
体外受精・胚移植とは：

体外受精は1978年にイギリスで最初に行われました。まだその歴史は約40年です。

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16人に1人(2019年）が体外受精での妊娠と報告されています。

不妊原因 はそれぞれのご夫婦によって様々です。

今までやってこられた治療をふまえて考えてみましょう。

まず体外受精を知って頂く前に、妊娠が成立する機序について勉強しましょう！

①卵巣で作られた約1000個のうち1個の卵が育ち、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子宮から卵管へ泳いでいきます。

②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。

③受精した卵(受精卵または胚)は成長しながら約5～7日かけて子宮に到達します。

④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)

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－



卵管性不妊

卵管が詰まっている(卵管狭窄や卵管閉塞、子宮筋腫の発現部分により卵管を圧迫)場

合や手術などで卵管の摘出を受けている場合。子宮の炎症や過去の子宮や卵巣の手術

などにより卵管周りの癒着(本来、離れているはずの組織がくっ付いてしまっている

状態)がひどい場合。

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。

PCOS 多嚢胞性卵巣症候群によって排卵が正常に行われない場合。

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。

男性不妊
精液検査で精子の濃度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場

合。

原因不明
検査で明らかな不妊の原因が確認できないが、タイミング法や人工授精(AIH)を行っ

ても妊娠しない場合。

その他

年齢が高い場合や原因が1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、一般不妊治療での妊娠の可能性は低いため、体外受精を行

うことが1番効果的となる。

≪不妊原因について≫

最近多いのが実年齢と卵巣年齢との差 を認める方 です。

年齢が若いからと言って、体の中が若いとは限りません。卵巣の機能が低下

している方は、なかなか自然妊娠には至りにくくなります。特にすでにお子

さんがいらして、その時は自然妊娠できたのに、その後なかなか自然妊娠で

きない理由の一つです。

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、上記の妊娠が成立するまでの流れを体の外(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。

では、なぜ検査にもなるのでしょうか。

体外受精の流れを勉強しながら考えてみましょう。

☆ポイント： 卵を採ることと、戻すことは別々に考えてみてください。

＝体外受精は治療だけでなく

検査 にもなります。



【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。(だから産まれてくる
ときは一人っ子ですよね）しかし、その１つの卵はいい卵なのでしょうか？

体外受精を行う場合、効率を良くするために（いい卵に当たる確率を上げる
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。注射を
打つことで卵巣に複数の卵を作らせる事が可能だからです。

しかしこれは、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の数は増えませんので、その場合
は余計な刺激は避けるべきです。

『卵巣の機能が低下している場合、卵巣刺激をする事で、卵巣の機能が改善
しますか？』とのご質問をよく頂きますが、それは改善しません。



当然、卵工場が元気で生産性が高ければ命令
通り卵をたくさん作れるでしょう。

しかしながら、工場が錆びてきて、うまく生
産できなくなってきます。（卵巣でいうなら
機能低下する事。機能を停止したことが閉経
です。）

そうなると、いくら社長が命令しても卵をた
くさん生産することはできなくなります。

注射を打っても打たなくても、結果的に得られる卵の数が同じ
なら、余計な注射は打たないほうが体にとってはいいですよね。

注射をどのように、どれくらい打つのか決めるのは、
月経開始3日目以内の採血結果です。
（スケジュールの欄を参照下さい。）

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、ご自身の生活スタイルと
兼ね合わせ、担当医と相談しながら決めていきます。

【卵巣刺激】で分かる事：卵巣の状態

いい状態の卵巣ならば刺激して卵が増える
増えない場合はあまりいい状態の卵巣ではないかも。

たとえ話：卵巣を卵工場に例えましょう。

注射を使い卵巣を刺激する事は、社長が工場に卵をたくさん作れと、
命令するようなものです。



【2.採卵】

作られた卵巣内の卵は、超音波を見ながら膣から針を刺して抜き取
ります。とてもお腹の奥深くまで針を刺されそうなイメージですが、
膣から超音波をすると、膣の壁のすぐ横に卵巣があります。
採血みたいな感じです。
（採血する時、皮膚のすぐ下に血管がありますよね）

採卵時の麻酔について：

麻酔の方法は「局所麻酔」と「全身麻酔(静脈麻酔)」があります。
針の太さは採血する時の針の同じ太さです。

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(静脈麻酔)を行います。

【採卵】で分かる事：卵があったこと

実は卵巣に卵がないことがあります。
たとえ月経が来ていても卵を作っていない場合があります。
実際、閉経が近いと月経はありますが、8割卵がありません。
あるかどうかは、実際採卵をしてみないとわからないのです。
（外来の検査では卵は小さすぎで超音波には映りません）

卵を取る過程が、一番負担がかかるので
何とか1回で済ませたいですよね。

☆ポイント：採卵は1回で終わらせたい！



しかしながら、精子が自分自身の力で卵の中に侵入することが
できず、受精しない場合もあります。その原因は、精子の状態
が悪いことや、精子の状態が良くても卵の周りの殻（透明帯）
が固くなって入れないこと等があります。
基本的には精子と卵は先ほどのふりかけ法（IVF)で、自然に受
精することが望ましいですが、上記のような問題がある場合は
人工的に受精させる事が可能です。

