JWC 予約項目のご案内（2016 年 4 月より）
※診察予定時刻について：診察室にお呼びさせて頂く目安の時刻となっております。診察の進行状況により、実際にお呼び出来る時間と前後する可能性がございます。
※お知らせメールについて：診察予定時刻の 30 分前もしくは 60 分前にメールにて予定時刻のお知らせを案内しております。
システム上、全ての目的に対し、診察予定時刻表示・お知らせメールがご利用出来る状況となっておりますが、目的によりご利用なさらないようお願い申し上げます。

来院目的

先に採血

目的内容

診察予定時刻来院

お知らせメール利用

可・不可

可・不可

採血の結果が出てからの診察の方のご予約です。

不可

不可

以下の診察内容の方が該当致します。（診察後の採血の方は該当致しません。）

（診察前に採血がございま

（診察前に採血がございま

① 体外受精・顕微授精・融解移植ご希望の方で生理 1 日目～5 日目の採血

す。予約時間でのご来院とな

す。予約時間でのご来院とな

② 人工授精の処置日、採卵日・移植日を決定するための採血

ります。）

ります。）

可

可

（診察前にエコー検査がござ

（診察前にエコー検査がござ

います。

います。

予定時刻の 30 分前までのご

予定時刻の 30 分前までのご

来院をお願い致します。）

来院をお願い致します。）

可

可

（診察前に尿・エコー検査が

（診察前に尿・エコー検査が

ございます。

ございます。

予定時刻の 30 分前までのご

予定時刻の 30 分前までのご

来院をお願い致します。）

来院をお願い致します。）

タイミング療法もしくは人工授精後、妊娠判定を自宅にて行い陽性反応が出た方のご

可

可

予約です。

（診察前に問診票の記入がご

（診察前に問診票の記入がご

ざいます。

ざいます。

予定時刻の 30 分前までのご

予定時刻の 30 分前までのご

来院をお願い致します。）

来院をお願い致します。）

不可

不可

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

③ 移植後の妊娠判定のための採血
④ 経過観察のための採血
⑤ タイミング療法の方で高温期のホルモン値確認のための採血

エコー

尿検査

自己妊娠判定

胚の経過

卵胞の状態を確認する方のご予約です。

尿検査にて排卵時期を確認する方のご予約です。

採卵後、培養士から胚の培養報告をご希望の方のご予約です。

人工授精
月経 6 日目まで

タイミング
月経 6 日目まで

フーナーテスト

精液検査（自宅）
結果当日

妊娠エコー

通水検査

人工授精ご希望の方で、生理 1 日目～6 日目の方のご予約です。

可

可

（生理の出血が少量もしくは終了した方は、エコー検査が可能です。

（進行状況により、予定時刻

（進行状況により、予定時刻

エコーにてご予約をお願い致します。）

より早くお呼びできる場合が

より早くお呼びできる場合が

ございますので、予定時刻の

ございますので、予定時刻の

20 分前にご来院お願い致し

20 分前にご来院お願い致し

ます。）

ます。）

タイミング療法ご希望の方で、生理 1 日目～6 日目の方のご予約です。

可

可

（生理の出血が少量もしくは終了した方は、エコー検査が可能です。

（進行状況により、予定時刻

（進行状況により、予定時刻

エコーにてご予約をお願い致します。）

より早くお呼びできる場合が

より早くお呼びできる場合が

日曜日は人工授精・体外受精・顕微授精・融解移植療法の専門外来日となっておりま

ございますので、予定時刻の

ございますので、予定時刻の

す。日曜日以外でのご予約となります。

20 分前にご来院お願い致し

20 分前にご来院お願い致し

ます。）

ます。）

排卵時期に夫婦生活をとって頂き、子宮頸管内の精子数を確認する検査をご希望の方

可

可

のご予約です。

（診察前に尿・エコー検査が

（診察前に尿・エコー検査が

ございます。

ございます。

予定時刻の 30 分前までのご

予定時刻の 30 分前までのご

来院をお願い致します。）

来院をお願い致します。）

精液内の精子の状態を調べる検査をご希望の方で、結果を当日確認の方の予約です。 不可

不可

パートナー様の診察券番号でのご予約をお願い致します。

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

エコー検査にて妊娠の経過をみる方のご予約です。

可

可

（診察前にエコー検査がござ

（診察前にエコー検査がござ

います。

います。

