当院で開催された「正しい不妊治療についての勉強会」
～患者様から寄せられた感想～
2013 年 5 月から 2014 年 11 月まで
当院では、毎月、院長 古井憲司の「正しい不妊治療についての勉強会」を開催しています。
今までの勉強会に参加された患者様から寄せられた感想・ご意見を掲載します（一部抜粋）。
第 41 回 2014 年 11 月 1 日開催「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
 大変勉強になりありがとうございました。漢方の効果なども取り上げてほしいです。
 内容についてはとても分かり易くて資料も沢山もらえて満足です。
 全体的に大変分かり易く不妊治療とは何かを知ることができた。専門用語が続いた（薬の話
など）ところは少し大変だった。今後の計画の参考にしたい。
 まだ体外受精を視野に入れてなかったので、体外受精を視野に入れた時に主人と受講したい
です。
第 40 回 2014 年 10 月 11 日開催「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
 分かり易かったです。ありがとうございました。
 自分の勉強のためであるが、夫と一緒に知って勉強できたことがまたもう 1 つの目的だった。
これから力を合わせて頑張りたい。例え話、動画が良かった。
 2 回目の参加とういう事で、前回よりも一層理解できました。お忙し中、このような機会を
設けて頂ける事に感謝致します。
 今回 2 回目の参加ですが、今回も分かり易かったです。前回は、人工授精までしか考えませ
んでしたが、今日、体外受精の詳しい話が聞けて、少し不安が取れました。前向きに考えら
れました。ありがとうございました。
 金額についてのシュミレーションがあって良かった。今日の勉強会に夫婦で参加して今後の
予定がまとまった。
 自分が今受けている治療以外の内容もよく分かりました。
 男性の私でもわかるような説明がして頂けて、勉強になりました。
 今日は分かり易く説明して頂ありがとうございました。
 主人に是非聞かせたい話ばかりでした。流産の原因が染色体異常が大半を占めているとは知
らなかったです。これからの治療に参考になる事が多く感謝します。
 各部門度の方も大変丁寧で分かり易く勉強になりました。難しそう、病院へ行くには・・・
と思っていましたが、今日のお話を聞いてクリニックママへ来てみて良かったなあと思いま
した。前向きにやっていきたいと思ったことと、先生方に全てお任せしていきたいと思いま
した。本日は本当にありがとうございました。
 これから治療を始めるうえで、とても分かり易い説明でした。
第 39 回 2014 年 9 月 6 日開催「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
 今まで何となく理解していると思っていたのですが今回勉強会に参加させていただいて大
変分かり易く、今日仕事の都合で来れなかった主人にもぜひ聞いてほしかったと思いました。
 動画で視たので大変分かり易かったです。
 不妊治療の概要が分かって良かったです。
 不妊治療をはじめたばかりの私にとって、とても勉強になる内容だった。院長先生の不妊治
療に対する思い、知識の豊富さが分かった。話をしてくれた人みんながプレゼンテーション
がうまく驚いた。





















とても勉強になりました。
外来では聞くことができない話を聞くことができて勉強になりました。
不妊治療をはじめたばかりなのでタイミングでこれから頑張りたいと思いました。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
勉強会で普段、雑誌とか本で読むよりもよく分かりためになりました。説明もていねいで本
当に参加して良かったです。
とても分かり易かったです。少し安心しました。不安はありますが大変勉強になりました。
知らない事もたくさんありましたので大変勉強になりました。不安な事も多々ありましたが
信じて頑張ってみようと思います。
病院スタッフ皆様がチーム一丸となって取り組んでいることが分かりました。信じてお世話
になりたいと思います。宜しくお願い致します。
本を読んだりするよりも理解しやすく、納得、安心できました。
具体的にどのような治療をするかが聞けてよかったです。排卵日などが「必ず当たります」
など自信をもった言葉に頼もしさを感じました。
夫婦でリラックスして学べました。
自分と同じ不安を持っている人がいるという事が分かった（最後の質問で）。参加して良か
ったと思いました。
初めて参加させて頂きましたが不妊治療をする上で大切なことが分かりました。これからも
がんばろうと思いました。
治療について詳しく深く知ることができ、とても勉強になりました。焦りや不安もあります
が、ゆったりとした気持ちで治療に取り組みたいと思います。ありがとうございました。
手術内容など難しいところもあったが動画は分かり易く良かった。外来では時間がなくてな
かなか不妊について院長先生と話すこともできないのですが、今日はしっかりと先生の考え
や話が聞けて良かったです。
大変勉強になりました。ありがとうございました。今後もよろしくお願い致します。
自信を持つことが出来ました。
とても勉強になりました。子づくりに役立てて行きたいと思います。

