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サロン治療患者様 妊娠の一例紹介
 （2009 年 4 月〜 2010 年 3 月まで）＊掲載許可を頂けた方のみ

治療方法 仮名 年齢 治療クリニック 不妊
期間

サロン
治療
周期数

サロン
開始時
直近FSH

妊娠成立
周期直近
FSH

妊娠時期 掲載
ページ

タイミング1 Aさん 31歳 杉並区不妊治療専門クリニック2 3年 2周期 5.03 ？ 2009年4月 8

タイミング2 Bさん 41歳 はらメディカルクリニック 2年 4周期 7.2 3.88 2009年3月 8

タイミング3 Cさん 44歳 はらメディカルクリニック 5年 4周期 23 15.17 2009年7月 8

人工授精1 Dさん 34歳 はらメディカルクリニック 4年 2周期 8.6 8.6 2009年8月 9

人工授精2 Eさん 34歳 はらメディカルクリニック 2年半 5周期 8.09 なし 2009年11月 9

人工授精3 Fさん 37歳 横浜市不妊治療専門クリニック1 1年半 1周期 8.5 なし 2009年6月 9

体外／顕微1 Gさん 26歳 はらメディカルクリニック 3年 6周期 7.3 9.32 2009年11月 10

体外／顕微2 Hさん 27歳 北区病院 2年半 8周期 ？ 6 2009年8月 10

体外／顕微3 Iさん 29歳 はらメディカルクリニック 2年 8周期 なし 5.01 2009年4月 11

体外／顕微4 Jさん 29歳 はらメディカルクリニック 5年 3周期 11.6 11.6 2010年2月 11

体外／顕微5 Kさん 30歳 はらメディカルクリニック 3年 4周期 6.6 2.33 2009年10月 12

体外／顕微6 Lさん 30歳 江東区不妊治療専門クリニック 1年 15周期 14.5 9.43 2009年9月 13

体外／顕微7 Mさん 30歳 はらメディカルクリニック 4年 6周期 7.91 なし 2009年12月 14

体外／顕微8 Nさん 31歳 はらメディカルクリニック 2年 4周期 5.86 5.86 2009年11月 14

体外／顕微9 Oさん 31歳 港区不妊治療専門クリニック 1年半 10周期 13 6.82 2009年10月 15

体外／顕微10 Pさん 32歳 江東区不妊治療専門クリニック 2年半 18周期 8.75 ？ 2009年1月 16

体外／顕微11 Qさん 33歳 はらメディカルクリニック 4年 12周期 7.1 7.29 2010年2月 17

体外／顕微12 Rさん 33歳 はらメディカルクリニック 1年 8周期 なし 8.82 2009年1月 18

体外／顕微13 Sさん 33歳 はらメディカルクリニック 2年半 13周期 5.8 2.68 2009年7月 19

体外／顕微14 Tさん 33歳 はらメディカルクリニック 4年 8周期 6.2 8.55 2009年11月 20

体外／顕微15 Uさん 34歳 はらメディカルクリニック 6年 11周期 11.2 7.84 2010年2月 21

体外／顕微16 Vさん 34歳 はらメディカルクリニック 4年 10周期 なし 6.44 2010年1月 22

体外／顕微17 Wさん 34歳 世田谷区不妊治療専門クリニック 4年 8周期 8 ？ 2009年4月 22

体外／顕微18 Xさん 35歳 渋谷区不妊治療専門クリニック1 3年半 14周期 19.6 15 2009年12月 23

体外／顕微19 Yさん 35歳 はらメディカルクリニック 2年 7周期 4.6 5.16 2009年9月 23

体外／顕微20 Zさん 35歳 はらメディカルクリニック 2年半 6周期 なし 5.21 2009年8月 24

体外／顕微21 A2さん 35歳 はらメディカルクリニック 4年 12周期 7.2 2.42 2009年10月 25

体外／顕微22 B2さん 36歳 横浜市不妊治療専門クリニック1 2年 16周期 8.7 なし 2009年11月 26

体外／顕微23 C2さん 37歳 はらメディカルクリニック 8年 13周期 8.2 0.33 2009年7月 27

体外／顕微24 D2さん 37歳 はらメディカルクリニック 5年 7周期 なし 7.9 2009年5月 28

体外／顕微25 E2さん 37歳 はらメディカルクリニック 8年 6周期 14.3 7.4 2009年9月 28

体外／顕微26 F2さん 37歳 港区不妊治療専門クリニック 2年半 5周期 18.5 12 2009年10月 29

体外／顕微27 G2さん 38歳 はらメディカルクリニック 6年 10周期 10.6 15.63 2009年5月 29
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治療方法 仮名 年齢 治療クリニック 不妊
期間

サロン
治療
周期数

サロン
開始時
直近FSH

妊娠成立
周期直近
FSH

妊娠時期 掲載
ページ

体外／顕微28 H2さん 38歳 横浜市不妊治療専門クリニック1 1年 2周期 11.9 なし 2009年5月 30

体外／顕微29 I2さん 38歳 渋谷区不妊治療専門クリニック2 5年 7周期 6.8 7 2009年11月 30

体外／顕微30 J2さん 38歳 はらメディカルクリニック 6年 16周期 9.6 11.06 2009年11月 31

体外／顕微31 K2さん 39歳 はらメディカルクリニック 3年半 4周期 5.93 なし 2009年9月 32

体外／顕微32 L2さん 39歳 新宿区不妊治療専門クリニック 1年 6周期 16.2 8.6 2009年4月 32

体外／顕微33 M2さん 39歳 杉並区不妊治療専門クリニック1 2年半 5周期 6 なし 2009年7月 33

体外／顕微34 N2さん 40歳 墨田区不妊治療専門クリニック 2年 3周期 2.7 ？ 2009年9月 33

体外／顕微35 O2さん 40歳 はらメディカルクリニック 4年 3周期 ？ 0.75 2009年5月 33

体外／顕微36 P2さん 40歳 杉並区不妊治療専門クリニック1 1年 8周期 7.3 なし 2009年11月 34

体外／顕微37 Q2さん 40歳 渋谷区不妊治療専門クリニック1 8年 8周期 13 8.52 2009年10月 34

体外／顕微38 R2さん 40歳 はらメディカルクリニック 14年 7周期 8.6 8.89 2009年6月 35

体外／顕微39 S2さん 41歳 新宿区不妊治療専門クリニック 3年半 7周期 15.2 6.4 2009年11月 35

体外／顕微40 T2さん 41歳 はらメディカルクリニック 15年 7周期 8 10.12 2009年5月 36

体外／顕微41 U2さん 41歳 新宿区不妊治療専門クリニック 1年 5周期 7 7.76 2009年11月 36

体外／顕微42 V2さん 41歳 はらメディカルクリニック 8年 7周期 7.74 なし 2009年5月 37

体外／顕微43 W2さん 41歳 ？ 2年半 7周期 11.5 なし 2009年4月 37

体外／顕微44 X2さん 41歳 はらメディカルクリニック 4年 9周期 なし 15.29 2009年11月 38

体外／顕微45 Y2さん 41歳 はらメディカルクリニック 7年 7周期 8 7.68 2009年4月 38

体外／顕微46 Z2さん 42歳 はらメディカルクリニック 5年 11周期 14.6 5.95 2009年5月 39

体外／顕微47 A3さん 42歳 はらメディカルクリニック 2年 5周期 7.99 なし 2009年12月 39

体外／顕微48 B3さん 43歳 港区不妊治療専門クリニック 6年 8周期 17.2 10.5 2009年9月 40

体外／顕微49 C3さん 43歳 横浜市不妊治療専門クリニック2 1年 7周期 11 10.9 2009年10月 40

体外／顕微50 D3さん 43歳 はらメディカルクリニック 4年 7周期 9.65 なし 2009年5月 41

タイミング療法で妊娠された方の平均年齢 … 32.8 歳
人工授精で妊娠された方の平均年齢 ………… 33.4 歳
体外・顕微授精で妊娠された方の平均年齢 … 38.4 歳

