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妊婦健康診査について

公費負担の現状（平成２８年４月現在）
○ 公費負担回数は、全ての市区町村で１４回以上実施
○ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施
○ 助産所における公費負担は、１，７３９の市区町村で実施（１，７４１市区町村中）

公費負担の状況
○ 平成１９年度まで、地方交付税措置により５回を基準として公費負担を行っていたが、妊婦の健康管理
の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、平成２０
年度第２次補正予算において妊婦健康診査支援基金を創設して公費負担を拡充。
○ 平成２２年度補正予算、平成２３年度第４次補正予算により、積み増し・延長を行い公費負担を継続。
（実施期限：平成２４年度末まで）
○ 平成２５年度以降は、地方財源を確保し、残りの９回分についても地方財政措置により公費負担を行う
こととした。

妊婦が受診することが望ましい健診回数

※「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」（平成27年３月31日厚生労働省告示第226号）
① 妊娠初期より妊娠２３週（第６月末）まで ：４週間に１回
② 妊娠２４週(第７月)より妊娠３５週（第９月末）まで ：２週間に１回
③ 妊娠３６週（第１０月）以降分娩まで ：１週間に１回
（※ これに沿って受診した場合、受診回数は１４回程度である。）

根 拠
○ 母子保健法第１３条（抄）
市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を
受けることを勧奨しなければならない。
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［公費負担回数］ ［公費負担額（都道府県別）］

無制限 24 1.4% 北海道 179 ※95,421 滋賀県 19 ※106,802

20回 2 0.1% 青森県 40 ※118,920 京都府 26 ※91,027

19回 0 0.0% 岩手県 33 105,036 大阪府 43 114,631

18回 0 0.0% 宮城県 35 108,380 兵庫県 41 ※91,238

17回 4 0.2% 秋田県 25 118,704 奈良県 39 ※96,303

16回 37 2.1% 山形県 35 ※102,400 和歌山県 30 92,190

15回 51 2.9% 福島県 59 ※111,278 鳥取県 19 94,450

14回 1,623 93.2% 茨城県 44 ※98,700 島根県 19 108,088

合計 1,741 100.0% 栃木県 25 95,000 岡山県 27 102,831
群馬県 35 98,730 広島県 23 93,511

［公費負担額（市区町村別）］ 埼玉県 63 100,800 山口県 19 119,029
千葉県 54 93,461 徳島県 24 114,440
東京都 62 86,657 香川県 17 114,600

公費負担額が明示されな

い（無制限、上限無し） 29 1.7% 神奈川県 33 69,644 愛媛県 20 90,630
12万円以上 55 3.2% 新潟県 30 ※118,375 高知県 34 110,380
11万円以上～12万円未満 460 26.4% 富山県 15 103,880 福岡県 60 102,208
10万円以上～11万円未満 525 30.2% 石川県 19 117,105 佐賀県 20 101,440
９万円以上～10万円未満 440 25.3% 福井県 17 101,250 長崎県 21 100,532
８万円以上～９万円未満 192 11.0% 山梨県 27 89,808 熊本県 45 100,820
８万円未満 40 2.3% 長野県 77 ※116,439 大分県 18 93,800

合計 1,741 98.3% 岐阜県 42 119,570 宮崎県 26 ※103,276
静岡県 35 92,800 鹿児島県 43 102,943
愛知県 54 107,149 沖縄県 41 99,100
三重県 29 110,110 合　計 1,741 ※102,097

公費負担額 市区町村数 割合

     　※　公費負担額が明示されて

         　 いない市区町村は除く

妊婦健康診査の公費負担の状況について（平成２８年４月１日現在）

回数 市区町村数 割合 都道府県名
市区町村

数
公費負担額

（平均）（円）
都道府県名

市区町村
数

公費負担額
（平均）（円）

［公費負担額（市区町村別）］

公費負担額が明示されない

（無制限、上限無し） 29 1.7%

12万円以上 55 3.2%

11万円以上～12万円未満 460 26.4%

10万円以上～11万円未満 525 30.2%

９万円以上～10万円未満 440 25.3%

８万円以上～９万円未満 192 11.0%

８万円未満 40 2.3%

合計 1,741 98.3%

公費負担額 市区町村数 割合
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○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの
被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金
額が支給される制度。
○ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施するた
め、被用者保険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。
○ 平成27年１月からは、原則として42万円が支給されている（産科医療補償制度の対象でない場合は40.4万円）