その方法を顕微授精(ICSI:イクシー) と言います。
また、ふりかけ法をご希望されても、卵の数が多く調整後の精
子の量が足りない場合は、顕微授精で受精を試みます。

【受精】で分かる事：自然に受精する力があるかどうか

自然に受精する力がないと、なかなか自然妊娠はしにくいです。
こちらも外来の診察、検査では分かりません。

自然妊娠においては、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、体外受精でも基本的には採った卵に精子
をふりかけると、精子自身の力で受精は成立します。
“鮭の産卵”のようなイメージです。
これが基本的な体外受精(IVF：ふりかけ法)での受精方法です。

【3.受精】



そこで考えました！

卵は精子を受け入れることができる時間が決まっています。
排卵から24時間以内に精子が入らないと受精に至りません。

一般的には採卵翌日の朝に受精の確認をします。
そこで受精卵がないと、その時点で治療は終了してしまいます。
せっかく頑張って卵を作って採卵したのに…

レスキューICSIとは？当院の特徴の一つです（参照1）

卵が精子を受け入れてくれる期間は排卵から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18～21時間
後に行います。

つまり受精していないと確認した時点では、
既に精子を受け入れるには遅いことになります。

そこで、当院では受精の確認を精子を振りかけてから6時間後に行
います。 レスキューICSIとは、6時間後に受精兆候が見られない場
合、その時点でICSIを行う方法です。
頑張って作った卵を無駄にしないためです。

ただし、レスキューICSIを行う卵は成熟していて受精兆候が見られ
ない卵に限ります。

例）５個採卵し精子をふりかけたら２個に受精兆候が見られた。
受精兆候がなかった３個の卵をICSIする。
（３個をレスキューする。）

ふりかけ法で受精兆候が見られた場合には、ICSIは行いません。
もちろんその場合コストは発生しません。



●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（TESE)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）をご紹介しております。
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。）

採卵 • 卵を卵巣から採取する

体外受精 • 精子を卵にふりかける

受精確認
• 6時間後に受精の確認をする

培養

• 受精兆候がなければその時にICSIをする

• 受精兆候があればICSIはしない。
（通常のふりかけ法と一緒の受精方法）

●ICSIの問題点は？

ICSIはまだ歴史が浅いというのが問題点です。1992年の最初の報告
からまだ30年経っていません。つまり、ICSIで最初に生まれた子供
はまだ30歳になっていません。
ICSIで生まれた場合に、子供を作る能力はあるのか？成人病になり
やすいのか？などわかっていないこともあります。
さらに、夫の不妊原因が遺伝的なのものであれば、それが子どもに
継承されることが報告されています。（お子さんが男児の場合、不
妊になる可能性が高いということです）

レスキューICSIの流れ



分割胚移植（採卵後3日目の胚を移植）：

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。
この方法で初めて生まれた女性は、すでに結婚し子供を授かっています。
歴史が胚盤胞培養よりも長く症例が多いです。

ですが、成長するかどうかわかる前に子宮に戻してしまうので、以下の

胚盤胞移植よりも移植あたりの妊娠率は低くなります。

胚盤胞移植（採卵後5－6日目の胚を移植） ：

体外受精が始まった当初は、胚盤胞まで培養する技術がありませんでした。
それが出来るようになったのはここ20年です。

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。
ですので５～６日間培養後に移植する胚盤胞移植は理に適っています。し
かし歴史が浅く、分割胚移植に比べてまだわかっていないこともあります。

より長く生存して胚盤胞まで生きている、生命力が強く・妊娠する可能性

が高い胚を移植します。そのため移植あたりの妊娠率は分割胚移植よ
りも10～15%高いです。

受精後3日目までは90％が生存していますが、そこからさらに絞りこまれ、
胚盤胞になります。

4-1.培養期間について

【4.培養】

卵は特殊な培養液の中で適切な温度のもとで管理されます。 培養液も卵
の質の維持、向上のために最適だと考えられるものを使用しています。



分割胚移植

採卵後３日目

胚盤胞移植

採卵後５～６日目

移植方法（培養期間）はご夫婦の考え方で決めて頂きます。
歴史の長さを考慮するなら分割胚移植。
まだ歴史は浅いけど、理に適っていて
移植当たりの妊娠率が高いのは胚盤胞移植です。

【確認】

培養期間が決まったら…

では、どんな胚を選択し、移植したらいいのでしょうか？

→受精卵の見た目の状態から、胚を評価します。



4-2.胚の評価について

・分割胚は5段階で評価します。
グレード1が良好、グレードが大きくなると不良になっていきます。
グレード1だと移植あたりの妊娠率は20～25％
（4回移植して1回妊娠することが期待される確率）です。

・胚盤胞は成長具合による6段階（数字）・内細胞塊の細胞数による3段階
（A,B,C)・栄養外杯葉の細胞数による3段階（A,B,C）でそれぞれ評価します。
数字が大きいほうが成長が進んでいる状態です。
アルファベットは、Aは細胞数が多く、Cは少ないといった評価です。
トップグレードになると移植あたりの妊娠率は70％になります。



