タイミング ❶
A さん

31 歳

結婚歴 4 年 1ヵ月／不妊治療歴 3 年半／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 3 回
サロン開始時直近 FSH：？／妊娠成立周期直近 FSH：？
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
サロン治療 2 周期目 タイミング クロミフェン使用

月経 12日目
月経 20日目
月経 10日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）

月経 21日目

一源三岐鍼（2 回目）

月経 31日目

一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立

タイミング ❷
B さん

35 歳

結婚歴 1 年／不妊治療歴 10ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期 6 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 5 回／一源三岐鍼の合計実施回数 5 回
サロン開始時直近 FSH：8.39／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 タイミング
妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 タイミング
サロン治療 4 周期目 タイミング
サロン治療 5 周期目 タイミング
サロン治療 6 周期目 タイミング

月経 24日目
月経 5日目
月経 20日目
月経 4日目
月経 19日目
月経 8日目
月経 22日目
月経 9日目
月経 22日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
一源三岐鍼（5 回目）

妊娠成立

タイミング ❸
C さん

36 歳

結婚歴 2 年 2ヵ月／不妊治療歴 1 年 5ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 4 回
サロン開始時直近 FSH：？／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 タイミング
妊娠までの記録

〜一度妊娠成立も流産、サロン 3ヵ月お休み〜
サロン治療 2 周期目 お休み

〜一度妊娠成立も流産、サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 3 周期
お休み
サロン治療 4 周期目 タイミング

妊娠成立
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月経 4日目
月経 11日目
月経 16日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（1回目）

月経 8日目
月経 14日目
月経 21日目

ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
一源三岐鍼（2 回目）

月経 8日目
月経 14日目
月経 14日目
月経 23日目

ボーンスクイズ（5 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
一源三岐鍼（4 回目）

妊娠までの記録

人工授精 ❶
D さん

39 歳

結婚歴 3 年 2ヵ月／不妊治療歴 2 年 7ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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：5.5／妊娠成立周期直近 FSH：7.3
サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 人工授精 クロミフェン使用
妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 人工授精

月経 23日目
月経 7日目
月経 22日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（1回目）

月経 4日目

ボーンスクイズ（3 回目）

月経 20日目
サロン治療 4 周期目 人工授精

月経 7日目
月経 23日目

一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
一源三岐鍼（3 回目）

サロン治療 5 周期目 人工授精

月経 9日目

ボーンスクイズ（5 回目）

サロン治療 6 周期目 人工授精

月経 9日目

ボーンスクイズ（6 回目）

月経 19日目

一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立

人工授精 ❷
E さん

39 歳

結婚歴 1 年 5ヵ月／不妊治療歴 1 年 3ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期 9 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 9 回
サロン開始時直近 FSH：10.57／妊娠成立周期直近 FSH：3.5
サロン治療 1 周期目 凍結胚移植 低刺激
（クロミフェン使用）

サロン治療 2 周期目 タイミング
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植＆人工授精

妊娠までの記録

サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 5 周期目 お休み
サロン治療 6 周期目 お休み（カウフマン周期）
サロン治療 7 周期目 お休み
サロン治療 8 周期目 人工授精
サロン治療 9 周期目 人工授精

月経 8日目
月経 15日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目
月経 28日目
月経 6日目
月経 23日目
月経 5日目
月経 11日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 27日目
月経 11日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目
月経 26日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
SEET 法（簡易法）
凍結胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
人工授精（1回目）
凍結胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（5回目）→一源三岐鍼でご予約も陰性の為施術内容変更
ボーンスクイズ（6 回目）
SEET 法（簡易法）
凍結胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（5 回目）
一源三岐鍼（6 回目）

月経 7日目

ボーンスクイズ（7 回目）

月経 21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 20日目

ボーンスクイズ（10 回目）

月経 5日目

ボーンスクイズ（11回目）

月経 14日目

人工授精（2 回目）

月経 14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 14日目

人工授精（3 回目）

月経 20日目

一源三岐鍼（7 回目）

月経 38日目

一源三岐鍼（8 回目）

月経 45日目

一源三岐鍼（9 回目）

妊娠成立
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人工授精 ❸
F さん

30 歳

結婚歴 2 年 10ヵ月／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 1回
サロン開始時直近 FSH：7.9／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 タイミング
サロン治療 2 周期目 人工授精

月経 2日目
月経 4日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（1回目）

妊娠成立

体外／顕微 ❶
G さん

32 歳

結婚歴 6 年／不妊治療歴？／出産・流産歴なし

サロン治療周期 4 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 5 回／一源三岐鍼の合計実施回数 2 回
サロン開始時直近 FSH：9.19／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 お休み

月経 9日目
月経 20日目
月経 13日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）

月経 17日目

SEET 法（簡易法）

月経 20日目

胚盤胞移植（1 個）

月経 20日目

一源三岐鍼（1回目）

月経 9日目

ボーンスクイズ（4 回目）

〜サロン1ヵ月お休み〜
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（5 回目）

月経 14日目

SEET 法（簡易法）

月経 17日目

胚盤胞移植（1 個）

月経 17日目

一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立

体外／顕微 ❷
H さん

34 歳

結婚歴 2 年 2ヵ月／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 4 回
サロン開始時直近 FSH：7.57／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 採卵 クロミフェン（2 錠 5日）
使用
サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 採卵 クロミフェン（1錠5日）+hMG／rFSH 単位
妊娠までの記録

リング 600

サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

ボーンスクイズ（1回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（2 回目）

月経 4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
サロン治療 4 周期目 お休み

妊娠成立
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月経 9日目
月経 14日目
月経 16日目

月経 4日目

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

月経 23日目

一源三岐鍼（1回目）

月経 12日目

ボーンスクイズ（6 回目）

月経 19日目

SEET 法（簡易法）

月経 21日目

胚盤胞移植（1 個）

月経 21日目

一源三岐鍼（2 回目）

月経 37日目

一源三岐鍼（3 回目）

月経 43日目

一源三岐鍼（4 回目）

妊娠までの記録

体外／顕微 ❸
I さん

39 歳

結婚歴 6 年 3ヵ月／不妊治療歴 3 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期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：16.78／妊娠成立周期直近 FSH：？
妊娠までの記録

サロン治療 1 周期目 凍結胚移植 自然

月経 8日目
月経 15日目
月経 17日目

ボーンスクイズ（1回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）

月経 17日目

一源三岐鍼（1回目）

妊娠成立

体外／顕微 ❹
J さん

36 歳

結婚歴 5 年／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 1回
サロン開始時直近 FSH：4.58／妊娠成立周期直近 FSH：？
妊娠までの記録

サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

月経 21日目
月経 4日目
月経 10日目
月経 15日目
月経 18日目
月経 18日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）

妊娠成立

体外／顕微 ❺
K さん

40 歳

結婚歴 2 年 3ヵ月／不妊治療歴 2 年 3ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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 4 回
サロン開始時直近 FSH：10.27／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 お休み（採卵前周期）

サロン治療 2 周期目 採卵
妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 お休み
サロン治療 4 周期目 お休み
サロン治療 5 周期目 採卵
サロン治療 6 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

月経 2日目
月経 9日目
月経 19日目
月経 11日目
？
月経 13日目
月経 2日目
月経 14日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）

？
？
月経 4日目
月経 18日目
月経 14日目
月経 23日目
月経 24日目
月経 44日目
月経 52日目

ボーンスクイズ（7 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 1 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立
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体外／顕微 ❻
L さん

34 歳

結婚歴 7 年 11ヵ月／不妊治療歴 7 年 11ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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 6 回
サロン開始時直近 FSH：7.89／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 お休み

？
月経 14日目
月経 16日目
月経 19日目

胚盤胞移植（2 個）

月経 19日目

一源三岐鍼（1回目）

月経 8日目

サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
SEET 法（内膜刺激法）

ボーンスクイズ（3 回目）

月経 20日目

一源三岐鍼（2 回目）

月経 15日目

ボーンスクイズ（4 回目）

月経 18日目

SEET 法（簡易法）

月経 20日目

胚盤胞移植（2 個）

月経 20日目

一源三岐鍼（3 回目）

月経 34日目

一源三岐鍼（4 回目）

月経 43日目

一源三岐鍼（5 回目）

月経 50日目

一源三岐鍼（6 回目）

妊娠成立

体外／顕微 ❼
M さん

35 歳

結婚歴 9 年 9ヵ月／不妊治療歴 5 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 4 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 5 回／一源三岐鍼の合計実施回数 3 回
サロン開始時直近 FSH：11.25／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 お休み
妊娠までの記録

サロン治療 2 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 3 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 1200
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 自然

月経 9日目
月経 24日目
月経 3日目
月経 13日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）

月経 1日目
月経 7日目
月経 12日目
月経 14日目
月経 17日目
月経 17日目
月経 38日目

ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 3 →胚盤胞数 3）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立

体外／顕微 ❽
N さん

37 歳

結婚歴 5 年 1ヵ月／不妊治療歴 1 年 5ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期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 4 回
サロン開始時直近 FSH：7.54／妊娠成立周期直近 FSH：？
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

妊娠成立
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月経 22日目
月経 22日目
月経 24日目
月経 26日目
月経 29日目
月経 38日目
月経 45日目

SEET 法（簡易法）
ボーンスクイズ（1回目）
胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）

妊娠までの記録

体外／顕微 ❾
O さん

35 歳

結婚歴 10 年／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 9 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：6.62／妊娠成立周期直近 FSH：7.26
サロン治療 1 周期目 タイミング クロミフェン使用
サロン治療 2 周期目 タイミング クロミフェン使用
サロン治療 3 周期目 お休み
〜サロン 3ヵ月お休み〜
サロン治療 4 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位
ピュール 900+リング 150

妊娠までの記録

〜サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 6 周期目 お休み
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

〜サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 8 周期目 採卵 クロミフェン（2 錠 5日）
+hMG／rFSH 単位
ピュール 900+リング 300

月経 4日目
月経 18日目
月経 5日目
月経 2日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）

月経 5日目
月経 8日目
月経 11日目

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

月経 10日目
月経 14日目
月経 16日目
月経 16日目
月経 10日目
月経 11日目
月経 16日目
月経 16日目

ボーンスクイズ（6 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（3 回目）

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 12日目

採卵（採卵数 12 →受精数 9 →胚盤胞数 1）

月経 14日目

ボーンスクイズ（11回目）

〜サロンならびにクリニック1ヵ月お休み〜
サロン治療 9 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

