
体外受精・胚移植（IVF-ET）について 
－個々に合わせたパーソナライズIVFの考え方－ 

 
	

体外受精・胚移植とは：体外受精は1978年にイギリスのBourn	Hall	Clinicで最初
に行われました。まだその歴史は30年あまりです。日本においては1983年に最初の
成功例が報告されて以来、現在では生まれてくる子供の約21人に1人が体外受精で
の妊娠と報告されています。	

自然妊娠の経過は次のように考えられています。	

卵巣で作られた1個の卵は卵巣から排出されます(排卵)。その時期に精子が膣で射
精されると精子は自力で子宮から卵管へ泳いでいきます。卵管がうまく卵子を取り
込む事ができれば卵管内で精子と卵子は出会い、受精をします。受精した卵は(受
精卵または胚)成長しながら約5～7日かけて子宮に到達します。子宮の状態が良く、
受精卵も順調に成長していけばそこで受精卵は子宮に取り込まれます(着床)。	

この過程のすべてが順調にいかないと妊娠に至りません。	

	

不妊原因はそれぞれのご夫婦によって様々です。	
(1)  卵管性不妊：卵管がつまっている（卵管閉塞や卵管狭窄）場合や、手術などで卵管

の摘出を受けている場合。お腹の炎症・過去の子宮や卵巣の手術などにより卵管の

まわりの癒着がひどい場合。	
(2)  男性不妊：精液検査で精子の数や運動率が非常に少ない場合や、その所見が軽度不

良であるが人工授精を5回以上行っても妊娠しない場合。	
(3)  免疫性不妊：女性の体内に精子に対する抗体（抗精子抗体）ができているために精

子が動かず、精子と卵子が受精できない場合。	

(4)  原因不明：	 明らかな不妊原因が確認できないが、タイミング法や人工授精をおこ
なっても妊娠しない場合。	

(5)  子宮内膜症：子宮内膜症による癒着や炎症性因子の存在が疑われる場合。	
(6)  高年齢：年齢が35歳を超えていて一般不妊治療でも妊娠成立しない場合。卵は年齢

と伴に殻が厚くなったり、卵自体にも染色体異常が多くなる事が知られています。	

(7)  その他：前記(1)～(6)の場合や、一つではなく複数の原因がある場合（女性側と男性
側両方に原因がある場合など）には、一般的な不妊治療で妊娠する可能性が低い為
に体外受精をおこなうのが一番効果的です。 

 
○体外受精・胚移植の成績は女性の年齢により影響を受け、35歳から成績は悪くなりま
す。この為35歳を超えて一般不妊治療でも妊娠成立しない場合は早めに体外受精に移行
することをお勧めいたします。	
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残念ながら現代の医学をもっても不妊原因を特定できない事もしばしばあります。そ
こで、上記の流れを体の外(体外)で行えば、目で見て確認しながら過程を追うことが
出来るわけです。 
＝体外受精は治療だけでなく、検査にもなります。	

一つの卵では効率が悪い為、卵をたくさん作ります。 
1.卵巣刺激	

排卵が起こる前に卵を卵巣から体外に取り出します。 
2.採卵	

取り出した卵は体外で精子と合わせます。 
.3受精	

受精卵(胚)を体外で成長させます。 
4.培養	

成長した胚を子宮に注入します。 
5.胚移植	

移植後のホルモン補充 
6.黄体期管理	

不妊原因はそれぞれのカップルによって様々です。そのカップルは世界で一組しか存在し
ないわけですから、その治療方法も同じ体外受精といっても変わってくるのは当然です。	

当院の理念はパーソナライズIVFという考え方です。	
	
カップルに合わせた卵巣刺激法、受精方法、培養方法、黄体期管理を選択します。	

1.卵巣刺激；基本的に人間は自然排卵で１つの卵しか排卵しません。体外受精を行う場合、
効率を上げるために卵巣を刺激して１つ以上の卵を成長させる努力を行います。頻回の注
射により卵巣に卵を作らせますが、これは卵巣が十分機能している場合に有効な方法です。
卵巣が十分に機能していない時に卵巣を刺激しても卵はできませんので、この場合は余計
な刺激は避けるべきです。卵巣の状態によって卵巣刺激の方法も変わります。具体的な刺

