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Washington州では中絶は合法であり、保護されています州では中絶は合法であり、保護されています

Washington州は中絶への権利を保証しています州は中絶への権利を保証しています。。

•	 Washington州のすべての妊娠者は、胎児の生存可州のすべての妊娠者は、胎児の生存可
能期間（妊娠能期間（妊娠24週目頃）以前に、いかなる理由であ週目頃）以前に、いかなる理由であ
れ中絶を行う基本的な権利を有しています。れ中絶を行う基本的な権利を有しています。11

•	•	 妊娠が明らかになり、妊娠者の生命または健康を守妊娠が明らかになり、妊娠者の生命または健康を守
るために中絶が必要な場合、るために中絶が必要な場合、Washington州では中州では中
絶が許可されます。絶が許可されます。22

•	 Washington州では、年齢に関係なく、中絶医療に州では、年齢に関係なく、中絶医療に
自ら同意する権利を有しています。自ら同意する権利を有しています。Washington州州
では、中絶を行う際に、その人の親、保護者、パーでは、中絶を行う際に、その人の親、保護者、パー
トナーからの同意は必要ありません。トナーからの同意は必要ありません。33

Washington州での中絶は秘密厳守州での中絶は秘密厳守：：

•	 Washington州の医療提供者は、一般的に、妊娠中州の医療提供者は、一般的に、妊娠中
の人に関するいかなる医療情報も、本人の書面によの人に関するいかなる医療情報も、本人の書面によ
る同意なしに開示することはできません。る同意なしに開示することはできません。44

•	•	 妊娠中の人は、中絶に関するすべての情報が、健康妊娠中の人は、中絶に関するすべての情報が、健康
保険を支払っている人（親を含む）ではなく、本人保険を支払っている人（親を含む）ではなく、本人
に送られるようにする法的権利を有しています。に送られるようにする法的権利を有しています。55 

•	•	 この情報の送信先を変更するには、この情報の送信先を変更するには、Confidentiality 
Request Form (秘密保持要求書秘密保持要求書))を印刷し、必要事項を印刷し、必要事項
を記入、署名して、健康保険会社に送付してくださを記入、署名して、健康保険会社に送付してくださ
い。い。66 また、健康保険会社に電話をして、この機密保また、健康保険会社に電話をして、この機密保
持を要求することもできます。持を要求することもできます。

Washington州では、中絶サービスの保険適用を義務付州では、中絶サービスの保険適用を義務付
けています：けています：

•	•	 妊娠・出産サービスをカバーするすべての州規制の妊娠・出産サービスをカバーするすべての州規制の
医療保険制度は、薬による中絶（妊娠を終了させる医療保険制度は、薬による中絶（妊娠を終了させる
ために薬を使用する場合）を含む中絶サービスもカために薬を使用する場合）を含む中絶サービスもカ
バーすることが法的に義務付けられています。バーすることが法的に義務付けられています。77

•	 Washington州の健康保険制度州の健康保険制度Apple Health 
(Medicaid) は、資格のある患者には中絶医療をカは、資格のある患者には中絶医療をカ
バーします。バーします。88

•	•	 保険に加入していない場合、中絶費用を援助してく保険に加入していない場合、中絶費用を援助してく
れる可能性のある州の制度があります。れる可能性のある州の制度があります。99

他州の妊娠者がワシントンで中絶医療を受けられる可能他州の妊娠者がワシントンで中絶医療を受けられる可能
性があリマス性があリマス：：

•	 Washington州法では、他州の妊娠者が中絶サービス州法では、他州の妊娠者が中絶サービス
を受けるためにワシントンに来ることができます。を受けるためにワシントンに来ることができます。1010

•	•	 州は、他州の医療提供を犯罪とする法律が、ワシン州は、他州の医療提供を犯罪とする法律が、ワシン
トンの医療提供者に影響を与えないように取り組んトンの医療提供者に影響を与えないように取り組ん
でいます。でいます。1111

•	 Washington州の法執行機関は、州外の中絶関連の州の法執行機関は、州外の中絶関連の
捜査や法的措置（捜査や法的措置（Washington州で合法とされる行州で合法とされる行
為やサービス）に対して支援や協力を提供すること為やサービス）に対して支援や協力を提供すること
を禁じられています。を禁じられています。1212

