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Ⅰ，アンケート調査の概要
１，調査目的
２，調査対象
３，調査時期
４，調査方法
５，回収率

Ⅱ，アンケート結果
１〜27番までの設問の回答結果を集計・分析
自由記載に関して、ご意見のまとめと改善点について



Ⅰ，アンケート調査の概要
１，調査目的
アンケート調査の結果を基に、施設・設備や職員の対応を見直し、今後の
診療に反映させ、患者さんに安心・安全でより良い環境の中で不妊治療を
受けていただけることを目的に調査を実施。

２，調査対象
調査期間中に一般生殖医療の治療で通院されている方の内、タイミング指導
または人工授精を1周期以上実施されている患者さん50名

３，調査時期
2019年12月16日～12月28日

４，調査方法
対象の患者さんに対して、アンケート調査用紙を配布し、院内の回収BOX
にて回収

５，回収率
配布人数･･･50名
回収数･･･50名
回収率･･･100％



Ⅱ，アンケート結果
１，年齢

２，当院以外で不妊治療を行ったことがありますか？

16%

74%

8%

2%

20代

30代

40代

未記入

29%

71%

はい

いいえ

【結果・分析】
アンケート回答者の年齢は30代が最も多く
74％と一般的に不妊治療について考え始め
る年代の方が大多数を占めていました。

【結果・分析】
当院で初めて不妊治療を行った患者さんは
71％と全体の2/3でした。
1/3程度の患者さんは他施設にて不妊治療
を受けられた経験があり、設問3・4の回答
から一般の産婦人科クリニックでタイミン
グ法の治療を受けている傾向にあります。
現在はネット社会のため、情報を容易に集
められます。不妊治療専門クリニックとし
て当院も選ばれた理由の一つだと考えられ
ます。



３，２で「はい」とお答えになった方にお聞きします。
（以下、設問３〜５にご回答いただきました）
受けたことがある不妊治療に○をつけてください。（複数回答可）

４，今までに不妊治療のために通院した病院・クリニックはどのようなところ
でしたか？（複数回答可）
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【結果・分析】
他施設で不妊治療を受けられた方の大多数
はタイミング指導で81％でした。不妊治療
の第１歩として行う治療は、不妊スクリー
ニング検査を行いながらタイミング指導を
実施することが一般的であるため、このよ
うな結果になったと考えられます。

【結果・分析】
通院した施設としては、一般の産婦人科ク
リニックが62％と最も多く、次いで不妊治
療専門の施設15％とその他15％でした。
不妊治療は通院する回数が多くなることも
あり、自宅や職場から通いやすい産婦人科
クリニックが選ばれやすいのではないかと
考えられます。



５，そちらの施設での治療はいかがでしたか？

６，５で「やや不満」「不満」だったとお答えになった方にお聞きします。
具体的にそのように思った理由と、どのようなところを、どのように改善
してもらいたいですか？

・個々にあった方法の提案がなく症状の改善もなかった為
・タイミング法について、指示があいまいでわかりにくい、医師が多忙で話しを続けにくい 。
・よく分からない説明や対応が多かった。仕事もしていたが、毎日暇な人と思われてそうな気がした。
・不妊に対する知識が少ないと感じてしまった 。
・仕事後にいけない。なかなかステップアップを勧められない。

※以降、ご意見・ご要望に関しては、回答していただいたままを掲載しております。
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33%

25%

17%

満足

ほぼ満足

普通
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【結果・分析】
治療内容に満足・ほぼ満足と感じていた方
は25％、不満・やや不満と感じていた方は
42％と不満を感じていた方が1/3以上を占
めていました。
理由としては、設問6にあるように、説明が
わかりにくい、仕事との両立が難しいなど
があげられていました。



７，「なかなか妊娠しない」と思ってから、最初に病院・クリニックを受診
されるまでどれくらいの期間がありましたか？

８，不妊治療の病院・クリニック選びの基準を教えてください（複数回答）。

【結果・分析】
妊娠しないと思ってから受診されるまでの
期間は7ヶ月〜1年が22％と最も多く、次い
で4〜6ヶ月が18％、1〜3ヶ月が16％と続
きます。
妊娠しないと思ってから1年以内に受診され
る方が70％と、比較的早い段階から不妊治
療を考えて受診される方が多い結果となり
ました。

【その他の内容】
・先生が優しいのと、他の病院は建物が
古く設備も古く綺麗か心配

・待ち時間の少なさや、予約のとりやすさ

【結果・分析】
施設選びの基準として、通いやすさが35％
と最も多く、次いで医師・スタッフの対応
21％でした。
設問13で当院を選んだ理由でも「家から近
いため」の回答が多く、通いやすさがポイ
ントになっていると考えられます。
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９，職場には不妊治療を行っていることを伝えていますか？