第 38 回 2014 年 8 月 9 日開催「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
 治療についていろいろなことが分かり良かったです。
 動画や写真も多く、説明も分かり易く、大変勉強になりました。「聞きたいことはいつでも
聞いて、納得のいく治療にして欲しい」という看護師さんの言葉がとても心強く感じました。
ありがとうございました。
 何も分からない状態で参加したが、内容は分かり易く今後の参考になりました。
 色々と大変勉強になりました。私はターナー症候群ですので、ケースが違うかと思いました
が、他院で卵胞らしきものを確認してもらっているので、まずは世の中の不妊治療について
少しでも多くの情報を集めようと思っています。ありがとうございました。
 分かり易かったです。ありがとうございました。
 夫に不妊治療について勉強してもらう機会ができて良かったです。
 非常に参考になりました。ありがとうございました。
 今回は貴重なお話をありがとうございました。不妊について知らないことが多く勉強会で医
師の方になぜ不妊になるか、不妊の危険性などの話が聞けて大変勉強になりました。
 質問表に体外受精の可能性が私たちは高いのですがと書いたら、勉強会を始める前に先生よ
り「体外受精は痛くないし、怖い事はありません」と言って頂けて少しほっとしました。今
回勉強会に参加出来てとても良かったです。ありがとうございました。

 知らなかった事（妊娠させる方法がたくさんあること）が知れて良かった。年齢が上がるに
つれ、どのくらい妊娠が難しくなるか具体的に知れて良かった。
第 37 回 2014 年 7 月 12 日開催「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
 詳しい話が聞け勉強になりました。無料でこのような機会を与えて下さり、ありがとうござ
いました。
 ネットや雑誌で調べるよりとても分かり易く、本当に参加して良かったなあと思いました。
 正直難しい内容が多かったが（疑問点が）よく分かる内容だった。初めての不妊勉強会とし
ては本当に勉強になりました。ありがとうございました。
 排卵日など独自に調べていたことが実は間違いであったことが知れて大変勉強になりまし
た。ただ、説明はやや難しく話が早いので少し大変でした。これからも先生方と一緒に頑張
りたいと思います。
 今まで知らなかった事が分かり理解できた。
 このような勉強会があって、あらためてちゃんと相談すべきだなと思いました。とてもお金
がかかりそうだなあと勉強になりました。
 主人と 2 人で勉強会に参加できて良かったです。自分だけじゃなく主人の考え方も変わる
と思います。ありがとうございました。
 丁寧に説明して頂きありがとうございました。一言で不妊治療といっても分からないことば
かりだったので良い勉強になりました。現在、妊娠 2 か月ですが順調に進むよう今後も宜
しくお願いします。
 今まで知らずに不安に思う事が今日勉強できて知る事で、すごく前向きになることができま
した。金額のことなど聞きづらい事をテーマに中に入れていてよかったです。年齢も高くて
あせっているけれど、あきらめず、がんばろうと強く思いました。参加できて本当に良かっ
たです。これからも宜しくお願い致します。ありがとうございました。













