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岐阜 宮城 滋賀 静岡 大分 広島 京都 愛媛 徳島 茨城 長崎 福岡 兵庫 埼玉 山口 三重 沖縄 大阪

ネットワーク名（地域）
岐阜県がん・生殖医療ネットワーク：

GPOFs（岐阜県）
宮城県がん・生殖医療ネットワーク

滋賀がん・生殖医療ネットワーク：OF-
NET Shiga(滋賀県）

静岡がんと生殖医療ネットワーク
（SOFNET）

がん・生殖医療フォーラム大分
広島がん・生殖医療ネットワーク：

HOFNET（広島県）
京都・がんと生殖医療ネットワーク:

KOF-net（京都府）
愛媛県がん・生殖医療ネットワーク

（Ehime Oncofertility Network: EON）
なし 茨城県がん生殖ネットワーク:iOFnet 長崎大学がん生殖・妊孕性温存WG 福岡がん・生殖医療症例検討会

兵庫県がん・生殖医療ネットワーク：
Hyogo-OFN（兵庫県）

埼玉県がん・生殖医療ネットワーク
（SORNET）

山口県がん・生殖医療ネットワーク
（YOF-net）

三重がん・生殖医療ネットワーク 沖縄がん・生殖医療ネットワーク
大阪がん・生殖医療ネットワーク

(OO-net)

事務局 岐阜大学産婦人科 東北大学産婦人科 滋賀医科大学産婦人科 浜松医科大学産婦人科学教室 セント・ルカ産婦人科 県立広島病院生殖医療科 京都大学産婦人科 愛媛大学産科婦人科 筑波大学総合がん診療センター 長崎大学産婦人科 九州大学産婦人科、IVF詠田クリニック 兵庫医科大学産婦人科 埼玉医科大学産婦人科 山口県立総合医療センター　産婦人科 三重大学産科婦人科 琉球大学産婦人科 独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)大阪病院

会則 あり あり あり あり あり あり あり なし 準備中 あり（申し合わせ） あり あり あり あり あり なし あり

世話人会等 あり あり 幹事、監事、アドバイザー、あり あり あり あり 役員会としてあり あり 準備中 あり あり あり あり あり あり なし あり

世話人所属部署 乳腺、血液、小児、整形、泌尿器、倫理、医師会、婦人科、生殖
科、県庁

婦人科、乳腺外科、血液免疫科、泌尿器科、小児科、腫瘍内科
乳腺、血液、小児、整形、泌尿器、脳神経外科、薬剤師、看護
師、産婦人科医会、患者会、医師会、婦人科、生殖科、県庁

乳腺、血液、消化器、腫瘍内科、泌尿器、婦人科、生殖科、県庁
呼吸器・乳腺、消化器・小児外科、腎泌尿器科、整形外科、脳神

経外科、血液、心理、外科、産科、県庁
広大病院（乳腺外科、血液内科、小児、泌尿器、婦人科、整形外
科、がん化学療法科）、がん診療連携拠点病院、生殖医療施設

乳腺外科、血液内科、小児科、泌尿器科、産婦人科
産婦人科、乳腺外科、血液内科、小児科、整形外科、泌尿器科、

脳神経外科、腫瘍内科、呼吸器内科
泌尿器、婦人科、小児科、血液内科、乳腺内分泌外科、検査部、

腫瘍内科、茨城県医師会

医師（産婦，泌尿器，乳腺，小児科，小児外科，血液内科，膠原
病内科，放射線科，がん診療センター），がん関連専門看護師，

生殖医療専門看護師
産婦人科、乳腺外科、血液内科 乳腺、血液、小児、泌尿器、婦人科、生殖科 乳腺、血液、泌尿器、医師会、産婦人科 産婦人科、乳腺外科、消化器外科、泌尿器科、県庁

乳腺外科、小児科、血液内科、整形外科、脳神経外科、泌尿器
科、

薬剤部、看護部
産婦人科

世話人職種 医師、倫理学者 医師 医師、薬剤師、看護師、患者 医師、看護師、臨床心理士 医師、臨床心理士、県庁職員 医師 医師 医師 準備中 医師，看護師，ソーシャルワーカー 医師 医師、看護師、胚培養師、生殖医療コーディネーター 医師 医師、行政職 医師 医師

世話人会開催頻度(年間) 1回 一回 不定期 １回 1回 1回 不定期 １回 ネットワーク会議を現状年1回（将来は未定） 1-2回 1回 1回 1回 年1回の報告会、その他随時 1回 １回

行政との連携
（あり、なし、準備中）

あり 準備中（打診中） あり 準備中 あり 準備中 あり 準備中 準備中 なし なし なし あり あり あり なし あり

Website http ://gifugan.net/byoki/syussan/
http ://www.ob-gy.med .tohoku.ac .jp/miyagi-

c_rt/ index .html http ://www.sumsog.jp/of-net-sh iga/ob ject ive http ://www.sofnet . info/ なし なし http ://www.cancer.kuhp .kyoto-u.ac .jp/kof-net/ なし 準備中 なし なし
https://www.hyo-

med.ac.jp/department/obgy/outpatient/index6.html http://og-smc.com/fp/sornet/ なし 準備中 http ://www.hosp .u-ryukyu.ac .jp/information/j sfp .html http ://osaka-gan-joho.net/oo-net/

📞 📠 電話、メール 電話、病診連携 電話、紹介状 電話、FAX 電話、FAX、紹介状 電話　FAX 📞 📠 電話，FAX, eメール 温存療法担当施設のH.P.関連ページから引用 電話、FAX、地域連携 📞 📠 電話・FAX

