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●完全自然排卵周期法での採卵から新鮮胚移植までの計算方法　❶＋❷＋希望追加❹
内　容 保　険 自　費 備　考

❶ 採卵＋媒精＋培養3日目まで — ￥125,000
採卵から初期胚移植までの費用　￥165,000

❷ 新鮮胚移植 — ￥40,000
❸ 採卵数0の場合 — ￥25,000 ￥25,000のみかかります

❹
胚盤胞培養追加費用 — ￥25,000 採卵から胚盤胞移植までの費用　￥190,000
顕微授精（ICSI）追加費用 — ￥18,000
麻酔費用 — ￥20,000

●低刺激から高刺激までの採卵から新鮮胚移植までの計算方法　❶＋❷＋❸＋❹＋❺＋凍結なら❻＋希望追加❼

❶

排卵誘発（経口薬）
セキソビット錠100mg ￥10 ￥30 排卵誘発剤

フォリスチムペン300単位　￥23,146
フォリスチムペン600単位　￥38,146
フォリスチムペン900単位　￥60,628
ゴナールペン　　300単位　￥18,664
ゴナールペン　　450単位　￥30,000
ゴナールペン　　900単位　￥56,000
カートリッジペン型注射器　￥ 1,000
ペン用針1本　　　　　　　￥ 146
自己注射用注射器　　　　　￥ 282

クロミッド錠50mg ￥30 ￥100

排卵誘発（注射）

ゴナピュール注用150 ￥530 ￥1,710
フォリスチム注75 ￥1,120 ￥3,740
ゴナールF — ￥5,920
HMG筋注用75単位［フェリング］ ￥370 ￥1,180
HMG筋注用150単位「フェリング」 ￥490 ￥1,570
HMG筋注用150単位「フジ」 ￥490 ￥1,570

アロマターゼ阻害剤
アリミデックス錠1mg — ￥670

排卵誘発目的
フェマーラ錠2.5mg — ￥550

アゴニスト スプレキュア点鼻液0.15��15.75mg（1本） — ￥14,282 GnRHアゴニスト、フレアーアップ目的／排卵用￥5,000

アンタゴニスト
セトロタイド0.25mg — ￥7,619 排卵抑制／3mg￥31,000
ガニレスト — ￥7,619 排卵抑制
サイゼン — ￥8,564 排卵抑制

❷
採卵手術
（麻酔費込）

排卵数0の場合 — ￥25,000

卵巣から発育卵胞を採取する手術
採卵数1個〜2個 — ￥127,500
採卵数3個〜5個 — ￥160,000
採卵数6個以上 — ￥213,000

減免 体外受精・顕微授精3回目の採卵から — △￥55,000 ￥55,000引き

❸ 媒精
（受精方法）

コンベンショナルIVF — ￥68,000 自然受精

レスキューICSI（1個当たり） — ￥30,000 最初にコンベンショナルIVFを選択し、数時間後受精していない卵子のみを顕微授精（ICSI）する
顕微授精（ICSI）採卵数5個まで — ￥150,000

事前に受精障害が予測される場合に実施
顕微授精（ICSI）採卵数6個以上 — ￥170,000

スプリットICSI 顕微授精と同額 採取した卵子を①コンベンショナルIVF②ICSIの2つの
グループに分け同日に受精を行う

❹ 培養

3日目
まで

受精卵1個〜5個 — ￥36,000
媒精後の胚（受精卵）発育管理を、受精から3日間行う

受精卵6個以上 — ￥41,500

6日目
まで

受精卵5個以下、培養4日目以降5個以下 — ￥53,000
媒精後の胚（受精卵）発育管理を、受精から5〜6日間行う受精卵6個以上、培養4日目以降5個以下 — ￥59,000

受精卵6個以上、培養4日目以降6個以上 — ￥60,500
❺ 胚移植 新鮮胚移植 — ￥40,000 採卵した周期に胚（受精卵）を子宮に移植する方法
❻ 胚凍結 胚（受精卵）凍結／1個 — ￥20,000 マイナス196度の液体窒素凍結

❼ XY精子選別法（女の子産分）密度勾配遠心法 — ￥13,700 X精子（女の子の精子）だけを選別し、人工授精・体外・顕微授精に用いる

●凍結融解胚移植　❶＋❷＋❸＋希望追加❹

❶ 胚融解料 受精卵1個につき — ￥8,500 凍結保存胚を融解する（他院にて凍結後、当院に移送した胚1個につき￥17,000）

❷ レーザーアシステッド
ハッチング 受精卵1個につき — ￥9,500 胚（受精卵）の透明帯開孔法

❸ 胚移植 凍結融解胚移植 — ￥55,000 採卵、受精、培養後、凍結保存した胚（受精卵）を子宮に移植する方法

❹ SEET法
子宮内膜刺激胚移植法 — ￥17,137 自身の胚を胚盤胞まで培養した培養液を使用する方法＊1採卵1回のみ実施可能
簡易法 — ￥10,000 一般培養液を使用する方法＊回数制限なし

