ⪅ᑐࡋࠊዷᏎ
ᛶ Ꮡ⒪ἲ㸦ͤ㸯㸧ࢆᐇࡋࠊḟࡢ࠾ࡾ⒪㈝ࢆᚩࡋࡓࡇࢆド᫂ࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉࠉ᪥

་⒪ᶵ㛵ࡢᡤᅾᆅ
་⒪ᶵ㛵ࡢྡ⛠
デ⒪⛉
ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲ་Ặྡ㸦⮬⨫㸧

ࡩࡾࡀ࡞
ዷᏎᛶ Ꮡ
⒪ἲࢆཷࡅ
ࡓ⪅

Ặྡ
⏕ᖺ᭶᪥
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉࠉࠉࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ᪥⏕ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⏨ࠉ࣭ࠉዪ
࣭ᛶู➼

ᑠඣ࣭$<$ୡ௦ࡢࡀࢇᝈ⪅➼ࡢዷᏎᛶ

ዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲࡘ࠸࡚⤂ࢆཷࡅࡓཎᝈ
་ࡀᡤᒓࡍࡿ་⒪ᶵ㛵ྡᙜヱ་ᖌྡ

ዷᏎᛶ

་⒪ᶵ㛵ࡢྡ⛠㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧
ཎᝈ་ࡢẶྡ㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧

Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗࡢ
⏦ㄳᅇᩘ

㸦㸯㹼㸱ࡢ࠸ࡎࢀࢆۑࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧

⏨ᛶዷᏎᛶ

㸯

㸯ᅇ┠ࡢ⏦ㄳ

㸰

㸰ᅇ┠ࡢ⏦ㄳ㸦㸯ᅇ┠ࡢ⏦ㄳࡣᒣᙧ┴㸧

㸱

㸰ᅇ┠ࡢ⏦ㄳ㸦㸯ᅇ┠ࡢ⏦ㄳࡣࡢ㒔㐨ᗓ┴㸧
ࠉࠉЍ㒔㐨ᗓ┴ྡ㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧

Ꮡ⒪ἲࢆᐇࡋࡓሙྜࡣࠊࡇࡕࡽグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ዷᏎᛶ

ࠉ㸯ࠉ⢭Ꮚ⤖ಖᏑ

Ϩ

ࡣ࠸ࠉࠉ࣭ࠉࠉ࠸࠸࠼

Ꮡ⒪ἲ◊✲ಁ㐍ᴗࡢᑐ㇟་⒪ᶵ㛵࡛ࡍࠋ

ࠉ㸰ࠉ⢭Ꮚ⤖ಖᏑ
ࠉࠉ㸦⢭ᕢෆ⢭Ꮚ᥇ྲྀ㸧

Ꮡ⒪ἲ㛤ጞ᪥ࠉ㸦ࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉ᪥㸧

⤖ಖᏑ᪥ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦ࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉ᪥㸧
ዷᏎᛶ Ꮡ⒪ἲ⤊᪥ࠉ㸦ࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉ᪥㸧
㸦ୖグᐇ᪥ྠࡌሙྜࡶグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧

㸦㸯࣭㸰ࡢ࠸ࡎࢀࢆۑࡅ ᐇ་⒪ᶵ㛵
࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧
ࠉ㸦ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧

ዪᛶዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲࢆᐇࡋࡓሙྜࡣࡇࡕࡽグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࠉ㸯ࠉ⬇㸦ཷ⢭༸㸧⤖ಖᏑ
⒪᪉ἲ

ࠉ㸰ࠉᮍཷ⢭༸Ꮚ⤖ಖᏑ

ϩ

ࠉ㸱ࠉ༸ᕢ⤌⧊⤖ಖᏑ

ዷᏎᛶ

Ꮡ⒪ἲ㛤ጞ᪥ࠉ㸦ࠉࠉࠉࠉᖺࠉࠉ᭶ࠉࠉࠉ᪥㸧
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別紙
小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱
１