10，不妊治療の通院で、仕事と治療の両立が難しく退職や休職をされた経験
はありますか？

24%

74%

2%

はい

いいえ

無回答
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いいえ

無回答

【結果・分析】
職場へ不妊治療を行っていることを伝えて
いない方が74％と全体の2/3以上を占めて
いました。
治療の内容、受診回数や受付時間によって
も異なると思いますが、休日を利用される
か終業してから診療時間内に間に合うよう
に受診されているため、職場に伝えず通院
できている方が多いのではないでしょうか。

【結果・分析】
不妊治療のために退職・休職を経験されて
いない方が94％と大多数を占めていました。
一般生殖医療では、設問9で分析したように
自分の時間を工夫したり、無理のない範囲
で通院治療され、仕事と両立されている方
が多いと考えられます。
一方で4％の方は両立が難しく退職・休職を
経験されており、設問12にあるように「仕
事があると通院が難しい」「思ったより通
院が多い」という理由から仕事に影響が出
てしまっている方もいるようです。



11，夫婦一緒に不妊治療に取り組めていると思いますか？

【結果・分析】
夫婦一緒に治療に取り組めていると思われ
ている方は72％と全体の2/3以上の方が夫
の協力を得られて治療を進められていると
思われているようです。
しかし「いいえ」の方が18％、中間の回答
者が8％、無回答が2％と約1/3の方は一緒
に治療に取り組めていないと感じられてい
るのが現状です。
今回、理由までの意見調査が出来ていな
かったため、次回のアンケート調査では理
由も明らかにできるようアンケート内容の
修正を検討していきたいと思います。

72%

8%

18%

2%

はい

中間（どちらともいえない）

いいえ

無回答



12，不妊治療について、想像と違っていたことがあれば教えてください。

・タイミング指導で子作りが仕事化になった。
・日程がこんなに自由にならないと思わなかった。
・女性に負担がかかること。仕事があると通院のタイミングが難しいこと。
・タイミングをはかるのはなかなか難しい。
・期間がかかるなと思った。
・時間がかかること。
・なかなかうまくいかないなーとおもいました。生理とHPの休日のかねあいでタイミングよく
受診できないこともあり難しいなと思いました。

・思った以上に通院が必要。
・通院が多く、急に来ないといけないので、仕事面などスケジュール管理がやはり大変だと
思った。

・問題がなくてもなかなか妊娠しないこと。
・原因がよく分からなくても妊娠しないことがあるということ 。
・通う前は厳しいことを言われたりしないかと不安でいっぱいでしたが、いつもとても優しく
丁寧に皆さん対応して下さり、思っていたよりもずっと通いやすいと感じています。
・勉強不足もあり、治療がたくさんあることに驚きました。
・毎日通うつもりでいた。
・もっと高いと思っていました。
・通院が多いのは最初の検査などのみだったので意外に負担が少ない。
・思っていたより気軽に通えている。

※今回、初めて一般不妊治療の患者さんへ向けてアンケート調査を実施しましたが、不妊治療に
ついて、想像していたより気軽に感じたり、大変に感じたりというご意見を多数いただきました。
今後の不妊治療に関する情報提供などの参考に致します。



13，当院での治療を選んだ理由を教えてください。

・通いやすい（複数意見あり）
→家から近い（複数意見あり）、ネット予約できる、口コミが良かったから、先生の信頼、綺麗
雰囲気が良かった、待ち時間が少ない、駐車できる、ＨＰで不妊治療の内容をみて
相談しやすい

・予約状況が見やすく予約をとる手間がかからないので助かります。
・第１子も院長先生のタイミング指導で授かることができましたので、2人目もこちらの病院で
指導してもらいたかった為。

・１回妊娠を経験しているので。
・長い期間診て頂いていたので、安心感があり、町田から通っています。
・何年も前に女医のいる病院を探したらさくらがでてたので、行ってみたら良い感じだったので
通院するようになりました。

・ずっと院長先生に診てもらっているので。
・婦人科で通っていて安心感があった為。
・18時半まで平日受付けて頂けること、家から近い。
・近いから、夜遅くまでやっていて予約が取れるから。
・友人の紹介。
・知人が治療していたから。
・高度治療を行っているから。

※不妊治療は通院の回数が多くなる場合もあり、通いやすい場所や仕事との両立により受付時間
などで選ばれている方が多くいらっしゃることがわかりました。
また、不妊治療前から婦人科で通院されている方や第2子以降のお子様をご希望で当院を選ん
でいただいている方もいらっしゃいました。