月経 19日目

SEET 法（内膜刺激法）

月経 21日目

一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
P さん

41 歳

結婚歴 3 年／不妊治療歴 1 年 3ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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：8.7／妊娠成立周期直近 FSH：10.4
サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 採卵 クロミフェン使用

妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植 自然

サロン治療 4 周期目 凍結胚移植（中止） 自然

サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

月経 28日目
月経 5日目
月経 8日目
月経 14日目
月経 7日目
月経 14日目
月経 21日目
月経 22日目
月経 6日目
月経 12日目
月経 21日目
月経 15日目
月経 17日目
月経 18日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 3）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
一源三岐鍼（1回目）
胚盤胞移植
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
一源三岐鍼（2 回目）
胚盤胞移植

妊娠成立
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体外／顕微 
Q さん

43 歳

結婚歴 10 年 7ヵ月／不妊治療歴 6 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期 35 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 49 回／一源三岐鍼の合計実施回数 11回
サロン開始時直近 FSH：？／妊娠成立周期直近 FSH：6.74
サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 人工授精 クロミフェン使用

妊娠までの記録
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月経 3日目
月経 5日目
月経 6日目
月経 13日目
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
月経 14日目
サロン治療 5 周期目 お休み
？
サロン治療 6 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 7日目
ピュール 450+リング 450
月経 8日目
月経 13日目
月経 20日目
サロン治療 7 周期目 お休み（凍結胚移植延期） クロミフェン使用 月経 13日目
〜この間に一度妊娠も流産、サロン 4ヵ月お休み〜
サロン治療 8 周期目 お休み
月経 12日目
月経 25日目
サロン治療 9 周期目 お休み カウフマン周期
月経 8日目
月経 15日目
サロン治療 10 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 8日目
チム300+ピュール 300+リング 300
月経 9日目
月経 11日目
サロン治療 11 周期目 凍結胚移植 自然
月経 15日目
月経 20日目
月経 20日目
月経 28日目
サロン治療 12 周期目 凍結胚移植 自然
月経 7日目
月経 15日目
月経 19日目
月経 22日目
月経 23日目
サロン治療 13 周期目 凍結胚移植 自然
月経 6日目
月経 13日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 18日目
サロン治療 14 周期目 人工授精
月経 11日目
月経 16日目
月経 25日目
サロン治療 15 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 15日目
月経 18日目
月経 20日目
サロン治療 16 周期目 お休み カウフマン周期
？
？
サロン治療 17 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 7日目
ピュール 600+リング 75
月経 8日目
月経 13日目
サロン治療 18 周期目 人工授精
月経 8日目
月経 15日目
月経 22日目
サロン治療 19 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 5日目
ピュール 900+セトロタイド 0.25
月経 6日目
サロン治療 20 周期目 お休み マーベロン使用
月経 5日目
月経 23日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
人工授精（6 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
人工授精（7 回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 4 →胚盤胞数 1）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
採卵（採卵数 6 →受精数 6 →胚盤胞数 3）
ボーンスクイズ（13 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（6 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（7 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
人工授精（8 回目）
オーダーメイドマッサージ（1回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 1 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（24 回目）
人工授精（9 回目）
一源三岐鍼（8 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
ボーンスクイズ（26 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
ボーンスクイズ（28 回目）

妊娠までの記録

妊娠までの記録

サロン治療 21 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 6日目
リング 1050
月経 8日目
月経 12日目
サロン治療 22 周期目 タイミング クロミフェン使用
月経 5日目
サロン治療 23 周期目 採卵 フェマーラ（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 2日目
リング 1275
月経 6日目
月経 11日目
サロン治療 24 周期目 お休み
月経 12日目
サロン治療 25 周期目 お休み
月経 4日目
月経 10日目
サロン治療 26 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 7日目
リング 1200
月経 8日目
月経 11日目
サロン治療 27 周期目 お休み
月経 11日目
サロン治療 28 周期目 人工授精
月経 13日目
月経 14日目
サロン治療 29 周期目 お休み
月経 3日目
サロン治療 30 周期目 お休み
月経 4日目
サロン治療 31 周期目 採卵 フェマーラ（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 2日目
リング 1050
月経 4日目
月経 11日目
サロン治療 32 周期目 お休み（タイミング）
月経 10日目
月経 38日目
〜この間に一度自然妊娠も流産、サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 33 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 4日目
リング 1200
月経 7日目
月経 11日目
サロン治療 34 周期目 お休み
月経 14日目
月経 25日目
サロン治療 35 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
月経 14日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（29 回目）
ボーンスクイズ（30 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（31回目）
ボーンスクイズ（32 回目）
ボーンスクイズ（33 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（34 回目）
ボーンスクイズ（35 回目）
ボーンスクイズ（36 回目）
ボーンスクイズ（37 回目）
ボーンスクイズ（38 回目）
採卵（卵取れず）
ボーンスクイズ（39 回目）
ボーンスクイズ（40 回目）
人工授精（10 回目）
ボーンスクイズ（41回目）
ボーンスクイズ（42 回目）
ボーンスクイズ（43 回目）
ボーンスクイズ（44 回目）
採卵（採卵数 4 →受精数 3 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（45 回目）
一源三岐鍼（9 回目）
ボーンスクイズ（46 回目）
ボーンスクイズ（47 回目）
採卵（採卵数 4 →受精数 4 →胚盤胞数 4）
ボーンスクイズ（48 回目）
一源三岐鍼（10 回目）
ボーンスクイズ（49 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（11回目）

妊娠成立

体外／顕微 
R さん

34 歳

結婚歴 8 年／不妊治療歴 7 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 4 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 2 回
サロン開始時直近 FSH：5.52／妊娠成立周期直近 FSH：8.37
サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 お休み
妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位
チム1050

月経 13日目
月経 20日目
月経 8日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）

月経 15日目

ボーンスクイズ（3 回目）

月経 29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 9日目

ボーンスクイズ（6 回目）

月経 12日目
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 自然

採卵（採卵数 9 →受精数 8 →胚盤胞数 3）

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 15日目

SEET 法（簡易法）

月経 17日目

胚盤胞移植（1 個）
（8 回目）

月経 17日目

一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立
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体外／顕微 
S さん

31 歳

結婚歴 4 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 30 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 48 回／一源三岐鍼の合計実施回数 62 回
サロン開始時直近 FSH：2.79／妊娠成立周期直近 FSH：6.14
サロン治療 1 周期目 タイミング
サロン治療 2 周期目 タイミング
サロン治療 3 周期目 人工授精 自然

サロン治療 4 周期目 人工授精 クロミフェン使用

サロン治療 5 周期目 人工授精 自然

サロン治療 6 周期目 人工授精 クロミフェン使用
妊娠までの記録

サロン治療 7 周期目 人工授精 自然

サロン治療 8 周期目 人工授精 自然

サロン治療 9 周期目 人工授精 自然

サロン治療 10 周期目 人工授精 クロミフェン使用

サロン治療 11 周期目 人工授精 hMG／rFSH 単位
リング 600

サロン治療 12 周期目 人工授精 自然

サロン治療 13 周期目 人工授精 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位
ピュール 450
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？
月経 4日目
月経 16日目
月経 5日目
月経 7日目
月経 14日目
月経 19日目
月経 26日目
月経 3日目
月経 6日目
月経 10日目
月経 15日目
月経 21日目
月経 28日目
月経 8日目
月経 10日目
月経 15日目
月経 21日目
月経 28日目
月経 4日目
月経 6日目
月経 10日目
月経 16日目
月経 20日目
月経 26日目
月経 6日目
月経 8日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 24日目
月経 4日目
月経 7日目
月経 12日目
月経 16日目
月経 21日目
月経 26日目
月経 4日目
月経 7日目
月経 13日目
月経 19日目
月経 22日目
月経 6日目
月経 8日目
月経 15日目
月経 17日目
月経 22日目
月経 27日目
月経 2日目
月経 5日目
月経 12日目
月経 14日目
月経 20日目
月経 27日目
月経 7日目
月経 9日目
月経 13日目
月経 14日目
月経 19日目
月経 26日目
月経 9日目
月経 11日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 29日目

一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
人工授精（1回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
人工授精（2 回目）
一源三岐鍼（6 回目）
一源三岐鍼（7 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
人工授精（3 回目）
一源三岐鍼（8 回目）
一源三岐鍼（9 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
人工授精（4 回目）
一源三岐鍼（10 回目）
一源三岐鍼（11回目）
一源三岐鍼（12 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
人工授精（5 回目）
一源三岐鍼（13 回目）
一源三岐鍼（14 回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
人工授精（6 回目）
一源三岐鍼（15 回目）
一源三岐鍼（16 回目）
一源三岐鍼（17 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
人工授精（7 回目）
一源三岐鍼（18 回目）
一源三岐鍼（19 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
人工授精（8 回目）
一源三岐鍼（20 回目）
一源三岐鍼（21回目）
一源三岐鍼（22 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
人工授精（9 回目）
一源三岐鍼（23 回目）
一源三岐鍼（24 回目）
一源三岐鍼（25 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
人工授精（10 回目）
一源三岐鍼（26 回目）
一源三岐鍼（27 回目）
一源三岐鍼（28 回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
人工授精（11回目）
一源三岐鍼（29 回目）
一源三岐鍼（30 回目）
一源三岐鍼（31回目）

妊娠までの記録

サロン治療 14 周期目 人工授精 自然

妊娠までの記録

月経 6日目
月経 9日目
月経 13日目
月経 19日目
月経 25日目
サロン治療 15 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 5日目
ピュール 900+リング 150
月経 8日目
月経 10日目
月経 20日目
サロン治療 16 周期目 お休み
月経 6日目
月経 9日目
月経 17日目
月経 22日目
サロン治療 17 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH 単位 月経 5日目
ピュール 900+リング 150
月経 7日目
月経 12日目
月経 21日目
サロン治療 18 周期目 お休み マーベロン使用
月経 6日目
月経 26日目
サロン治療 19 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
月経 8日目
月経 11日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 26日目
サロン治療 20 周期目 お休み
月経 5日目
月経 7日目
月経 19日目
サロン治療 21 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 14日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 21日目
月経 27日目
サロン治療 22 周期目 お休み
月経 12日目
月経 23日目
サロン治療 23 周期目 人工授精
月経 5日目
月経 12日目
月経 17日目
月経 25日目
サロン治療 24 周期目 お休み
月経 8日目
月経 24日目
サロン治療 25 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 3日目
ピュール 900
月経 9日目
月経 13日目
サロン治療 26 周期目 お休み
月経 9日目
月経 18日目
サロン治療 27 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
月経 14日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 26日目
サロン治療 28 周期目 タイミング
月経 22日目
サロン治療 29 周期目 お休み
月経 25日目
サロン治療 30 周期目 凍結胚移植 自然
月経 2日目
月経 15日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目
月経 27日目
月経 35日目
月経 41日目
月経 48日目
月経 55日目
月経 62日目
月経 69日目
月経 78日目
月経 84日目
月経 90日目
月経 97日目
月経 105日目