目的
本事業は、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA 世代のがん患者等が希望を
もってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温
存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部を助成し、その経済的負担の軽減を図
るとともに、患者からの臨床データ等を収集し、妊孕性温存療法の有効性・安全性のエ
ビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成などの妊孕性温存療法の研究
を促進することを目的とする。

２

実施主体
実施主体は、都道府県及び一般社団法人日本がん・生殖医療学会（以下「日本がん
・生殖医療学会」という。）とする。

３

対象者
この事業の対象者については、以下の条件を全て満たす者とする。

（１）対象者の年齢
４に定める対象となる治療の凍結保存時に 43 歳未満の者。
（２）対象とする原疾患の治療内容
対象となる原疾患の治療内容については、以下のいずれかとする。
①

「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」（日本
癌治療学会）の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスク
の治療

②

長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患：乳がん（ホルモ
ン療法）等

③

造血幹細胞移植が実施される非がん疾患：再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候
群（ファンコニ貧血等）、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、
鎌状赤血球症、慢性活動性 EB ウイルス感染症等

④

アルキル化剤が投与される非がん疾患：全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、
多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

（３）対象者の選定方法
都道府県が５（２）により指定する医療機関（以下「指定医療機関」という。）の生
殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響につい
て評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者を対象とする。
ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除
く。また、（２）の治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な

必要性がある場合には対象とする。
（４）説明及び同意
指定医療機関は、対象者に対し、妊孕性温存療法を受けること及び本補助金に基づく
研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を行った上で、本事業に参加するこ
とについての同意を得る。
対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者または未
成年後見人による同意を得る。
４

対象となる妊孕性温存療法に係る治療
この事業の対象となる妊孕性温存療法に係る治療については、以下のいずれかとす
る。

（１）胚（受精卵）凍結に係る治療
（２）未受精卵子凍結に係る治療
（３）卵巣組織凍結に係る治療（組織の再移植を含む）
（４）精子凍結に係る治療
（５）精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
５

実施方法（都道府県）

（１）がん・生殖医療連携ネットワーク体制の構築
都道府県は、以下の目的を達成するため、あらかじめ指定医療機関、原疾患治療施
設及び当該都道府県等の連携体制を構築する。
①

対象者が適切に妊孕性温存療法を知り、希望した場合に速やかに、かつ、適切
な妊孕性温存療法を受けることができる体制を構築すること。

②

関係者が連携して相談支援体制を確保すること。

（２）指定医療機関の指定
都道府県知事は、医療機関からの７（１）の申請に対して、本事業の妊孕性温存療
法実施医療機関（検体保存機関）として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会
が認定した医療機関のうち、７（（４）を除く。）に定める事項を実施できる医療機
関を指定医療機関として指定する。
ただし、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が医療機関を認定するまでの期
間については、日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚（受精卵）及
び卵巣組織の凍結・保存に関する登録施設のうち、７に定める事項を実施できる医療
機関を指定医療機関として指定することができる。
なお、令和４年３月３１日までに都道府県知事の指定を受けた指定医療機関は、本
実施要綱の適用日後であれば、（１）のがん·生殖医療連携ネットワーク体制の構築後
から指定医療機関の指定を受けていたものとみなすことができる。
（３）他の都道府県の医療機関の指定
５（２）の指定医療機関の指定においては、他の都道府県の医療機関を指定するこ