つまり、いい卵がたくさんあれば、あとは戻すだけ。
戻すのは痛くなく、負担が少ないのです。

卵を取ることと戻すことは、
別々に考える意味が分かってきましたか？

【培養】で分かる事：

受精したあと、成長する受精卵があるかどうか
お二人の受精卵（胚）の質がわかります。

いくら良好な胚でも戻す子宮の状態が良くないと、
くっつく(着床する)ものもくっつきません。
採卵する時に子宮の状態も超音波で確認しています。

もし状態が良くない場合は胚を一度凍結し、次周期以降に今度は
子宮の状態を良くしてから移植をしていきます。
（その方法はのちほどご説明致します。）

例）
閉経の年齢の方が妊娠した報道を聞いたことはありませんか？

確かにご妊娠されていますが、多くは昔採った卵か、他人の卵を
用いています。

卵をつくる卵巣は老化しても、着床する子宮の老化は卵巣より
もかなり遅いことになります。卵巣と子宮は別な臓器ですから。

「卵を採ることと、戻すことは別々に考えてください」です。



4-3.インキュベーター(培養庫)について

受精判定から培養までインキュベーターという受精卵を育てる培養器に受
精卵をいれます。

その培養器の種類にはいくつかありますが、当院ではドライ型インキュ
ベーターとタイムラプスインキュベーターを使用しています。

タイムラプスインキュベーターはEmbryoScope+という機器です。

タイムラプスインキュベーターとは

この機器では、培養した状態で受精卵（胚）を撮影し、動画として観察する
ことができます。
植物の成長や天体観測などその変化観察に長時間の時間を要するものを短時
間で見るために使われてきました。
近年、この技術が不妊治療に貢献できることが報告されています。

Casa Pribensbenszky et al., RBM online2017 



≪タイムラプスインキュベーターによる受精判定について≫

１．受精判定について

体外受精や顕微授精を
してから約18～21時間後に
受精判定を行います。

２．受精の種類

正常受精では二つの前核が確認できます。
前核が三つ以上見られた場合は異常受精と判定します。
一つの前核しか確認できなかった場合、”正常な二つの前核”が融合
して一つとなったのか、異常受精ゆえ一つしかないのかの判断ができ
ません。また、前核が一つも見られなかった場合は“未受精”と判断
し、5時間程培養を続けます。その時点で細胞の分割が進んでいれば
“受精”と判定するのですが、正常受精なのか異常受精なのか判断が
できません。

体外受精/顕微授精

約18～21
時間後

受精判定

３．タイムラプスインキュベーターで受精判定を行う場合

現在の状況だけでなく時間を遡って胚の状態を観察することができる
ため、上記のように、すでに分割した卵を見て正常受精なのか異常授
精なのか迷うことがありません。
今まで正常と判定されていた胚でも異常を見つけることができます。

タイムラプスインキュベーターなら・・・

いつでもすべての状態を確認できる！

正常受精 異常受精 正常？異常？受精



ドライインキュベーター タイムラプスインキュベーター

培養環境

胚の状態を観察するために培養器か

ら取り出されなければならないため

培養環境が変化します。

培養したまま胚の状態を観察できる

ため、移植や凍結をするまで一定の

環境で培養できます。

胚の観察

決まった時間で観察を行うため、そ

の瞬間の状態しか見ることができま

せん。

一定の間隔で撮影を行っているた

め、培養士がいない時間の胚の状態

を振り返り観察することができま

す。

胚の評価
観察したその時間の細胞状態を見て

グレード評価を行います。

胚の見た目による評価と成長過程を

見た評価で妊娠の可能性が高い胚を

選ぶことができます。

●従来の培養器との比較

当院では、体外受精/顕微授精後、受精確認までは全ての患者様の胚を

タイムラプスインキュベーターで培養します。その後のタイムラプスイ
ンキュベーターによる培養は患者様の希望制と致します。

上記のメリット、特
に培養環境の向上に
よりタイムラプスイ
ンキュベーターによ
る培養で、着床率が
約7～8%向上し、流
産率が約6～9%低下

したという報告があ
ります。

※希望の有無は採卵当日（受精方法決定）までにお伝えください。
それ以降の希望変更に関してはお受け致しかねます。

※その時の使用状況により、ご希望されても
タイムラプスインキュベーターに入れられない場合がございます。

<費用（税込） > 

○分割胚での凍結（移植）をご希望の場合：17,160円

○胚盤胞での凍結（移植）をご希望の場合：34,320円



受精し成長した受精卵(胚)を長い柔らかいチューブで子宮内にお戻し致します。

移植するタイミング（分割胚移植か胚盤胞移植か）はご夫婦がどう考えるかで決めて
いただきます。
勿論、良い受精卵しか成長しません。受精をしたからみんな育つわけではありません。
移植はチューブで入れるだけ、痛くはありません。

日本産婦人科学会の会告に従い、分割胚であれば移植数は3個まで許容されています。

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、加齢や凍結保存の影響により透明帯は硬く
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からの脱出を
人工的に補助しています。これをAssisted Hatchingといいます。