激方法のスケジュールは、ご夫婦間での体外受精をする意思が固まったところでご説明致
します。	
  
2.採卵；膣のほうから超音波を見ながら卵胞を刺して採卵します。 
 
3.受精；自然妊娠において精子は自分の力で卵に入り込み受精を完了させます。ですから、
基本的には採ってきた卵に精子をふりかけることで受精は成立するはずです（基本的な 
体外受精）。カップルの中には精子の状態が悪く受精できない事もあります。また、妻の
年齢が上昇すると卵の殻が固くなり、精子の状態が良くても受精しないケースもあります。
基本的には精子と卵は自然に受精することが望ましいですが、そこの過程に問題がある場
合は人工的に受精させる事が可能です(顕微授精＝ICSI)。	



　　　　　　　　　　　　	
レスキューICSIとは？ 
卵が精子を受け入れてくれる期間は6~24時間以内と言われています。通常、受精の確認
は卵に精子をふりかけてから約1日後に行います。つまり、受精していないと確認した
時点でのICSIはすでに遅いことになります。当院では受精確認を6時間後に行い、通常
の受精が成立していない場合にその時点でICSIを行い、受精障害を極力レスキューする
方法をとっていきます(レスキューICSI)。もともと精子の状態が極めて悪く、最初から
ICSIを選択されている場合以外にもこのような形としてICSIを行う事があります(もちろ
んICSI希望がある方のみ）。頑張って作り採卵した卵を無駄にしたくないからです。 
例）５個採卵し、精子をふりかけたら２個自然に受精した。受精しなかった３個の卵を
ICSIする。（３個をレスキューする。） 
 
TESEとは？	

男性の中には残念ながら射精した精液中に精子が認められない方がいらっしゃいます 
（無精子症、乏精子症）。そのような方々には直接睾丸から精子を得るという試みがな
されます。小手術の為、当院では現在行う事ができませんが、近郊の病院（大船中央病
院など）をご紹介させていただいております。近郊の病院で得られた睾丸の組織を当院

に運び込み院内で精子の有無を確認し、精子凍結を行います。凍結精子と卵を受精させ
るのにICSIを用います。 
（別に料金が発生します。必要な場合にはパンフレットをご用意します。）	

 
ICSIの問題点は？	

ICSIという治療方法はまだ歴史が浅いというのが問題点になります(安全性は？)。1992
年が最初の報告ですからまだ30年経っていないわけです。さらに、これは遺伝という意
味では当たり前の事ですが、夫の不妊原因が遺伝的なのものであるならば、それが子ど
もに継承されるということになります。	

 
4.培養；卵は特殊な培養液の中で適切な温度下で管理されます。培養液も卵の質の維持
、向上のために日々バージョンアップをしています。	

 
胚移植；受精し成長した受精卵(胚)を長いチューブで子宮内にお戻し致します。	

 
5.移植の時期について 
受精後2、3日目移植：体外受精が始まった当初から行われている方法です。自然妊娠で
はまだ卵管にいる時期ですが、それでも過去に妊娠し問題がない為にそのまま慣例で行
われています。この方法で初めて妊娠出産した女の子はすでに結婚し子供を授かってい
ます＝歴史が4,5日培養よりも長く、症例が多い	

 
受精後4、5日目移植(胚盤胞移植)：人類は体外受精が始まった当初、5日目まで培養する
技術を持ち合わせていませんでした。胚盤胞まで培養が出来るようになったのはここ10
年あまりです(安全性は？)。自然妊娠では受精卵は約5~７日かけて卵管から子宮に入り
ます。ですから胚盤胞移植は理に適っているわけです。しかしながら、歴史が浅い事と
、最近の報告では一卵性の双子が若干増えるとの報告もあります。(妊娠率は3日目移植
よりも10~15%高い) 

移植するタイミングはご夫婦の考え方で決めて頂いてます。	
歴史的背景を考慮するなら２、３日目移植、まだ歴史は浅いけど理に適っている方
法は４、５日目移植です。	



日本産婦人科学会の会告に従い移植胚数は3個まで可能ですが、多胎防止の理由から
移植する受精卵の個数は原則1個と致します。多胎は産科的にリスクが高くなってし
まうため、現状の日本における産科医療の問題点も含めてご理解頂けるかと思われ