と及び他の都道府県知事が指定した医療機関を当該都道府県知事が指定したとみなす
ことができる。
（４）指定医療機関の取消
都道府県知事は、指定医療機関より指定の辞退の申し出があったとき、指定医療機
関が指定要件を欠くに至ったとき、又は、指定医療機関として不適当と認めるもの
であるときは、その指定を取り消すことができる。
（５）助成事業の実施
都道府県は、３に定める対象者が、指定医療機関において４に定める治療に要した
費用の一部を助成する。
（６）普及啓発等
都道府県は対象者やその家族等に対して制度の普及啓発を行うとともに、相談窓口
の設置などに努める。特に、原疾患の医療施設等に対して広く周知することとし、が
ん診療連携拠点病院等、難病医療拠点病院、がん相談支援センター、難病相談支援セ
ンター等の施設においては、当該事業について院内等で掲示し、対象となる可能性の
ある者への周知、説明を実施する。
（７）台帳の整備
都道府県は助成の状況を明確にするため、本事業に係る台帳を備え付け、助成の状
況を把握すること。なお、転居等により以前の助成状況を把握していない場合は、前
住所地等へ照会するなど適宜確認を行う。
６

実施方法（日本がん・生殖医療学会）

（１）事業に係る関係機関との検討
日本がん・生殖医療学会は本事業において必要な事項（妊孕性温存療法を適切に実
施するための医療機関の要件等）について、厚生労働省、関係学会等の関係機関と検
討を行う。
（２）日本がん・生殖医療登録システムの管理・運用
日本がん・生殖医療学会は７（５）で指定医療機関が入力する臨床情報及び妊娠・
出産・検体保存状況等のデータ（以下「臨床情報等のデータ」という。）を保存する
ための登録システムの管理・運用を行う。また、その入力方法等について、（３）の
医療機関等に対して周知する。
（３）医療機関等からの照会対応
日本がん・生殖医療学会は、指定医療機関及び原疾患治療施設等からの本事業に係
る照会に対応するとともに指定医療機関及び原疾患治療施設等に対して制度の周知を
行う。
（４）データの提供
日本がん・生殖医療学会は妊孕性温存療法の有効性・安全性のエビデンス創出や長
期にかかる検体保存のガイドライン作成などの妊孕性温存療法を促進するための研究
を適切に行えると認める者に対し、（２）のシステムに登録された臨床情報等のデー

タを提供する。
また、上記によりデータを提供した場合は厚生労働省に報告する。
（５）厚生労働省への報告
日本がん・生殖医療学会は、厚生労働省と協議の上、日本がん・生殖医療登録シス
テムに入力されたデータを集約し、少なくとも年に１回、厚生労働省に報告すること。
（６）普及啓発
日本がん・生殖医療学会は、当該事業内容、各都道府県の指定医療機関の情報、臨
床情報等のデータの集計、（４）により提供した情報から得られた研究成果等につい
て、ホームページを作成するなどにより、国民や患者に対する普及啓発・情報提供を
する。
７

実施方法（指定医療機関及び原疾患治療施設）

（１）５（２）の指定医療機関の指定を受けようとする医療機関は指定申請書（様式第
２号）を都道府県知事に提出する。
（２）対象者への情報提供等
指定医療機関及び原疾患治療施設は、対象者への情報提供・相談支援・精神心理的
支援を行う。
（３）妊孕性温存療法証明書の交付
指定医療機関は、対象者に対して４に定める治療を実施したことを証明する妊孕性
温存療法証明書（様式第１－２号）を交付する。
（４）原疾患治療証明書の交付
原疾患治療施設は、対象者に対して３（２）に規定する治療を実施したこと又は実
施予定であることを証明する原疾患治療証明書（様式第１－３号）を交付する。
（５）日本がん・生殖医療登録システムへの入力
指定医療機関は臨床情報等のデータを日本がん・生殖医療登録システムへ入力する。
また、定期的（年１回以上）に患者のフォローアップを行い、自然妊娠を含む妊娠
・出産・検体保存状況及び原疾患の転帰等の情報を日本がん・生殖医療登録システム
へ入力する。
（６）同意の取得
指定医療機関は、対象者に対して、以下の通り同意を得ること。
①

妊孕性温存療法を受けること及び本補助金に基づく研究への臨床情報等の提供を
行うことについて説明を行った上で、本事業に参加することの同意を得ること。

②

対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人に対しても説明を行った上で、親
権者または未成年後見人による同意を得ること。