いくつか方法がありますが、
当院では、PZD法（透明帯切
開法）という、透明帯の一
部に切れ目を入れ、細胞を
出やすくする方法で行って
おります。

【5.受精卵（胚）移植】

移植しなかった胚はどうするのでしょうか？
＝凍結について

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。
（例：分割胚希望ならそこまで成長させ、成長した胚を凍結します）
一度凍結した胚は半永久的に保存することが可能です。凍結胚はそれ以降の周期で融解・
移植することができます。(凍結胚移植といいます)

融解後はほぼ凍結時と同様の状態になりますが、融解後に胚の成長が止まってしまう事も
あります。残念ながら、その場合は移植することはできません。（確率は1.8％）。

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、卵子(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。



【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。
それぞれの方にあった方法を提案していきます。

通院少なく、自宅でできる黄体ホルモンの膣剤

薬品名

プロゲステロン膣坐薬 ワンクリノン膣用ゲル

性状・剤形 白色の膣座薬 白色のなめらかなゲル剤

用法・用量 1回1個/日 就寝前 1回1個/日 朝

保存方法 冷蔵庫 室温

アプリケーター なし あり

薬を膣の奥まで挿入しやすく、
長い爪やネイルなどを気にせず
に挿入できます。

その他
注意事項

溶解した坐薬が少し流れ
出す場合がありますが、
問題ありません。

ジェルの蓄積による白い小さな
塊状のおりものが見られる場合
がありますが、問題ありません。

＊大きな塊として出てくる場合は、
医師、看護師に相談してください。



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。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ます。
以下の項目をお読みいただき、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。

≪体外受精の副作用、安全性≫

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、黄体期管理を提案します。

出血(外出血、腹腔内出血)：膣からお腹の中に針を刺すので、多かれ少なかれ
出血はあります。通常であれば出血は自然に止まります。稀に、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。採卵の時に稀ではありますが、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。

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行う為に採卵後卵巣が腫れ、腹痛や腹満感、息
苦しさ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。

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。

採卵時・採卵後



移植後

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。実は、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、多胎妊娠は合併症に罹りやすく、早産になりやすくなります。
そのため、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えない状況になります。多胎妊娠を防ぐため、
学会の規定により1度に移植する胚は原則的に1個です。(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。

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。

全体を通して



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。
流産率は10～20%程度です。
当院の最新の成績はHPまたは担当医にお聞き下さい。
（医師の机に最新の情報が提示されています。）

≪女性の年齢と体外受精成功率≫

（学会報告）

（移植当たりの妊娠率）

新鮮胚より凍結胚のほうが妊娠率がいいのはなぜ？
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当院の成績（～2020年4月）



体外受精の妊娠、お産についてわかっていること

・胎盤、臍帯の異常
（絨毛膜下血腫、前置胎盤、癒着胎盤、臍帯卵膜付着など）が多い。

・妊娠高血圧症の発症が多い。

・産後の出血量が多い。

・吸引分娩、緊急帝王切開など、医療の介入する分娩が多い。

体外受精で生まれた子供についてわかっていること

以下はまだはっきりと確定しているものではありません。

・顕微授精で生まれた男子の精子は少ない傾向にある。
（その子も将来的に不妊となる可能性がある。）

・体外受精（顕微授精含）で生まれた子は高血圧になる傾向が強く、
早くから動脈硬化を起こす可能性がある。

（凍結胚移植の妊娠率が高い理由）

・子宮内膜の状態が良好である

・移植時の年齢と採卵時の年齢は異なる可能性がある

上記のグラフの年齢は”移植した時の年齢”です。若いときに凍結
した胚を何年かして移植し妊娠した場合、採卵時の年齢に分類され
ず、移植した時の年齢に分類されます。凍結胚移植にはそのような
場合での妊娠も反映されています。

受精卵の質が凍結でよくなることはありません。
若い時の卵なので妊娠率がいいのです。子宮の方は75歳になっても
妊娠する力はあることが証明されています。



事前採血(感染症+手術前検査） 23,000円程度
ご夫婦共に感染症などの検査を
1回/年行って頂きます。
（毎回ではありません。）

感染症検査（男性） 17,000円程度

排卵誘発 3～12万程度 卵巣の反応性により異なります。

採卵、局所麻酔 91,300円 採卵し卵が取れた場合

69,300円 採卵し卵が取れなかった場合

採卵できた3回目以降の採卵から減額
（下記参照）

精子処理、媒精
（卵が取れた場合）

45,760円

レスキューICSIを希望される場合 11,440円加算

ICSIをされた場合
57,200円
（10個まで）

11個目から1個つき 5,720円加算

分割胚までの胚培養 45,760円

胚盤胞への追加培養 45,760円

タイムラプス 分割胚まで 17,160円

タイムラプス 胚盤胞まで 34,320円

胚解凍 22,880円

胚移植 68,640円

胚凍結 57,200円 1本追加で11,440円加算

1年ごとの胚凍結延長：22,880円×本数/年

精子凍結 28,600円 1本追加で2,310円加算

1年ごとの精子凍結延長：
28,600円+追加本数×2,310円/年

アシステッド ハッチング（AHA) 30,800円
新鮮胚は状況により、
凍結胚使用時には必ず行います。

静脈麻酔 11,440円

3.4回目以降の採卵+局所麻酔 69,300円

5回目以降の採卵+局所麻酔 47,300円

概算

採卵前（採血+刺激） 5～12万程度

採卵+分割胚まで培養+胚移植 26万

採卵+胚盤胞まで培養+胚移植 30万

ICSI追加 追加 57,200円～

胚凍結追加で 追加 57,200円～

凍結胚移植（胚解凍+AH+胚移植） 122,320円

≪治療費について≫（消費税込み）

（2020年7月～）



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。
また、助成金の申請期限につきましても、自治体ごとに異なりますの
で、お住まいの自治体のホームページ等でご確認ください。
(この際、『治療が終了した日から60日以内』という様な表記があり
ますが、『終了した日』とは、移植後の判定日を指します。お間違え
のないよう、ご注意ください。）