ます。	
	

Assisted	Hatching(アシステッドハッチング)	
受精卵を覆っている殻を透明帯と言います。受精卵はその透明帯を破って細胞が子
宮に進入していくと考えられています。しかしながら、年齢によりその透明帯は硬

くなると言われており、以下にお話する凍結胚も透明帯が硬くなる事が指摘されて
います。そこで、そのような胚は移植する前に透明帯を薄くし、一部取ってしまう

ことを行います。これをAssisted	Hatchingといいます。	

Assisted	Hatchingはいくつかの方法があ
りますが、当院では一番上の方法を用いて
います。	

凍結胚を用いる移植には必ずAssisted	
Hatchingを行っています。	

6.黄体期管理；妊娠を維持するために黄体ホルモンは欠かせません。黄体ホルモン
の補充方法にも何通りかあり、状態により注射を打ったり、膣に入れる薬を使った
りします。	

	
移植しなかった胚は？＝凍結胚について	

凍結胚：移植しなかった胚や、副作用予防(副作用の項を参照)の為に移植しなかっ
た胚はどの時点でも基本的に凍結させる事が可能です。凍結胚はそれ以降の周期で
解凍し移植することができます(凍結胚移植)。過去の例では19年凍結していた受精

卵で妊娠したとの報告もあります。	
ほぼ凍結時と同様の状態に解凍されますが、解凍後に胚の成長が止まってしまう事

もあり、残念ながらその場合は移植することはできません。	
	
ちなみに精子も凍結が可能です。何らかの理由で採卵当日精子を持参することが出

来ないと分かっている場合は、事前に精子凍結をしておくことができます。さらに、
卵(受精させる前)の凍結も可能ですが、妊娠の成績はよくありません＝受精卵で保
存しておくほうが安定しています。	

ご希望の方はスタッフまでお問い合わせ下さい。	

 	
採卵は痛い？＝麻酔について	
麻酔の方法は局所麻酔と全身麻酔があります。	

局所麻酔は膣から行います。それでも卵巣に局所麻酔をするわけではないので、や
はり採卵時は多少の痛みは伴います。すぐに採卵は終わりますので８０％以上の

方々は局所麻酔で十分かと思われます。とても痛がりの方、採卵個数の多い方など
何らかの理由がある場合は全身麻酔を行います。	
 	

体外受精の全体的な流れは最後のページを参照ください。	



体外受精の副作用、安全性	
日帰りで行う事ができるとはいえ、体外受精は100％安全な治療方法というわけではありません。	
 
出血(外出血、腹腔内出血)：膣からお腹の中に針を刺すわけですから、多かれ少なかれ出血はあり
ます。通常の状態であれば出血は自然に止まります。過去の報告ではなかなか出血が止まらずに
緊急手術となったケースもあります。	
 
腹痛：お腹の中に溜まった出血の為に多少の腹痛を採卵後でも認める事があります。内服や座薬

の痛み止めの経過観察で十分対応ができる範囲の場合がほとんどです。採卵の時に腸を傷つけて
緊急手術となったケースの報告があります。	
 
感染：膣から菌が進入すると感染を起こします。念のため抗生剤を内服して頂きます。	
 
アレルギー：どんな薬でも安全な薬はありません。体質に合わない薬を使うとアレルギー反応が
出る事があります。	
 
卵巣過剰刺激症候群(OHSS)：不妊治療ならではの副作用です。卵を多く発育させるために排卵誘
発剤の注射をおこないますが、その為に卵巣が腫れ、腹痛を感じることがあります。さらに、女

性ホルモンの上昇に伴い血液がドロドロになり血栓が出来やすくなることがあります。この症状
は妊娠すると悪化することが知られており、場合によっては入院管理が必要になる場合がありま
す。	
 