専用情報提供用紙 OFCjpn 宮城県がん・生殖医療ネットワーク　登録表＆連絡表 なし なし あり（乳腺に限り） なし あり なし ある 　　JSFP-Oncofertility Consortium JAPAN 情報提供用紙 なし 紹介状でのやりとり 兵庫医科大学病院「妊孕性温存」相談申込書 OFCjpn なし なし ある

地域外からの相談者（有無や頻度） ある ある あり ある 無し なし あり なし ある なし あり あまりない ある ある ある あり なし ある

温存実施施設（複数、相談施設等） 複数 複数 複数 ７施設（現在） 複数 4施設 複数 複数 単施設 複数 当院 複数 ３施設 複数 2 卵子・卵巣（単施設）、複数（精子） 当院 複数

運営 研究費 寄付金、研究費 研究費 なし 会費 なし 寄付金（今は資金源がなく、来年度からそれにてまかなう予定） なし なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究費（将来は未定） 研究費 運営費はない。（症例検討会開催に関しては製薬会社の協力あり） 講演会参加費 研究費 なし 研究費、寄付金 なし 研究費

資金 一部　岐阜県（H30年度） 滋賀県 なし なし なし なし 兵庫県（H27-29） 埼玉県

情報提供施設（単・複） 単（岐阜大学病院がんセンター、がん・生殖医療相談） 複（東北大学、宮城県立がんセンター、大崎市民病院） 複数　主に滋賀医科大学産婦人科　がん妊孕外来 複（７施設） 複数
複（県立広島病院生殖医療科を中心として各がん診療連携拠点病院がん

相談室および凍結施設）
単 愛媛大学附属病院　がん・生殖医療相談外来 単施設(徳島大学産婦人科) 複 長崎大学病院がん診療センター なし ３施設 単（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　妊孕性温存外来） 各温存療法担当施設H.P. 単（三重大学病院高度生殖医療センター） 琉球大学産婦人科がんと生殖医療外来 複数

岐阜大学病院がんセンターがん・生殖医療相談 東北大学と宮城県立がんセンターがコーディネーター施設 複（７施設） 複数 県立広島病院生殖医療科 京大病院　がん生殖医療相談 愛媛大学医学部附属病院　総合診療サポートセンター 徳島大学産婦人科 筑波大学附属病院総合がんセンター（がん生殖医療部門） それぞれの施設や診療科での説明 兵庫医科大学病院生殖医療センター 埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　妊孕性温存外来 各温存療法担当施設 三重大学病院高度生殖医療センター

滋賀医科大学産婦人科　がん妊孕外来 がん診療連携拠点病院がん相談室 英ウイメンズクリニック 琉球大学産婦人科がんと生殖医療外来 JCHO大阪病院

徐クリニック HORACグランフロント大阪クリニック

関西医科大学

支援者医師／看護師/心理士/その他 医/看;/心 医師、看護師、心理士 医師 医/看/心（各施設により異なる） 医/看/心/その他 医/看/相談員 医師・看護師 医/看/心 医師 医/看;/心 医/看 医/看/心 医/看/心 医師／看護師／心理士 医/看 医/看/助

連携行政 岐阜県健康福祉部保健医療課 なし
健康医療福祉部

なし 大分県福祉保健部健康づくり支援課 広島県健康福祉局がん対策課がん共生グループ 京都府健康福祉課 なし 茨城県保健福祉部疾病対策課がん対策推進室 なし なし 埼玉県疾病対策課がん対策担当 山口県健康福祉部 三重県子育て支援課　母子保健班 大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課

行政の正式な担当部署 岐阜県健康福祉部保健医療課 未定 あり なし なし なし なし なし なし なし なし なし 三重県子育て支援課　母子保健班 大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課

妊孕性温存助成金（有無や開始年度等） H30年度開始 なし 平成28年 なし 無し H30開始 平成２９年度開始 なし 未定 検討中 なし H30年開始 なし なし なし 大阪府と協議中

　上限（円） 20万 10万円 なし 20万 ２０万円 25万円
　男性への助成 あり あり なし あり あり 25万円
　凍結不成功時の助成 あり あり なし あり なし あり
　意思決定支援助成 あり なし なし なし 予定なし なし
　凍結更新(延長)に対する助成 なし なし なし なし なし なし
　年齢制限（下限、上限） ~43歳 43歳まで なし 40才未満 ４０歳 40歳未満
　助成回数 1回 1回 なし 1回 １回 1回
　JOFR,JSOG登録の義務 あり なし なし あり 検討中 あり
　意思決定支援 あり なし なし 検討中 検討中 必要
　所得制限 なし なし なし なし なし あり

更新日 2018/8/21 2018/8/23 2018/9/11 2018/8/22 2018.1.1 2018/9/6 2018/8/22 2018/8/30 2018/8/24 2018/8/24 2018/9/11 2018/9/14 2018/9/14 2018/11/10 2018/11/21 2018/11/30 2018/12/2 　2018/12/15

施設間 施設間、患者直接、医師間すべてあり 施設間 施設間施設間 施設間（地域連携室）施設間 施設間施設間、医師間、患者直接

意思決定支援施設

医師間 施設間、医師間、患者から直接 施設間　病診連携 施設間施設・医師間、患者直接 施設間 施設間施設間
紹介方法（施設間、医師間、患者直接、など）

施設間

https://www.hyo-med.ac.jp/department/obgy/outpatient/index6.html
https://www.hyo-med.ac.jp/department/obgy/outpatient/index6.html