⇧⇧⇧
厚生労働省の助成金

に
関するページは

コチラ

•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23,000円程度)。
採血後、結果がわかるまで約一週間程度を要します。
お早めの来院をお願いいたします。

•採卵日、移植日にお子様連れはご遠慮下さい。

•次のような場合は治療を途中で中断することがあります。

・排卵誘発を行っても卵胞が十分発育しない場合
・採卵を試みたが、卵子が一つも採取できなかった場合
・精子が採取できなかった場合
・卵子と精子が受精しなかった場合
・重篤な副作用が発生した場合

•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、新鮮胚・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。

≪注意点≫



•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。

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
左記、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。

※延長費用：
治療費について参照

•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ます。まとめて数年分延長される場合は、原則最長4年と
させていただきます。
（例：2020年に4年分の延長料を支払い4年分延長→次回更新予定は2024年）

次回更新予定日を過ぎ、更新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。

•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。

・守秘義務について

患者様の個人情報をご本人の許可なく第三者へ漏洩、開示することはありません。
ただし、警察や司法関係などの事件性があることなどに関して公的な機関より正式な手
続きがある場合は当院の判断で情報開示することがあります。



一般カウンセリングについて

不妊カウンセラーによる治療全般のカウンセリングもお受けしております。
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

男性不妊専門医が、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。

体外受精のカウンセリングについて

オンライン上でのカウンセリングを受けていただきます。
ご不安なこと・疑問点等ございましたら担当医にご相談ください。

カウンセリングのご予約はこちらでお取りいただけます。

（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。）

＊カウンセリングは個別で行っている為、ご予約が取りにくい状況で
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。

≪ご案内≫

https://www.yanaihara.jp/part/counseling/


≪体外受精～移植するまでのスケジュール≫

凍結せず分割胚を移植

凍結せず胚盤胞を移植

凍結保存

体外受精

分割胚凍結

胚盤胞凍結

融解胚を移植

月経２～３日目のホルモン採血結果や年齢などで刺激方法は決まっていきます。

③以外は採血と卵巣の状態によって毎月治療ができます。

新鮮胚移植をご希望の方は使用する内服薬が指定されますので
ご希望ありましたらお知らせください。



体外受精～胚凍結までのスケジュール（参考）

卵巣刺激方法が「マイルド法」 「ショート/ロング法」
の方は注射を行います。

※当院で注射を行う場合、予約は「注射のみ」の予約枠
でお取りください。

※注射が日・祝日に当たる場合は特別注射枠となり、午
前8：30の予約のみです。

・採血

・エコー検査
卵巣刺激方法の決定

※注射は他院で打つことも可能です。
その為他院で注射希望の場合は、採卵周期開始前までに
依頼先の病院に問い合わせをして了承を得ておいてください。
了承が得られた場合は「正式な病院名・クリニック名」「休診日」
の確認をお願いします。
詳しくは「注意していただきたいこと」をご覧ください。

採卵に適した状態ではない
：後日再来院

採卵2日前の夜、指定の時間に自己注射をしていただきます。

・採血

・エコー検査

採血がある場合は60分程時間がかかる為、午前中は11:30前まで、
午後は18:00(土曜日は16:00)前までに来院してください。
※木曜日は午前診療のため、11:30までとなります。
★時間厳守でお願いします

※採卵日決定時に麻酔の種類
(局所麻酔 or 静脈麻酔)を決めます。
予めご夫婦で話し合っておいてください。

採卵に適した状態：採卵日決定

①月経２～３日目

③月経８～１０日目

②月経４～７日目



⑤採卵後 受精結果・培養結果の説明はメールで行っています。
来院の必要はありません。
タイムラプスインキュベーターで培養した場合、
撮影した受精卵の培養動画もメールに添付してお送りいたします。

①受精方法の希望：「IVF（ふりかけ法）」「ICSI（顕微授精）」
「レスキューICSI希望ありのIVF」の３種類あります。資料等で確認してください。

また、精子凍結使用の場合は、基本的に「ICSI」となります。
（精子の状態などにより、最初からICSIを勧められる方もいます。）

②凍結日（培養期間）の希望：分割胚凍結あるいは胚盤胞凍結です。

採卵日までにご夫婦で決めておいていただくこと

採卵日当日の朝、ご主人の採精をお願いします。
(自宅で採精し、奥様/ご主人が持参）

※採卵日当日ご主人が不在の場合
精子を事前に凍結したものを使用することができます。
予めご主人の予定を確認の上、
精子凍結希望の方は早めに医師又はスタッフにお声掛けください。