●上記1〜3の黄体管理

服用薬 黄体ホルモン

デュファストン錠5mg ￥10 ￥40

黄体補充目的
ルトラール ￥10 ￥30
マーベロン21（1セット） — ￥2,700
マーベロン21（1錠） — ￥128

注射薬
腺刺激ホルモン hCG5000〔注射用〕 ￥170 ￥570 黄体補充、排卵誘発目的

卵胞＋黄体ホルモン合剤 E・P・ホルモンデポー筋注　1ml ￥60 ￥200 ホルモン補充

膣坐薬 黄体ホルモン
ウトロゲスタン座薬　1箱24錠入り — ￥7,020 ホルモン補充（※処方は1箱単位のみとなります）
プロゲステロン座薬　1個 — ￥511 ホルモン補充

貼薬 卵胞ホルモン エストラーナ　1枚 — ￥302 ホルモン補充

人工授精

人工授精-AIH — ￥18,100 AIH（当日超音波あり）＋HCG注射＋ウトロゲスタン12日分＝￥26,680

人工授精-AIH当日中止（精子調整費用） — ￥3,000 AIH（当日超音波なし）＋HCG注射＋ウトロゲスタン12日分＝￥25,680

人工授精-AID — ￥48,000 AID（当日超音波あり）＋HCG注射＋ウトロゲスタン12日分＝￥56,020

人工授精-AID当日中止（ドナー精子使用費用） — ￥28,300 AID（当日超音波なし）＋HCG注射＋ウトロゲスタン12日分＝￥55,020

カウンセリング

心理カウンセリング［院内］ — ￥2,000 AIDカウンセリング￥5,000
看護師相談 — ￥2,000
IVFふり返り相談 — ￥0 1採卵1回無料
体外受精説明、よちよちママ相談 — ￥0 1回目のみ無料
初診から2〜4ヶ月フォローアップ — ￥0 初診から2〜4ヶ月の間のみ対象で、1回無料

その他

文書料 診断書 — ￥1,000〜4,000 診断書￥4,000、助成金￥1,000、紹介状￥2,000
基礎体温表 当院オリジナル — ￥0

サプリメント
オージーハーブ — ￥13,000
マカ5800 — ￥5,800

料金表（体外受精・人工授精） ※薬価変更により料金が変更される場合がございます。
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月経��1日目

月経��2日目

月経��3日目 �

月経��4日目

月経��5日目

月経��6日目

月経��7日目

月経��8日目

月経��9日目 � � �

月経10日目 �21：30〜22：30 �21：30〜22：30 �21：30〜22：30 � �

月経11日目 �21：30〜22：30 �21：30
〜22：30 �21：30〜22：30

月経12日目

月経13日目

月経14日目

月経15日目 凍結融解胚移植の方が妊娠率が高いことが世界的に立証されているため、
採卵から5〜6日目に胚盤胞まで成長した受精卵はその周期で移植せず
に凍結し、別の周期で移植するのが一般的です。凍結融解胚移植の方法
についてはP33参照。新鮮胚移植をご希望の場合は採卵から2日後に2
日目胚移植、3日後に3日目胚移植、5日後に胚盤胞移植を行います。

月経16日目

月経17日目

月経18日目

月経19日目

月経20日目

月経21日目

月経22日目

月経23日目

月経24日目

月経25日目

月経26日目

月経27日目

月経28日目

月経29日目

月経30日目 ♥

超音波、 クロミフェン、 アンタゴニスト薬、 hCG注射（21：30頃）、 �採卵、 採血、�
hMG/rFSH注射、 アゴニスト点鼻薬、♥妊娠判定、 2日目胚移植、 3日目胚移植、 胚盤胞胚移

■この日は必ず来院が必要です。
■この日は注射だけですので、来院以外の方法もあります。①自分で注射する②注射薬を持ち帰り自
宅や職場近くの病院（婦人科以外でも可能）で注射する方法③診療時間内の来院が難しい場合21：
30に来院し注射する（金曜以外）の3方法です。①を希望の方は「IVF個別案内・注射練習」を
WEBよりご予約下さい。②を希望の方はお早めに看護師までお伝え下さい。③を希望の方はお電
話にてご予約下さい。

■超音波は月経8〜10日目のいずれか1日（卵胞発育によってはさらに超音波の実施日を追加します）
■採卵日は月経11〜14日目のいずれか1日（卵胞発育状況によってそれ以外の場合も稀になります）

採卵周期スケジュールのモデルシミュレーション このスケジュールはあくま
でも一例にすぎません。

黄体補充が必要になります

排卵
D2Ë

D3Ë

胚Ë

D2Ë D3Ë 胚Ë