③

②の同意取得時に未成年だった対象者が成人した時点で、検体凍結保存の継続に
ついて、説明を行った上で同意を得ること。

８

助成額等

（１）助成対象となる費用
助成対象となる費用は、妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険
適用外費用とする。
ただし、入院室料（差額ベッド代等）、食事療養費、文書料等の治療に直接関係の
ない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とする。
（２）助成額及び助成上限額
治療毎の１回あたりの助成上限額については、下記の表の通りとする。
対象となる治療

１回あたりの助成上限額

胚（受精卵）凍結に係る治療

３５万円

未受精卵子凍結に係る治療

２０万円

卵巣組織凍結に係る治療

４０万円

精子凍結に係る治療

２万５千円

精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

３５万円

（３）助成回数
助成回数は、対象者一人に対して通算２回までとする。
なお、異なる治療を受けた場合であっても通算２回までとする。
（４）助成の対象外
本事業の対象となる費用について、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づ
く助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外とする。
９

助成の申請
本事業による助成を受けようとする対象者は、妊孕性温存療法研究促進事業申請書
（様式第１－１号）及び必要書類を添付した上で妊孕性温存療法に係る費用の支払日
の属する年度内に、居住地の都道府県に申請する。ただし、妊孕性温存療法実施後、
期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当
該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができる。

10

経費の負担
この実施要綱に基づき実施する事業については、厚生労働大臣が別に定める交付要
綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

11

留意事項

（１）本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う保険外併用療法（いわゆる
混合診療）を認めるものではなく、保険外診療である妊孕性温存療法を受けた場合
の自己負担の一部を助成するものとする。
（２）本事業の関係者は、患者等に与える精神的影響を考慮して、本事業によって知り
得た情報の取扱いについて慎重に配慮するよう留意するとともに、特に個人情報の

取扱いについては、その保護に十分配慮すること。

山形県にお住いのがん等の患者さんへ

妊よう性温存治療費助成事業のご案内
山形県では、将来子どもを産み育てることを希望されるがん等の患者さんに対し
て、がん治療に際して行う妊よう性温存治療費の一部を助成します。
◇「妊孕（よう）性」とは、妊娠するための機能、妊娠する能力のことです。
◇ がん治療（化学療法、放射線療法）などの副作用により、主に卵巣、精巣等の機能に影響
が及び、妊よう性が低下したり、失われる場合があります。
◇ がん治療などの前に、卵子、精子、胚（受精卵）等を採取し、長期的に凍結し、保存する
治療が、妊よう性温存治療（療法）です。

対 象 と な る 方

対 象 と な る 疾 患

次の全てに該当する方
１ 申請時点において山形県内に住所を有している方
２ 精子や卵子等の凍結保存時に43歳未満の方
３ 原疾患（右欄の「対象となる疾患」）の治療により、
妊よう性が低下するおそれがあり、原疾患の担当医師と
妊よう性温存治療の担当医師の両方が、妊よう性温存治
療が生命予後に与える影響（原疾患治療の遅れ等）が許容さ
れると認める方
４ 山形県又は他都道府県が指定した妊よう性温存療法実
施医療機関において、2021年4月1日以降に妊よう性温存
治療を実施した方
５ 申請しようとする妊よう性温存治療について、特定不
妊治療費助成事業による助成を受けていない方
６ 「小児・AYA世代のがん患者等妊孕性温存療法研究促
進事業」（厚生労働省）への参加を同意される方

次のいずれかの疾患
○がん
次のいずれかに該当するもの
・「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性
温存に関する診療ガイドライン」の妊孕
性低下リスク分類に示された治療のうち、
高・中間・低リスクの治療を受けるもの
・長期間の治療によって卵巣予備能の低下
が想定されるもの（乳がん等）

○非がん疾患
次のいずれかに該当するもの
・造血幹細胞移植が実施されるもの（再生
不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファ
ンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、
先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血
球症、慢性活動性ＥＢウイルス感染症等）
・アルキル化剤が投与されるもの（全身性
エリテマトーデス、ループス腎炎、多発
性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等）