※採卵当日は、お子様連れはできませんので
予め預け先を決めておいてください。

採卵時間：
7：30から8：30の間で当院より指定致します。

帰宅時間：
局所麻酔 来院１時間後～/静脈麻酔 来院２時間半後～

• 採卵し安静をとっていただいた後、内診時にガーゼを抜き、
エコー検査で子宮・卵巣の様子を確認します.
それから、医師より採卵個数・精液検査の結果の説明があり、
この時に受精方法の決定を行います。

• タイムラプスインキュベーター希望の方は、この時に医師へお伝え
ください。

④採卵日



体外受精～新鮮胚移植までのスケジュール（参考）

13:30～14:30来院

※来院時間は当院から指定させていただきます。

※移植日当日はお子様連れはできませんので、
予め預け先を決めておいてください。

まず医師より受精卵についての説明を行います。
胚移植が可能な受精卵がある場合のみ移植を行います。

残念ながら胚移植できる受精卵が得られなかった場合、
胚移植は中止となります

※胚移植後はすぐにお帰り頂けます。
※移植から妊娠判定までの間に１、２回注射に来院して
頂きます。スケジュールの確認をしておいてください。

①月経開始～④採卵日まで、胚凍結の場合と流れは同様です。
※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。

採卵

移植日

判定日

※妊娠判定陽性が出た場合、
その後週に２回の来院が４週間ほど続きます。
(診察１回、注射２回/週)
年末年始や長期で旅行などに行かれる際はご注意ください。

・尿検査
・採血

妊娠の判定

採血は60分程時間がかかる為、 午前中は11:30前までに、
午後は18:00(土曜日は16:00)前までに来院してください。
※木曜日は午前診療のため、11:30までとなります。
★時間厳守でお願いします



レスキューICSIとは、体外受精 (IVF) を行っても
受精しなかった卵子に顕微授精 (ICSI) を行う方法です。

通常、受精したかどうかはIVFやICSIを行った翌日に判定しますが、
レスキューICSIを行うためには、IVF後6時間で受精の判定をする必
要があります。

ところが、この時点では確実に受精しているかどうか判定すること
はできません。そこで、「卵子の中に精子が入った”兆候“が見ら
れるかどうか」で判断します。

体外受精
（IVF）

顕微受精
（ICSI）

rescue ICSI (レスキューICSI) について
（参照 1）

精子が入った兆候とは？

受精する前の卵子には極体 (きょくたい) と言われる小さな粒が

１個 あります。卵子に精子が入るとこの極体が２個 になります。
IVF後6時間経っても極体が1個の場合、精子が入っていないと判断し
レスキューICSIを行います。

極体 極体が
2個になる



レスキューICSIは、IVFという自然に近い受精方法をとりながらも、
受精卵が得られない確率を下げることができます。
また、限られた卵子を可能な限り受精させるための手法です。

しかし、“精子が入った兆候”から判断するという性質上、
下記のようなことが起こる可能性があります。

・精子が入っていても極体が1つのままのことがある

・卵子の質により精子が入っていないのにも関わらず、
極体が2つになっていることがある

精子が入ったと判断される
ためICSIを行えず、
実際は精子が入っていない
ため受精卵が得られない。
(5%程度）

精子が入っていないと
判断されるため、
ICSIを行うも
多精子受精になってしまう。
(18%程度)



＜参考＞日本産科婦人科学会誌2019より

Ⅰ.年齢と妊孕能

1.女性の年齢上昇と妊孕能低下、不妊への女性の年齢の関与と重要性

Q． 現在X歳(35～45歳を想定)です。妊娠の可能性はどの程度ありますか？
A． 一般的には図1、体外受精では図2くらいと推測されます。

年齢とともに妊孕能は下降し、流産率が上昇する傾向は明らかであり、
世界のどの地域、いつの時代においても普遍的に認められる現象です。



2.女性の年齢上昇と流産率上昇の関連、重症性

Q． なぜ高年齢で不妊治療をすると、妊娠しにくく流産率も高いのですか？
A． 加齢に伴う妊孕能低下と流産率上昇の主な原因は、卵子の加齢、

染色体の不分離によるものと推測され、避けられないものだからです。

3.年齢と周産期リスク：「35歳(高年初産婦)」の意義

Q． 何歳くらいから妊娠・出産についてリスクが上がると考えられていますか？
A． 加齢とともに周産期リスクは上昇し、世界的に35歳が高年初産の定義として

受け入れられています。

4.卵巣予備能検査の評価法：その意義と信頼性

Q． 卵巣の機能を調べるにはどのような検査がありますか？
A． 卵巣に残存する濫訴の量を反映する卵巣予備能検査には、生化学的検査

(FSH,E2,inhibinB,AMHなど)、超音波検査(胞状卵胞数、卵巣容積など)、
臨床的検査があり、この中で唯一AMHのみが月経周期の影響を受けにくいと
されています。