14，当院の不妊治療の治療費はわかりやすいですか？

15，14で「いいえ」とお答えになった方にお聞きします。具体的にわかり
にくいところを教えてください。

・同じような診察でも料金が違うとき、不思議だなと思います。
・この先、どれくらいかかるか不安。
・注射や検査など、値段を知らないままやっていたので。

※不妊治療初診の際に、不妊検査の料金表をお渡ししていますが、自費診療と保険診療の違いで
料金が変わってくることもあるため、さらにわかりやすい表示に改善できるよう検討していき
たいと思います。

80%

12%

8%

はい

いい

え

【結果・分析】
治療費がわかりやすいと回答された方が
80％と大多数を占めていましたが、12％の
方がわかりづらいと回答されていました。
わかりづらい理由としては次の設問15にあ
りますが、自費診療と保険診療によっての
違いなどでも費用が変わってきます。
ホームページに治療費は掲載されています
が、さらに患者さんにわかりやすい表示の
方法等を検討していきたいと思います。



16，以下の設問（１）〜（９）で該当する番号を○で囲んでください。
（5：満足 4：ほぼ満足 3：普通 2：やや不満 1：不満 で選択していいただきました。）

【結果・分析】
全体を通して、満足・ほぼ満足で70％を超える結果となりました。また、不満と回答された方はい
らっしゃいませんでした。
その中でも、満足・ほぼ満足の割合が最も多かったのが（5）患者さんに対する接遇マナーで88％、
やや不満の割合が最も多かったのが（1）診察室に入るまでの時間で4％でした。
曜日や時間帯によっても変わりますが、診察までの待ち時間に満足されていない方がいらっしゃるた
め、予約時間なども含めて、時間に関しての改善策を検討していきたいと思います。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（１）診察室に入るまでの時間

（２）医師の診察にかかる時間

（３）看護スタッフの処置に呼ばれるまでの時間

（４）診察が終わってからお会計に呼ばれるまでの時間

（５）患者さんに対する接遇マナー（挨拶・言葉遣い・態度・身だしなみ）

（６）プライバシーへの配慮

（７）患者さんやご主人への説明や医療情報の提供

（８）医療技術（超音波検査・内診・検査等）

（９）治療について質問しやすいか

満足

ほぼ満足

普通

やや不満

不満

無回答



17，不妊治療を終了する時期を決めていますか？

18，17で「はい」とお答えになった方にお聞きします。終了時期を決めた
要因を教えてください(複数回答)。

24%

76%

はい

いいえ

【結果・分析】
治療を終了する時期を決めていない方が
76％と全体の3/4を占めていました。
一般不妊治療では、第1段階での治療を開始
したばかりであるため、今後ステップアッ
プするか？などは考えられていても、治療
を止める時期まで考えている方は少ないこ
とが現状なのではないかと思われます。

【結果・分析】
他の要因は我慢や解決が可能なものの、
「年齢」は解決できない因子のため最も多
かったかも知れません。

次いで経済的負担32％、精神的負担16％が
影響が原因との結果でした。

5%

32%

16%

47%

0%

仕事との両立が困難

経済的負担

精神的負担

年齢

その他



19，不妊治療の不安や不満などを話せる相手はいますか？

20，不妊治療について不明点･不安･不満な気持ちを整理するカウンセリング
を受けたいと思いますか？

72%

26%

2%

はい

いいえ

無回答

44%

54%

2%

はい

いいえ

無回答

【結果・分析】
治療の不安等を話せる相手がいる方は72％
と比較的多い回答でした。これは、不妊治
療が夫婦で取り組む治療であるため、夫に
話すことができる方が多いのではないかと
考えられます。
一方で話せる相手がいない方が26％と全体
の1/4程度いらっしゃるため、家族にも話
すことができずに悩んでいる方がいるのも
現状なのではないかと考えられます。

【結果・分析】
カウンセリングを受けたいと思った方は
44％という結果となりました。
設問19の話せる相手がいる方の中でも、気
持ちを整理するためのカウンセリングを受
けたいと思われている方がいらっしゃるこ
とが考えられます。



21，当院で行われている「さくら相談室」はご存じですか？

22，21で「はい」とお答えになった方にお聞きします。どのような方法で
知りましたか？（複数回答）

50%
46%

4%

はい

いいえ

無回答

【結果・分析】
全体の半数の方に「さくら相談室」を知っ
て頂けておりますが、いいえと回答された
方が46％と、まだ多くの方に知られていな
いことが現状です。
設問20にあるように「カウンセリングを受
けたい」と思っている方も多くいらっしゃ
るため「さくら相談室」の存在を知って頂
き、活用していただけるような情報提供が
必要であるということがわかりました。