妊娠成立

ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
人工授精（12 回目）
一源三岐鍼（32 回目）
一源三岐鍼（33 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
ボーンスクイズ（26 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 2 →胚盤胞数 0）
一源三岐鍼（34 回目）
本人希望
ボーンスクイズ（27 回目）
ボーンスクイズ（28 回目）
一源三岐鍼（35 回目）
一源三岐鍼（36 回目）
ボーンスクイズ（29 回目）
ボーンスクイズ（30 回目）
採卵（採卵数 6 →受精数 2 →胚盤胞数 2）
一源三岐鍼（37 回目）
ボーンスクイズ（31回目）
ボーンスクイズ（32 回目）
ボーンスクイズ（33 回目）
ボーンスクイズ（34 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（38 回目）
一源三岐鍼（39 回目）
ボーンスクイズ（35 回目）
ボーンスクイズ（36 回目）
一源三岐鍼（40 回目）
ボーンスクイズ（37 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（41回目）
一源三岐鍼（42 回目）
ボーンスクイズ（38 回目）
ボーンスクイズ（39 回目）
ボーンスクイズ（40 回目）
人工授精（13 回目）
一源三岐鍼（43 回目）
一源三岐鍼（44 回目）
ボーンスクイズ（41回目）
ボーンスクイズ（42 回目）
ボーンスクイズ（43 回目）
ボーンスクイズ（44 回目）
採卵（採卵数 8 →受精数 5 →胚盤胞数 3）
ボーンスクイズ（45 回目）
一源三岐鍼（45 回目）
ボーンスクイズ（46 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（46 回目）
一源三岐鍼（47 回目）
一源三岐鍼（48 回目）
一源三岐鍼（49 回目）
ボーンスクイズ（47 回目）
ボーンスクイズ（48 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（50 回目）
一源三岐鍼（51回目）
一源三岐鍼（52 回目）
一源三岐鍼（53 回目）
一源三岐鍼（54 回目）
一源三岐鍼（55 回目）
一源三岐鍼（56 回目）
一源三岐鍼（57 回目）
一源三岐鍼（58 回目）
一源三岐鍼（59 回目）
一源三岐鍼（60 回目）
一源三岐鍼（61回目）
一源三岐鍼（62 回目）
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体外／顕微 
T さん

41 歳

結婚歴 13 年／不妊治療歴？／出産・流産歴なし

サロン治療周期 30 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 41回／一源三岐鍼の合計実施回数 5 回
サロン開始時直近 FSH：？／妊娠成立周期直近 FSH：10.06
サロン治療 1 周期目 採卵 クロミフェン（2 錠 5日）
〜この間、サロン1ヵ月お休み、採卵1回〜
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

〜この間、サロン 5ヵ月お休み、採卵1回〜
サロン治療 3 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

〜この間、クリニック・サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900
サロン治療 6 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 7 周期目 お休み カウフマン周期

妊娠までの記録
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サロン治療 8 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
チム900+リング 300
サロン治療 9 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

月経 10日目
月経 11日目

ボーンスクイズ（1回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 0）

月経 12日目
月経 21日目
月経 21日目

ボーンスクイズ（2 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）

？
？
？

ボーンスクイズ（3 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）

？
？
？
？

ボーンスクイズ（4 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（3 回目）

月経 10日目
月経 12日目
月経 14日目
月経 19日目
月経 22日目
？
？
月経 6日目
月経 13日目
月経 11日目
月経 20日目
月経 22日目
月経 23日目
月経 17日目
月経 5日目

サロン治療 10 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 11 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900+ チム225+リング 600
サロン治療 12 周期目 お休み マーベロン使用
？
サロン治療 13 周期目 お休み マーベロン使用
月経 6日目
サロン治療 14 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 4日目
ピュール 600+ チム300
月経 5日目
サロン治療 15 周期目 お休み
月経 14日目
サロン治療 16 周期目 お休み
月経 11日目
サロン治療 17 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2 錠 5日） 月経 6日目
月経 12日目
サロン治療 18 周期目 お休み マーベロン使用
月経 8日目
サロン治療 19 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 3日目
リング 1350
月経 10日目
月経 14日目
〜この間、サロン1ヵ月お休み、採卵1回〜
サロン治療 20 周期目 お休み
月経 10日目
サロン治療 21 周期目 お休み
月経 12日目
サロン治療 22 周期目 お休み
月経 9日目
サロン治療 23 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2 錠 5日） 月経 2日目
月経 9日目
サロン治療 24 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2 錠 5日） 月経 10日目
〜この間、クリニック・サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 25 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日） 月経 10日目
月経 13日目
月経 16日目
〜この間、クリニック・サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 26 周期目 お休み マーベロン使用
月経 12日目

ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
採卵（採卵数 0）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（12 回目）
SEET 法（簡易法）
一源三岐鍼（4 回目）
胚盤胞移植（1 個）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（26 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
ボーンスクイズ（28 回目）
ボーンスクイズ（29 回目）
ボーンスクイズ（30 回目）
ボーンスクイズ（31回目）
ボーンスクイズ（32 回目）
ボーンスクイズ（33 回目）
採卵（採卵数 0）
ボーンスクイズ（34 回目）

妊娠までの記録

サロン治療 27 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）

妊娠までの記録

〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 28 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 1050
〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 29 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 900
〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 30 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

妊娠成立

月経 6日目
月経 7日目

ボーンスクイズ（35 回目）
ボーンスクイズ（36 回目）

月経 4日目
月経 9日目
月経 13日目

ボーンスクイズ（37 回目）
ボーンスクイズ（38 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 2）

月経 5日目
月経 9日目
月経 11日目

ボーンスクイズ（39 回目）
ボーンスクイズ（40 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 1）

月経 13日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（41回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（5 回目）

体外／顕微 
U さん

33 歳

結婚歴 3 年 8ヵ月／不妊治療歴 3 年 2ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期11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：7.69／妊娠成立周期直近 FSH：5.38
月経 6日目
月経 13日目
月経 17日目
月経 15日目
月経 15日目

ボーンスクイズ（1回目）
人工授精（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
人工授精（2 回目）

サロン治療 4 周期目 凍結胚移植（本人希望で中止） クロミフェン使用 月経 12日目
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 自然
月経 13日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目
サロン治療 6 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 5日目

ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）

サロン治療 1 周期目 人工授精 クロミフェン使用
サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 人工授精 自然

妊娠までの記録

ピュール 900+リング 300
〜サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 8 周期目 お休み
サロン治療 9 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 10 周期目 採卵 クロミフェン（1錠5日）+hMG／rFSH単位
リング 900
サロン治療 11 周期目 凍結胚移植 自然

月経 8日目

ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）

月経 11日目

採卵（採卵数10→受精数10→胚盤胞数1）

月経 11日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 11日目
月経 9日目
月経 21日目

ボーンスクイズ（8 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）

？
月経 6日目
月経 12日目
月経 7日目
月経 11日目
月経 19日目
月経 21日目
月経 22日目

ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
採卵（採卵数 11 →受精数 7 →胚盤胞数 3）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
一源三岐鍼（3 回目）
胚盤胞移植（2 個）

妊娠成立
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体外／顕微 
V さん

43 歳

結婚歴 1 年 3ヵ月／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 25 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 32 回／一源三岐鍼の合計実施回数 19 回
サロン開始時直近 FSH：5.16／妊娠成立周期直近 FSH：7.18
サロン治療 1 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 2 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
チム900

妊娠までの記録
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月経 25日目
月経 5日目
月経 6日目
月経 11日目
サロン治療 3 周期目 お休み
月経 12日目
月経 21日目
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 15日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 21日目
サロン治療 5 周期目 お休み
月経 20日目
サロン治療 6 周期目 お休み
月経 8日目
月経 21日目
サロン治療 7 周期目 お休み
月経 12日目
月経 22日目
月経 7日目
サロン治療 8 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900+リング 150
月経 8日目
月経 12日目
サロン治療 9 周期目 お休み
月経 6日目
月経 21日目
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
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目
サロン治療 11 周期目 お休み
月経 14日目
月経 19日目
サロン治療 12 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 10日目
月経 16日目
月経 19日目
月経 19日目
サロン治療 13 周期目 お休み
月経 18日目
サロン治療 14 周期目 お休み
月経 8日目
サロン治療 15 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 9日目
ピュール 900+リング 150
月経 11日目
月経 13日目
月経 16日目
〜この間、サロン 2ヵ月お休み〜
月経 4日目
サロン治療 16 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
（新鮮胚移植希望だったが中止）ピュール900+リング150 月経 10日目
月経 12日目
月経 18日目
サロン治療 17 周期目 凍結胚移植 自然
月経 15日目
月経 15日目
月経 16日目
月経 17日目
サロン治療 18 周期目 お休み
月経 9日目
サロン治療 19 周期目 お休み
月経 14日目
月経 21日目
月経 36日目
サロン治療 20 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 5日目
リング 750
月経 6日目
月経 12日目
月経 15日目
月経 20日目
サロン治療 21 周期目 お休み
月経 15日目
月経 22日目
サロン治療 22 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 15日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目
月経 43日目
〜一度、陽性反応でるも流産〜

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
採卵（採卵数 10 →受精数 7 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（4 回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
採卵（採卵数 6 →受精数 5 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（10 回目）
一源三岐鍼（6 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（7 回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
一源三岐鍼（8 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（9 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
採卵（採卵数3→受精数2→初期胚数1・胚盤胞数1）
新鮮胚初期胚移植（1 個）
ボーンスクイズ（18 回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 5 →胚盤胞数 1）
一源三岐鍼（10 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
ボーンスクイズ（20 回目）
一源三岐鍼（11回目）
胚盤胞移植（1 個）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
ボーンスクイズ（26 回目）
採卵（採卵数5→受精数2→初期胚数1・胚盤胞数1）
新鮮胚初期胚移植（1 個）
一源三岐鍼（12 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
一源三岐鍼（13 回目）
ボーンスクイズ（28 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（14 回目）
一源三岐鍼（15 回目）

妊娠までの記録

サロン治療 23 周期目 お休み
妊娠までの記録

〜この間、サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 24 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
リング 1200
サロン治療 25 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

