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紹介・クチコミで広がる
漢方で身体を整え
懐妊実績
妊娠力を高める
県 外から通う方も多 数

漢方で女性ホルモンの分泌を整えたり、卵の質を良く
するなど、本来の
“妊娠力”
を高めていく。
「不妊症と漢方
との相性は驚くほど良いんです」
と西口先生。身体への
負担もなく、
西洋医学との併用も可能。西口さんは自ら漢
方で疾病を完治させた経験があり、患者目線にたった親
身な対応。長年不妊に悩む人が授かった例も多数。

煎じ薬、粉薬の調合も行う北摂でも数少ない漢方専
門薬局。子宝相談は評判で同店の得意分野。
クチコミで
遠方から通う方も多く、妊娠した4人に1人が 40代とい
う。細かく時期や体調を見ながら、
“今”
必要な漢方で体を
整えていく。東洋だけでなく西洋医学も含めた総合的な
観点から、
その人に適したアドバイスをくれるので心強い。

至桃山台

春風漢方薬局 で検索

至江坂
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●二人目がなかなかできず婦人科を受診。基礎体温
が一層で排卵しておらず治療を始めましたがホル
モン剤が体に合わなかったため断念。仕事もして
いて体調もすぐれなかったため体作りのため漢方
を始めたところ４か月で自然妊娠。先生の言うとお
り妊娠しびっくりしました。 （吹田市 ３０代女性）

「一人目自然妊娠したのになぜ …
」
と
戸惑いがちな二人目不妊
悩んで立ち止まらないで

いことも多いですね。当院で

一人目を体外受精で妊娠し、

存している方もいらっしゃい

その際の残りの受精卵を保

ます。
一人目自然妊娠された

方は、
いざ二人目がなかなか

～体外受精について～

できない時 、
クリニックに行

向があります。
一人目の時と

増えるARTによる治療

喜びの声

不妊専門クリニックとして6年目を迎えた園田
桃代ARTクリニック。6年の間に1158人の
妊婦さんを送り出してきました。しっかりと患者
と向き合い、信頼を得ている同院。今回は二人目
不妊に関してお話を聞いてきました。

園田桃代 先生
くタイミングが遅くなる傾

る状況が変わっています。悩

は、
年齢や卵巣機能、
あらゆ

”今 の身体状態を
“
知ることが重要
迷わずに受診を

一人目を当院で妊娠され

まずは検査で自分の状況を

んで立ち止まるのではなく、

た方が二人目もと来ていた

だくことが増えてきており

知ることが大事。時期を逃

西日本最大級のラーメンイベント

ます。そういった方は一人目

治療のときの知識もお持ち

治療していきましょう。

至吹田
至南茨木

http://wu-xiang-dou.co.jp 柚花香房 で検索

毎月第4土曜日の午後は男性不妊外来を実施して
います。ベテラン男性医師が担当します。診察は当
院通院中のご夫婦に限らせていただいています。
※毎月20人程度の男性が来院されています。
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漢方相談は電話でご予約を

さぬようスピード感を持って

千里中央

千里朝日
阪急ビル3F

千里阪急
ホテル

セルシー

206-6816-9677

のため、
早めに動いてくださ

悩みを抱えたまま苦しんで

いる方いるのではないでしょ

受け止めますので、
1度軽い

14時～

11/26（土）※事前予約

山田

吹田市山田西3丁目57-20 ピアパレス王子101
営／平日9時～19時、
水曜9時～13時、
土曜9時～17時
日・祝定休駐車場2台あり

っているので、結果が出やす

桑原聖子さん
うか。不安なことは私たちが

気持ちでお越しください。
二

人目は治療に専念できる時

所がない…という 方にも 託

一人目を預ける場
… 間がない、

児所の案内やスケジュールの

二人目不妊ならではの悩み

一人目もできたから、
二人

私たちがサポートします

相談などできる限りのこと

三脚でしっかりサポートしま

はさせていただきます。二人

すのでご安心ください。

目もそのうち……と病院へ

行 く 踏ん切りがつかない方

看護師

男性不妊外来

せんちゅうパル

中央環状
モノレール

量があっても顕微鏡で見る

http://www.sonoda-art.com

千里大丸
プラザ

206-6155-1511

新御堂筋

豊中市新千里東町1-5-3
千里朝日阪急ビル3F
診療時間／10時～13時、15時～18時
火・木・土曜日は午前のみ、
日祝休診

とも。また男性側も精液の

と精子の数や運動率、形状

に異常が見られる場合もあ

るのかわからないので、
まず

ります。どちらに原 因があ

ることをオススメします。当

はご夫婦で検査を受けられ

院では検 査 結 果 を 胚 培 養

士が直接患者様に説明して

なんでも聞いてくださいね。

います。不安に思うことは、

園田桃代ARTクリニック

も多いかと思います。
ママ友

関和瞳さん

など周りと比べて焦ったり、

ご夫婦の協力は不可欠
検査結果は私たちが
直接お伝えします

二人目となると一人目時

子の数・質が低下しているこ

より年 齢が上がるので、卵

胚培養士

漢方薬局 柚花香房

名
神
高
速
道
路

緑地駅
ビル

●色々な治療をしましたが3年半妊娠せず相談にきました。生理
前のだるさや腰痛、
頭痛、
手足のほてりなどの症状があり、
「血
と気を補う漢方薬」、
「気の巡りをよくする漢方薬」、
「体を温め
る漢方薬」
を服用。1ヶ月後には体のだるさ、
頭痛などの症状が
なくなり、
なんと4ヶ月後に妊娠できました。
（30代）

薬剤師、国際中医師の資格を持つ井上先生夫妻。
貴文先生は不妊治療の勉強会で講師をすることも。

山田

駿台予備校

206-6151-2491

喜びの声

新御堂
筋
緑地公園

豊中市寺内2-2-22 シャトーエデン109
営／月～金 9時～19時半、
土 9時～18時 日曜・祝日定休

不妊と高相性の漢方で
本来備わっている
「妊娠力」を整える
妊娠力を高める
知識が豊富で親身な姿勢も評判

服部
緑地公園

春風漢方薬局

2016.11

大切な卵をお預かりし育くみます。最新の設備・クリーンなラボ環境・
培養士スタッフの連携で妊娠の確率を上げるよう最善を尽くしています。

顕微授精
を施行して
いる卵子

受精後3
日後の受
精卵

スペシャリストだ
けが 扱うことが
できる大切な受
精卵。観察し見
極め、母体へ戻
します。

～公共交通機関でご来場ください～

大阪府吹田市千里万博公園
（大阪モノレール万博記念公園駅・公園東口駅下車徒歩15分）

（イルミナイトXmas期間中の夕方以降、中央口は大変混雑します。東口をご利用ください）

※別途公園入園料（大人250円、小中学生70円）必要
※イベントの内容は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はイメージです

今年もイルミナイト万博
Xmasが同日開催
従来の5倍のイルミネーション！

スケートリンクがラーメン
EXPO会場に登場！
同時同会場で開催！

ステージも
企画盛りだくさん！
漫才や音楽Live、
クイズ大会など
ステージもお楽しみください。

冬のロハスフェスタ万博も
同時開催
ロハスフェスタで人気の手作り雑貨が大集合！
イルミネーションで彩られたロハスフェスタを
お楽しみください。

ラーメンEXPO

検 索