多胎妊娠：これがなぜ副作用なの？と首を傾げる方もいるかもしれません。しかしながら、これ
は日本の産科現状においては大問題です。確かに多くの胚を移植することにより妊娠率は上がり
ます。しかしながら、多胎妊娠は合併症に罹りやすく、早産になりやすいので、生まれてくる子
どもの状態も含め、場合によっては大きな施設でないと受け入れてもらいない状況になります。
学会の規定により、原則的には1個の胚での移植を行います。(それでも一卵性双胎は発生しま
す。)	
 
子宮外妊娠：子宮の中に胚を戻したからといって子宮外妊娠が起こらないとは限りません。自然
に子宮から卵管に胚が流れていくことがあります。その確率は100例に3例ぐらいと言われていま
す。子宮外妊娠は場合によって手術の必要性があります。	

 
麻酔による副作用：局所麻酔が血流にのって全身に回ると、のぼせや、ふらつき感が起こること
があります。これはちょっと休んで頂ければ軽快します。また、全身、局所ともに麻酔薬による
アレルギーの報告もあり、麻酔薬を使えない事もありえます。	
 	

体外受精の歴史は40年程度ですから、長期的な予後としてまだ判明していない事もあり100％安全
とは言い切れません。十分ご夫婦間で検討をして頂き実施に踏み切って下さい。	

体外受精の妊娠率は女性の年齢だけ
でなく、男性因子によっても変わり
ます。（妊娠率は移植当たりの妊娠

率となっています。）	
流産率は10～20%程度です。	

当院の成績については担当医にお聞
き下さい。	



体外受精(採卵、精子処理、媒精）	 100,000円	 3回目以降減額	
胚培養	 40,000円	  	
胚移植	 60,000円	  	
顕微授精(10個まで）	 50,000円	 1個につき5,000円加算	
胚盤胞への追加培養	 40,000円	  	

胚凍結	 50,000円	
1本追加で10,000円加算、	
延長25,000円/年+本数加算	

Assisted	Hatching	 27,000円	  	
胚解凍	 20,000円	  	
採卵数０だった時	 50,000円	  	
精子凍結	 25,000円	 延長25,000円/年（1本ごとに2,000円加算）	
全身麻酔の場合	 10,000円	 		

治療費について	

 	
このほかに卵巣刺激のための注射、排卵を促すための点鼻スプレーや注射などの費用が
発生します。これら体外受精に関わる費用は自費扱いとなります（5～10万程度）。	

 	
特定不妊治療費助成について	

体外受精に治療費には助成金が支給されます。ただし、前年度のご夫婦の所得など制限
がありますので詳細は居住されている自治体の担当部署にお問い合わせ下さい。	
 	

（消費税別）	

その他　注意点	
体外受精を施行前に必要な検査	
ご夫婦共に血液による感染症の検査を行って頂きます(自費で一人13000円程度)。	
 
採卵日、移植日にお子様連れはご遠慮下さい。 
 
凍結胚、凍結精子の取り扱い	
基本的に１年ごとの更新となり、原則最長4年とさせていただきます。（更新して頂け
れば延長は可能です。）１年ごとの更新で来院による手続きをされない場合は凍結胚、
凍結精子を破棄させていただきます。	

以下の場合は当院に必ずご連絡下さい。	
・	離婚など婚姻が事実上破綻した時	
・一方の配偶者の死亡	

・その他生殖を不能にする事態	
・住所を変更した時	
上記、住所変更以外は凍結胚、凍結精子の破棄の対象となります。	

 	
破棄卵の取り扱い	

正常に受精しなかった卵、受精しても成長しなかった卵、移植しても妊娠の可能性のな
い卵は基本的に破棄致します。破棄卵および破棄精子は不妊治療発展の為にご提供をお
願いすることがあります。	

 	
不慮の事故(天災等)に際して	
予期せぬ不慮の事故（地震、火事など）に際して、胚、凍結胚、凍結精子を損壊もしく
は喪失した場合には、当院は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。	
 	

個人情報の保護について	
日本産婦人科学会は、生殖補助医療の現状把握のために施設登録を勧めています。登録

施設は毎年の実施内容を報告する事になっており、当院でも必要な情報をまとめており
ます。この報告の際に、個人情報は確実に保護され個人を特定できる事はありません。	
当院にてご妊娠された方々には、その後の妊娠、分娩経過を報告して頂いております。	