5.年齢上昇による妊孕能低下と生殖補助医療の効果と意義
および治療中止に関する提言～平成26年度委員会アンケート報告より～

Q1．体外受精・胚移植治療の中止を患者さんに提案する場合、
どのような治療背景(年齢や治療周期など)を参考にしますか？

A1．年齢上昇に伴う妊孕能低下の治療は容易ではないことを考慮し、
45歳かつ/または5回採卵程度での治療中止に提案が妥当と考えられます。

Q2．高年齢においても速やかに体外受精・胚移植による治療を行うことで、
妊娠することが期待できますか？

A2．加齢にともなう妊孕能低下を克服することは容易ではありません。



Ⅱ．不妊症・ＡＲＴと周産期リスク

1.多胎への対応

Q． 一般不妊治療で多胎妊娠を減らすには、どうしたらよいでしょうか？
A． 排卵障害に対してのみ排卵誘発剤を用い、また、単一排卵の見込みのある時

にのみ性交渉や人工授精により妊娠を目指すようにすることを原則とします。

2.複数胚移植のリスク

Q． 高年齢女性で複数胚移植の希望があった場合に必ず伝えておくべきことは？
A． 年齢が上昇すると単胎妊娠でも周産期リスクは上昇するが、高年齢の多胎で

はリスクはさらに上昇し、複数の胎児および母体双方への危険性が増します。

3.年齢上昇にともなう周産期リスク

Q1．年齢の上昇によって増加する母体周産期リスクはARTを行うことが影響して
いるのですか？

A1．治療手段というよりは不妊であることに関連した要因の存在が考えられます。
ARTには高年齢女性に対してもこのような不妊因子を克服するだけの力があ
り、その結果、妊娠成立に結び付くことが影響している ともいえます。

Q2．40歳以上のART妊娠で注意すべき周産期リスクを具体的に教えてください。
A2．妊娠高血圧症や妊娠糖尿病のほか、前置胎盤や常位胎盤早期剝離などの

胎盤異常が、40歳以上のART妊娠で特に増加しています。

Q3． 超高年齢妊娠にはどのような危険がありますか？
A3． 女性の加齢とともに妊娠糖尿病、妊娠高血圧症、前置胎盤のリスクが増大

し、早産の危険が高まります。



1.がんと不妊治療

Q. 加齢とともに上昇する女性のがんで
生殖医療患者において特に注意が必要なのは？

A. 20歳代でも近年上昇傾向を認める子宮頸がん、30歳代から40歳代にかけて増加
傾向にある乳がんについては注意喚起して定期検診を強く促しましょう。

2.内科疾患と不妊治療

Q. 年齢上昇により増加する内科疾患や関連する肥満や痩せは、ARTやその後の
妊娠にどの程度影響するのですか？

A. 肥満や痩せはART成績だけでなく周産期予後に悪影響を及ぼす。
また、妊娠・分娩・育児を経て進行する事も多く、次回も挙児の希望がある場
合にはさらに注意が必要である。
生殖医療の中で生活習慣の問題点を明らかにし、それを是正する事は、生殖医
療の成功率を高めるだけでなく、周産期の安全性向上や生涯にわたる健康増進
につながります。

Ⅲ．がんや内科疾患と不妊治療

4.婦人科疾患と周産期リスク

Q1. 年齢上昇により増加する子宮内膜症や子宮腺筋症による周産期リスクを、
疾患の治療やARTとの関連も含めて教えてください。

A1. 子宮内膜症では一定の治療を行っても周産期リスクは存在します。

Q2. 子宮筋腫が存在する場合に生殖医療で留意するポイントは？
A2. 子宮筋腫では個別の要因により周産期リスクは異なる傾向が強いので、

周産期施設と予め十分に情報交換をしておくことが望ましいと考えられます。



1.先天異常

Q1. ARTによる妊娠では、自然妊娠と比べて先天異常が多くなりますか？
A1. ARTによる妊娠で出生した児では、先天異常(birth defects)のリスクがART

でない自然妊娠に比してわずかに上昇します。

Q2. ARTでの先天異常のリスクに影響するものは何ですか？
A2. 両親の遺伝的背景（不妊症であることなど）あるいはARTの手技（排卵誘発、

媒精法、選択される培養液の組成や培養期間など）がいずれも関与している
可能性は否定できません。

2.児の発育

Q1. ARTによる妊娠では、自然妊娠と比べて出生児の発育に影響がありますか？
A1. ART妊娠で出生した単胎児はnon-ART妊娠に比較して、低出生体重児、早産、

SGA(small for gestational age)児のリスクが上昇します。

Q2. ARTによる妊娠での児の発育に影響するものは何ですか？
A2. 不妊症(subfertility)である両親の遺伝的背景と種々のARTの手技、双方が

相加的に影響している可能性は否定できません。

Ⅴ．生殖補助医療（ＡＲＴ）が児に与える影響

Ⅳ．不妊と検査

1.周産期医療を視野に入れた検査項目

Q. 不妊治療開始時に実施すべき検査項目にはどのようなものがありますか？
A. 以下の項目について検査することが望ましいとされています。

1.HbA1c
2.血圧
3.BMI(body mass index)

4.肝機能・腎機能
5.甲状腺
6.風疹



3.凍結融解胚移植の児への影響

Q. 凍結融解胚移植による妊娠では出生時の発育に影響がありますか？

A. 新鮮胚移植や自然妊娠に比して、児の出生体重が増加する傾向があり、
LGA(large for gestational age)や巨大児の発症リスクが上昇する可能
性があります。一方で児の未熟性に関するリスクは低下することが予想
されます。

