
平成31年度不妊治療費の助成に関する調査結果
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特定不妊治療（外受輯及特不妊治療（外受絹及特不妊治鯉(体外受精お特定不妊治皿体外受吸寺股杢鑑療(人工唾)．…函寒蕊7蓉一亟了 ぴ顕微授績｡男性不妊治療
を含む｡）

検査､タイミング法･排卵誘
発法･薬物療法･人エ授緕・
顕微授精･体外受糖･手術等
(男性の不妊治寂も含む）

専と埋めた不妊怜杏奏舎ｵ>）
鰯苛定不妊治療(体外受精
及び顕微授精｡男性不妊を
含む｡）

ぴ顕微授精｡男性不妊治療
を含む｡）

特定不妊治療(体外受鞘
顕微授精）

よび顕微授縞.男性不妊治
療を含む｡）

び顕微授精.男性不妊治療
を含む.）

ぴ顕微授鯖｡男性不妊治療
を含む.）

対象となる治療Ｉ

｡１回の治療につき15万円ま(1)一船不妊櫓杏･治療:1年耳j副呼監諒潔蕊 一般不妊治療:1年度'二つき
10万円まで
特定不妊治療:1年度1こつき
20万円まで(ただし､愛媛県
の助成を受けた珊合は､助
成を受けた額を控除した額）

-1夫婦が1年度または､１回
の治療'二支払った不妊治療
畳(自己負担分)の額とし､
上限10万円｡県の助成を受
けている珊合は助成給付費
を控除した金顔｡

･5万円/年.不妊治僚受から ．１回の治療につき10万円ま
で｡ただし､県からの助成金
を引いた額で治療費の範囲
内。

･1年度につき5万円まで.た
だし､県からの助成金を引い
た額で治療費の範囲内。

で｡ただし､採卵を伴わない
凍結胚移植､採卵したが状
態の良い卵が得られず中止
した蝋合は7万5千円まで｡な
お､初回治療に限り治療ス
テージｃ･Fを除き３０万円まで
助成する。
･男性不妊治療については､
治療ステージcを除き､上配
のほか１回につき15万円まで
助成。

固 … 茜 F 麺
②特定不妊治療:治療に要
した賓用から愛姻県の助成
金を引いた残りの金額で､１
回につき１０万円まで｡(治療
内容によっては5万円）

で｡ただし県からの助成金を
引いた額で治療費の範囲
内.なお初回治療に限り10
万円まで助成する。

愛媛県の助成金を引いた鶏
りの金額の範囲内で､５万円
を限度とする．

助成金の上限額２

①申鯖日現在､夫婦一方又 ①県丙【程ﾛj市ぞ除く)に住
民票を有する法律上の夫
婦｡ただし､治療開始時に婚
姻していること
②特定不妊治療以外の治僚
方法によっては妊媛の見込
みがないか､または極めて
少ないと判断された方
③初回助成申婿の治療開始
時の妻の年齢が､43歳未着
④居住期間の規定なし

①愛媛県特定不妊治療費助|①申請時点で､法律上の婚1①申錆時点で､法律上の婚

一一一一一
･愛媛県の特定不妊沼涜賓Ｉ①法律上の婚姻をしている

は双方が松山市内に住民票
を有する法律卜の夫婦｡た
だし､治療開始時に婚姻して
いること。
②特定不妊治療以外の治療
方法によっては妊賑の見込
みがないか､または極めて
少ないと判断された方
③初回助成申鯖の治療閲始
時の妻の年齢が､個歳未満
④居住期間の規定なし

姻をしている夫婦で､夫又は
妻のいずれかが鬼北町に１
年以上住所を有していること
②治擦開始時の妻の年齢が一般不妊治擦40堂未満､特
定不妊治療43歳未満である
こと
③医療保険各法における、
被保険者又は被扶養者であ
ること
④夫婦の住所が異なる増
合､他の地方自治体におい
て助成を受けていないこと
⑤助成申請日現在､夫婦に
町税の滞納がないこと

姻をしている夫婦で､夫又は
妻のいずれかが松野町に住
所を有していること
②町税を滞納していないこと
③医療保険に加入している
こと
④治療開始時の妻の年齢が
43歳未満であること
⑤夫婦の住所が異なる場
合､他の地方自治体におい
て助成を受けていないこと