（全通院患者様の平均年齢は 39.5 歳です）
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A さん　31 歳　主婦　結婚歴 5 年／不妊治療歴 3 年／出産・流産歴あり
サロン治療2周期／ボーンスクイズの合計実施回数1回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：5.03／妊娠成立周期直近FSH：？

タイミングでの妊娠例 ❶

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精 月経 23 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 タイミング 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 19 日目 一源三岐鍼（2 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立

8

B さん　41 歳　会社員　結婚歴 2 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし
サロン治療4周期／ボーンスクイズの合計実施回数4回／一源三岐鍼の合計実施回数2回
サロン開始時直近FSH：7.2／妊娠成立周期直近FSH：3.88

タイミングでの妊娠例 ❷

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 タイミング　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 タイミング　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 26 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 3 周期目 タイミング　自然 月経 2 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 23 日目 一源三岐鍼（2 回目）
サロン治療 4 周期目 タイミング　自然 月経 13 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

妊娠成立

C さん　44 歳　会社員　結婚歴 5 年半／不妊治療歴 5 年／出産・流産歴あり
サロン治療4周期／ボーンスクイズの合計実施回数11回／一源三岐鍼の合計実施回数2回
サロン開始時直近FSH：23／妊娠成立周期直近FSH：15.17

タイミングでの妊娠例 ❸

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 タイミング 月経 3 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 17 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 カウフマン療法 月経 8 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
サロン治療 3 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 5 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 15 日目 採卵（採卵 0）（14 回目）
月経 19 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 23 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 30 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

サロン治療 4 周期目 タイミング 月経 7 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 14 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立
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妊娠までの記録

9

D さん　34 歳　主婦　結婚歴 5 年／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴あり
サロン治療2周期／ボーンスクイズの合計実施回数2回／一源三岐鍼の合計実施回数2回
サロン開始時直近FSH：8.6／妊娠成立周期直近FSH：8.6

人工授精 ❶

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精　自然 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 12 日目 人工授精（8 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 人工授精　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 13 日目 人工授精（9 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立

E さん　34 歳　会社員　結婚歴 2 年／不妊治療歴 2 年半／出産・流産歴あり
サロン治療5周期／ボーンスクイズの合計実施回数9回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：8.09／妊娠成立周期直近FSH：なし

人工授精 ❷

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 12 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 34 日目 人工授精（2 回目）
月経 41 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 人工授精　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 14 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 15 日目 人工授精（3 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 21 日目 人工授精（4 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 18 日目 人工授精（5 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 5 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 9 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 13 日目 人工授精（6 回目）

妊娠成立

F さん　37 歳　主婦　結婚歴 1 年半／不妊治療歴 1 年半／出産・流産歴あり
サロン治療1周期／ボーンスクイズの合計実施回数1回／一源三岐鍼の合計実施回数1回
サロン開始時直近FSH：8.5／妊娠成立周期直近FSH：なし

人工授精 ❸

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精 月経 9 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 14 日目 人工授精（3 回目）
月経 17 日目 一源三岐鍼（1 回目）

妊娠成立
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G さん　26 歳　主婦　結婚歴 4 年／不妊治療歴 3 年／出産・流産歴なし
サロン治療6周期／ボーンスクイズの合計実施回数8回／一源三岐鍼の合計実施回数1回
サロン開始時直近FSH：7.3／妊娠成立周期直近FSH：9.32

体外／顕微 ❶

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 3 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 17 日目 人工授精（9 回目）

サロン治療 2 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 8 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 12 日目 人工授精（10 回目）

サロン治療 3 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 8 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 15 日目 人工授精（11 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵前 月経 5 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
サロン治療 5 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 6 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 12 日目 採卵（採卵数10→受精数8→胚盤胞5）（1回目）

サロン治療 6 周期目 凍結胚移植　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 13 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）

妊娠成立

H さん　27 歳　主婦　結婚歴 3 年／不妊治療歴 2 年半／出産・流産歴なし
サロン治療8周期／ボーンスクイズの合計実施回数16回／一源三岐鍼の合計実施回数0回
サロン開始時直近FSH：？／妊娠成立周期直近FSH：6

体外／顕微 ❷

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 15 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

サロン治療 2 周期目 お休み 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 10 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

サロン治療 3 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 7 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 14 日目 人工授精（6 回目）
サロン治療 4 周期目 採卵前　GnRH アゴニスト点鼻薬使用 月経 3 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 7 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
サロン治療 5 周期目 採卵　GnRH アゴニストロング法 月経 4 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 5 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数5→受精数1→胚盤胞数1）（1回目）
月経 18 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（1 回目）

〜採卵後 OHSS になり、この間 1 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 6 周期目 タイミング　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

月経 6 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
サロン治療 7 周期目 お休み 月経 6 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
サロン治療 8 周期目 採卵　hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（15 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（16 回目）
月経 12 日目 採卵（採卵数 4 →受精数 4 →胚盤胞 3）（2 回目）
月経 18 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（2 回目）

妊娠成立
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妊娠までの記録

11

I さん　29 歳　会社員　結婚歴 2 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし
サロン治療8周期／ボーンスクイズの合計実施回数12回／一源三岐鍼の合計実施回数7回
サロン開始時直近FSH：なし／妊娠成立周期直近FSH：5.01

体外／顕微 ❸

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 17 日目 人工授精（2 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 人工授精　自然 月経 12 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 15 日目 人工授精（3 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 13 日目 人工授精（4 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 人工授精　自然 月経 9 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 21 日目 人工授精（5 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 5 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 16 日目 人工授精（6 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 6 周期目 採卵前 月経 9 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 7 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 2 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 4 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 11 日目 採卵（採卵数 9 →受精数 6 →胚盤胞 4）（1回目）
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植　自然 月経 9 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

月経 14 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
月経 19 日目 SEET 法（1 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（7 回目）

妊娠成立

J さん　29 歳　主婦　結婚歴 5 年半／不妊治療歴 5 年／出産・流産歴なし
サロン治療3周期／ボーンスクイズの合計実施回数6回／一源三岐鍼の合計実施回数1回
サロン開始時直近FSH：11.6／妊娠成立周期直近FSH：11.6

体外／顕微 ❹

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 カウフマン療法 月経 23 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 カウフマン療法 月経 7 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 22 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
サロン治療 3 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 4 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 6 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 11 日目 採卵（採卵数4→受精数3→胚盤胞数1）（3回目）

サロン治療 4 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 13 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（単一胚）（4 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（1 回目）

妊娠成立
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K さん　30 歳　会社員　結婚歴 7 年／不妊治療歴 3 年／出産・流産歴なし
サロン治療4周期／ボーンスクイズの合計実施回数7回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：6.6／妊娠成立周期直近FSH：2.33

体外／顕微 ❺

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 カウフマン療法 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 20 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵　hMG/rFSH 単位 月経 4 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 6 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数17→受精数11→胚盤胞数3）（3回目）
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 15 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（8 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 4 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 18 日目 SEET 法（1 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（9 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（3 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立
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L さん　30 歳　主婦　結婚歴 3 年／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし
サロン治療15周期／ボーンスクイズの合計実施回数19回／一源三岐鍼の合計実施回数14回
サロン開始時直近FSH：14.5／妊娠成立周期直近FSH：9.43