月経 8日目
月経 22日目

ボーンスクイズ（29 回目）
一源三岐鍼（16 回目）

月経 5日目
月経 7日目
月経 12日目
月経 12日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目
月経 41日目
月経 48日目

ボーンスクイズ（30 回目）
ボーンスクイズ（31回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 3 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（32 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（17 回目）
一源三岐鍼（18 回目）
一源三岐鍼（19 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
W さん

40 歳

結婚歴 12 年／不妊治療歴なし／出産・流産歴あり

サロン治療周期11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 8 回
サロン開始時直近 FSH：6.1／妊娠成立周期直近 FSH：7.97
サロン治療 1 周期目 人工授精 自然

サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 4 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 自然

妊娠までの記録

サロン治療 6 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

サロン治療 7 周期目 お休み
サロン治療 8 周期目 採卵（採卵中止） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 900+リング 300
サロン治療 9 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）

サロン治療 10 周期目 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 16日目
月経 17日目
月経 24日目
月経 12日目
月経 22日目
月経 3日目
月経 14日目

人工授精（1回目）
ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）

月経 1日目
月経 2日目
月経 14日目
月経 4日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 21日目
月経 21日目
月経 15日目
月経 15日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 5日目
月経 15日目

ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
採卵（採卵数 4 →受精数 3 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
一源三岐鍼（5 回目）

月経 3日目
月経 6日目
月経 8日目
月経 10日目
月経 13日目
月経 7日目
月経 16日目
月経 16日目
月経 19日目
月経 19日目
月経 35日目
月経 43日目

ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（15 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
ボーンスクイズ（16 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（6 回目）
一源三岐鍼（7 回目）
一源三岐鍼（8 回目）

妊娠成立
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体外／顕微 
X さん

41 歳

結婚歴 2 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 24 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 34 回／一源三岐鍼の合計実施回数 13 回
サロン開始時直近 FSH：8.8／妊娠成立周期直近 FSH：10.3

妊娠までの記録
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サロン治療 1 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 13日目
ピュール 900+リング 300
月経 19日目
月経 20日目
サロン治療 2 周期目 お休み 採卵前周期
月経 7日目
月経 14日目
月経 21日目
サロン治療 3 周期目 お休み カウフマン周期
月経 5日目
月経 16日目
サロン治療 4 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 4日目
チム900+リング 75
月経 8日目
月経 12日目
月経 17日目
月経 17日目
月経 25日目
〜この間、サロン 3ヵ月お休み、凍結胚移植 1回〜
サロン治療 5 周期目 お休み カウフマン周期
月経 10日目
月経 18日目
サロン治療 6 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 7日目
チム900+リング 150
月経 9日目
月経 13日目
サロン治療 7 周期目 お休み カウフマン周期
月経 23日目
サロン治療 8 周期目 お休み カウフマン周期
月経 23日目
サロン治療 9 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 10日目
チム900
月経 12日目
月経 14日目
〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 10 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
月経 18日目
月経 19日目
月経 26日目
〜この間、クリニック・サロン 6ヵ月お休み〜
サロン治療 11 周期目 お休み カウフマン周期
月経 17日目
月経 22日目
サロン治療 12 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 1日目
ピュール 450+ チム450+リング 600
月経 10日目
月経 14日目
〜この間、クリニック・サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 13 周期目 お休み カウフマン周期
月経 12日目
月経 19日目
サロン治療 14 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 15日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 20日目
〜この間、サロン 4ヵ月お休み〜
サロン治療 15 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 6日目
ピュール 450+ チム450+リング 900
月経 8日目
月経 15日目
サロン治療 16 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 5日目
リング 900+ チム600
月経 8日目
月経 11日目
サロン治療 17 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 5日目
ピュール 900+ チム225
月経 8日目
月経 12日目
〜この間、クリニック・サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 18 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
？
？
？
？

採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 2）
新鮮胚胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
採卵（採卵数 4 →受精数 4 →胚盤胞数 3）
新鮮胚胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
採卵（採卵数 6 →受精数 6 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 1）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（5 回目）
一源三岐鍼（6 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
採卵（採卵数 6 →受精数 5 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（7 回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（26 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 4 →胚盤胞数 1）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（8 回目）
一源三岐鍼（9 回目）

妊娠までの記録

サロン治療 19 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900+ チム225
〜この間、クリニック・サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 20 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

妊娠までの記録

サロン治療 21 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 1500
サロン治療 22 周期目 採卵 クロミフェン（2 錠 5日）
〜この間、サロン 3ヵ月お休み、採卵1回〜
サロン治療 23 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

〜この間、クリニック・サロン 5ヵ月お休み〜
サロン治療 24 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

月経 1日目
月経 6日目

ボーンスクイズ（28 回目）
ボーンスクイズ（29 回目）

月経 18日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目
月経 28日目
月経 10日目

SEET 法（内膜刺激法）
ボーンスクイズ（30 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（10 回目）
一源三岐鍼（11回目）
ボーンスクイズ（31回目）

月経 6日目
月経 13日目

ボーンスクイズ（32 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）

月経 16日目
月経 16日目
月経 18日目

SEET 法（内膜刺激法）
ボーンスクイズ（33 回目）
胚盤胞移植（1 個）

月経 14日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 20日目
月経 28日目

ボーンスクイズ（34 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（12 回目）
一源三岐鍼（13 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
Y さん

35 歳

結婚歴 2 年 10ヵ月／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期 8 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 7 回
サロン開始時直近 FSH：6.96／妊娠成立周期直近 FSH：8.43
サロン治療 1 周期目 タイミング
サロン治療 2 周期目 タイミング
サロン治療 3 周期目 タイミング クロミフェン使用
サロン治療 4 周期目 タイミング クロミフェン使用
妊娠までの記録

サロン治療 5 周期目 タイミング
〜この間、サロン 5ヵ月お休み〜
サロン治療 6 周期目 タイミング
〜この間、サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 7 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植 自然

月経 4日目
月経 35日目
月経 11日目
月経 22日目
月経 5日目
月経 16日目
月経 8日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）

月経 25日目

一源三岐鍼（4 回目）

月経 6日目
月経 8日目
月経 13日目
月経 17日目
月経 18日目
月経 19日目
月経 25日目
月経 46日目

ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
採卵（採卵数 6 →受精数 5 →胚盤胞数 5）
SEET 法（内膜刺激法）
一源三岐鍼（5 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（6 回目）
一源三岐鍼（7 回目）

妊娠成立
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体外／顕微 
Z さん

41 歳

結婚歴 11 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期15 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 26 回／一源三岐鍼の合計実施回数 8 回
サロン開始時直近 FSH：5.35／妊娠成立周期直近 FSH：7.47
月経 12日目
月経 20日目
月経 2日目
月経 12日目
月経 13日目
月経 15日目
月経 16日目
月経 7日目
月経 1日目
月経 15日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 24日目
月経 3日目
月経 16日目
月経 22日目
月経 6日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
一源三岐鍼（2 回目）
胚盤胞移植（1 個）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
人工授精（1回目）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
一源三岐鍼（6 回目）

サロン治療 7 周期目 採卵（採卵せず人工授精）クロミフェン使用

月経 3日目
月経 6日目
月経 13日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
人工授精（2 回目）
一源三岐鍼（7 回目）

サロン治療 8 周期目 採卵（採卵周期中止→お休み） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 600

月経 7日目
月経 11日目
月経 23日目
月経 32日目
月経 4日目
月経 11日目
月経 1日目
月経 8日目
月経 12日目
月経 27日目

ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 0）

月経 15日目
月経 1日目

ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）

月経 3日目
月経 7日目
月経 12日目
月経 3日目
月経 12日目
月経 14日目
月経 16日目
月経 19日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
ボーンスクイズ（26 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（8 回目）

サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植 自然

サロン治療 3 周期目 お休み
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

サロン治療 5 周期目 人工授精

サロン治療 6 周期目 お休み
妊娠までの記録

サロン治療 9 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 10 周期目 採卵 クロミフェン（2 錠 5日）

サロン治療 11 周期目 お休み
サロン治療 12 周期目 タイミング
サロン治療 13 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 450+ピュール 450
サロン治療 14 周期目 凍結胚移植（本人希望で中止） 自然
サロン治療 15 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

妊娠成立
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ボーンスクイズ（19回目）定期的（1／2週間）ボーンスクイズ

妊娠までの記録

体外／顕微 
A2 さん

34 歳

結婚歴 1 年 5ヵ月／不妊治療歴 5ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期 22 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 34 回／一源三岐鍼の合計実施回数 8 回
サロン開始時直近 FSH：7.48／妊娠成立周期直近 FSH：3.96

妊娠までの記録

サロン治療 1 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 3日目
ピュール 300+リング 300
月経 13日目
月経 18日目
月経 24日目
サロン治療 2 周期目 お休み
月経 10日目
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
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目
月経 28日目
サロン治療 4 周期目 お休み
月経 14日目
月経 2日目
サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
リング 1050+ スプレキュア
月経 12日目
サロン治療 6 周期目 お休み
月経 14日目
月経 5日目
サロン治療 7 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 600
月経 7日目
月経 12日目
月経 6日目
サロン治療 8 周期目 採卵（採卵中止） クロミフェン（2錠 5日）
月経 8日目
月経 4日目
サロン治療 9 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 600
月経 5日目
月経 11日目
サロン治療 10 周期目 凍結胚移植 自然
月経 5日目
月経 14日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 24日目
サロン治療 11 周期目 お休み
月経 8日目
〜この間、サロン 2ヵ月お休み〜
月経 15日目
月経 1日目
サロン治療 12 周期目 採卵（採卵中止で人工授精へ） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
リング 900+フジ 300
月経 10日目
月経 13日目
月経 18日目
サロン治療 13 周期目 採卵（採卵中止） クロミフェン（2 錠 5日） 月経 8日目
月経 9日目
〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 14 周期目 お休み カウフマン周期
月経 18日目
？
サロン治療 15 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 1200+ガニレスト1A
月経 5日目
月経 13日目
サロン治療 16 周期目 お休み
月経 6日目
月経 10日目
サロン治療 17 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
リング375+ピュール900+セトロタイド0.25
月経 13日目
〜この間、サロン 2ヵ月お休み〜
月経 3日目
サロン治療 18 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900
月経 9日目
月経 12日目
サロン治療 19 周期目 お休み カウフマン周期
月経 8日目
月経 11日目
月経 1日目
サロン治療 20 周期目 採卵 フェマーラ（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 900
月経 7日目
月経 11日目
？
サロン治療 21 周期目 採卵（採卵中止） フェマーラ（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 1200
月経 4日目
〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 22 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 14日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目
月経 27日目

