
赤ちゃんの心拍確認後（妊娠7週以降）の
流産を3回以上経験されている方へ 　妊娠の早期診断は、血液中のhCGを測定し判断します。hCGは着床後に胎盤になる部分か

ら分泌するホルモンのため検出されれば着床を確認できます。検査の時期は排卵（採卵）から
16日目頃が適切です。（移植から数えると4分割なら14日目頃、8分割なら13日目頃、胚盤胞移
植なら11日目頃が適切です）
●少しでも早く結果を知りたい方へ
	 hCG検査は胚盤胞移植後7日以降から行えますのでスタッフにお申し付けください。当院で
はhCG値が安定する11日目前後の測定を推奨しています。hCGが検出された場合でも測定
日が早い為、後日2回目の検査をすることがございます。

排卵後（採卵後）16日目のhCGの値と妊娠が20週まで継続する可能性
（20週まで流産しない可能性）

hCGの値/hCG�Level 人数/No.of�Women 妊娠継続率/Ongoing�Pregnancy
��25〜����50 ��78 ＜35％
��50〜��100 ��95 35〜��64％

100〜  200 159 64〜  80％
200〜  500 220 80〜  95％
500〜1000   87 95〜100％

＞1000   23 100％

排卵後16日目前後のhCGの値が100を越えると「妊娠」と判断されます。
●注意
・移植後の黄体補充がhCG注射の場合、注射から6日以内の採血はhCG注射の分だけ実際
より高い値が出ることもあります

・移植後の黄体補充が自然、ルトラールだけ、プロゲステロン坐薬だけの場合は適正な
hCGの値が検出されます

（Fert.andSter発表より）

（hCG levels in Early Pregnancy）
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早期妊娠診断とhCG値の関係
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料金表 ※薬価変更により料金が変更される場合がございます。
種　別 内　容 保　険 自　費 備考

診　察 問　診
初診料 ￥850 ￥2,820
再診料 ￥370 ￥1,240

　不妊初期検査項目です。検査期間は保険を適用する場合ですと初診から約2〜3ヶ月間かけて行います。全検査を自費で実施できる場合は1カ月間で行えます。

注意　以下のマークがついている検査には料金加算があります。
●：保険の場合は検査判断料として￥430程度かかります（テストステロンのみ自費の場合には￥1,440）。同日に複数項目を実施の場合は1回のみ算定します。
▲：保険の場合は検査判断料として￥380程度かかります（末梢血液一般検査のみ自費の場合には￥1,250）。同日に複数項目実施の場合は1回のみ算定します。
◆：保険の場合は検査判断料として￥430程度かかります。自費の場合は￥1,440かかります。同日に複数項目を実施の場合は1回のみ算定します。
★：検査判断料として￥1,440かかります。同日に複数項目を実施の場合は1回のみ算定します。
▼：保険の場合は検査判断料として￥100程度かかります。自費の場合は￥340かかります。
◎：保険の場合は注射手技料として￥60程度かかります。自費の場合は￥200かかります。
■：保険の場合は注射手技料として￥60程度かかります。自費の場合は￥200かかります。内服薬は内服調剤料と処方料として別途￥150〜￥510かかります。

採血検査

セット検査
感染症・甲状腺検査 — ￥13,000 HBs抗原、HCV抗体、梅毒、HIV、クラミジアトラコマティスIgG抗体、風疹ウィルス抗体、トキソプラズマ抗体
IVF術前検査（初回のみ） — ￥5,000 採血、尿検査、経皮酸素濃度分圧、体重測定
着床不全・不育症の一次スクリーニング — ￥19,600 抗リン脂質抗体検査、抗核抗体検査、凝固検査

血中ホルモン検査

FSH精密測定●◎ ￥350 ￥2,000

ホルモン数値測定

LH精密測定 — ￥2,000
E2精密測定●◎ ￥560 ￥2,000
P4精密測定●◎ ￥480 ￥2,000
PRL精密測定●◎ ￥290 ￥2,000
テストステロン●◎ ￥400 ￥4,200
抗ミュラー管ホルモン — ￥7,000
HCG精密測定 — ￥3,750