政令で定める金額
産科医療
補償の
掛金

４０万４千円 １万６千円

出産育児一時金について

（参考）全国の公的病院における平均的な出産費用について

（国民健康保険中央会集計）

専用請求書項目 平成28年度

入院料 172,121円

室料差額（Ａ） 16,617円

分娩料 196,095円

新生児管理保育料 39,138円

検査・薬剤、処置・手当料 24,452円

産科医療補償制度（Ｂ） 15,891円

その他（Ｃ） 29,931円

小計 494,245円

小計から（Ａ）～（Ｃ）を
控除した額

431,806円

Ø 平成18年10月：30万円→35万円

Ø 平成21年１月：35万円→原則38万円
・産科医療補償制度の導入に伴い３万円の加算措置を創設

Ø 平成21年10月：原則38万円→原則42万円（本来分39万円＋掛金分３万円）
※平成23年３月までの暫定措置

：出産育児一時金の直接支払制度導入

Ø 平成23年４月：原則42万円を恒久化

Ø 平成27年１月：原則42万円
（本来分39万円→40.4万円に引上げ＋掛金分３万円→1.6万円に引下げ）

（参考）出産育児一時金の近年の改正
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給付要件 被保険者（任意継続被保険者を除く。）が出産のために会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに、
支給される

支給額

１日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の１に相当する額の３分の２に相当する金額

なお、被保険者期間が12か月に満たない者については、
①当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額
②当該被保険者の属する保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額

のいずれか低い額を算定の基礎とする。

支給される期間 出産の日（実際の出産が予定日後のときは出産の予定日）以前42日目（多胎妊娠の場合は98日目）から、
出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間 （※）

（※）予定日より遅れて出産した場合の支給期間は、出産予定日以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産の日の翌日以後56日の範囲内となっ
ており、実際に出産した日までの期間も支給される。

出産手当金について

○ 出産の前後における一定期間内において労務に服さなかったことにより、所得の喪失又は減少を来
した場合に、これをある程度補填し、生活保障を行う趣旨から、一定の金額が支給される制度。
○ 出産手当金の支給額については、被用者保険は法律、市町村国保は条例（※）で、それぞれ規定。
（※）給付を実施するかや実施する場合の給付内容は保険者で決定できる。

（例）被用者保険における出産手当金の支給要件
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国費で助成（不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象）

検査

原因の治療

人工授精（AIH）

体外受精

顕微授精

夫婦間で行われる
人工授精など

精液を注入器で直接子宮に注入し、妊娠を図る。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。

体外で受精させ、妊娠を図る。採卵を伴うため、女性側の身体的負担
が重い。主に、人工授精後や女性不妊の場合に用いられる。

体外受精のうち、人工的に（卵子に注射針等で精子を注入するなど）
受精させるもの。

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。

保
険
適
用

男性不妊の治療

女性不妊の治療

不妊治療の流れ（概略図）

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。

機能性不妊や治療が奏功しないもの

※一部、原因が分からない機能性不妊に行われる場合あり
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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（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１５万円（初回の治療に限り３０万円まで助成）
通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の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

（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）

②男性不妊治療を行った場合は１５万円（精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術）

○ 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
○ 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）
○ 予算額 平成３０年度予算１６３億円（平成２９年度予算１６０億円）

平成１６年度創設 １年度あたり給付額10万円、通算助成期間２年間として制度開始
平成１８年度 通算助成期間を２年間→５年間に延長
平成１９年度 給付額を１年度あたり１回10万円・２回に拡充、所得制限を650万円→730万円