第 36 回 2014 年 6 月 21 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
丁寧な説明、プレゼンテーションで満足でした。質疑応答も大変良かったです。ありがとう
ございました。
今まで知らなかった事がたくさん知れて良かったです。とても勉強になりました。不安な気
持ちが少し和らいだ気がします。今後の治療に向けて夫婦でじっくり考えて行きたいです。
スタッフ、先生方、皆さん、優しい方ばかりで、いつも気持ちよく通院しています。本当に
ありがとうございました。
体外受精と人工授精の違いがはっきり分かって良かったです。動画で見れたのと、治療の流
れ金額の説明があってだいたい自分でのプランが立てられた。
くわしいことが、沢山聞けて勉強になりました。
質問に対して一つ一つ丁寧に答えて下さり、ありがとうございました。勉強会を受講させて
頂き、前向きに、より頑張ろうと思いました。
これまで不妊治療の経験があるが（人工授精まで）、知らないことが多かったので、不妊治
療について改めて学ぶことができて、今後、不妊治療に取り組む意欲が高まりました。
ざっくりとした情報だったけど、今回初めて参加して少し詳しく分かるようになった。自然
に妊娠できるといいけど、ストレスが敵なので、ためないようにしたいです。
診察室では聞けない話が聞けたし（お酒のこととか）、エビデンスのある話、データを示し
てもらって、理解が深まった。先生お忙しいと思われますが、ずっとバリバリやって下さい。
倒れないで下さい（28 歳女性）
分かり易く勉強になりました。知識が増えたことで不安も減りました。ありがとうござまし
た。 お茶やおかしがあり、リラックスして参加できました。

 不妊治療をはじめたばかりで不安だったが、今後の一般的な治療方針がわかり前向きに不妊
治療を受けたいと考えるようになりました。ありがとうございました。
 最後、一人一人の質問に答えて頂き、大変わかりやすかったです。ありがとうございました。
がんばります。
 とても丁寧に対応していただいて、有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。






























第 35 回 2014 年 5 月 31 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
不妊治療について知らなかったことをしることができました。少し難しい話もありましたが、
今後のことについて考えるきっかけにもなりました。ありがとうございました。
長くて疲れましたが勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。男は全く知らない事ばかりで、勉強になりました。
治療を始めたばかりで分からない事も多く不安でしたが、今日の話を聞いて前向きに頑張ろ
うと思いました。
結婚 5 年目。現在他の病院で不妊治療（タイミング、検査等）を行っていて、ある程度、不
妊について知っているつもりでしたが、今日の話を聞いて知らない事や、より深く不妊につ
いて知ることができてとても良かったです。いい機会になりました。今後も、もう一度旦那
と話し合って、これからの治療について考えて行きたいと思います。カウンセリングも受け
てみたいなと思います。
たくさんの話が聞けて良かったです。途中、少し早くて分からない所もありましたが、資料
をもう一度見てみます。自然妊娠ができない時、他にも方法があることで、考えすぎずにス
トレスをためないようにしたいと思います。
質問に対してしっかりと説明してもらえてとても良かったです。分からない言葉が今まで分
からなかったけど少し理解できました。ありがとうございました。
長時間にわたり誠にありがとうございました。大変勉強になりました。
分かり易く妊娠にかかわることがわかって良かったです。今日は主人が来れなかったので、
今日教えて頂いたことをぜひ伝えたいです。
またよろしくお願いします。
悩むことなく治療の選択が出来る事が分かった。
詳しいことまでよく分かりました。
すごく参考になりました。今日は 1 人だったので、旦那とまた参加できたらと思いました。
とても分かり易くて良かったです。ありがとうございました。
いろいろと今まで知らなかった事を知れて良かったです。
第 34 回 2014 年 4 月 12 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
先生を信じて頑張ろうと思いました。ありがとうございました。
排卵時期について自分の認識が間違っていた事がわかって良かったです。院長先生をはじめ
とする先生方の話を聞いて前向きになれました。頑張りたいと思います。ありがとうござい
ました。
不妊治療について今まで漠然としていたが、今日の話を聞き、よく理解することができた。
今後、今日の話を参考にしていきたいです。
これから始めていくのに、少しでも知識が得られたので参加して良かったです。
色々な話が聞けて、とても勉強になりました。ありがとうございました。
不安が少しやわらぎ、前向きに取り組みたいと思いました。ありがとうございました。
とても分かり易かった。前向きに取り組みたい。
平日の勉強会 ex)20:00～とかあると助かります。
前向きにがんばろうと思いました。勉強になりました。