体外／顕微 ❻

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精 月経 2 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 12 日目 人工授精（1 回目）
月経 16 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 人工授精 月経 7 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 11 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 12 日目 人工授精（2 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 人工授精 月経 5 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 13 日目 人工授精（3 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 12 日目 人工授精（4 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 5 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 3 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 15 日目 一源三岐鍼（6 回目）
サロン治療 7 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 13 日目 一源三岐鍼（7 回目）
サロン治療 8 周期目 お休み 月経 4 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
サロン治療 9 周期目 お休み 月経 14 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
サロン治療 10 周期目 人工授精 月経 7 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

月経 12 日目 人工授精（5 回目）
月経 16 日目 一源三岐鍼（8 回目）

サロン治療 11 周期目 お休み 月経 3 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
サロン治療 12 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（15 回目）

月経 15 日目 一源三岐鍼（9 回目）
サロン治療 13 周期目 お休み 月経 11 日目 ボーンスクイズ（16 回目）

月経 18 日目 一源三岐鍼（10 回目）
サロン治療 14 周期目 採卵前 月経 9 日目 ボーンスクイズ（17 回目）
サロン治療 15 周期目 採卵　GnRH アンタゴニスト法 月経 5 日目 ボーンスクイズ（18 回目）

月経 6 日目 ボーンスクイズ（19 回目）
月経 14 日目 採卵（採卵数4→受精数2→8分割胚数2）（1回目）
月経 17 日目 新鮮胚移植（8 分割胚 1 個）（1 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（11 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（12 回目）
月経 35 日目 一源三岐鍼（13 回目）
月経 45 日目 一源三岐鍼（14 回目）

妊娠成立
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M さん　30 歳　会社員　結婚歴 4 年半／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴なし
サロン治療6周期／ボーンスクイズの合計実施回数6回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：7.91／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 ❼

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 13 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（2 個）（1 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 お休み 月経 2 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 13 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 21 日目 胚盤胞移植（単一胚）（2 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（2 回目）
月経 29 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 14 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
サロン治療 5 周期目 お休み 月経 10 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 6 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 11 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 16 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（2 個）（3 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立

N さん　31 歳　主婦　結婚歴 5 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし
サロン治療4周期／ボーンスクイズの合計実施回数7回／一源三岐鍼の合計実施回数1回
サロン開始時直近FSH：5.86／妊娠成立周期直近FSH：5.86

体外／顕微 ❽

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 カウフマン療法 月経 13 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 24 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 6 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 13 日目 採卵（採卵数12→受精数10→胚盤胞数5）（1回目）
サロン治療 3 周期目 お休み 月経 7 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 12 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 11 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 21 日目 一源三岐鍼（1 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（2 個）（1 回目）

妊娠成立

2010臨床統計集_五.indd   14 2016/01/25   17:35



妊娠までの記録

15

O さん　31 歳　会社員　結婚歴 4 年／不妊治療歴 1 年半／出産・流産歴なし
サロン治療10周期／ボーンスクイズの合計実施回数10回／一源三岐鍼の合計実施回数6回
サロン開始時直近FSH：13／妊娠成立周期直近FSH：6.82

体外／顕微 ❾

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 人工授精　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 16 日目 人工授精（3 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 人工授精　自然 月経 10 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 15 日目 人工授精（4 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 15 日目 人工授精（5 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 5 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 12 日目 人工授精（6 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 2 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 7 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 3 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 12 日目 人工授精（7 回目）
月経 17 日目 一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 8 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
サロン治療 9 周期目 採卵前　GnRH アゴニスト点鼻薬使用 月経 7 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
サロン治療 10 周期目 採卵　GnRH アゴニストロング法 月経 2 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 11→受精数 7 →胚盤胞数 1個）（1回目）
月経 19 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（1 回目）

妊娠成立
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P さん　32 歳　会社員　結婚歴 7 年／不妊治療歴 2 年半／出産・流産歴なし
サロン治療18周期／ボーンスクイズの合計実施回数23回／一源三岐鍼の合計実施回数14回
サロン開始時直近FSH：8.75／妊娠成立周期直近FSH：？

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精　自然 月経 17 日目 人工授精（2 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 2 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 14 日目 人工授精（3 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 14 日目 人工授精（4 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 人工授精　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 17 日目 人工授精（5 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 5 周期目 人工授精　自然 月経 12 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 20 日目 人工授精（6 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 6 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 3 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 13 日目 人工授精（7 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 7 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 16 日目 人工授精（8 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（7 回目）

サロン治療 8 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 13 日目 人工授精（9 回目）
月経 17 日目 一源三岐鍼（8 回目）

サロン治療 9 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
（採卵中止） 月経 5 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 19 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
サロン治療 10 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 7 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 12 日目 採卵（採卵数 4 →受精数1→ 4 分割胚数1）（1回目）
月経 14 日目 新鮮胚移植（4 分割胚 1 個）（1 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（9 回目）

サロン治療 11 周期目 お休み 月経 7 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
月経 18 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

サロン治療 12 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
月経 7 日目 ボーンスクイズ（15 回目）

月経 13 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（2 回目）
サロン治療 13 周期目 凍結胚移植　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（16 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（17 回目）
月経 23 日目 胚盤胞移植（単一胚）（2 回目）

 〃 一源三岐鍼（10 回目）
サロン治療 14 周期目 お休み 月経 4 日目 ボーンスクイズ（18 回目）
サロン治療 15 周期目 お休み 月経 4 日目 ボーンスクイズ（19 回目）

月経 18 日目 一源三岐鍼（11 回目）
サロン治療 16 周期目 お休み 月経 6 日目 ボーンスクイズ（20 回目）

月経 18 日目 一源三岐鍼（12 回目）
サロン治療 17 周期目 お休み 月経 4 日目 ボーンスクイズ（21 回目）

月経 20 日目 一源三岐鍼（13 回目）
サロン治療 18 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（22 回目）

月経 12 日目 ボーンスクイズ（23 回目）
月経 17 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（14 回目）

妊娠成立
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Q さん　33 歳　会社員　結婚歴 6 年半／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴なし
サロン治療12周期／ボーンスクイズの合計実施回数14回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：7.1／妊娠成立周期直近FSH：7.29

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 タイミング 月経 13 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 タイミング 月経 6 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 人工授精　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 12 日目 人工授精（1 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 4 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 2 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 11 日目 人工授精（2 回目）
月経 16 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 5 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（3 回目）

〜この間、2 ヶ月間サロン治療お休み〜　この間、人工授精 1 回
サロン治療 6 周期目 採卵前周期 月経 15 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
サロン治療 7 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 9 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
サロン治療 8 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
サロン治療 9 周期目 採卵前周期 月経 9 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
サロン治療 10 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
月経 12 日目 採卵（採卵数6→受精数6→胚盤胞数4）（1回目）

サロン治療 11 周期目 凍結胚移植　自然 月経 11 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
月経 22 日目 SEET 法（1 回目）
月経 25 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜　この間、凍結胚移植 1 回
サロン治療 12 周期目 凍結胚移植　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（14 回目）

月経 18 日目 SEET 法（3 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立
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R さん　33 歳　会社員　結婚歴 4 年／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし
サロン治療8周期／ボーンスクイズの合計実施回数10回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：なし／妊娠成立周期直近FSH：8.82

