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凍結卵⼦を使った移植：１）卵⼦融解新鮮胚移植法

卵⼦融解周期で数個融解、顕微受精し、
新鮮胚移植をする
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【メリット】
・卵⼦の凍結回数は1回のため妊娠率がやや

⾼い報告がある（論⽂上0〜10％の差）
・別⽇の精⼦でトライできる

【デメリット】
・融解周期で移植の費⽤もかかる

⽉経数⽇前 医師とプラン決定

〜⽉経２⽇⽬までに
周期前超⾳波
同意書お預かり
前納⾦お預かり
移植周期⽤の薬お渡し

⽉経12⽇⽬ 超⾳波検査：⼦宮内膜を確認

⽉経14⽇⽬ 卵⼦融解、顕微受精

⽉経17〜19⽇⽬ 胚移植

⽉経27⽇⽬ 妊娠判定 清算

１）卵⼦融解新鮮胚移植法：スケジュール概要⾒本
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１）卵⼦融解新鮮胚移植法：費⽤のシミュレーション
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2単位6個融解し、6個顕微授精とCaイオノフォア後、
D5まで培養し、
※前納⾦は35万円

卵⼦融解(2単位 6個)作業料⾦ 30,000円
6個 ICSI + Caイオノフォア 135,000円
Day5までの培養 90,000円
計 255,000円

エストラーナ、ワンクリノン膣錠で１個新鮮胚移植をした場合
エストラーナ 5,520円
ワンクリノン膣錠 18,600円
1回の胚移植代 55,000円
計 79,120円

合計：255,000円 + 79,120円 = 334,120円
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１）卵⼦融解新鮮胚移植法：スケジュール
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⽉経前 移植⽤の薬をお渡し、同意書のお預かり、前納⾦お⽀払い。
⽉経  1⽇⽬ 尿中妊娠反応で陰性を確認する

⽉経１⽇⽬がスタートしたことをお電話ください
⽉経量ふえたら1⽇⽬。夜６時以降は翌⽇が１⽇⽬としてください。
来院⽇（⼀般は１２⽇⽬。都合悪ければ１０〜１３⽇⽬で）を予約。

2 ⼥性ホルモン剤開始
3    ↓
4  ↓
5  ↓
6  ↓
7  ↓
8  ↓
9  ↓

10  ↓
11  ↓

⽉経12⽇⽬
（前後OK)

12 ⼦宮内膜超⾳波検査に来院 内膜7ミリ以上なら融解⽇を翌々⽇以降で決定します。
7ミリ未満なら数⽇後再度チェック。2回6ミリ以上なら決定。
万⼀卵⼦融解キャンセルの場合は、融解前⽇午後からキャンセル代かかります。

中1⽇あけて 13  ↓
翌々⽇
受精0⽇⽬

14 卵⼦融解 顕微受精 （0⽇⽬）
精液採取（院内採精 or 精液持参 or 凍結精⼦融解）
⼥性ホルモン継続
午後２時（または３時）より⻩体ホルモン開始

凍結卵⼦、凍結精⼦の顕微受精時は、Caイオノファー併⽤します。
精液は 朝10時までに提出いただきます。(住吉は２階ナースステーション、銀座は受付）
できるだけ採取後２、３時間以内の精液を持参ください。（７時間以内まで可）
院内採精の場合は、９時半までに。住吉は２階⼊院受付、銀座は受付にお越しください。
精液を提出いただいた後、精⼦の有無とプランを培養⼠が確認する間30分ほどお待ちください。
胚が多くできて凍結する場合、⼤体の凍結期間と凍結個数制限の有無を培養⼠より確認します。

15  ↓ ⇓ 胚の発育確認は、受精１⽇⽬と３⽇⽬に⾏います。
16  ↓ ⇓ １、３⽇⽬の胚発育確認希望の⽅は平⽇10時-19時、⼟⽇祝⽇10時-17時に電話してください。

受精3⽇⽬ 17  ↓ ⇓  3⽇⽬移植の場合 移植に来院 胚移植：午後２時（または３時）に 住吉２階⼊院受付 銀座受付 にお越しください。
もし移植可能胚に育たなければ、移植当⽇の午前中に培養⼠から電話連絡があります。

18  ↓ ⇓

受精5⽇⽬ 19  ↓ ⇓  5⽇⽬移植の場合 移植に来院 胚移植：午後２時（または３時）に 住吉２階⼊院受付 銀座受付 にお越しください。
20  ↓ ⇓ もし移植可能胚に育たなければ、移植当⽇の午前中に培養⼠から電話連絡があります。
21  ↓ ⇓