成金の交付決定を受けてい
ること
②夫婦のいずれかが伊方町
に1年以上住所を有している
こと
③町税等の滞納がないこと
④年度内に治療が終了して
いること

夫婦であること
②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､または極めて低
いと医師に診断された者
③愛媛県の特定不妊治療費
助成金の交付決定を受けて
いること
④夫婦または夫婦のうちい
ずれか一方が､砥部町に1年
以上住所を有していること
⑤町税弊の滞納がないこと

助成事業の対象者であるこ
と
･夫婦の両方又はいずれか
が松前町に1年以上住所を
有していること
･町税を滞納していないこと
以上すぺてに該当する人

ついては_前々年の所得)の
合計魂が730万円宋函で為
益星と｡町税などの滞納がないこと
・医療侯時に加入Ｌているこ
と
＜轄忘不妊治痩■助成に限

対象者３

等けていること

|前年(１月から５月までの申諦I前年(１月から５月までの申調 前年(１月から５月までの申調
の場合は前々年)の夫婦の
所得の合計額が730万円未
満

前年(１月から５月までの申前年(１月から５月までの甲蹟 前年(１月から５月までの申請
の珊合は前々年)の夫婦の
所得の合計額が730万円未
満

前年(１月から５月までの申舗
の堀合は前々年)の夫婦の
所得の合計額が730万円未
満

なし なし

４

の堪合は前々年)の夫婦の
所得の合計額が730万円未
満

の場合は前々年)の夫婦の
所得の合計額が730万円未
満

鮪の墹合は前々年)の夫婦
の所得の合計額が730万円
未満

の増合は前々年)の夫婦の
所得の合計額が730万円未
漕所得制限

･初回助成申請時の妻の治rT汚船不妊桧杏･治痔ri蘭重ﾛ一般不妊治振は通算2回．
特定不妊治痴は通算5回を
睨麿ふし､年間助成回数は
制限しない。

･初回助成申鵬時の妻の治
療年齢が
⑫0歳未満→總織になるま
でに通算6回まで
鯉0雄以上43歳未満→43趣
になるまでに通甘え回
蝕3歳以上一・なし｡ただし､平成25年度以前か
ら治療助成を受けている夫
蝿で平成27年度までに通算
5年以上の増合は対象外

･初回助成申請時の妻の治
療年齢が
0X０歳未満-→43歳になるま
でに通算6回まで
⑳0厳以上43趣未満→43歳
になるまでに通算3回
③43歳以上一なし

原則として､年に１回の申鯖
･一般不妊治療:通算2年
･特定不妊治療;通算5年

当該年度において1回を限 ･年度Iこ１回の申鯖.(ただし
卜限輯を超えない場合は複
勧同客合算しての申鯖は可
能｡)通算呉回二

･初回助成申諸の治療開始
時の妻の年齢が､40歳未満
は通算6回まで､40歳以上43
未満は通算3回まで､43歳以
上はなし

鯉年齢が
①４０雄未満→偲巌になるま
でに通算6回まで
②40歳以上43趣未満→43歳
になるまでに通算3回
③43趣以上＝なし｡ただし､平成25年度以前か
ら治療助成を受けている夫
婦で平成27年度までに通算
5年以上の墹合は対象外

２回
②特定不妊治療:初回助成
申購時の妻の治療年齢が４０
歳未満は6回､40～43銀未
満は3回

度とし､通算5回助成(初回
40鋸以上は､３回）

助成回数５

(了罹椴不好衿杏･治溶縛了 治療が終了した年度内月 不妊治療を受けた日の属す
る年度の翌年度末日

治療が終了した年度内治療を終了した日から6か
以内Ｉ治療が終了した年度内治療が終了した年度内 愛媛県の特定不妊治掘費助

成事案の承浬決定通知書の
通知日から1年以内に申哨

後６か月以内(年庵内に行っ
た治幡寡主とめて申鰭）
②特定不妊治療:盈媛県特
定不妊治療畳助成金の交付
決定通知毎の通知日から６
か月以内

申蛎期限６

四罫忍阿同一愛南町役堰像函吾祉課 各保健所(県内6ヶ所･･･四
国中央､西条､今治､中予､
八幡浜､宇和島）

松前町健康課保健セシター

７ 申 請 窓 口

‘ ‘痴鎚

砥部町保険極慮醒髄康増
進係(保健センター）係(松前町緯合福祉ｾﾝﾀｰ

2階）申請窓口

岡からの正式な通知があり
次寛一勇性不妊治療の初回
治療に対する助成秀30万円
まで拡売する予宗
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