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精 月経 6 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 14 日目 人工授精（1 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（1 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜　この間、人工授精 1 回
サロン治療 2 周期目 人工授精　自然 月経 7 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 14 日目 人工授精（2 回目）
サロン治療 3 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
サロン治療 4 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 9 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 12 日目 人工授精（3 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 5 周期目 人工授精　自然 月経 3 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 15 日目 人工授精（4 回目）

サロン治療 6 周期目 カウフマン療法 月経 11 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 25 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

サロン治療 7 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 2 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 4 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数6→受精数6→胚盤胞数4）（1回目）
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植　自然 月経 15 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 20 日目 SEET 法（1 回目）
月経 22 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立
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S さん　33 歳　主婦　結婚歴 2 年半／不妊治療歴 2 年半／出産・流産歴なし
サロン治療13周期／ボーンスクイズの合計実施回数20回／一源三岐鍼の合計実施回数8回
サロン開始時直近FSH：5.8／妊娠成立周期直近FSH：2.68

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 タイミング　自然 月経 5 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 タイミング　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 タイミング　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 タイミング　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 5 周期目 採卵　GnRH アンタゴニスト法 月経 5 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 7 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数6→受精数1→胚盤胞数1）（1回目）
サロン治療 6 周期目 お休み 月経 8 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 17 日目 一源三岐鍼（5 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　自然 月経 7 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 17 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 8 周期目 採卵前 月経 26 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
サロン治療 9 周期目 採卵　hMG/rFSH 単位 月経 4 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

月経 7 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
月経 10 日目 採卵（採卵数11→受精数8→胚盤胞数4）（2回目）

サロン治療 10 周期目 凍結胚移植　自然 月経 3 日目 ボーンスクイズ（15 回目）
月経 11 日目 オーダーメイドマッサージ（1 回目）
月経 14 日目 ボーンスクイズ（16 回目）
月経 19 日目 SEET 法（2 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（2 個）（2 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（6 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（7 回目）

サロン治療 11 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（17 回目）
サロン治療 12 周期目 カウフマン療法 月経 12 日目 ボーンスクイズ（18 回目）
サロン治療 13 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（19 回目）

月経 13 日目 ボーンスクイズ（20 回目）
月経 16 日目 SEET 法（3 回目）
月経 18 日目 胚盤胞移植（2 個）（3 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（8 回目）

妊娠成立
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T さん　33 歳　会社員　結婚歴 7 年／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴あり
サロン治療8周期／ボーンスクイズの合計実施回数15回／一源三岐鍼の合計実施回数5回
サロン開始時直近FSH：6.2／妊娠成立周期直近FSH：8.55

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 23 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 カウフマン療法 月経 19 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 26 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
サロン治療 3 周期目 カウフマン療法 月経 13 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 25 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 4 周期目 採卵　GnRH アンタゴニスト法 月経 10 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 14 日目 採卵（採卵数2→受精数2→胚盤胞数0）（2回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 5 周期目 タイミング　自然 月経 5 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 6 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

月経 11 日目 採卵（採卵数 10 →受精数 7 →胚盤胞数 2）（3 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　自然 月経 9 日目 ボーンスクイズ（12 回目）

（移植中止） 月経 14 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
月経 29 日目 ボーンスクイズ（14 回目）

サロン治療 8 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 13 日目 ボーンスクイズ（15 回目）
月経 18 日目 SEET 法（1 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（移植前）（3 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（2 個）（1 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（4 回目）
月経 33 日目 一源三岐鍼（5 回目）

妊娠成立
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U さん　34 歳　主婦　結婚歴 8 年半／不妊治療歴 6 年／出産・流産歴なし
サロン治療11周期／ボーンスクイズの合計実施回数13回／一源三岐鍼の合計実施回数8回
サロン開始時直近FSH：11.2／妊娠成立周期直近FSH：7.84

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 カウフマン療法 月経 3 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 11 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 12 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 3）（1 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜　この間、凍結胚移植 1 回
サロン治療 3 周期目 お休み 月経 26 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
サロン治療 4 周期目 お休み 月経 28 日目 一源三岐鍼（2 回目）
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（2 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 7 周期目 お休み 月経 13 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 8 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 12 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 16 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（6 回目）

〜この間、2 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 9 周期目 採卵前 月経 7 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
サロン治療 10 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 8 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 15 日目 採卵（採卵数 11 →受精数 9 →胚盤胞数 4）（2 回目）

サロン治療 11 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
月経 11 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
月経 15 日目 SEET 法（2 回目）
月経 17 日目 胚盤胞移植（単一胚）（4 回目）
月経 17 日目 一源三岐鍼（7 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（8 回目）

妊娠成立
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V さん　34 歳　主婦　結婚歴 6 年／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴なし
サロン治療10周期／ボーンスクイズの合計実施回数11回／一源三岐鍼の合計実施回数5回
サロン開始時直近FSH：なし／妊娠成立周期直近FSH：6.44

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 月経 27 日目 一源三岐鍼（1 回目）
〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 2 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 16 日目 人工授精（6 回目）

月経 20 日目 一源三岐鍼（2 回目）
〜この間、2 ヶ月間サロン治療お休み〜　この間に、採卵 1 回と新鮮胚移植 1 回
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 4 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 20 日目 胚盤胞移植（2 個）（2 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 18 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（2 個）（3 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 8 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 10 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 22 日目 胚盤胞移植（単一胚）（4 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 8 周期目 採卵前 月経 11 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
サロン治療 9 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 4 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 9 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 11 日目 採卵（採卵数5→受精数5→胚盤胞数2）（2回目）

サロン治療 10 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 13 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（2 個）（5 回目）

妊娠成立

W さん　34 歳　会社員　結婚歴 6 年／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴なし
サロン治療8周期／ボーンスクイズの合計実施回数8回／一源三岐鍼の合計実施回数5回
サロン開始時直近FSH：8／妊娠成立周期直近FSH：？

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 15 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 お休み 月経 3 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 お休み 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 19 日目 一源三岐鍼（2 回目）
サロン治療 4 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 29 日目 一源三岐鍼（3 回目）
サロン治療 5 周期目 お休み 月経 8 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 6 周期目 お休み 月経 20 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
サロン治療 7 周期目 お休み 月経 22 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 16 日目 一源三岐鍼（4 回目）
月経 17 日目 胚盤胞移植（単一胚）（7 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（5 回目）

妊娠成立
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X さん　35 歳　会社員　結婚歴 5 年／不妊治療歴 3 年半／出産・流産歴あり
サロン治療14周期／ボーンスクイズの合計実施回数25回／一源三岐鍼の合計実施回数5回
サロン開始時直近FSH：19.6／妊娠成立周期直近FSH：15

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 お休み 月経 1 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 18 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 3 周期目 お休み 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 14 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 30 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵前 月経 3 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 19 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

サロン治療 5 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 14 日目 採卵（採卵数 8 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（5 回目）
サロン治療 6 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 11 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 25 日目 胚盤胞移植（2 個）（3 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（3 回目）
月経 33 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 7 周期目 お休み 月経 6 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 21 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

サロン治療 8 周期目 お休み 月経 4 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
月経 26 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

サロン治療 9 周期目 お休み 月経 11 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
月経 20 日目 ボーンスクイズ（15 回目）

サロン治療 10 周期目 お休み 月経 7 日目 ボーンスクイズ（16 回目）
月経 22 日目 ボーンスクイズ（17 回目）

サロン治療 11 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（18 回目）
（採卵中止・人工授精実施） 月経 8 日目 ボーンスクイズ（19 回目）