対 象 と な る 妊 よ う 性 温 存 治 療 と 助 成 上 限 額
治療内容

助成回数

胚（受精卵）の凍結

助成上限額／１回
３５万円

通算２回
まで

未受精卵子の凍結
卵巣組織の凍結

（県外で助成を
受けた場合も
通算します。）

精子の凍結
精子の凍結（精巣内精子採取術によるもの）

２０万円
４０万円
２万５千円
３５万円

※助成対象となる費用は、治療に要する費用（初回の凍結保存に要する費用を含む。）に限り
ます。入院室料（差額ベッド代等）、食事療養費、文書料など治療に直接関係のない費用及
び凍結保存の維持にかかる費用は対象外です。

山形県

申 請 に 必 要 な も の

申 請 の 流 れ

１ 山形県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法

１ 原疾患治療実施医療機関及び妊

研究促進事業参加申込書

よう性温存療法実施医療機関で、

２ 妊よう性温存療法実施医療機関が発行する証明書

がん等の治療による生殖機能への

３ 原疾患治療実施医療機関が発行する証明書

影響及び妊よう性温存療法の可否

４ 山形県内に住所を有していることが確認できる書類

について説明を受ける。

（住民票の場合は個人番号の記載のないもので、発行か

２ 妊よう性温存療法を受ける。

ら３か月以内のもの）

３ 左記１～７までの書類を末尾ま

５ 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等（カナ名
義及び口座番号がわかるもの）の写し
６ 妊よう性温存治療費の領収書の原本（コピーを取って
お返しします。）

７ 状況に応じ、追加の書類をお願いする場合があります。
※２と３の証明書の発行に費用がかかる場合がありますが、自己
負担になります。

で郵送または持参により提出
【提出期限】
原則、妊孕性温存治療費の支払日
の属する年度内。これによりがたい
場合は、個別にご相談ください。

４ 支給決定（不支給決定）通知を
受け取る。
５ 助成金の受給（口座振込）

申請様式・証明書様式は、下記からダウンロードいただけます。
山形県がん患者妊孕性温存治療費助成事業

検索

https://www.pref.yamagata.jp/090015/kenfuku/iryo/gan/ninyoseionzon.html

山形県指定医療機関（妊孕性温存療法実施医療機関）

R3.6.1時点

医療機関名

医療機関所在地

電話番号

国立大学法人山形大学医学部附属病院

山形市飯田西２－２－２

０２３－６２８－５１５９

ゆめクリニック

米沢市東３－９－３

０２３８－２６－１５３７

（がん患者相談室）

○上記のほか、他都道府県知事が指定した県外の医療機関で治療を受けた場合も対象になります。

県内のがん相談窓口（がん相談支援センター）
名

称

所在地

電話番号

山形県立中央病院

山形市大字青柳１８００

０２３－６８５－２７５７

山形大学医学部附属病院

山形市飯田西２－２－２

０２３－６２８－５１５９

山形市立病院済生館

山形市七日町１－３－２６

０２３－６３４－７１６１

山形県立新庄病院

新庄市若葉町１２－５５

０２３３－２２－５５２５

公立置賜総合病院

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ ０２３８－４６－５０００

日本海総合病院

酒田市あきほ町３０

０２３４－２６－５２８２

鶴岡市立荘内病院

鶴岡市泉町４－２０

０２３５－２６－５１８０

山形県がん総合相談支援センター

山形市蔵王成沢字向久保田２２２０ ０８００－８００－８２３０
（やまがた健康推進機構内）

【提出先・お問合せ先】
〒９９０－８５７０ 山形県山形市松波２－８－１
山形県健康福祉部 がん対策・健康長寿日本一推進課

山形県

（フリーアクセス）

電 話：０２３－６３０－２３１３
ＦＡＸ：０２３－６３０－２２７１