1.海外における卵子提供

Q. 卵子提供はどのような場合に行われますか？
A. 生殖可能年齢で卵巣機能が廃絶した場合、または生殖可能年齢を過ぎた

女性が挙児を希望した場合に行われます。

2.日本における卵子提供

Q1. 日本での卵子提供妊娠の現状はどうなっていますか？
A1. 認可も禁止もされていません。多くの女性が海外で卵子提供を受けて

いると推定されますが、その実態は明らかではありません。

Q2. 日本で出産した卵子提供妊娠の実態を教えてください。
A2. 9割以上は海外で卵子提供を受けています。約2/3に妊娠合併症があり。

最も多い合併症は妊娠高血圧症候群の27%で、切迫早産、前置胎盤の危
険も高いとされています。

3.卵子提供の利点

Q. 卵子提供による妊娠にはどのような利点がありますか？
A. 卵子の加齢による生児獲得率の低下（＝妊娠率の低下＋流産率の上昇）

を回避することができます。

Ⅵ．卵子提供と周産期リスク



4.卵子提供のリスク

Q1. 卵子提供による妊娠はなぜ危険なのでしょうか？
A1. 女性の加齢に伴う全身状態の変化が妊娠転帰に強く影響を及ぼし、さらに

多胎率が高いことが妊娠合併症の危険を増大させます。

Q2. 卵子提供による妊娠にはどのような危険がありますか？
A2. 複数胚移植では多胎妊娠の可能性が高まる。妊娠初期の出血、妊娠糖尿病

の発症率、早産率が高く、帝王切開率も高いとされています。

Q3. 卵子提供妊娠では妊娠高血圧症候群の危険が上昇しますか？
A3. 卵子提供による妊娠では妊娠高血圧症候群を発症する危険が同年代の妊婦

に比べて約3倍高く、初産婦あるいは35歳未満の女性での発症率が相対的
に高いとされています。

5.早発卵巣不全と卵子提供

Q. Turner症候群以外の早発卵巣不全女性では、卵子提供妊娠にどのような危
険がありますか？

A. 妊娠初期の出血、妊娠高血圧症が有意に多く見られます。早産・低出生体
重児出生率は高くないとされています。

6.Turner症候群と卵子提供

Q1. Turner女性の卵子提供妊娠にはどのような危険がありますか？
A1. 約1/3の症例が妊娠高血圧症を発症し、帝王切開率は約8割に達する。

約2%が重篤な心疾患を発症しています。
早産・低出生体重児出生率は高くないとされています。

Q2. Turner女性の卵子提供妊娠における妊産婦死亡の原因は何ですか？
A2. 妊娠前に心機能の精査が行われず、左心系の先天性心疾患が見過ごされた

まま妊娠に至った場合、生理的な循環血漿量の増加に伴って解離性大動脈
瘤が生じると推定されます。



1.男性の加齢とART生産率

Q. 男性の加齢は生産率に影響しますか？
A. 女性の加齢より影響は小さいものの、男性が40歳以上の場合には加齢とと

もに流産率が上昇する可能性があります。

2.男性の加齢の児への影響

Q1. 男性の加齢は児の生命予後に影響しますか？
A1. 児の悪性新生物の発生との有意な関連が報告されています。

Q2. 男性の加齢は児の精神疾患に影響しますか？
A2. 児の自閉症や統合失調症発症との有意な関連が報告されています。

Ⅶ．男性の加齢と周産期リスク

次の周期から体外受精胚移植を開始する予定の場合
以下の５項目をご確認ください。

□卵巣刺激のための注射を他院でお願いすることや自己注射も可能です。

他院でお願いする場合はあらかじめ問い合わせをして頂き、他院での注射
をうけてくれるか確認と了承を得てください。お問い合わせの際は「治療
しているクリニックが遠方のため、そのクリニックからの排卵誘発剤注射
を持ち込みでお願いしたい。注射剤と注射の依頼書を持参するので持ち込
みの注射を受けてもらえるか？」の様にお伝え下さるとわかりやすいかと
思われます。

注射をお願いするクリニック・病院の正式名称は、採卵する周期の月経2～
3日目に来院された際にお知らせください。



□ご主人の感染症採血が必要です。
「採血」枠で予約を取って受診をお願いします。診療時間内の予約であ
ればいつでも結構です。 人工授精をすでに行っている方で、1度採血結
果を確認されている場合は不要です。結果がでるまでに1週間要するため
早めの採血をお願いいたします。

□月経2～3日目で受診して頂いた次の診察には、超音波検査と採血があ
ります。
当日採血結果をお待ち頂いてから採卵日の決定をすることが多くなるた
め、午前中であれば11：30前までに、午後であれば18：00前までの受診
受付けをお願いします。なお、木曜日は午前中までの診療です。土曜日
の午後は16：00前までの受付けをお願いします。

□顕微授精が必要となる場合、それを希望するか否かを採卵日までに考
えをまとめておいていただくようお願いします。

□培養期間を分割胚培養にするか、胚盤胞培養にするかはご夫婦で決め
ていただく事項です。
採卵日までにご夫婦でよく相談をして頂き、決定しておいて頂くようお
願いいたします。

2020.7改訂

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。