ボーンスクイズ（1回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 2）
新鮮胚胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 5 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
人工授精（1回目）
一源三岐鍼（6 回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
採卵（採卵数 6 →受精数 5 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 4 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（26 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（28 回目）
ボーンスクイズ（29 回目）
ボーンスクイズ（30 回目）
ボーンスクイズ（31回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 5 →胚盤胞数 3）
ボーンスクイズ（32 回目）
ボーンスクイズ（33 回目）
ボーンスクイズ（34 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（7 回目）
一源三岐鍼（8 回目）

妊娠成立
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体外／顕微 
B2 さん

37 歳

結婚歴 9 年 2ヵ月／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 5 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：12.26／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 お休み

月経 3日目
月経 10日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）

妊娠までの記録

ボーンスクイズ（3 回目）

サロン治療 2 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位

月経 3日目

ピュール900+リング150+ガニレスト1A

月経 5日目
月経 12日目
月経 11日目

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

月経 12日目
月経 13日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）

サロン治療 3 周期目 お休み
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植（移植中止） ホルモン補充
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

妊娠成立

体外／顕微 
C2 さん

39 歳

結婚歴 10 年 4ヵ月／不妊治療歴 1 年 8ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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：5.05／妊娠成立周期直近 FSH：3
サロン治療 1 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 2 周期目 お休み
妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 お休み
サロン治療 4 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
リング1350

月経 21日目
月経 30日目
月経 9日目
月経 31日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）

月経 12日目
月経 27日目

ボーンスクイズ（5 回目）
一源三岐鍼（1回目）

月経 3日目
月経 5日目
月経 14日目

サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 自然

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

月経 7日目

ボーンスクイズ（8 回目）

月経 15日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（9 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
D2 さん

36 歳

結婚歴 2 年 10ヵ月／不妊治療歴 2 年 10ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 6 回
サロン開始時直近 FSH：7.49／妊娠成立周期直近 FSH：？

妊娠までの記録
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サロン治療 1 周期目 凍結胚移植 自然

月経 19日目
月経 21日目
月経 23日目

SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（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 14日目
月経 16日目
月経 19日目
月経 19日目
月経 26日目
月経 37日目
月経 44日目
月経 51日目

ボーンスクイズ（1回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
一源三岐鍼（6 回目）

妊娠成立

妊娠までの記録

体外／顕微 
E2 さん

38 歳

結婚歴 2 年 6ヵ月／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期 4 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 4 回
サロン開始時直近 FSH：11.64／妊娠成立周期直近 FSH：20.82
サロン治療 1 周期目 お休み カウフマン周期

月経 7日目
月経 22日目

〜サロン1 年 1ヵ月お休み、この間採卵 2 回、移植 1回〜
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
妊娠までの記録

月経 16日目
月経 19日目
月経 19日目
〜この間、1 度ご妊娠も流産、サロン・クリニック半年お休み〜
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
月経 17日目
月経 17日目
月経 24日目
〜サロン 3ヵ月お休み、この間採卵1回〜
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
月経 9日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
F2 さん

40 歳

結婚歴 9 年 6ヵ月／不妊治療歴 1 年 6ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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 3 回
サロン開始時直近 FSH：0.65／妊娠成立周期直近 FSH：5.89
サロン治療 1 周期目 お休み

妊娠までの記録

サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 採卵（人工授精に変更）クロミフェン（2錠5日）
サロン治療 4 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）

サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 600
サロン治療 6 周期目 凍結胚移植 自然

月経 2日目
月経 27日目
月経 6日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）

月経 5日目
月経 12日目

ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（2 回目）

月経 9日目

ボーンスクイズ（4 回目）

月経 11日目
月経 15日目

ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）

月経 8日目
月経 11日目
月経 16日目
月経 19日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（6 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 3 →胚盤胞数 3）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（3 回目）

妊娠成立
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体外／顕微 
G2 さん

45 歳

結婚歴 7 年 2ヵ月／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期 26 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 38 回／一源三岐鍼の合計実施回数 8 回
サロン開始時直近 FSH：7.73／妊娠成立周期直近 FSH：8.16

妊娠までの記録
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サロン治療 1 周期目 お休み
月経 9日目
サロン治療 2 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 7日目
チム1200
月経 12日目
月経 19日目
〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
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
月経 17日目
月経 19日目
月経 21日目
〜この間、サロン 2ヵ月お休み〜
サロン治療 4 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 7日目
ピュール 900+リング 900
月経 11日目
月経 13日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 21日目
〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 5 周期目 お休み カウフマン周期
月経 10日目
月経 20日目
サロン治療 6 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 12日目
ピュール 900+リング 150+セトロ1A
月経 13日目
月経 18日目
月経 4日目
サロン治療 7 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900+リング 300
月経 6日目
月経 12日目
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植（中止） 自然
月経 7日目
月経 13日目
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
月経 17日目
月経 19日目
月経 20日目
サロン治療 10 周期目 お休み
月経 13日目
月経 22日目
〜この間、サロン 2ヵ月お休み、採卵1回〜
サロン治療 11 周期目 採卵（中止）
月経 5日目
サロン治療 12 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日） 月経 4日目
月経 7日目
月経 13日目
サロン治療 13 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日） 月経 7日目
月経 8日目
〜この間、サロン 3ヵ月お休み、クリニック2ヵ月お休み〜
月経 13日目
サロン治療 14 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 14日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 21日目
サロン治療 15 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
？
？
？
サロン治療 16 周期目 お休み カウフマン周期
月経 11日目
月経 21日目
サロン治療 17 周期目 採卵 クロミフェン（2 錠 5日）
月経 6日目
月経 10日目
月経 14日目
サロン治療 18 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 13日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 20日目
サロン治療 19 周期目 お休み
月経 8日目
月経 17日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 5 →胚盤胞数 3）
新鮮胚胚盤胞移植（2 個）
ボーンスクイズ（3 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
SEET 法（簡易法）
新鮮胚胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 4 →初期胚数 1）
新鮮胚初期胚移植（1 個）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
採卵（採卵数 6 →受精数 3 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（21回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（26 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（6 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
ボーンスクイズ（28 回目）

妊娠までの記録

サロン治療 20 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）
サロン治療 21 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 450
サロン治療 22 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）

妊娠までの記録

〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 23 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）

月経 2日目
月経 4日目
月経 12日目
月経 13日目

ボーンスクイズ（29 回目）
ボーンスクイズ（30 回目）
採卵（採卵数 0）
採卵（採卵数 0）

月経 5日目
月経 10日目

ボーンスクイズ（31回目）
ボーンスクイズ（32 回目）

月経 10日目
月経 12日目
サロン治療 24 周期目 凍結胚移植 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日） 月経 7日目
月経 9日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 20日目
サロン治療 25 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日） 月経 5日目
月経 6日目
月経 11日目
〜この間、サロン1ヵ月お休み〜
サロン治療 26 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 12日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（33 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（34 回目）
ボーンスクイズ（35 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（7 回目）
ボーンスクイズ（36 回目）
ボーンスクイズ（37 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（38 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（8 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
H2 さん

38 歳

結婚歴 9 年 4ヵ月／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 8 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 6 回
サロン開始時直近 FSH：9.23／妊娠成立周期直近 FSH：8.76
月経 7日目
月経 24日目
月経 15日目
月経 16日目
月経 19日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（2 回目）

月経 7日目
月経 19日目
サロン治療 4 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2 錠 5日） 月経 2日目
月経 8日目
サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン（1錠5日）+hMG／rFSH単位
？

ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）

サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

〜この間、一度妊娠するも流産、4ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 3 周期目 お休み
妊娠までの記録

チム300+リング 450

サロン治療 6 周期目 お休み
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

サロン治療 8 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

月経 2日目
月経 7日目
月経 13日目
月経 14日目
月経 27日目
月経 11日目
月経 17日目
月経 18日目
月経 19日目
月経 12日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 21日目

ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
採卵（採卵数 7 →受精数 6 →胚盤胞数 5）
ボーンスクイズ（9 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
一源三岐鍼（5 回目）
胚盤胞移植（1 個）
ボーンスクイズ（11回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（6 回目）

妊娠成立
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体外／顕微 
I2 さん

38 歳

結婚歴 3 年 8ヵ月／不妊治療歴 2 年 3ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期 20 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 37 回／一源三岐鍼の合計実施回数 1回
サロン開始時直近 FSH：8.15／妊娠成立周期直近 FSH：11.26
サロン治療 1 周期目 凍結胚移植 自然

サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 4 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）

サロン治療 5 周期目 お休み

サロン治療 6 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 7 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900

サロン治療 8 周期目 お休み
妊娠までの記録

サロン治療 9 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 10 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）

サロン治療 11 周期目 お休み
サロン治療 12 周期目 お休み
サロン治療 13 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 14 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 15 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 16 周期目 採卵（中止）
サロン治療 17 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 18 周期目 お休み
サロン治療 19 周期目 採卵（中止）
サロン治療 20 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
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月経 8日目
月経 18日目
月経 21日目
月経 14日目
月経 8日目

ボーンスクイズ（1回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）

月経 3日目
月経 10日目
月経 12日目
月経 20日目
月経 5日目
月経 16日目
月経 26日目
月経 4日目
月経 14日目

ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 0）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）

月経 3日目
月経 11日目
月経 12日目
月経 24日目
月経 10日目
月経 20日目
月経 4日目
月経 22日目

ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）

月経 3日目
月経 10日目
月経 13日目
月経 21日目
月経 1日目
月経 12日目
月経 2日目
月経 21日目
月経 3日目
月経 21日目
月経 9日目
月経 19日目
月経 4日目
月経 11日目
月経 2日目
月経 14日目
月経 4日目
月経 8日目
月経 24日目
月経 8日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
ボーンスクイズ（26 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
ボーンスクイズ（28 回目）
ボーンスクイズ（29 回目）
ボーンスクイズ（30 回目）
ボーンスクイズ（31回目）
ボーンスクイズ（32 回目）
ボーンスクイズ（33 回目）
ボーンスクイズ（34 回目）
ボーンスクイズ（35 回目）
ボーンスクイズ（36 回目）
ボーンスクイズ（37 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）

妊娠までの記録

体外／顕微 
J2 さん

39 歳

結婚歴 7 年 1ヵ月／不妊治療歴 3 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期13 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 21回／一源三岐鍼の合計実施回数 8 回
サロン開始時直近 FSH：6.47／妊娠成立周期直近 FSH：6.71
サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 3 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 4 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900
サロン治療 5 周期目 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