予定時刻の 30 分前までのご

予定時刻の 30 分前までのご

来院をお願い致します。）

来院をお願い致します。）

卵管に生理食塩水を注入し卵管の通りを確認する検査です。生理 8 日目～10 日目に

不可

不可

行います。クラミジアの検査結果が陰性の場合のみ検査可能です。
（1 年以内の結果が

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

子宮内に造影剤（フェムビュー：生理食塩液及び空気の混合液）を流し、両側の卵管

不可

不可

の走行や通過性、卵巣と卵管の位置関係を調べる検査です。

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

対象です。）
卵管造影検査
（通水検査+HSG）

生理 8 日目～10 日目に行います。クラミジアの検査結果が陰性の場合のみ検査可能
です。（1 年以内の結果が対象です。）

結果

可

可

（進行状況により、予定時刻

（進行状況により、予定時刻

より早くお呼びできる場合が

より早くお呼びできる場合が

ございますので、予定時刻の

ございますので、予定時刻の

20 分前にご来院お願い致し

20 分前にご来院お願い致し

ます。）

ます。）

不可

不可

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

不可

不可

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

不可

不可

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

不可

不可

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

診察なしで感染症検査のみの方のご予約です。検査を受けられる方の診察券番号でお

不可

不可

取り頂きますようお願い致します。

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

精液検査（自

精液内の精子の状態を調べる検査をご希望で、結果を後日確認の方の予約です。

不可

不可

宅）結果後日

パートナー様の診察券番号でのご予約をお願い致します。

（予約時間でのご来院）

（予約時間でのご来院）

妊娠に向けての治療をご希望の方のご予約です。

不可

不可

婦人科・産科・検査のみにつきましては、承っておりませんので

（問診表等の記載がございま

（問診表等の記載がございま

ご了承の程お願い致します。

すので、予約時間 10 分前にご

すので、予約時間 10 分前にご

※当院に通院歴がない方のご予約です。

来院お願い致します。）

来院お願い致します。）

注射のみ

処方のみ

注射と処方のみ

凍結更新のみ

感染症検査

初診

検査結果を確認される方のご予約です。

診察はなく注射のみの方のご予約です。

診察はなく処方のみの方のご予約です。

診察はなく注射と処方のみの方のご予約です。

胚凍結・精子凍結更新のお手続きの方のご予約です。

以上の来院目的以外をご希望の方はお電話にて承っております。診療時間内にご連絡下さいますようお願い致します。
☎

03-3722-2255

🏥🏥

お子様とご一緒にご来院の場合の予約時間 PM15：30～17：00（火・水・金）AM10：00～11：30（木）

💉💉

先に採血の予約時間

AM10:15～12：15（火～日）

通水検査の予約時間

AM10：00・10：30・11：00・11：30（火～金）10：00・11：00（土） PM16：00・17：00（火・水・金）

💻💻

⏰

AM10：00～13：00（火～日）PM15：30～19：00（火・水・金）

※診察の進行状況により表記時間外もお電話対応可能な場合もございます。
※予約時間にご来院下さい。

PM15:30～18：15（火・水・金）

卵管造影検査の予約時間

PM15：30・16：30（火・水・金）

精液検査の最終予約時間

自宅採取：AM12:00（火～日）PM17:00（火・水・金）院内採取：AM11:30（火～日）PM16:00（火・水・金）

精子凍結の最終予約時間

自宅採取：AM11:30（火～日）PM16:00（火・水・金）院内採取：AM11:00（火～日）PM15:30（火・水・金）

最終月経開始日の登録のお願い：

（通水検査・卵管造影検査当日、お子様とご一緒にご来院されますとお受け出来かねますのでご注意ください。）

各種設定➡最近の月経開始日の入力画面にて登録をお願い致します。