1  RCW（（Revised Code of Washington,  Washington 州改正法）州改正法）9.02.100、、110、、170。。
2  RCW 9.02.110。。
3  RCW 9.02.100、、Laws of 2022, ch. 65, §§ 1((5))も参照してくださいも参照してください。。

4  RCW 70.02.020((1)、)、45 CFR（（Code of Federal Regulations， 連邦規則集）， 連邦規則集） §§ 164.502も参照してくださいも参照してください。。

5  WAC（（Washington Administrative Code,  Washington州行政法）州行政法）284--04--510。。
6 このリクエストフォームは、次のサイトで入手できます  このリクエストフォームは、次のサイトで入手できます ((https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf))。。
7  RCW 48.43.073、、https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services。。
8  Apple Health ((https://www.hca.wa.gov)) は、中絶サービス、中絶後のケア、中絶後の家族計画をカバーしています。健康保険に加入しておらず、は、中絶サービス、中絶後のケア、中絶後の家族計画をカバーしています。健康保険に加入しておらず、Apple Health

の利用資格もない場合、医療クリニック、中絶医療機関、または、の利用資格もない場合、医療クリニック、中絶医療機関、または、Northwest Abortion Access Fund ((https:////nwaafund.org//)) から援助を受けられる可能性がから援助を受けられる可能性が

あります。あります。

9 あなたが条件を満たしているかどうかを調べるには、こちらの事前審査フォームをご利用ください あなたが条件を満たしているかどうかを調べるには、こちらの事前審査フォームをご利用ください  
((https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction)。)。 

10  RCW 9.02.110。。
11  https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers。。
12  https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related、、一般に一般にRCW 9.02.100を参を参

照してください。照してください。

州法違反に関する苦情や懸念は？ 州法違反に関する苦情や懸念は？ 
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お電話でのお問い合わせ： お電話でのお問い合わせ： 

WA州内：州内：800--551--4636  
WA州外：州外：206--464--6684  
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Washington州は、中絶と避妊に安全にアクセスする権州は、中絶と避妊に安全にアクセスする権
利を保護します：利を保護します：

•	 Washington州法では、中絶医療を含む医療施設への州法では、中絶医療を含む医療施設への
アクセスを誰かが妨害することを禁止しています。アクセスを誰かが妨害することを禁止しています。1313

•	•	 中絶手術は、医師だけでなく、医師助手や上級看護中絶手術は、医師だけでなく、医師助手や上級看護
師からも受けることができます。師からも受けることができます。1414

•	•	 電話やコンピューターを使って医療従事者と面電話やコンピューターを使って医療従事者と面
談し（テレヘルス予約）中絶薬を談し（テレヘルス予約）中絶薬をWashington州内州内
の住所に郵送してもらうことができます。の住所に郵送してもらうことができます。1515

•	•	 病院やその他の雇用主は、患者の生命に危険を及ぼ病院やその他の雇用主は、患者の生命に危険を及ぼ
す妊娠合併症（流産や子宮外妊娠を含む）不可逆的す妊娠合併症（流産や子宮外妊娠を含む）不可逆的
な合併症、患者の身体機能への障害に対して、医療な合併症、患者の身体機能への障害に対して、医療
従事者による治療を中止させることはできません。従事者による治療を中止させることはできません。1616

•	 Washington州では、何歳でもバースコントロール州では、何歳でもバースコントロール
を利用する権利があります。を利用する権利があります。1717

「（危機妊娠センター」にご注意ください「（危機妊娠センター」にご注意ください：：

•	•	 生殖医療を提供すると言いながら、中絶手術を拒否生殖医療を提供すると言いながら、中絶手術を拒否
したり、中絶の紹介をしたりするクリニックには注したり、中絶の紹介をしたりするクリニックには注
意が必要です。このタイプのクリニックは、一般に 意が必要です。このタイプのクリニックは、一般に 
 「危機妊娠センター」と呼ばれています。 「危機妊娠センター」と呼ばれています。

•	•	  「危機妊娠センター」は、免許を持たない医療従事者 「危機妊娠センター」は、免許を持たない医療従事者
であるスタッフまたはボランティアが患者のケアをであるスタッフまたはボランティアが患者のケアを
行うことができます。その結果、彼らはあなたの健行うことができます。その結果、彼らはあなたの健
康情報を秘密にすることを要求されない場合があり康情報を秘密にすることを要求されない場合があり
ます。ます。1818