妊娠までの記録

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 8 周期目 お休み
サロン治療 9 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

サロン治療 10 周期目 お休み
サロン治療 11 周期目 採卵（タイミングに変更）
サロン治療 12 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
チム600+リング 600
サロン治療 13 周期目 凍結胚移植 自然

月経 24日目
月経 3日目
月経 22日目
月経 2日目
月経 21日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）

月経 4日目
月経 9日目
月経 12日目
月経 4日目
月経 15日目
月経 7日目
月経 13日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 21日目
月経 29日目
月経 14日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目
月経 14日目
月経 14日目
月経 17日目
月経 18日目
月経 19日目
月経 12日目
月経 21日目
月経 7日目
月経 12日目

ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 5 →胚盤胞数 4）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
SEET 法（簡易法）
一源三岐鍼（4 回目）
胚盤胞移植（1 個）
ボーンスクイズ（15 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）

月経 5日目
月経 10日目
月経 11日目
月経 9日目
月経 13日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 20日目
月経 48日目
月経 57日目

ボーンスクイズ（18 回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
採卵（採卵数 4 →受精数 4 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（6 回目）
一源三岐鍼（7 回目）
一源三岐鍼（8 回目）
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体外／顕微 
K2 さん

37 歳

結婚歴 1 年 10ヵ月／不妊治療歴 2 年 6ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 2 回
サロン開始時直近 FSH：7.65／妊娠成立周期直近 FSH：10.23
サロン治療 1 周期目 人工授精 自然
妊娠までの記録

サロン治療 2 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 3 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 600+リング 150
サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

月経 16日目
月経 23日目
月経 8日目
月経 22日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）

月経 2日目
月経 10日目
月経 13日目
月経 11日目
月経 18日目
月経 21日目
月経 21日目

ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 4 →受精数 4 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（6 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
L2 さん

35 歳

結婚歴 2 年 9ヵ月／不妊治療歴 1 年 9ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期10 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：？／妊娠成立周期直近 FSH：8.22
サロン治療 1 周期目 人工授精 自然
サロン治療 2 周期目 人工授精 自然
サロン治療 3 周期目 人工授精 自然
サロン治療 4 周期目 人工授精 クロミフェン使用

妊娠までの記録

サロン治療 5 周期目 お休み
サロン治療 6 周期目 採卵 クロミフェン（1錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900
サロン治療 7 周期目
サロン治療 8 周期目
サロン治療 9 周期目

サロン治療 10 周期目

妊娠成立
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月経 14日目
月経 22日目
月経 5日目
月経 22日目
月経 1日目
月経 27日目
月経 4日目
月経 22日目
月経 8日目

月経 5日目
月経 10日目
月経 12日目
凍結胚移植（中止） 自然
月経 4日目
月経 12日目
凍結胚移植（中止） クロミフェン使用 月経 12日目
月経 22日目
凍結胚移植 クロミフェン使用
月経 13日目
月経 20日目
月経 22日目
月経 22日目
凍結胚移植 ホルモン補充
月経 13日目
月経 18日目
月経 20日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 5 →胚盤胞数 5）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（6 回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（7 回目）

妊娠までの記録

体外／顕微 
M2 さん

37 歳

結婚歴 4 年 7ヵ月／不妊治療歴 3 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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 4 回
サロン開始時直近 FSH：6.57／妊娠成立周期直近 FSH：？

妊娠までの記録

サロン治療 1 周期目 お休み カウフマン周期

月経 9日目
月経 18日目

ボーンスクイズ（1回目）
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（2錠5日）+hMG／rFSH単位
リング 900

？
月経 8日目
月経 12日目
月経 7日目
月経 14日目
月経 15日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 26日目
月経 35日目
月経 42日目

ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
採卵（採卵数 7 →受精数 6 →胚盤胞数 6）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植 自然

妊娠成立

体外／顕微 
N2 さん

36 歳

結婚歴 2 年 10ヵ月／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 7 回
サロン開始時直近 FSH：8.44／妊娠成立周期直近 FSH：7.7
サロン治療 1 周期目 タイミング
サロン治療 2 周期目 タイミング
サロン治療 3 周期目 お休み

妊娠までの記録

〜この間、4ヵ月サロンお休み、採卵1回〜
サロン治療 4 周期目 人工授精 自然
〜この間、2ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン（1錠5日）+hMG／rFSH単位
チム600+リング 600
サロン治療 6 周期目 凍結胚移植（中止） 自然
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 自然

月経 12日目
月経 18日目
月経 11日目
月経 18日目
月経 10日目
月経 20日目
？
月経 3日目
月経 7日目
月経 11日目
月経 4日目
月経 11日目
月経 6日目
月経 10日目
月経 15日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 35日目
月経 49日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（4 回目
ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 11 →受精数 9 →胚盤胞数 5）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（5 回目）
一源三岐鍼（6 回目）
一源三岐鍼（7 回目）
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体外／顕微 
O2 さん

34 歳

結婚歴 3 年 8ヵ月／不妊治療歴？／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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 7 回
サロン開始時直近 FSH：4.83／妊娠成立周期直近 FSH：4.59
サロン治療 1 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 2 周期目 タイミング
サロン治療 3 周期目 お休み カウフマン周期
妊娠までの記録

サロン治療 4 周期目 採卵 クロミフェン（1錠5日）+hMG／rFSH単位
チム600+リング 600
サロン治療 5 周期目 お休み
サロン治療 6 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

〜この間、1ヵ月サロンお休み〜
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
月経 15日目
月経 17日目
月経 18日目
月経 19日目
月経 25日目
月経 12日目
月経 21日目
月経 14日目
月経 24日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）

月経 1日目
月経 8日目
月経 13日目

ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）

月経 5日目
月経 15日目
月経 17日目
月経 19日目
月経 20日目
月経 13日目
月経 15日目
月経 17日目
月経 17日目

ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（5 回目）

月経 17日目
月経 19日目
月経 19日目
？

SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（6 回目）
一源三岐鍼（7 回目）

採卵（採卵数 21→受精数 15 →胚盤胞数 13）

妊娠成立

体外／顕微 
P2 さん

38 歳

結婚歴 5 年 9ヵ月／不妊治療歴 3 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 6 回
サロン開始時直近 FSH：6.84／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 凍結胚移植（中止） ホルモン補充
サロン治療 2 周期目 お休み
妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
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月経 1日目
月経 12日目
月経 8日目
月経 22日目
月経 14日目
月経 14日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 28日目
月経 37日目
月経 42日目
月経 52日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
一源三岐鍼（1回目）
SEET 法（簡易法）
ボーンスクイズ（4 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
一源三岐鍼（6 回目）

妊娠までの記録

体外／顕微 
Q2 さん

42 歳

結婚歴 4 年 11ヵ月／不妊治療歴 4 年 11ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期19 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 34 回／一源三岐鍼の合計実施回数 8 回
サロン開始時直近 FSH：4.74／妊娠成立周期直近 FSH：11.68
サロン治療 1 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
チム300+リング 300
〜この間、1ヵ月クリニック・サロンお休み〜
サロン治療 2 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2錠5日）+クロミフェン（1錠5日）
サロン治療 3 周期目 採卵（中止） フェマーラ（2 錠 5日）
サロン治療 4 周期目 お休み
サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 900
サロン治療 6 周期目 お休み
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

〜この間、一度妊娠も流産、3ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 8 周期目 お休み カウフマン周期

月経 8日目

月経 3日目
月経 9日目
月経 6日目
月経 7日目
月経 2日目
月経 8日目
月経 13日目
月経 10日目
月経 21日目
月経 4日目
月経 12日目
月経 19日目
月経 21日目
月経 22日目
月経 33日目

妊娠までの記録

月経 9日目
月経 23日目
サロン治療 9 周期目 お休み カウフマン周期
月経 14日目
月経 21日目
月経 3日目
サロン治療 10 周期目 採卵（中止でお休み）クロミフェン（2錠5日）
月経 9日目
月経 18日目
月経 31日目
サロン治療 11 周期目 お休み
月経 1日目
月経 14日目
月経 4日目
サロン治療 12 周期目 採卵（中止でお休み） クロミフェン使用
月経 12日目
サロン治療 13 周期目 採卵（中止でお休み）
月経 9日目
サロン治療 14 周期目 採卵（中止でお休み） フェマーラ（2錠5日） 月経 7日目
月経 10日目
月経 23日目
月経 4日目
サロン治療 15 周期目 採卵（中止） クロミフェン（1錠5日）+hMG／rFSH単位
チム450+リング 450
月経 10日目
サロン治療 16 周期目 お休み
月経 2日目
月経 16日目
サロン治療 17 周期目 お休み
月経 5日目
月経 12日目
〜この間、2ヵ月サロンお休み、採卵1回〜
サロン治療 18 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 12日目
月経 18日目
月経 19日目
月経 20日目
サロン治療 19 周期目 凍結胚移植 自然
月経 15日目
月経 18日目
月経 18日目
月経 42日目
月経 50日目
月経 57日目
月経 69日目

ボーンスクイズ（1回目）

ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 3）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
SEET 法（内膜刺激法）
一源三岐鍼（1回目）
胚盤胞移植（2 個）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
ボーンスクイズ（26 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
ボーンスクイズ（28 回目）
ボーンスクイズ（29 回目）
ボーンスクイズ（30 回目）
ボーンスクイズ（31回目）
ボーンスクイズ（32 回目）
ボーンスクイズ（33 回目）
ボーンスクイズ（34 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
一源三岐鍼（3 回目）
胚盤胞移植（1 個）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
一源三岐鍼（6 回目）
一源三岐鍼（7 回目）
一源三岐鍼（8 回目）
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体外／顕微 
R2 さん

38 歳

結婚歴 7 年／不妊治療歴 3 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期 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 2 回
サロン開始時直近 FSH：8.13／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 人工授精
サロン治療 2 周期目 人工授精
サロン治療 3 周期目 タイミング
サロン治療 4 周期目 お休み
サロン治療 5 周期目 採卵 ナサニール点鼻薬+hMG／rFSH
妊娠までの記録

サロン治療 6 周期目 凍結胚移植 自然

〜この間、化学流産し月経周期乱れ 1ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植 自然

〜この間、2ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

月経 25日目
月経 9日目
月経 19日目
月経 11日目
月経 12日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）