生化学検査

染色体検査（夫婦） — ￥60,000
遺伝情報の確認

染色体（一人）▲ ￥8,140 ￥30,000
血液型検査 — ￥3,300
CA125● ￥460 ￥1,520 子宮内膜症、卵巣のう腫検査
TSH — ￥1,720

甲状腺検査FT4 — ￥2,100
FT3 — ￥2,100
TRHテスト — ￥17,137 潜在性高プロラクチン検査
グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体★ ￥630 ￥2,100 クラミジア感染抗体検査
風疹HI抗体 — ￥1,250
T-BiL◆◎ ￥30 ￥110

肝機能検査
ALT◆ ￥50 ￥170
単純ヘルペスウイルス特異抗原★ — ￥1,800 ヘルペス検査
風疹ウイルス抗体価（半定量）★ — ￥790 風疹検査
抗りん脂質抗体検査 — ￥12,946

免疫検査
抗核抗体検査 — ￥1,053
抗精子抗体 — ￥9,328
至急採血追加料金 — ￥300

採血以外の検査

卵管造影検査 — ￥7,600 子宮腔内、卵管の検査。自然妊娠、人工授精を希望する場合は必要な検査。
フェムビュー — ￥28,000 卵管検査
通気検査 — ￥1,000 卵管通過試験
フーナーテスト — ￥4,282 精子貫入試験
人工授精前超音波 — ￥1,000

子宮、卵巣、排卵の確認
妊娠超音波 — ￥2,800
頸管粘液検査▼ ￥230 ￥750 排卵検査

服用薬

排卵誘発 セキソビット錠100mg ￥10 ￥30
排卵誘発剤

クロミッド錠50mg ￥30 ￥100

アロマターゼ阻害 アリミデックス錠1mg — ￥450
排卵誘発目的

フェマーラ錠2.5mg — ￥550
卵胞ホルモン エストリール錠　1mg ￥10 ￥20

ホルモン補充
卵胞＋黄体ホルモン合剤

ソフィアC配合錠 — ￥10
ソフィアA — ￥10
プラノバール配合錠100 — ￥10
マーベロン21 — ￥2,700

抗生物質
レボフロキサシン ￥50 ￥170 感染症予防
セフスパンカプセル100mg ￥20 ￥70

感染予防
ホスミシン錠250mg ￥20 ￥60

向下垂体前葉ホルモン テルロン錠0.5 ￥40 ￥130 高プロラクチン血症治療薬
抗血小板薬 バファリン配合錠A81　81mg — ￥10 抗血小板治療薬
鎮痛剤 ブルフェン錠100 — ￥10 痛み止め
ステロイド メドロール錠4mg ￥10 ￥20 免疫抑制目的

アレルギー製剤 ポララミン錠2mg — ￥10 アレルギー治療

注射薬

アゴニスト リュープリン注射用3.75 ￥11,334 ￥37,780
子宮内膜症治療薬

スプレキュアMP皮下注用1.8 ￥8,760 ￥29,200
LHサージ誘起 リュプロアセテート法 — ￥3,500 LHサージを誘起する目的

検査試薬 TRH注0.5 — ￥3,950
潜在性高プロラクチン検査

LH−RH注0.1mg「タナベ」 — ￥3,840

鎮痛剤
ソセゴン注射液30mg — ￥130

痛み止め
アセリオ — ￥2,400

抗生物質 ロセフィン静注用1g — ￥750
感染症予防

ホスミシン2g ￥260 ￥850
免疫抑制剤 ピシバニール — ￥3130 不育症治療
酢酸リンゲル液 ソリューゲン ￥50 ￥1,200

精子検査 CASA（コンピュータ解析検査）＋正常形態率（奇形率） — ￥8,400
精子凍結 1アンプル／半年間 — ￥5,400
採血検査 男性不妊スクリーニングセット検査 — ￥10,400 FSH、LH、テストステロン、PRL、クラミジアトラコマティスIgG抗体

TESE TESE手術代金 麻酔、薬品など全て含む — ￥178,091 無精子症の方の治療
TESE精子凍結 1アンプル／1年間 — ￥20,946 TESEで採取した精子の凍結保存