 知っていることもあったが、知らなかった事もあり、動画は大変興味深かった。年齢的な部
分では染色体の話は大変勉強になりました。
 勉強になり、非常に有意義でした。妻を支え、頑張っていきます。
 体外受精時の薬などの知識が深まった反面、不安な部分も増えました。どのステップまで進
めていくか夫婦で再度話しあっていきたいと思います。
 たくさんの情報に驚きましたが、今日は勉強になったと思います。聞いているうちに「本当
に私は大丈夫かな・・・」と不安になりましたが、最後の「気楽に考えましょう」の院長の
お言葉に救われたような気がします。
 治療の流れや種類を知ることができて良かったです。前向きにがんばりたいと思います。あ
りがとうございました。
 無料でこれだけ沢山の話を聞けて大変為になりました。ありがとうございました。
 すでに通院していますが、日々不安、焦りを感じて過ごす事がストレスに繋がっているので
リフレッシュしながら、うまくこちらもがんばりたいと思います。基本的な話が聞けてすご
く為になりました。
 インターネットなど、多くの情報がインプットできる分、どれを信じていいのか自分で選択
できなかったが、今回の勉強会に参加したことで、必要な知識を得ることができた。夫婦で
共有して、前向きに頑張りたいと思う。
 内容は難しかったが、分かり易く説明してもらえ、大変勉強になりました。
 何となく不妊治療について知っていたが、今日の勉強会に参加して、あいまいだったことが、
よく分かり大変よかったです。ありがとうございました。夫も共に参加しましたが、費用の
ことや治療について理解してもらうことができ、2 人で前向きに治療にとりくめそうです。
 色々とあまり知らない事が詳しく勉強できてよかったです。ありがとうございました。
 クリニックママが真摯に対応している様を見聞きすることができた。
 とても分かり易い説明で疑問点が解決できて良かった。治療をまた頑張りたいと思った。
 色々勉強になりました。ありがとうございます。
 不妊原因から始まり、今まで分からなかった深い知識を得ることが出来て良かったです。
 無料であれだけ詳しい説明をしてくれてありがとうございました。これからも続けてもらい
たいです。これから、前向きに治療に臨みたいと思っていますのでよろしくお願いします。














第 33 回 2014 年 3 月 15 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
今回の勉強会に参加することができて良かったと思います。ただ、時間が限られているのか
ペースが早いので、もう少しゆっくり聞くことができるとよいかと思います。学んだことが
いろいろあって分かり易かったです。
勉強になりました。
とても分かり易かったです。
参加して良かったです。
とても分かり易く、勉強になりました。とても有意義な時間でした。
自習だけでは理解できなかったことも細かな説明でよく分かって助かりました。
予備知識として、十分な内容でした。これをもとにして、担当医への明確な質問、
相談ができます。ありがとうございました。
興味深いお話がたくさん聞けて良かったです。前向きに治療に取り組もうと思いました。
専門用語が多く、スピードも早いため、理解するのが大変でした。人工授精や体外受精につ
いて聞くことができて良かった。
体外受精の話など知らないことが多く勉強になりました。人工授精に興味がなかったけど、
今は少しありかなと思うようになりました。
治療に関して大まかな知識を得ることができた。年齢的なものがあるが、

前向きに取り組みたい。
 今まで知らなかった新たな発見がありました。赤ちゃんを授かりたい気持ちが強いですが、
常に不安な気持ちもあり、現在の自分の心の状態はとても不安です。いつもスタッフの方が
温かくサポートしてくださり感謝しています。前向きに治療に取り組みたいと思います。
ありがとうございました。
 とても勉強になりました。専門的な事まで知ることができて良かったです。
 とても参考になりました。今まで分からなかった事も知ることができ良かったです。
もっと早く来院すれば良かったです。
 分かり易い説明でした。
 不妊治療の全体像が分かってきました。とても分かり易かったです。ありがとうございまし
た。

