月経 2日目
月経 5日目
？

ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）

月経 8日目
月経 18日目
月経 27日目

ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
胚盤胞移植

月経 4日目
？
月経 21日目

ボーンスクイズ（9 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（2 回目）

月経 13日目
？

ボーンスクイズ（10 回目）
胚盤胞移植

採卵（採卵数24→受精数24→胚盤胞数3・初期胚4）

妊娠成立

体外／顕微 
S2 さん

42 歳

結婚歴 3 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 4 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 5 回／一源三岐鍼の合計実施回数 6 回
サロン開始時直近 FSH：11.3／妊娠成立周期直近 FSH：7.5
サロン治療 1 周期目 お休み（タイミング）
サロン治療 2 周期目 お休み（タイミング）
妊娠までの記録

サロン治療 3 周期目 採卵 クロミフェン使用

サロン治療 4 周期目 凍結胚移植 自然

妊娠成立
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月経 10日目
月経 21日目
月経 5日目
月経 24日目
月経 5日目
月経 11日目
？
月経 12日目
月経 20日目
月経 21日目
月経 27日目
月経 34日目
月経 42日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 4 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（5 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（4 回目）
一源三岐鍼（5 回目）
一源三岐鍼（6 回目）

妊娠までの記録

体外／顕微 
T2 さん

41 歳

結婚歴 14 年／不妊治療歴 13 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期15 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 28 回／一源三岐鍼の合計実施回数 3 回
サロン開始時直近 FSH：17.6／妊娠成立周期直近 FSH：13
サロン治療 1 周期目 お休み（採卵前周期）

サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 採卵（中止）
サロン治療 4 周期目 採卵 クロミフェン使用
サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン使用

サロン治療 6 周期目 お休み
サロン治療 7 周期目 採卵 クロミフェン使用

サロン治療 8 周期目 採卵 クロミフェン使用

サロン治療 9 周期目 採卵 + 凍結胚移植 自然
妊娠までの記録
〜この間、1ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 10 周期目 採卵（中止）

サロン治療 11 周期目 採卵 クロミフェン使用

サロン治療 12 周期目 採卵 + 凍結胚移植 自然

〜この間、一度妊娠も流産、2ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 13 周期目 採卵 クロミフェン使用
サロン治療 14 周期目 凍結胚移植（中止） 自然
サロン治療 15 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

月経 5日目
月経 12日目
月経 30日目
月経 8日目
月経 28日目
月経 8日目
月経 4日目
？
月経 2日目
月経 7日目
？
月経 1日目
月経 5日目
月経 10日目
？
月経 1日目
月経 8日目
月経 14日目
月経 1日目
月経 8日目
？
月経 20日目
月経 20日目
月経 29日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 3）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 1 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数？→胚盤胞数？）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 2 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 0）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（1回目）
オーダーメイドマッサージ（1回目）

？
？
月経 3日目
？
月経 2日目
？
月経 3日目
月経 9日目
月経 13日目
月経 21日目
月経 22日目

ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（2 回目）

月経 5日目
月経 12日目
月経 4日目
月経 11日目
月経 10日目
月経 21日目
月経 21日目

ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
ボーンスクイズ（26 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
ボーンスクイズ（28 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（3 回目）
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体外／顕微 
U2 さん

34 歳

結婚歴 2 年 5ヵ月／不妊治療歴 1 年 5ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期13 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 9 回
サロン開始時直近 FSH：3.22／妊娠成立周期直近 FSH：2.12
サロン治療 1 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 900+リング 150
サロン治療 4 周期目 お休み
サロン治療 5 周期目 お休み

妊娠までの記録

サロン治療 6 周期目 採卵（中止） クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
フジ 900
サロン治療 7 周期目 凍結胚移植（中止） ホルモン補充
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 9 周期目 お休み
〜はらメディカルクリニックより転院〜
サロン治療 10 周期目 採卵 hMG／rFSH 単位（単位不明）
リング+ピュール+ガニ（アンタゴニスト法）
サロン治療 11 周期目 お休み
サロン治療 12 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 13 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用

妊娠成立
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？
？
月経 10日目
月経 17日目

一源三岐鍼（1回目）
胚盤胞移植（2 個）
ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）

月経 5日目
月経 6日目
月経 12日目
月経 5日目
月経 24日目
月経 5日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（4 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
一源三岐鍼（4 回目）

月経 2日目
月経 5日目
月経 11日目
月経 13日目
月経 16日目
月経 19日目
月経 19日目
月経 8日目

ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
SEET 法（内膜刺激法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）

月経 3日目
月経 4日目
？
月経 16日目
月経 17日目
？
月経 22日目
月経 14日目
月経 24日目
月経 24日目
月経 41日目
月経 48日目

ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
採卵（採卵数 5 →受精数 5 →胚盤胞数 3）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（6 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（7 回目）
一源三岐鍼（8 回目）
一源三岐鍼（9 回目）

妊娠までの記録

体外／顕微 
V2 さん

40 歳

結婚歴？／不妊治療歴 1 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期19 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 12 回
サロン開始時直近 FSH：6.87／妊娠成立周期直近 FSH：10
サロン治療 1 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 2 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 3 周期目 お休み
サロン治療 4 周期目 お休み
サロン治療 5 周期目 人工授精
サロン治療 6 周期目 採卵+新鮮胚移植 ブセレキュア+hMG／rFSH単位
ピュール 2400

妊娠までの記録

サロン治療 7 周期目
サロン治療 8 周期目
サロン治療 9 周期目
サロン治療 10 周期目
サロン治療 11 周期目
サロン治療 12 周期目
サロン治療 13 周期目

お休み
お休み
お休み
お休み
お休み
お休み
凍結胚移植 ホルモン補充

サロン治療 14 周期目 人工授精
サロン治療 15 周期目 お休み
サロン治療 16 周期目 採卵 スプレキュア+hMG／rFSH単位不明
リング使用

サロン治療 17 周期目 お休み

サロン治療 18 周期目 採卵 クロミフェン使用
サロン治療 19 周期目 凍結胚移植 自然

月経 14日目
月経 22日目
月経 23日目
月経 28日目
月経 11日目
月経 20日目
月経 21日目
月経 27日目
月経 3日目
月経 9日目
月経 9日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（1回目）
一源三岐鍼（1回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（4 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
一源三岐鍼（5 回目）

月経 4日目
月経 7日目
月経 13日目
月経 18日目
月経 23日目
月経 8日目
月経 19日目
月経 15日目
月経 24日目
月経 13日目
月経 10日目
月経 16日目
月経 27日目
月経 28日目
月経 35日目
月経 7日目
月経 9日目

ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
採卵（採卵数 7 →受精数 5 →胚盤胞数 3）
新鮮胚胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（6 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（7 回目）
一源三岐鍼（8 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）

月経 7日目
月経 9日目
？
月経 20日目
月経 6日目
月経 12日目
月経 28日目
月経 4日目
月経 8日目
月経 2日目
月経 17日目
月経 20日目
月経 27日目
月経 33日目
月経 49日目

ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
採卵（採卵数 8 →受精数 4 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（9 回目）
一源三岐鍼（10 回目）
一源三岐鍼（11回目）
一源三岐鍼（12 回目）
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体外／顕微 
W2 さん

42 歳

結婚歴 11 年／不妊治療歴 2 年 11ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期 3 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 2 回
サロン開始時直近 FSH：13.6／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 お休み（採卵前周期）
妊娠までの記録

月経 5日目
月経 18日目
月経 1日目
月経 2日目
月経 12日目
月経 22日目
月経 8日目
月経 12日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 46日目

サロン治療 2 周期目 採卵 誘発不明

サロン治療 3 周期目 凍結胚移植 自然

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
一源三岐鍼（1回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（2 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
X2 さん

42 歳

結婚歴 8 年／不妊治療歴 8 年／出産・流産歴あり

サロン治療周期12 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 1回
サロン開始時直近 FSH：20.7／妊娠成立周期直近 FSH：13
サロン治療 1 周期目 人工授精 クロミフェン使用

サロン治療 2 周期目 人工授精 セロフェン使用

サロン治療 3 周期目 人工授精（中止） クロミフェン使用

妊娠までの記録

サロン治療 4 周期目 お休み
サロン治療 5 周期目 お休み
サロン治療 6 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 7 周期目 採卵 誘発不明

サロン治療 8 周期目 お休み
サロン治療 9 周期目 お休み
サロン治療 10 周期目 お休み
サロン治療 11 周期目 お休み
サロン治療 12 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

妊娠成立
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月経 8日目
月経 15日目
月経 19日目
月経 29日目
月経 9日目
月経 16日目
月経 20日目
月経 30日目
月経 12日目
月経 22日目
月経 31日目
月経 43日目
月経 57日目
月経 13日目
月経 5日目
月経 16日目
月経 3日目
月経 16日目
月経 4日目
月経 7日目
？
月経 7日目
月経 21日目
月経 11日目
月経 13日目
月経 7日目
月経 21日目
月経 13日目
月経 20日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（1回目）
人工授精
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
人工授精
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（1回目）

妊娠までの記録

体外／顕微 
Y2 さん

43 歳

結婚歴？年／不妊治療歴 5 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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：11／妊娠成立周期直近 FSH：15
サロン治療 1 周期目 採卵 クロミフェン使用
サロン治療 2 周期目 採卵 クロミフェン使用
サロン治療 3 周期目 採卵 自然
妊娠までの記録

〜この間、1ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 4 周期目 お休み
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 自然

月経 10日目
月経 16日目
月経 4日目
月経 12日目
月経 2日目
月経 10日目
月経 13日目
？

ボーンスクイズ（1回目）
採卵（採卵数 3 →受精数？→胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）
採卵（採卵数 1 →受精数 1 →胚盤胞数 1）

月経 16日目
月経 5日目
月経 16日目
月経 22日目
月経 22日目
月経 32日目
月経 47日目
月経 55日目

ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）

妊娠成立

体外／顕微 
Z2 さん

34 歳

結婚歴 6 年／不妊治療歴 3 年 4ヵ月／出産・流産歴あり

サロン治療周期10 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 3 回
サロン開始時直近 FSH：7.15／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目
サロン治療 2 周期目
サロン治療 3 周期目
サロン治療 4 周期目

お休み
お休み
お休み
人工授精 クロミフェン使用

妊娠までの記録

〜この間、1ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 5 周期目 お休み
〜この間、5ヵ月サロンお休み、転院〜
サロン治療 6 周期目 お休み
サロン治療 7 周期目 お休み
サロン治療 8 周期目 お休み
サロン治療 9 周期目 採卵 + 新鮮胚移植 クロミフェン使用

サロン治療 10 周期目 凍結胚移植 自然

月経 20日目
月経 4日目
月経 17日目
月経 10日目
月経 17日目
月経 24日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
人工授精
一源三岐鍼（1回目）