22  ↓ ⇓

23  ↓ ⇓

24  ↓ ⇓

25  ↓ ⇓

26  ↓ ⇓

27  ↓ ⇓

受精⽇14⽇⽬ 28  ↓ ⇓ 妊娠判定  清算 尿と採⾎で判定します。採⾎後、結果判定は約１時間後になります。同⽇に精算も⾏います。

（1週間前〜⽉経直前、または⽉経2、3⽇⽬までに）
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凍結卵⼦を使った移植：２）卵⼦融解凍結胚作成

凍結卵⼦をすべて融解、顕微授精し、
胚で凍結し、次周期融解胚移植する
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【メリット】
・⼀度で顕微授精するので、
・顕微授精の合計費⽤は安くなる
・1回の採精ですむ
・TEリムーバル可能

【デメリット】
・2回凍結するので、妊娠率がやや下がる報告もある
・凍結費⽤と移植時は融解費⽤と胚移植代がかかる

⽉経数⽇前 医師とプラン決定

〜⽉経２⽇⽬までに
周期前超⾳波
同意書お預かり
前納⾦お預かり
移植周期⽤の薬お渡し

⽉経12⽇⽬ 超⾳波検査：⼦宮内膜を確認

⽉経15〜17⽇⽬ 胚移植

⽉経27⽇⽬ 妊娠判定 清算

いつでも
医師とプラン決定
顕微受精の⽇を予約
〔要予約〕卵⼦融解、顕微授精

受精３〜５⽇⽬ 胚凍結

2）卵⼦融解胚凍結・融解胚移植：スケジュール概要⾒本
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●卵⼦融解胚凍結

●融解胚移植

2）卵⼦融解胚凍結・融解胚移植：費⽤のシミュレーション
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４単位12個融解し、12個顕微授精とCaイオノフォア後、
D5まで培養し、４個凍結した場合
※前納⾦は35万円

卵⼦融解(4単位 12個)作業料⾦ 50,000円
12個 ICSI + Caイオノフォア 170,000円
Day5までの培養 90,000円
胚凍結4個 44,000円
計 354,000円

エストラーナ、ワンクリノン膣錠で１個融解胚移植をした場合
※前納⾦は7万円

エストラーナ 5,520円
ワンクリノン膣錠 18,600円
1個の胚融解代 20,000円
1回の胚移植代 55,000円
計 99,120円
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2）卵⼦融解胚凍結スケジュール
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⽉経前 （1週間前〜⽉経直前、または⽉経２、３⽇⽬までに） 移植⽤の薬をお渡し、同意書お預かり、前納⾦お⽀払い
⽉経 1⽇⽬ 尿中妊娠反応で陰性を確認する

⽉経１⽇⽬がスタートしたことをお電話ください
⽉経量ふえたら1⽇⽬。夜６時以降は翌⽇が１⽇⽬としてください。
来院⽇（⼀般は12⽇⽬。都合悪ければ10〜13⽇⽬で）を予約する

2⼥性ホルモン剤開始
3

↓|
11

⽉経12⽇⽬
（前後OK)

12⼦宮内膜超⾳波検査に来院
内膜OKなら
午後２時（または３時）より⻩体ホルモン開始
⻩体H開始⽇を受精⽇とする

内膜７ミリ以上なら融解⽇を翌々⽇以降で決定します。
７ミリ未満なら数⽇後再度チェック。２回６ミリ以上なら決定。
万⼀胚融解キャンセルの場合は、融解前⽇午後からキャンセル代かかります。
夜診察で内膜OKの場合、翌⽇より⻩体ホルモン開始となります。

13 ↓ ⇓

14 ↓ ⇓

受精３⽇⽬ 15 ↓ ⇓ 3⽇⽬移植の場合 移植に来院 胚移植：午後２時（または３時）に 住吉２階⼊院受付 銀座受付 にお越しください
↓ ⇓

16 ↓ ⇓

受精５⽇⽬ 17 ↓ ⇓ 5⽇⽬移植の場合 移植に来院 胚移植：午後２時（または３時）に 住吉２階⼊院受付 銀座受付 にお越しください
18

↓ ⇓|
25

受精14⽇⽬ 26 ↓ ⇓ 妊娠判定：⻩体ホルモン開始⽇の２週間後 尿と採⾎で判定します。採⾎後、結果判定は約１時間後になります。同⽇に精算も⾏います。
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