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1年間通常の夫婦生活を送ったにも関
わらず妊娠しない場合を不妊症と言い
ます。その頻度は約10%、カップルの
10組中1組は不妊と言われています。
ただし、卵管が両側閉鎖している、無
精子症などのような医療の介入が必須
となる場合は不妊期間を問わず治療を
行います。

一次検査
・基礎体温
・各種ホルモン検査
・クラミジア検査
・子宮卵管造影検査
・超音波検査
・精液検査
・ヒューナー検査
・AMH（抗ミューラー管ホルモン）
・HbA1c
・甲状腺ホルモン
・感染症検査

当院の女性不妊治療について

当院では婚姻したカップル（事実婚を含
む）を対象に不妊治療を行っています。
検査は問診や内診、基本となる一次検査
を行い、必要に応じて二次検査を行って
います。一次検査、二次検査の主なもの
は右記を参照下さい。

二次検査
・子宮鏡検査
・MRI（磁気共鳴画像装置）検査
・骨盤腹腔鏡
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検査の結果、原因のあるものはそれ
に対応する治療を行うことになりま
す。
一般的な治療の流れは、右図をご覧
下さい。

子宮筋腫、卵巣嚢腫、卵管閉鎖等の
個々の疾患に対しては手術療法（腹
腔鏡や開腹術）を選択することもあ
ります。
なお卵管閉鎖は、体外受精を選択す
ることもありますが、自然妊娠を希
望される方は、卵管鏡下卵管形成術
（FT）という治療法が可能です。子
宮口よりカテーテルを卵管まで挿入
し先端のバルーンにて閉鎖部位を拡
張します。

当科では安全を考慮し腹腔鏡併用で
行っておりますが、保険適応の手術で
す。茨城県内では当院でのみ施行して
います。

タイミング療法 ※排卵日頃
性交を行う

人工授精

体外受精

約6か月
(6周期)後…

約6か月
(6周期)後…

不妊治療の一般的な流れ
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当院は高度不妊治療である体外受精胚
移植(IVF-ET)を行っています。
茨城県内で実施しているのは10施設し
かなく、そのうち総合病院は当院を含
めわずか2施設だけです。
総合病院だからできる「同一病院内で
ほとんどの不妊治療が可能」な全国で
も数少ない施設の1つです。
また治療以外にも当院不妊診療グルー
プは様々な特長があります。
これから主なものを紹介していきます。

不妊分野の広い知識、高い技能があ
ると認められた生殖医療専門医の資
格を持った医師は茨城県で4名しかい
ません。その4名全員（常勤医3名、
非常勤医1名）が当院で診療を行って
います。

当院にて不妊診療を行う日本生殖医療学会
認定生殖医療専門医の4名

左列：岡本一産婦人科部長
北直喜リプロダクション科長

右列：和田篤産婦人科科長
川崎彰子非常勤医師

①男性不妊専門の泌尿器科医がい
ます

不妊症の原因の半分近くが男性側にあ
ることより、女性だけ検査をしても不
十分です。しかし婦人科を受診するこ
とにためらう男性も多くいます。

②生殖医療専門医が4名在籍してい
ます

③不妊専属看護師チームが不妊患
者さんのケアをしています

不妊分野に高い知識を持った看護師が
不妊専属チームを結成し、チーム内で
外来や入院に関係なく不妊患者さんの
対応をしています。

泌尿器科で男性不妊外来を開設し、か
つ高度な治療も受けることができる点
は男性にとって大きなメリットがあり
ます。
男性不妊は学園ひろば2017年度春号
で特集していますので是非ご覧下さい。
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患者夫婦に情報提供をして最適な不妊
治療を選択できるようにサポートをす
る不妊カウンセラーですが、他施設で
は非常勤や看護師が兼任していること
が多くカウンセリング日が不定期であ
ることも少なくありません。
当院は資格を持った専属不妊カウンセ
ラーが常勤として在籍しているため、
毎日（月-土）カウンセリング外来を
開設しています。

月 火 水 木 金 土

AM ○

PM ○ ○ ○ ○ ○

月 火 水 木 金 土

AM ○ ○ ○ ○ ○ ○

PM ○ ○ ○

婦人科(不妊治療) 不妊カウンセリング

完全予約制

予約センター
平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

予約受付時間：

【私たち夫婦は不妊症なのかな・・と
思ったら】
……不妊症は1年間子作りをしても妊娠
できない夫婦のことをいいますが、不
妊期間がたった2か月であったとしても
「早く子供が欲しい気持ち」が強けれ
ば是非当院不妊外来を受診してみてく
ださい。

【現在のIVF-ETの予約待ち状況は？】
……以前は1年待ちで皆様にご迷惑をお
かけしましたが、現在は長くとも3か月
程度です。ただし当院では患者さん希
望によるIVF-ETは実施しておりません。

【治療費はどのぐらい？】
……当院HPをご覧下さい。また自治体
によってはIVF-ET治療の助成制度があ
ります。詳しくはお住まいの自治体や
保健所にお問い合わせ下さい。

【受診予約はどのようにすれば？】
……まずは下記の予約センターまでお
電話をお願いします。

くは妊娠した場合、お産のできる施設
に紹介となります。当院は妊娠後も継
続して診察を受けることができます。

④常勤の専属不妊カウンセラーが
います

⑤妊娠した場合、引き続き当院で妊
娠管理や分娩ができます

我々の理想は妊娠で終わりではなく、
妊娠した後もできるだけ最後まで見
届けることです。不妊治療施設の多
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リレー・フォー・ライフ茨城2017参加
危険物安全大会表彰・病院職員表彰財団ニュース～