月経 12 日目 人工授精（8 回目）
月経 17 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 12 周期目 お休み 月経 11 日目 ボーンスクイズ（20 回目）
月経 18 日目 ボーンスクイズ（21 回目）

サロン治療 13 周期目 採卵前 月経 6 日目 ボーンスクイズ（22 回目）
月経 20 日目 ボーンスクイズ（23 回目）

サロン治療 14 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（24 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（25 回目）

月経 14 日目 採卵（採卵数 5 →受精数 3 →胚盤胞数 2）（6 回目）
月経 20 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（4 回目）

妊娠成立

Y さん　35 歳　会社員　結婚歴 6 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴あり
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数9回／一源三岐鍼の合計実施回数1回
サロン開始時直近FSH：4.6／妊娠成立周期直近FSH：5.16

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 19 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 お休み 月経 8 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 カウフマン療法 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 17 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
サロン治療 4 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 4 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数2→受精数2→胚盤胞数2）（1回目）

サロン治療 5 周期目 お休み 月経 6 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
サロン治療 6 周期目 お休み 月経 21 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 13 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 19 日目 SEET 法（1 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（1 回目）

妊娠成立
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Z さん　35 歳　主婦　結婚歴 4 年／不妊治療歴 2 年半／出産・流産歴なし
サロン治療6周期／ボーンスクイズの合計実施回数7回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：なし／妊娠成立周期直近FSH：5.21

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精　自然 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 17 日目 人工授精（3 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 お休み 月経 1 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 人工授精 月経 11 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経日 15 目 人工授精（4 回目）
〜この間、2 ヶ月間サロン治療お休み〜　この間に、人工授精 1 回
サロン治療 4 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 11 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 13 日目 人工授精（6 回目）
月経 31 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 5 周期目 採卵前 月経 12 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 6 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 10 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 5 →受精数 5 →胚盤胞数 3）（1 回目）
月経 17 日目 SEET 法（1 回目）
月経 18 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（1 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立
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A2 さん　35 歳　会社員　結婚歴 7 年／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴なし
サロン治療12周期／ボーンスクイズの合計実施回数17回／一源三岐鍼の合計実施回数10回
サロン開始時直近FSH：7.2／妊娠成立周期直近FSH：2.42

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 10 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 12 日目 採卵（採卵数5→受精数5→胚盤胞数5）（4回目）
月経 18 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（8 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 凍結胚移植　自然 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 14 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（9 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（2 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 14 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（単一胚）（10 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 10 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　自然 月経 14 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（2 個）（11 回目）
月経 24 日目 一源三岐鍼（4 回目）

〜この間、2 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 6 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 11 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 15 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（移植前）（5 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（12 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 7 周期目 お休み 月経 11 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
サロン治療 8 周期目 お休み 月経 8 日目 ボーンスクイズ（12 回目）

月経 17 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
サロン治療 9 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 13 日目 ボーンスクイズ（14 回目）

月経 19 日目 一源三岐鍼（移植前）（7 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（13 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（8 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 10 周期目 採卵前 月経 11 日目 ボーンスクイズ（15 回目）
サロン治療 11 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 8 日目 ボーンスクイズ（16 回目）

月経 11 日目 採卵（採卵数 10 →受精数 9 →胚盤胞数 5）（5 回目）
サロン治療 12 周期目 凍結胚移植　自然 月経 10 日目 ボーンスクイズ（17 回目）

月経 23 日目 一源三岐鍼（移植前）（9 回目）
月経 23 日目 胚盤胞移植（単一胚）（14 回目）
月経 30 日目 一源三岐鍼（10 回目）

妊娠成立

2010臨床統計集_五.indd   25 2016/01/25   17:36



26

B2 さん　36 歳　会社員　結婚歴 5 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし
サロン治療16周期／ボーンスクイズの合計実施回数19回／一源三岐鍼の合計実施回数16回
サロン開始時直近FSH：8.7／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精　自然 月経 23 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 タイミング　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 20 日目 一源三岐鍼（2 回目）
サロン治療 3 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 16 日目 人工授精（3 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（3 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜　この間、人工授精 1 回
サロン治療 4 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 12 日目 人工授精（4 回目）
月経 13 日目 一源三岐鍼（4 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 5 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 15 日目 一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 3 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（7 回目）

サロン治療 7 周期目 人工授精　自然 月経 2 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 12 日目 人工授精（6 回目）
月経 17 日目 一源三岐鍼（8 回目）

サロン治療 8 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 23 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

サロン治療 9 周期目 採卵前 月経 2 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 21 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

サロン治療 10 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 3 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 4 日目 ボーンスクイズ（12 回目）

月経 14 日目 採卵（採卵数 5→受精数 3→胚盤胞数1、4 分割胚数1）（1回目）
サロン治療 11 周期目 お休み 月経 6 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

月経 12 日目 オーダーメイドマッサージ（1 回目）
サロン治療 12 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（14 回目）

月経 24 日目 一源三岐鍼（9 回目）
サロン治療 13 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（15 回目）

月経 22 日目 一源三岐鍼（10 回目）
サロン治療 14 周期目 お休み 月経 12 日目 ボーンスクイズ（16 回目）

月経 18 日目 一源三岐鍼（11 回目）
サロン治療 15 周期目 お休み 月経 8 日目 ボーンスクイズ（17 回目）

月経 29 日目 一源三岐鍼（12 回目）
サロン治療 16 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（18 回目）

月経 16 日目 ボーンスクイズ（19 回目）
月経 18 日目 4 分割胚移植（単一胚）（1 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（13 回目）
月経 29 日目 一源三岐鍼（14 回目）
月経 36 日目 一源三岐鍼（15 回目）
月経 47 日目 一源三岐鍼（16 回目）

妊娠成立
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C2 さん　37 歳　主婦　結婚歴 11 年半／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴なし
サロン治療13周期／ボーンスクイズの合計実施回数14回／一源三岐鍼の合計実施回数11回
サロン開始時直近FSH：8.2／妊娠成立周期直近FSH：0.33

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 タイミング 月経 25 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 人工授精　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 14 日目 人工授精（21 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 タイミング 月経 5 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 16 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵　hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 7 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数 4 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（1回目）
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 14 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 25 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 20 日目 一源三岐鍼（5 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　自然 月経 16 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 24 日目 胚盤胞移植（単一胚）（2 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 8 周期目 カウフマン療法 月経 28 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
サロン治療 9 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 13 日目 採卵（採卵数 4 →受精数 3 →胚盤胞数 3）（2 回目）
サロン治療 10 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 15 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（7 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 11 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 13 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（4 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（8 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（9 回目）

サロン治療 12 周期目 カウフマン療法 月経 14 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
月経 25 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

サロン治療 13 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 13 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
月経 15 日目 SEET 法（1 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（移植前）（10 回目）
月経 18 日目 胚盤胞移植（単一胚）（5 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（11 回目）

妊娠成立

2010臨床統計集_五.indd   27 2016/01/25   17:36



28

D2 さん　37 歳　主婦　結婚歴 12 年／不妊治療歴 5 年／出産・流産歴なし
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数11回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：なし／妊娠成立周期直近FSH：7.9

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 お休み 月経 11 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 14 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
サロン治療 3 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 10 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 14 日目 人工授精（6 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 17 日目 一源三岐鍼（2 回目）
サロン治療 5 周期目 採卵前 月経 4 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 15 日目 採卵（採卵数3→受精数1→胚盤胞数1）（1回目）
月経 21 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（1 回目）