第 32 回 2014 年 1 月 25 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
論理的で科学的な根拠からの説明を頂きよく分かりました。ありがとうございました。
分かり易く、受け易い雰囲気で良かったです。
「あまり気負わない様に」お互いに言い聞かせたい。
今後の治療過程が分かって良かったです。
ためになる話がたくさん聞けて良かったです。
毎月 1 度あり、とてもいい機会だと思いました。
知識の整理ができました。大変勉強になりました。
これから不妊治療をしていくのに、すごく勉強になりました。
今回教わった知識をもとに、今後取組みたいです。
いろいろと考えすぎていたけれど、今回勉強会に参加して、こころが落ち着くことができ良
かったです。
分かり易く良かった。
希望をもって通ってみようと思いました。
普段聞けない事や知らなかった事が理解でき、皆さんの質問への回答も参考になりました。
参加して良かったです。
同じ悩みを持つ人がいて自分だけではないと少し安心できました。家で不妊について調べる
ことのなかった夫が真剣に話を聞いている姿を見て、一緒に不妊治療を頑張れる気がしまし
た。
自分でネットや本等で得られる情報とは全く違い、とても勉強になりました。
資料とスライドで説明があり、とても分かり易かったです。
第 31 回 2013 年 12 月 21 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
今まで知らなかった事など、色々な話が聞けて良かった。ありがとうございます。
いつも忙しそうな先生に質問にとても丁寧に答えて頂いて良かった。
とても丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
不妊治療には、いろいろな種類があることがわかって、不安がなくなりました。とても分かり
易かったです。ありがとうございました。
一通りの流れがよく分かった。古井先生全体的にかっこいいです。とても満足のいく勉強会だ
った。ファンになりました（30 歳の男性）。

 不妊治療の事について、深く学んでより一層考えが深まった。
 治療に積極的になりました。





第 30 回 2013 年 11 月 9 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
とても勉強になりました。
参加して良かったです。
初めて聞くことで大変勉強になり、この会に参加してよかった。病院への信頼が高まった。
とても分かり易かったです。
まだほとんど何も分からない状態に等しい位置から少し理解し、前向きに考えようと思う
ようになった。
大変分かり易かった。先生との距離が近い感じがしました。
分かり易く、いろいろ学べて良かったです。ありがとうございました。
不安なことが有ったが解消された。知っているようで、理解してなかった事も発見できて






良かった。
先生を信じ、前向きに進んでいこうと思います。ありがとうございます。
良かったと思います。
本当に勉強になりました。来てよかった。頑張ります。
非常に勉強になった。精子のあたりが興味深かった(男性の方)。







第 29 回 2013 年 10 月 5 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
 このような勉強会があってうれしい。
 情報量が多い為、1 回の講演だけではなく、何回かに分けてほしい。







分かり易かったです
専門の方からの説明を聞くチャンスがないので、大変有意義な勉強会でした。
不妊治療が初めてなので、とても勉強になりました。
内容も分かり易く、参加して良かったです。参考になりました。ありがとうございます。
色々勉強になりました。
院長先生が本当に熱心に不妊治療に取り組んでみえることがわかったことも含め、とても
貴重なお話しを聞けました。ありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。
 本当に勉強になりました。ありがとうございました。
 とても勉強になりました。こういう勉強は是非、続けてほしいです。
 改めて不妊治療について知りたかったので、今日はとても勉強になりました。温かい言葉に
心救われました。ありがとうございました。
 ポイントがいくつかあり、本日の収穫でした。
 大変分かり易かったです。
 映像もあり、分かり易かった。勉強になりました。
第 28 回 2013 年 9 月 14 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
 不妊の原因、治療の流れを知ることが出来て良かった。治療の際には DVD やパンフレットで
再度説明があることもとても心強い。
 子どもを授かるというプロセスにまだまだ知らないことが多く、勉強になりました。
 何点か、今日の勉強会でポイントを示してもらえたのが良かった。
 非常に分かり易く、想像以上に勉強になりました。先生を始め、スタッフみなさんの姿勢が