ご協力の程、宜しくお願い致します。	
 	



一般カウンセリングについて 
	
治療全般のカウンセリングもお受けしております。 
不妊カウンセラーによるカウンセリングです。予約制となっておりますので、ご希望
の方はスタッフにお申し出下さい。 
 
男性不妊外来について 
 
男性側の問題点をカウンセリングしながら検査、治療を行っていきます。ご希望の方
はスタッフにお聞き下さい。	
	

最後に	
体外受精の成績はそれぞれのカップルの状態によって違います。相談しな
がら治療方針を決めていきましょう。	

我々は、良い結果が得られるように最大限の努力を致します。	
わからない事は遠慮なく担当医にお聞きください。	

体外受精のカウンセリング日程について	
 	
	カウンセリングを受けなくとも体外受精を行うことは可能ですので、担当医にご相談ください。	
 体外受精カウンセリングの日程は下記のようになっております。	

平日　		18：30～	
土　　　		16:30～	
日・祝日　	8:30～	
(1時間～1.5時間行います。)	

 （説明する医師により予約日、時間が異なりますのでご確認下さい。）	
	
・ipadをおよそ30分閲覧して頂き、質疑応答を個別に行います。	

・完全予約制となっておりますので、必ず当院に直接電話をして予約をお取り下さい。	
　(PC、携帯でのインターネット予約または、予約専用電話からはご予約をお取りする事が出来ま

せん。)	
 	

予約電話受付時間　	
月・火・水・金・土　12:00～14:30	

＊木・日曜日の予約電話は受け付けておりません。	
予約電話番号　　　0467-50-0112	

 	

＊カウンセリングは個別な為、予約が取りにくい状況です。体外受精を行うと決めた方のみの参
加とさせていただきます。ご希望の方は早めのご予約をお願いします。	

＊治療開始の際の流れを把握した状態で受けて頂きたい為、治療の開始を希望される前周期に
受けて頂く事をお勧めいたします。	
 	

〒247-0056	
神奈川県鎌倉市大船1-26-29-4F	
医療法人社団　守巧会	
矢内原ウィメンズクリニック	
℡0467-50-0112	
http://www.yanaihara.jp	
Email info@yanaihara.jp	



月経1〜3日目で来院	

注射がある方は「注射
のみ」の予約枠で来院	
	

採卵日	

採卵の翌日または翌々日	

移植の場合	

判定日	

採血結果やエコー検査にて卵巣刺激の方法を決定します。	

月経8〜10日目	 エコー検査　場合によっては　採血	

卵胞サイズまたは採血結果が採卵に適した状態でない場合	
→数日後に再び来院、同様な検査を行います	

採卵に適した状態であった場合→採卵日決定	

朝7:30〜8:00来院	
局所麻酔であれば9:00以降、静脈麻酔であれば10:00以降に帰宅となります。	

採卵後、回収卵数と精液検査結果を説明します。受精方法を決めます。	
 (最初から顕微授精を勧められる方もいます。）	

受精結果の説明	
移植日または凍結日の決定（3日目培養か5日目培養か確認します）	

体外受精治療の説明書を見直しておいてください。	

14:00来院、15:00頃帰宅となります(木曜日のみ12:00来院）。	

注射に1〜2回来院	

凍結の場合	 卵の状態、凍結有無の説明をします。	

尿検査　　採血	

採血がある日は40分程お待ち頂くため午前中は12:00まで
に、午後は18:00（土曜日は16:00）までに来院してください。	

注射を他院でうってもらうことも可能です。希望される場合
はスケジュールを決める前にその病院に問い合わせをして
おいてください。紹介状に必要なため、病院の正式名称を
お知らせください。	

採卵2日前の夜21:00に注射のた
め来院していただきます	
（または点鼻スプレーをします）	

朝、ご主人の採精をおねがいします。	
「自宅採精で奥さん/ご主人が持参」でも、「院内採精（要予約）」でも可能です。	

培養期間を3日目または5日目にするかを予めご夫婦で話
し合っておいてください。	

採卵後子宮内膜や卵巣を確認し、移植ができる状態か否かを説明します。	

（参考）一般的な体外受精のスケジュール	

※

※