に引き上げ
平成２１年度補正 給付額１回10万円→15万円に拡充
平成２３年度 １年度目を年２回→３回に拡充、通算10回まで助成
平成２５年度 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 安心こども基金により実施
平成２６年度 妻の年齢が40歳未満の新規助成対象者の場合は、通算６回まで助成

（年間助成回数・通算助成期間の制限廃止）※平成25年度の有識者検討会の報告書
における医学的知見等を踏まえた見直し（完全施行は平成28年度）

平成２７年度 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２７年度補正 初回治療の助成額を15万→30万円に拡充

男性不妊治療を行った場合、15万円を助成
平成２８年度 妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外。妻の年齢が40歳未満の場合は通算６回ま

で、40歳以上43歳未満の場合は通算３回まで助成（年間助成回数・通算助成期間の
制限廃止）

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
平成２６年度 １５２，３２０件
平成２７年度 １６０，７３３件
平成２８年度 １４１，８９０件

１．事業の概要

２．沿 革 ３．支給実績
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○妊娠・出産に係る意思決定（子どもを産むのか産まないのか、いつ産むのか等）は、当事者である男女が自らの意思で行う事柄。
○男女が希望する妊娠・出産に資するよう、国が、医学的な情報を整理し、国民に正確に幅広く提供することが重要。
○不妊治療は、身体的・精神的な負担が大きいこと等も踏まえた支援も必要。

○関連する医学的知見を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出産に資する実施医療機関の指定要件や助成対象範囲のあり方について、その考え方とともに、国民に
丁寧に説明することが重要。

不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会 報告書（概要）

妊娠や不妊に関する知識の普及啓発、相談支援

・ 関係学会や地方自治体、関係省庁等と連携し、様々な方策により国民がわかりやすい形で普及啓発を図ることが適当。
・ 不妊専門相談センター等における講演会等の開催や、職場での適切な知識の普及や理解の促進、学校教育の充実も重要。
・ より専門的な相談ニーズの高まり（治療がうまくいかない場合の心の相談等）などを踏まえた改善、相談しやすい環境づくりが重要。

《不妊治療支援の基本的な考え方》

特定治療支援事業の在り方

①医療機関の指定要件（主な変更事項）

【医師、看護師】

・採卵件数等が多い施設は、専門資格を
有する者の配置が望ましい。

【医療安全管理体制】

・安全確保の観点から、胚等を扱う場合の
ダブルチェックを義務化。

③医療機関に関する情報公開

・「医療機関ホームページガイドライ
ン」に沿って、自主的な取組が行
われることが望ましい。

・治療を受ける方が、自ら基礎的な
知識を身につけることも重要。

・治療希望者等が容易に医療機関
情報を把握できる方策を、引き続
き、厚生労働省で検討すべき。

②特定治療支援事業の対象範囲

（基本的考え方）

○妊娠・出産に伴うリスクが相対的に少ない年齢、治療により出産
に至る確率がより高い年齢に、必要な治療を受けられるようにす
ることが重要。
○長期間の治療による身体面・精神面への負担にも配慮が必要。

（基本的考え方）

○治療の質を高める観点から、要件の厳格化
が必要。一方、治療を受ける方の利便性へ
配慮が必要。

※治療成績等、医学的・統計学的知識が
なければ正確な理解が難しい情報は、
関係学会等の取組を注視し慎重に検討※利用する方等に混乱を招かないよう、適切な移行措置を講ずることが必要。

※専門資格者の配置については、直ちに義務化
が困難なものも、今後の育成・確保の状況等を
踏まえ、将来的に配置の義務化も検討。

○希望する妊娠・出産の実現のためには、まず妊娠等に関する正確な知識を持つことが第一歩であり、男性も含め、こうした知識を広く普及・啓発することが必要。

○不妊治療を受ける方の増加に伴い、相談支援の重要性は高まっている。一方、インターネット環境の変化、民間支援団体の増加等により、支援ニーズは変化。

見直し案 （現行）

対象年齢 43歳未満 制限なし

通算回数 ６回（40歳以降で開始した場合３回） 10回

年間回数 制限なし ２回(初年度３回)

通算期間 制限なし ５年
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