〜この間、2 ヶ月間サロン治療お休み〜　この間、採卵 1 回と凍結胚移植 1 回
サロン治療 7 周期目 採卵　hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 10 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数2→受精数1→胚盤胞数1）（3回目）
月経 18 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（3 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立

E2 さん　37 歳　主婦　結婚歴 9 年／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴なし
サロン治療6周期／ボーンスクイズの合計実施回数6回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：14.3／妊娠成立周期直近FSH：7.4

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 タイミング　クロミフェン使用 月経 18 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植　自然 月経 2 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

（移植中止） 月経 9 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 16 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 19 日目 桑実胚移植（2 個）（4 回目）
サロン治療 4 周期目 お休み 月経 15 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 23 日目 一源三岐鍼（2 回目）
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 24 日目 一源三岐鍼（移植前）（3 回目）
月経 24 日目 胚盤胞移植（単一胚）（5 回目）

サロン治療 6 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 12 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（6 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立
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F2 さん　37 歳　主婦　結婚歴 6 年半／不妊治療歴 2 年半／出産・流産歴なし
サロン治療5周期／ボーンスクイズの合計実施回数9回／一源三岐鍼の合計実施回数2回
サロン開始時直近FSH：18.5／妊娠成立周期直近FSH：12

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵前周期 月経 11 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 6 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 9 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 16 日目 採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 0）（1 回目）

サロン治療 3 周期目 採卵前 月経 11 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 26 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵　hMG/rFSH 単位 月経 8 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 10 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 16 日目 採卵（採卵数 11 →受精数 9 →胚盤胞数 6）（2 回目）

サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 13 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（1 回目）
月経 30 日目 一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立

G2 さん　38 歳　会社員　結婚歴 12 年／不妊治療歴 6 年／出産・流産歴なし
サロン治療10周期／ボーンスクイズの合計実施回数18回／一源三岐鍼の合計実施回数8回目
サロン開始時直近FSH：10.6／妊娠成立周期直近FSH：15.63

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵前 月経 22 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 1 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 3 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 5 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 15 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（7 回目）
サロン治療 3 周期目 お休み 月経 3 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 28 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 6 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 16 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 18 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（1 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 5 周期目 お休み 月経 18 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 6 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 12 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 16 日目 SEET 法（2 回目）
月経 16 日目 一源三岐鍼（移植前）（4 回目）
月経 18 日目 胚盤胞移植（単一胚）（4 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 7 周期目 お休み 月経 21 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
サロン治療 8 周期目 カウフマン療法 月経 3 日目 ボーンスクイズ（12 回目）

月経 4 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
サロン治療 9 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（14 回目）

月経 4 日目 ボーンスクイズ（15 回目）
月経 6 日目 ボーンスクイズ（16 回目）

月経 14 日目 採卵（採卵数 7 →受精数 7 →胚盤胞数 2）（8 回目）
サロン治療 10 周期目 凍結胚移植　自然 月経 3 日目 ボーンスクイズ（17 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（18 回目）
月経 18 日目 SEET 法（3 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（移植前）（6 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（2 個）（5 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（7 回目）
月経 34 日目 一源三岐鍼（8 回目）

妊娠成立
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H2 さん　38 歳　会社員　結婚歴 1 年／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし
サロン治療2周期／ボーンスクイズの合計実施回数4回／一源三岐鍼の合計実施回数2回
サロン開始時直近FSH：11.9／妊娠成立周期直近FSH：■

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 13 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 18 日目 採卵（採卵数 17 →受精数 9 →胚盤胞数 9）（3 回目）

サロン治療 2 周期目 凍結胚移植　自然 月経 2 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 13 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 27 日目 胚盤胞移植（単一胚）（5 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（1 回目）
月経 35 日目 一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立

I2 さん　38 歳　会社員　結婚歴 7 年／不妊治療歴 5 年／出産・流産歴あり
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数10回／一源三岐鍼の合計実施回数9回
サロン開始時直近FSH：6.8／妊娠成立周期直近FSH：7

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 お休み 月経 4 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 11 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 19 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（2 個）（9 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（3 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（4 回目）
月経 34 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 13 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 5 周期目 採卵　hMG/rFSH 単位 月経 6 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 13 日目 採卵（採卵数 6 →受精数不明→胚盤胞数 1）（5 回目）
サロン治療 6 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 14 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 16 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 22 日目 一源三岐鍼（7 回目）
月経 23 日目 胚盤胞移植（単一胚）（10 回目）
月経 29 日目 一源三岐鍼（8 回目）
月経 39 日目 一源三岐鍼（9 回目）

妊娠成立
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J2 さん　38 歳　会社員　結婚歴 8 年／不妊治療歴 6 年／出産・流産歴なし
サロン治療16周期／ボーンスクイズの合計実施回数23回／一源三岐鍼の合計実施回数10回
サロン開始時直近FSH：9.6／妊娠成立周期直近FSH：11.06

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 カウフマン療法 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 24 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

サロン治療 2 周期目 凍結胚移植　自然 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 11 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 21 日目 桑実胚移植（2 個）（6 回目）
月経 30 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 3 周期目 お休み 月経 16 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 4 周期目 カウフマン療法 月経 5 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

サロン治療 5 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 10 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（4 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 3 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
サロン治療 7 周期目 お休み 月経 12 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

月経 22 日目 一源三岐鍼（3 回目）
サロン治療 8 周期目 お休み 月経 10 日目 ボーンスクイズ（12 回目）

月経 21 日目 一源三岐鍼（4 回目）
サロン治療 9 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 12 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（7 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（5 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 10 周期目 お休み 月経 7 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
サロン治療 11 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 13 日目 ボーンスクイズ（15 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（8 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（7 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（8 回目）

サロン治療 12 周期目 採卵前 月経 7 日目 ボーンスクイズ（16 回目）
サロン治療 13 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（17 回目）

月経 9 日目 ボーンスクイズ（18 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 0）（5 回目）

サロン治療 14 周期目 採卵前 月経 10 日目 ボーンスクイズ（19 回目）
サロン治療 15 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（20 回目）

月経 10 日目 ボーンスクイズ（21 回目）
月経 12 日目 採卵（採卵数 4 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（6 回目）

サロン治療 16 周期目 凍結胚移植　自然 月経 3 日目 ボーンスクイズ（22 回目）
月経 12 日目 ボーンスクイズ（23 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（9 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（9 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（10 回目）

妊娠成立
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K2 さん　39 歳　会社員　結婚歴 3 年半／不妊治療歴 3 年半／出産・流産歴なし
サロン治療4周期／ボーンスクイズの合計実施回数6回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：5.93／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 6 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 14 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（1 回目）
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植　自然 月経 5 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 13 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 16 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（1 回目）
月経 26 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 お休み 月経 22 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 12 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（2 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立

L2 さん　39 歳　会社員　結婚歴 1 年／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし
サロン治療6周期／ボーンスクイズの合計実施回数9回／一源三岐鍼の合計実施回数5回
サロン開始時直近FSH：16.2／妊娠成立周期直近FSH：8.6

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 16 日目 採卵（採卵数不明→受精数不明→ 0）（2 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵前 月経 5 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 12 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 3 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数 10 →受精数 6 →胚盤胞数 1）（3 回目）
月経 16 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（1 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵前 月経 7 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 5 周期目 採卵　自然 月経 5 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 13 日目 採卵（採卵数 4 →受精数 1 →胚盤胞数 1）（4 回目）
サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 4 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 10 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 15 日目 採卵（採卵数 1 →受精数 0）（5 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（2 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（4 回目）
月経 31 日目 一源三岐鍼（5 回目）