月経 9日目

ボーンスクイズ（5 回目）

月経 13日目
月経 10日目
月経 6日目
月経 5日目
月経 11日目
？

ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）

月経 17日目
月経 20日目
月経 5日目
月経 12日目
月経 22日目
月経 22日目

新鮮胚移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
胚盤胞移植
一源三岐鍼（3 回目）

採卵（採卵数3→受精数3→初期胚数1・胚盤胞数2）

妊娠成立
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体外／顕微 
A3 さん

41 歳

結婚歴？年／不妊治療歴？年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 24 周期／ボーンスクイズの合計実施回数 44 回／一源三岐鍼の合計実施回数 8 回
サロン開始時直近 FSH：15.87／妊娠成立周期直近 FSH：14.8

妊娠までの記録
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サロン治療 1 周期目 人工授精
月経 13日目
サロン治療 2 周期目 人工授精
月経 3日目
サロン治療 3 周期目 採卵+新鮮胚移植 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位 月経 14日目
ピュール 1200+リング 300
月経 19日目
月経 20日目
月経 28日目
〜この間、1ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 4 周期目 お休み
月経 7日目
月経 21日目
サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン（2錠5日）+hMG／rFSH単位
月経 2日目
チム900+リング 300
月経 8日目
月経 12日目
サロン治療 6 周期目 凍結胚移植 自然
月経 2日目
月経 14日目
月経 15日目
月経 17日目
月経 18日目
サロン治療 7 周期目 お休み
月経 3日目
月経 13日目
月経 23日目
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植 クロミフェン使用
月経 3日目
月経 13日目
月経 16日目
月経 18日目
月経 18日目
サロン治療 9 周期目 お休み
月経 7日目
月経 16日目
月経 29日目
サロン治療 10 周期目 人工授精
月経 8日目
月経 13日目
月経 19日目
サロン治療 11 周期目 採卵（中止） クロミフェン）+hMG／rFSH単位
月経 1日目
ピュール 300
月経 8日目
月経 20日目
サロン治療 12 周期目 採卵 ブセレキュア+hMG／rFSH単位不明
月経 5日目
ピュール 300×？
月経 9日目
？
サロン治療 13 周期目 お休み カウフマン周期
月経 17日目
サロン治療 14 周期目 採卵 セロフェン使用
月経 4日目
月経 7日目
？
サロン治療 15 周期目 採卵 + 新鮮胚移植 セロフェン使用
月経 5日目
月経 8日目
？
？
〜この間、2ヵ月サロンお休み〜
サロン治療 16 周期目 採卵 セロフェン使用
月経 4日目
月経 7日目
？
サロン治療 17 周期目 採卵 自然
月経 6日目
月経 8日目
月経 13日目
サロン治療 18 周期目 採卵（中止） 自然
月経 6日目
月経 20日目

一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（1回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 2）
新鮮胚移植（2 個）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 4 →受精数 4 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
SEET 法（簡易法）
一源三岐鍼（4 回目）
胚盤胞移植（1 個）
ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）
ボーンスクイズ（12 回目）
SEET 法（簡易法）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（5 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
ボーンスクイズ（15 回目）
ボーンスクイズ（16 回目）
人工授精
ボーンスクイズ（17 回目）
ボーンスクイズ（18 回目）
ボーンスクイズ（19 回目）
ボーンスクイズ（20 回目）
ボーンスクイズ（21回目）
ボーンスクイズ（22 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →初期胚数 1）
ボーンスクイズ（23 回目）
ボーンスクイズ（24 回目）
ボーンスクイズ（25 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 0）
ボーンスクイズ（26 回目）
ボーンスクイズ（27 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →分割不明胚数 2）
新鮮胚移植
ボーンスクイズ（28 回目）
ボーンスクイズ（29 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 1 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（30 回目）
ボーンスクイズ（31回目）
採卵（採卵数 0）
ボーンスクイズ（32 回目）
ボーンスクイズ（33 回目）

妊娠までの記録

サロン治療 19 周期目 採卵 セロフェン使用

サロン治療 20 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

妊娠までの記録

〜この間一度流産し、4ヵ月サロンお休み、
〜
サロン治療 21 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 22 周期目 採卵

サロン治療 23 周期目 採卵
サロン治療 24 周期目 凍結胚移植 自然

月経 2日目
月経 6日目
月経 12日目
月経 23日目
月経 12日目
月経 21日目
月経 23日目

ボーンスクイズ（34 回目）
ボーンスクイズ（35 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 1 →初期胚数 0）
ボーンスクイズ（36 回目）
ボーンスクイズ（37 回目）
初期胚移植（2 個）
一源三岐鍼（6 回目）

月経 14日目
月経 20日目
月経 3日目
月経 9日目
？
月経 15日目
月経 22日目
月経 6日目
？
月経 3日目
月経 14日目
月経 19日目
月経 20日目

ボーンスクイズ（38 回目）
ボーンスクイズ（39 回目）
ボーンスクイズ（40 回目）
ボーンスクイズ（41回目）
採卵
新鮮胚移植
一源三岐鍼（7 回目）
ボーンスクイズ（42 回目）
採卵（採卵数 3 →受精数 3 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（43 回目）
ボーンスクイズ（44 回目）
一源三岐鍼（8 回目）
胚盤胞移植

妊娠成立

体外／顕微 
B3 さん

37 歳

結婚歴 3 年／不妊治療歴 2 年／出産・流産歴なし

サロン治療周期 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 4 回
サロン開始時直近 FSH：6.75／妊娠成立周期直近 FSH：10
サロン治療 1 周期目 お休み
サロン治療 2 周期目 採卵 自然
〜この間、1ヵ月サロンお休み、はらメディカルへ転院〜
サロン治療 3 周期目 採卵 クロミフェン（1錠5日）+hMG／rFSH単位
ピュール 450
サロン治療 4 周期目 お休み カウフマン周期
妊娠までの記録

〜前院へ転院〜
サロン治療 5 周期目 採卵 セロフェン+hMG／rFSH 単位不明
ゴナール +ピュール
サロン治療 6 周期目 採卵 セロフェン+hMG／rFSH 単位
ゴナール 1000
サロン治療 7 周期目 お休み カウフマン周期
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充

月経 8日目
月経 24日目
月経 7日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）

月経 4日目
月経 9日目

ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）

月経 12日目
月経 5日目
月経 16日目

採卵（採卵数 0）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）

月経 1日目
月経 4日目
月経 3日目
月経 9日目
？

ボーンスクイズ（8 回目）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
ボーンスクイズ（11回目）

月経 7日目
月経 15日目
月経 14日目
月経 16日目
月経 16日目
月経 23日目
月経 32日目
月経 39日目

ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
初期胚移植（2 個）
一源三岐鍼（1回目）
一源三岐鍼（2 回目）
一源三岐鍼（3 回目）
一源三岐鍼（4 回目）

採卵（採卵数15→受精数10→初期胚数2・胚盤胞数8）

妊娠成立
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体外／顕微 
C2 さん

35 歳

結婚歴 7 年／不妊治療歴 1 年 9ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期 9 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：4.7／妊娠成立周期直近 FSH：？
サロン治療 1 周期目 人工授精 クロミフェン使用+hMG／rFSH単位不明
サロン治療 2 周期目 人工授精 クロミフェン使用

サロン治療 3 周期目 お休み カウフマン周期

月経 9日目
月経 12日目
月経 7日目
月経 10日目
月経 18日目
月経 23日目
月経 3日目
月経 4日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
人工授精
一源三岐鍼（1回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
ボーンスクイズ（6 回目）

妊娠までの記録

サロン治療 4 周期目 採卵 ショート法（hMG／rFSH単位不明） 月経 1日目
ピュール
月経 8日目
？
サロン治療 5 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 13日目
月経 20日目
月経 22日目
サロン治療 6 周期目 お休み カウフマン周期
月経 8日目

ボーンスクイズ（7 回目）
ボーンスクイズ（8 回目）
採卵（採卵数 15 →受精数 1 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（9 回目）
胚盤胞移植（1 個）
一源三岐鍼（2 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）

月経 14日目
サロン治療 7 周期目 採卵 ショート法（hMG／rFSH単位不明） 月経 2日目
ピュール
月経 10日目
？
サロン治療 8 周期目 凍結胚移植 誘発不明
月経 19日目
月経 20日目
サロン治療 9 周期目 凍結胚移植 ホルモン補充
月経 15日目
月経 18日目
月経 19日目

ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
採卵（採卵数 19 →受精数 7 →初期胚数 3）
初期胚移植（1 個）
一源三岐鍼（3 回目）
ボーンスクイズ（14 回目）
初期胚移植（1 個）
一源三岐鍼（4 回目）

ボーンスクイズ（11回目）

妊娠成立

体外／顕微 
D3 さん

37 歳

結婚歴 5 年／不妊治療歴 5 年 4ヵ月／出産・流産歴なし

サロン治療周期10 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 0 回
サロン開始時直近 FSH：11.1／妊娠成立周期直近 FSH：7
サロン治療 1 周期目 タイミング
サロン治療 2 周期目 お休み
サロン治療 3 周期目 採卵（中止） 自然
サロン治療 4 周期目 採卵 + 新鮮胚移植 クロミフェン使用

妊娠までの記録

サロン治療 5 周期目 採卵 クロミフェン使用

サロン治療 6 周期目 採卵 クロミフェン使用
サロン治療 7 周期目 採卵 クロミフェン使用

サロン治療 8 周期目 採卵
サロン治療 9 周期目 お休み
サロン治療 10 周期目 凍結胚移植 自然
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妊娠成立

月経 7日目
月経 21日目
月経 5日目
月経 4日目
月経 3日目
？
？
月経 2日目
月経 9日目
？
月経 4日目
？
月経 3日目
月経 10日目
月経 16日目
月経 6日目
月経 16日目
月経 5日目
月経 15日目
月経 17日目

ボーンスクイズ（1回目）
ボーンスクイズ（2 回目）
ボーンスクイズ（3 回目）
ボーンスクイズ（4 回目）
ボーンスクイズ（5 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 2 →胚盤胞数 1）
新鮮胚移植（1 個）
ボーンスクイズ（6 回目）
ボーンスクイズ（7 回目）
採卵（採卵数 0）
ボーンスクイズ（8 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 1 →胚盤胞数 1）
ボーンスクイズ（9 回目）
ボーンスクイズ（10 回目）
採卵（採卵数 2 →受精数 0 →胚盤胞数 0）
ボーンスクイズ（11回目）
採卵（採卵数 4 →受精数 4 →胚盤胞数 2）
ボーンスクイズ（12 回目）
ボーンスクイズ（13 回目）
胚盤胞移植