がん患者さんと想いを一つに

当院看護部は、5月20日(土)・21日(日)
につくば市の研究学園駅前公園で行わ
れた「リレー・フォー・ライフ・ジャ
パン茨城2017」に参加しました。

リレー・フォー・ライフとは、がん患
者さんやそのご家族を支援し、地域全
体でがんと向き合い、がん征圧を目指
すチャリティ活動です。
世界25か国、約6000ヵ所で開催され、
年間寄付は約470億円、日本では47か
所・約8万人が集いました(2016年度実
績)。特に茨城県つくば市は、リレー・
フォー・ライフが日本において初めて
開催された場所であり、日本での活動
の中心となっています。

ハトをモチーフにした白い風船が一斉

に晴天の空に放たれ、開会。
それと同時に、参加者が一斉行進する
リレーイベントも開始しました。
『「がん患者は24時間がんと向き合っ
ている」という想いを共有し支援す
る』という意味を込め、開会中夜通し
24時間歩き続けるこのイベントの最大
の目玉です。

当院看護部ブースでは、看護師・助産
師による健康相談、血圧測定、アロマ
ハンドマッサージ等を実施。来て頂い
た方にはアロマの香りのするポプリの
プレゼントもあり、真夏日の暑さにも
関わらずたくさんの方々が訪れてくれ
ました。この場を借りて改めて御礼申
し上げます。
当院では、院内診療だけでなくこうし
た活動も通じて、今後も地域医療に貢
献していく所存です。

上段：参加者による行進と開会式イベント 下段：健康相談や血圧測定を行う当院看護師
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左より、上杉幹夫薬剤部係長、小川健一総務課長、富田広
検査部主任、小池幸子看護師長

当財団施設課職員の木村正和が、平成
29年度茨城県危険物安全大会にて公益
社団法人茨城県危険物安全協会連合会
長表彰を受けました。
この大会は、危険物に係る安全確保に
関して功績のあった個人・事業所を表
彰し、安全確保の重要性を再確認する
と共に、防災意識高揚と自主保安体制
確立を目的に開催されています。

縁の下の力持ちとして患者さんと病院を支え続けます

木村職員は平成22年から危険物取扱の
スペシャリストである保安監督者とし
て利用者と当財団の安全を守り続けて
きました。
喜びの声を伺うと「身に余る光栄です。
利用者の方々と職員の安全を守る縁の
下の力持ちとして更に尽くしていきま
す。」と力強く述べられました。

また、昨年度末に開催されました一般
社団法人茨城県病院協会第2回総会に
おきまして、当財団職員が優良職員と
して表彰されました。
この賞の対象は医師を除いた常勤職員
で、長年病院勤務に従事し病院の維持
発展に多大な貢献をした職員の功労に
報いるために設立されたものです。

今回表彰されたのは、上杉幹夫薬剤部
係長、小川健一総務課長、富田広検査
部主任、小池幸子看護師長の4名。い
ずれも勤続20年以上の職員で、長年に
亘り患者さん、利用者の方々、そして
当院のために陰日向で働いてきました。

機器点検中の木村職員

患者さんを支える医師……、そしてそ
の医師を支えるコ・メディカルや事務
職員……。
この支え合いを通じた当院の患者さん
への取り組みが今回の数々の賞につな
がったものであり、大変誇らしく思い
ます。これを励みに、財団職員一同、
縁の下の力持ちとしてますます患者さ
んのサポートに尽力していきたいと思
います。
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～外来診療について～ 【発行】
一般財団法人筑波麓仁会

筑波学園病院
〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355（代） FAX. 029-836-1918
http://www.gakuen-hospital.or.jp/

関連施設
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援センターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そよかぜ
訪問看護ステーションそよかぜ
筑波学園病院訪問リハビリテーション
ポプラ保育所
筑波学園看護専門学校

一般財団法人筑波麓仁会

029-836-6688

※当日予約のみ
8：00から受付(平日・土曜共)

平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

先日献血をしました。私は血管が非常に細く見えにくいため注射が刺し
にくく、いつも献血は断られていたのですが、今回は看護師の腕がよく

財団徒然こらむ ～共助会ディズニーリゾート旅行～

見事に成功。そのこと自体も嬉しかったのですが「この血液が数時間後
にはもう誰かのために使われますよ、有難うございます。」との言葉に更
に温かい気持ちになりました。
看護に大事なものは技術だけではないことを考えさせられる献血でした。

当財団では福利厚生の一環として共助
会主催のディズニーリゾート旅行を毎
年行っています。1日目がシー、2日目
がランドとなってますが、私は1日目の
ディズニーシーに行ってきました！
一緒に行ったのは筑波学園看護専門学
校時代からの友人。せっかく夢の国に
行くんだから、と洋服もお揃いで(笑)。

天気はすっきり晴れとはいきませんで
したが、屋内のアトラクションに乗っ
たり、飲食をしたりして、ゆったり楽
しんで充実した休日でした！
休みが充実すると仕事のやる気もわい
てくるから不思議ですね。今後もオン
オフを充実させ頑張りたいです。

(4Aabユニット病棟看護師)
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