妊娠成立
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M2 さん　39 歳　主婦　結婚歴 6 年／不妊治療歴 2 年半／出産・流産歴なし
サロン治療5周期／ボーンスクイズの合計実施回数6回／一源三岐鍼の合計実施回数2回
サロン開始時直近FSH：6／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 11 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 15 日目 採卵（採卵数5→受精数不明→4分割胚数2）（5回目）

サロン治療 2 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 13 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 18 日目 4 分割胚移植（2 個）（8 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 3 周期目 お休み 月経 10 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
サロン治療 4 周期目 採卵前 月経 8 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
サロン治療 5 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数5→受精数4→8分割胚数3）（6回目）
月経 16 日目 新鮮胚移植（8 分割胚 3 個）（9 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立

N2　40 歳　会社員　結婚歴 2 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし
サロン治療3周期／ボーンスクイズの合計実施回数4回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：2.7／妊娠成立周期直近FSH：？

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵前 月経 5 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 10 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 3 周期目 採卵　GnRH アゴニストショート法 月経 6 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 12 日目 採卵（採卵数 8 →受精数 6 →胚盤胞 5）（2 回目）
月経 18 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（3 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立

O2 さん　40 歳　会社員　結婚歴 7 年／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴なし
サロン治療3周期／ボーンスクイズの合計実施回数3回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：？／妊娠成立周期直近FSH：0.75

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 28 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 カウフマン療法 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 25 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 12 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 20 日目 SEET 法（2 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）
月経 21 目目 一源三岐鍼（2 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立
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P2 さん　40 歳　会社員　結婚歴 1 年／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし
サロン治療8周期／ボーンスクイズの合計実施回数13回／一源三岐鍼の合計実施回数1回目
サロン開始時直近FSH：7.3／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精 月経 17 日目 人工授精（1 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 お休み 月経 3 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 7 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

サロン治療 3 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 7 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数 9 →受精数 5 →桑実胚数 2）（1 回目）
月経 16 日目 新鮮胚移植（桑実胚 2 個）（1 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵前 月経 16 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 5 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 14 →受精数 9 → 8 分割胚数 7）（2回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 16 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 4 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 10 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 18 日目 8 分割胚移植（2 個）（2 回目）

サロン治療 8 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 4 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
月経 12 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
月経 17 日目 8 分割胚移植（2 個）（3 回目）

妊娠成立

Q2 さん　40 歳　主婦　結婚歴 11 年／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴なし
サロン治療8周期／ボーンスクイズの合計実施回数15回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：13／妊娠成立周期直近FSH：8.52

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵前　GnRH アゴニスト点鼻薬使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 12 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 19 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵　GnRH アゴニストロング法 月経 2 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 4 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 15 日目 採卵（採卵数 5 →受精数 4 →胚盤胞数 2）（7 回目）
サロン治療 3 周期目 カウフマン療法 月経 11 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 21 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
サロン治療 4 周期目 採卵前　GnRH アゴニスト点鼻薬使用 月経 7 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 20 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
サロン治療 5 周期目 採卵　GnRH アゴニストロング法 月経 3 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

（採卵中止） 月経 6 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
サロン治療 6 周期目 お休み 月経 2 日目 ボーンスクイズ（12 回目）

月経 7 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
サロン治療 7 周期目 お休み 月経 12 日目 ボーンスクイズ（14 回目）

月経 19 日目 一源三岐鍼（1 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 8 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 15 日目 ボーンスクイズ（15 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（3 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（2 個）（4 回目）

妊娠成立
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R2 さん　40 歳　主婦　結婚歴 14 年／不妊治療歴 14 年／出産・流産歴なし
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数10回／一源三岐鍼の合計実施回数5回
サロン開始時直近FSH：8.6／妊娠成立周期直近FSH：8.89

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 23 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 お休み 月経 4 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 36 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 11 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 18 日目 胚盤胞移植（単一胚）（6 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（2 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 9 日目 ボーンスクイズ　（4 回目）
サロン治療 5 周期目 カウフマン療法 月経 11 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 19 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 6 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 16 日目 採卵（採卵数 4 →受精数 4 →胚盤胞数 2）（5 回目）

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　自然 月経 7 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 13 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 21 日目 SEET 法（1 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（移植前）（4 回目）
月経 23 日目 胚盤胞移植（2 個）（7 回目）
月経 30 日目 一源三岐鍼（5 回目）

妊娠成立

S2 さん　41 歳　会社員　結婚歴 8 年半／不妊治療歴 3 年半／出産・流産歴なし
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数10回／一源三岐鍼の合計実施回数3回
サロン開始時直近FSH：15.2／妊娠成立周期直近FSH：6.4

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 10 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 11 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 17 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 15 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（4 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵前 月経 11 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 5 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 1）（2 回目）
サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 8 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 9 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 6 →受精数 5 →胚盤胞数 4）（3 回目）

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 14 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 18 日目 一源三岐鍼（3 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（5 回目）
月経 31 日目 オーダーメイドマッサージ（1 回目）

妊娠成立
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T2 さん　41 歳　主婦　結婚歴 15 年／不妊治療歴 15 年／出産・流産歴なし
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数9回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：8／妊娠成立周期直近FSH：10.12

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 18 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 カウフマン療法 月経 7 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 15 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 17 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（2 個）（8 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 4 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 14 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 17 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（2 個）（9 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 6 周期目 カウフマン療法 月経 2 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 10 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 17 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（2 個）（9 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立

U2 さん　41 歳　主婦　結婚歴 1 年／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし
サロン治療5周期／ボーンスクイズの合計実施回数6回／一源三岐鍼の合計実施回数1回
サロン開始時直近FSH：7／妊娠成立周期直近FSH：7.76

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 タイミング　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 タイミング　自然 月経 3 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 タイミング　自然 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
サロン治療 4 周期目 タイミング　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
サロン治療 5 周期目 採卵　自然 月経 8 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 9 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 16 日目 採卵（採卵数 1 →受精数 1 → 6 分割胚数 1）（1 回目）
月経 18 日目 新鮮胚移植（6 分割胚 1 個）（1 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（1 回目）

妊娠成立
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V2 さん　41 歳　会社員　結婚歴 10 年半／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴あり
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数11回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：7.74／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵前 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 12 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数 8 →受精数 8 →胚盤胞数 5）（3 回目）
月経 18 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 1 個）（5 回目）

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　自然 月経 2 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 14 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（6 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 12 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
サロン治療 5 周期目 カウフマン療法 月経 6 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

月経 21 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
サロン治療 6 周期目 お休み 月経 13 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 13 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（7 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（2 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（3 回目）
月経 34 日目 一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立

W2 さん　41 歳　主婦　結婚歴 2 年半／不妊治療歴 2 年半／出産・流産歴なし
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数11回／一源三岐鍼の合計実施回数5回
サロン開始時直近FSH：11.5／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵前 月経 15 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 5 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 9 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 15 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 1）（4 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 12 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵　クロミフェン使用 月経 7 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 14 日目 採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（5 回目）
月経 16 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 5 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 6 周期目 カウフマン療法 月経 9 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 21 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 12 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（4 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（4 回目）
月経 27 日目 一源三岐鍼（5 回目）

妊娠成立
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X2 さん　41 歳　会社員　結婚歴 16 年／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴なし
サロン治療9周期／ボーンスクイズの合計実施回数16回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：なし／妊娠成立周期直近FSH：15.29

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵前 月経 24 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 2 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