中絶医療従事者を探す：中絶医療従事者を探す：

•	 Northwest Abortion Access FundととNational 
Abortion Federationは、は、Washington州の中絶提供州の中絶提供
者のリストを管理しています。者のリストを管理しています。1919

•	 Apple Healthマネージドケアプランまたは マネージドケアプランまたは 
Apple Health for Pregnant Womenの対象となるの対象となる
可能性があります。どちらも、中絶手術、中絶後の可能性があります。どちらも、中絶手術、中絶後の
ケア、中絶後の家族計画などを対象としています。ケア、中絶後の家族計画などを対象としています。

•	 Washington州の州のProvidence Health Planの保 の保 
険 に 加 入 し て い る 場 合 、険 に 加 入 し て い る 場 合 、 Wash ington州 、 州 、 
DOH（Department of Health, 保健局）は、 保健局）は、DOH
からの払い戻しを受け入れることに同意したプロバからの払い戻しを受け入れることに同意したプロバ
イダーからサービスを受ける限り、あなたの中絶 イダーからサービスを受ける限り、あなたの中絶 
サービスの料金を支払います。サービスの料金を支払います。2020

Washington州法では、避妊具と緊急避妊具に特別な保州法では、避妊具と緊急避妊具に特別な保
護があります護があります：：

•	 Washington州の薬局は、薬による中絶、緊急避州の薬局は、薬による中絶、緊急避
妊、避妊の処方箋を含め、有効な処方箋をすべて満妊、避妊の処方箋を含め、有効な処方箋をすべて満
たさなければなりません。ただし、そうしない医学たさなければなりません。ただし、そうしない医学
的理由（アレルギーなど）があるか、薬局にその薬的理由（アレルギーなど）があるか、薬局にその薬
がなくすぐに手に入らない場合は、この限りではあがなくすぐに手に入らない場合は、この限りではあ
りません。りません。2121

•	 Washington州法では、州が規制するすべての医療保州法では、州が規制するすべての医療保
険制度（険制度（学生医療保険制度を含む）において、緊急学生医療保険制度を含む）において、緊急
避妊や処方箋を必要としない方法など、避妊や処方箋を必要としない方法など、FDA（（Food 
and Drug Administration, 食品医薬品局）が承認した食品医薬品局）が承認した
各種避妊法を、通常無料で、制限や遅延なくカバー各種避妊法を、通常無料で、制限や遅延なくカバー
することを義務付けています。することを義務付けています。2222  

•	•	 緊急治療室のあるすべての病院は、性的暴行に対す緊急治療室のあるすべての病院は、性的暴行に対す
る治療の選択肢として緊急避妊を提供しなければなる治療の選択肢として緊急避妊を提供しなければな
りません。りません。2323

13  RCW 9A.50.020。。
14  RCW 9.02.110。。  
15  Plan Cは、この遠隔医療サービスを提供するプロバイダーのリストを提供していますは、この遠隔医療サービスを提供するプロバイダーのリストを提供しています ((https:////www.plancpills.org//states//washington)。クリニックには、 )。クリニックには、 

Cedar River ClinicsととPlanned Parenthoodがあります。があります。

16  RCW 70.400.020。。
17  RCW 9.02.100。。
18 州および連邦政府の医療プライバシー保護は、一般に、認可を受けた医療提供者とその従業員および代理人にのみ適用されます。 州および連邦政府の医療プライバシー保護は、一般に、認可を受けた医療提供者とその従業員および代理人にのみ適用されます。RCW 70.02.020、 、 

45 CFR §§ 164.502も参照してください。も参照してください。

19 これらのリソースは、 これらのリソースは、Washington州保健局のウェブサイトに掲載されています州保健局のウェブサイトに掲載されています ((https:////doh.wa.gov//you--and--your--family//sexual--and--reproductive--health//abortion)。 )。 

Northwest Abortion Access Fund ((www.abortionfinder.org)、)、National Abortion Federation ((www.prochoice.org//patients//find--a--provider)) も参照してください。も参照してください。     
20  https:////doh.wa.gov//you--and--your--family//sexual--and--reproductive--health//abortion//increasing--access--reproductive--choice。。
21  WAC 246--945--415、、Stormans, Inc. v. Wiesman、、794 F.3d 1064 ((9th Cir. 2015)) です。です。

22  RCW 48.43.072、、WAC 284--43--5150、、https://www.insurance.wa.gov/reproductive-and-birth-control-health-rights
23  RCW 70.41.350、、WAC 246--320--286。。
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