とても前向きなので、これからの治療の自信、励みになりました。
正直、ここまで参考になる勉強会と思ってなかった。
不妊治療を始めたばかりですが、不妊治療がどんなものか、詳しく教えて頂いて勉強に
なりました。
治療法や投薬についても分かり易かったです。
それぞれの分野の方が詳しい説明をして下さり、わかりやすかったです。治療に対する抵
抗・不安が減り、前向きな気持ちになりました。会に参加して、同じ悩みの方がいる事が分
かり、孤独感から解放されました。
良かった。
この病院に来て本当に良かったです。全スタッフさん対応が良く、院長先生の出来るという

言葉で、この病院なら必ず出来ると思った。
 前向きに考えて、治療に取り組んでいきたいと思いました。
 はげましの言葉ありがとうございます。






第 27 回 2013 年 8 月 24 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
すごく分かり易く、今回勉強会に参加させて頂いて良かったです。
質問したいことがあったが、質問する勇気がなくて聞けなかった。
また勉強会に参加したいです。ありがとうございました。
詳しい説明で分かり易かった。

 良かった。
 詳しい話が聞けて、大変分かり易く、理解できました。
 正しい知識をもつことが大切だと思いました。ありがとうございました。
第 26 回 2013 年７月 27 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
 難しい話ですが、リラックスして聞けました。
 質問に答えて下さるので、ありがたかった。
 専門用語が多く理解しにくい。今後の為になりました。よく話し合って取り組んで行きたい
です。










とても勉強になりました。
丁寧に一つ一つの質問に答えて下さり、ありがとうございました。とても勉強になりました。
男性に関する情報をもう少し聞きたかったです。
こちらには初めて来たのですが、とてもきれいで分かり易く好感が持てます。
とても分かり易く勉強になりました。
大変分かり易く、ためになりました。
各治療薬によるリスクの説明を詳しくしてほしい。
院長先生を信じて、これからもがんばっていこうと思いました。
ありがとうございました。分かり易く、とても勉強になりました。不妊治療をする心の準備

ができました。
 不妊治療全体のことが良く分かりました。
 勉強になったし、プラスに考えていこうと思いました。






第 25 回 2013 年 6 月 15 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
当日不妊治療勉強会に参加させて頂き、ありがとうございました。前向きになりました。
今まで知らなかったことなど分かり易く教えて頂けて良かったです。
今まで分からずに治療してきた部分もあったが、今回参加した事で、詳しく知る事が出来た。
これからも頑張って、一日でも早く赤ちゃんが授かれれば良いと思う。
大変参考になりました。
質問のタイミングが難しい。個別があればよかった。
とても分かり易く、前向きになりました。ありがとうございました。
話が分かり易く、今後の不妊治療に希望がもてた。ありがとうございました。









第 24 回 2013 年 5 月 11 日開催 「正しい不妊治療についての勉強会」アンケート調査
どうしたら子供ができるか、具体的にタイミングを教えて頂き、挑んで行きたい。
知らない事ばかりで大変勉強になりました。
大変参考になりました。
とても勉強になりました。前向きに考えられるきっかけになりました。
不妊治療がどういうものか何も分からない状態でしたが、わかりやすかった。
先生だけではなく、他の立場の方々から、お話があったのが良かったです。
説明に動画や写真を用いて、とても分かり易かったです。










幅広い情報が得られ、有益な時間でした。
この勉強会が励みになりました。
不妊治療に向き合うきっかけになった。
不妊治療の全体像と一連の流れがわかる点が特に良かったです。
結婚してすぐにでも聞くと、今後の人生設計に大いに参考になる。
もう少しこういう病院に早くめぐり会えたらと思った。
分かり易く適切に教えて頂きありがとうございました。
回数の増加や広告の増加があれば、もっと早く参加できたかなと思います。