（採卵中止） 月経 6 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
サロン治療 3 周期目 カウフマン療法 月経 18 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 25 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 4 周期目 人工授精　自然 月経 3 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 13 日目 人工授精（4 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 5 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 10 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 15 日目 人工授精（5 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 6 周期目 人工授精　クロミフェン使用 月経 7 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 13 日目 人工授精（6 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（3 回目）
月経 30 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 7 周期目 採卵前 月経 2 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 15 日目 ボーンスクイズ（12 回目）

サロン治療 8 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
月経 7 日目 ボーンスクイズ（14 回目）

月経 12 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（2 回目）
サロン治療 9 周期目 凍結胚移植　自然 月経 4 日目 ボーンスクイズ（15 回目）

月経 11 日目 ボーンスクイズ（16 回目）
月経 15 日目 SEET 法（1 回目）
月経 18 日目 胚盤胞移植（2 個）（1 回目）

妊娠成立

Y2 さん　41 歳　会社員　結婚歴 11 年／不妊治療歴 7 年／出産・流産歴あり
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数8回／一源三岐鍼の合計実施回数0回
サロン開始時直近FSH：8／妊娠成立周期直近FSH：7.68

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 3 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
サロン治療 2 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 人工授精 月経 6 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 13 日目 人工授精（6 回目）
サロン治療 4 周期目 お休み 月経 2 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
サロン治療 5 周期目 お休み 月経 15 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 7 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 8 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 5 →受精数 4 →胚盤胞数 1）（2 回目）

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 13 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）

妊娠成立
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Z2 さん　42 歳　会社員　結婚歴 14 年／不妊治療歴 5 年／出産・流産歴なし
サロン治療11周期／ボーンスクイズの合計実施回数14回／一源三岐鍼の合計実施回数6回
サロン開始時直近FSH：14.6／妊娠成立周期直近FSH：5.95

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 17 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 2 周期目 採卵前 月経 5 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 13 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
サロン治療 3 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 4 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

月経 7 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 4 →受精数 2 →胚盤胞数 2）（2 回目）
月経 19 日目 新鮮胚移植（胚盤胞 2 個）（6 回目）

サロン治療 4 周期目 採卵前 月経 14 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
サロン治療 5 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 2 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 6 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 9 →受精数 8 →胚盤胞数 8）（3 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 14 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 11 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（移植前）（2 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（2 個）（7 回目）
月経 29 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 8 周期目 お休み 月経 12 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
サロン治療 9 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（12 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（2 個）（8 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 10 周期目 お休み 月経 5 日目 ボーンスクイズ（13 回目）
月経 14 日目 一源三岐鍼（5 回目）

サロン治療 11 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 11 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（2 個）（9 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（6 回目）

妊娠成立

A3 さん　42 歳　会社員　結婚歴 8 年半／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴あり
サロン治療5周期／ボーンスクイズの合計実施回数4回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：7.99／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目（凍結胚移植中止） 月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）
サロン治療 2 周期目 カウフマン療法 月経 8 日目 ボーンスクイズ（1 回目）

月経 21 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 14 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（1 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 4 周期目 お休み 月経 13 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 17 日目 SEET 法（1 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（2 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立
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B3 さん　43 歳　会社員　結婚歴 9 年／不妊治療歴 6 年／出産・流産歴なし
サロン治療8周期／ボーンスクイズの合計実施回数14回／一源三岐鍼の合計実施回数5回
サロン開始時直近FSH：17.2／妊娠成立周期直近FSH：10.5

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 お休み 月経 1 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵前 月経 7 日目 ボーンスクイズ（3 回目）
月経 15 日目 ボーンスクイズ（4 回目）

サロン治療 3 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 5 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 9 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 10 日目 採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）（3 回目）
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 16 日目 ボーンスクイズ（7 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（3 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（1 回目）
月経 28 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 5 周期目 お休み 月経 6 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
月経 12 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 19 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 2 日目 ボーンスクイズ（10 回目）
月経 11 日目 ボーンスクイズ（11 回目）
月経 15 日目 採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 1）（4 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 7 周期目 お休み 月経 2 日目 ボーンスクイズ（12 回目）
月経 10 日目 ボーンスクイズ（13 回目）

サロン治療 8 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 13 日目 ボーンスクイズ（14 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（単一胚）（5 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（5 回目）

妊娠成立

C3 さん　43 歳　会社員　結婚歴 2 年／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数11回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：11／妊娠成立周期直近FSH：10.9

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 人工授精 月経 5 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 14 日目 人工授精（1 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 2 周期目 カウフマン療法 月経 7 日目 ボーンスクイズ（2 回目）
月経 19 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

サロン治療 3 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 6 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（5 回目）

月経 13 日目 採卵（採卵数 8 →受精数 7 → 8 分割胚数 2）（4 回目）
月経 15 日目 新鮮胚移植（8 分割胚 1 個）（5 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（2 回目）

サロン治療 4 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 11 日目 ボーンスクイズ（6 回目）
月経 22 日目 8 分割胚移植（単一胚）（6 回目）
月経 25 日目 一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 5 周期目 採卵前 月経 12 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 20 日目 ボーンスクイズ（8 回目）

サロン治療 6 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 3 日目 ボーンスクイズ（9 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（10 回目）

月経 14 日目 採卵（採卵数 3 →受精数 1 →胚盤胞数 1）（5 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　ホルモン補充 月経 15 日目 ボーンスクイズ（11 回目）

月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（7 回目）
月経 22 日目 一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立
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妊娠までの記録
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D3 さん　43 歳　会社員　結婚歴 4 年／不妊治療歴 4 年／出産・流産歴なし
サロン治療7周期／ボーンスクイズの合計実施回数9回／一源三岐鍼の合計実施回数4回
サロン開始時直近FSH：9.65／妊娠成立周期直近FSH：なし

体外／顕微 �

妊
娠
ま
で
の
記
録

サロン治療 1 周期目 採卵　クロミフェン＋ hMG/rFSH 単位 月経 6 日目 ボーンスクイズ（1 回目）
月経 8 日目 ボーンスクイズ（2 回目）

月経 11 日目 採卵（採卵数 4 →受精数 3 →胚盤胞数 3）（2 回目）
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植　自然 月経 6 日目 ボーンスクイズ（3 回目）

月経 14 日目 ボーンスクイズ（4 回目）
月経 19 日目 胚盤胞移植（単一胚）（2 回目）
月経 23 日目 一源三岐鍼（1 回目）

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 14 日目 ボーンスクイズ（5 回目）
月経 20 日目 胚盤胞移植（2 個）（3 回目）
月経 20 日目 一源三岐鍼（2 回目）

〜この間、1 ヶ月間サロン治療お休み〜
サロン治療 4 周期目 採卵　GnRH アンタゴニスト法 月経 7 日目 ボーンスクイズ（6 回目）

月経 9 日目 ボーンスクイズ（7 回目）
月経 13 日目 採卵（採卵数 6 →受精数 4 →胚盤胞数 3）（3 回目）

サロン治療 5 周期目 凍結胚移植　自然 月経 18 日目 一源三岐鍼（移植前）（3 回目）
月経 18 日目 胚盤胞移植（単一胚）（4 回目）

サロン治療 6 周期目 お休み 月経 10 日目 ボーンスクイズ（8 回目）
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植　クロミフェン使用 月経 12 日目 ボーンスクイズ（9 回目）

月経 19 日目 SEET 法（1 回目）
月経 21 日目 一源三岐鍼（移植前）（4 回目）
月経 21 日目 胚盤胞移植（単一胚）（5 回目）

妊娠成立
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