【その他の内容】
・友達の通訳で受けたことがある
【結果・分析】
当院のホームページが46％と最も多く、次
いで院内掲示物32％、院内モニター18％と
患者様ご自身でホームページや院内での掲
示等をチェックして頂けている事がわかり
ました。
しかし、設問21の回答から約半数の方には
知られていないため、掲示方法の見直しな
ども必要であると考えられます。

46%

18%

29%

3%
4%

当院のホームページ

院内のモニター

院内掲示物

医師からの勧め

その他



23，現在、お子様はいらっしゃいますか？

24，23で「はい」とお答えになった方にお聞きします。
①ご来院される際、お子様を預けることが難しい場合がありますか？

36%

62%

2%

はい

いいえ

無回答

89%

11%

はい

いいえ

【結果・分析】
お子様がいらっしゃると回答された方は
36％と約1/3の患者さんが第２子以降の不
妊治療で通われていることがわかりました。

【結果・分析】
診察に来院される際、お子様を預けること
が難しい場合があると回答された方が89％
と大多数を占めていました。
お子様を預ける環境が整っていない状況で
通院されている方が多いことがわかりまし
た。



24，23で「はい」とお答えになった方にお聞きします。
②お子様も一緒に連れて行きたいと思いますか？

③お子様と一緒に来院される際ご要望があればお聞かせください。

・おもちゃや子供番組アニメなどのDVDが流れていると子供を待たせやすいです。
・院内に託児室があるととても助かります。
・個室や別室があるとうれしい
・子供が預けられる場所があるとうれしいです。
・内診中に子供が待っていられる場所があると良いです。
・一緒に来ることもありますが、そもそも子供と来るなというHPが多いので助かります。

※現在、絵本コーナーは設置しておりますのでご利用ください。
個別の部屋など待ち合いスペースに関する件は検討させていただきます。

67%

33%

はい

いいえ

【結果・分析】
設問24①より、お子様を預ける環境が整っ
ていないため、通院の際には一緒に連れて
行きたいと思われている方が67％と全体の
約2/3程度いらっしゃる結果となったので
はないかと考えられます。



25，23で「いいえ」とお答えになった方にお聞きします。
①院内にお子様連れの方がいらっしゃると気になりますか？

②「はい」とお答えになった方にお聞きします。
気になる点に関してご意見・ご要望をお聞かせください。

・子供があまり好きではない。
・気にならないと言えば嘘になります。うらやましい気持ちになる。
・メンタル的に辛い時もあるので、子連れ禁止とはいわないまでも静かに過ごす場所か、
さわいだら外にでるなどの呼びかけがほしいです。
・精神的につらくなる、うるさく感じる。
・うらやましいと思ってしまいます。

※お子様がいらっしゃる方も、いらっしゃらない方も不快な思いを生じないように、今回の
ご意見をスタッフ全員で共有し、対応できるよう改善していきたいと思います。

19%

78%

3%

はい

いいえ

無回答

【結果・分析】
院内にお子様連れの方がいらっしゃる時に
気になる方は19％、気にならない方は78％
と気にならない患者さんの方が多いことが
わかりました。
しかし、気になる方がるのも現状ですので、
設問25②のご意見を参考に、改善できる所
は改善して行きたいと思います。



26，その他ご意見・ご要望があればお聞かせください。

・とても楽しく治療できました。子宮筋腫の不安も減りました。
・どこでもそうかもしれませんが、休日の待ち時間が長い。
・いつもありがとうございます。６時半までやっているので仕事後に通えて本当に助かって
います。
・いつも親身になって接して頂きありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。
・いつもありがとうございます。
・不妊に関する事や雑誌がおいてあって、本屋では探しにくいのでうれしいです。
・人気の病院ですと仕方がないのかもしれませんが、待ち時間が長かったり、診察時にゆっくり
話せる雰囲気ではない（質問もしにくい）のが少し残念です。
・お会計の際、先にお会計をしてほしいのにスタッフのシフトについて話し合いをされていて
待たされた。子供のお迎えもあって時間がなかったので困りました。そういうのは患者が
いないときにしてほしいです。

※貴重なご意見、誠にありがとうございました。
皆様からのご意見を真摯に受け止め、改善できるところを見直し、より良い診療環境が提供
できるよう努めてまいりたいと思います。

27，当院の不妊治療において、総合評価を点数でお聞かせください。

☆皆様 ご協力 誠にありがとうございました☆

総合評価 平均点 84点


