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HEART to HEART

『 』

こうのとり相談室がオープンして1年9ヶ月が経過しました。医者をや

っていていつも感じ

ることですが、医者は新しい患者さんに出会ってその実力が伸びます。

自分がわからないその患者さんの問題を解決しようとするために新たに

勉強するからです。私はそうして現在に至っています。こうのとり相談

室も同様です。試行錯誤、手探りしながらの1年9ヶ月でした。多くの患

者さんに成長させていただきました。ありがとうございました。まだ、

相談室を訪れた10人が10人とも満足して部屋を後にしているわけではな

いと思います。更に多くの患者さんに心の安らぎを感じていただけるよ

倶楽部kounotoriもお陰様で発行から10号目となります。相談室が立ち

上がって一年九ヶ月。皆さんに育てて頂いた私達です。今回は特別企画

として、相談室にかかわっているスタッフの座談会を企画致しました。

相談室発足の経緯から、それぞれのスタッフの思い、今後についてなど

私達のありのままの気持ちを掲載させて頂きます。

　　　　　　 

　    相談室のスタッフの思い、聞いて下さい

【相談室立ち上げのいきさつ】

小林 私と渡辺さんが、ある患者さんのケアについて話しをした 

事が直接的な行動のきっかけだったんだよね。この外来に患者

さんが気軽に話せる場所があればいいねって。

渡辺 私はずっと育児支援の部署に居たから現在不妊治療を受け

ている方々との接点は全く無かったんだけど、いわゆる治療経

験を経た方々からは治療中の思いを聞く機会があって。やっぱ

り治療中、とっても誰かに話しを聞いてもらいたかったってい

う言葉、多く聞いていた。だけどどうするって事もできないま

ま日は過ぎていたんだよ。

小林 そして、思い切って吉川先生に聞いてみたんだよね。相談  

室、作ってもいいでしょうか?って。そしたらすんなりといい

お返事が返ってきて。治療全般の不安は私、そして体外受精部

門からは、一通りの技術と知識を持っていて患者さんの心のケ

アに関心を持っている人って事で高橋さんに決まり。そこから

3人で、どんな相談室にするかって計画立てが始まったんだよね。

治療していた患者さんにも協力してもらって。どんなサポート

が欲しかったかって、それを絶対基本におかなきゃ意味ないから。

高橋 そうです、そうです。渡辺さんはこっちの分野には全く接 

点無かったから、まず培養室に体験入室してもらって。肝心の

見てもらわなきゃの事じゃない方ばかりに目がいっちゃったり

してて(笑)そして不妊治療全般の事や外来の流れ、患者さんの

様子等を小林さんから教えてもらい、カウンセリングについて

は渡辺さんにって、みんなで自分らの専門についてレクチャー

しあった。ほぼ毎日、午後時間作って。よくや りましたよねぇ。

渡辺 本当にこの二人はよく勉強してくれた。カウンセリングっ 

て単に知識や技術だけの世界じゃなくって、話しが聴ける、い

わゆる傾聴できるって事が何より大切な事だからそれを理屈抜き、

心で学ぶってあの短期間にあそこまでできた二人にはつくづく

感心した。

【2003/3/3いよいよ相談室が始まる】

小林  言い出してから5ヶ月、トントン拍子に進んで行ったよね。

勉強と併行して部屋の準備もできて。キリのいい4月からって

言ってたのが、体制できたのならって3月3日、月曜日にスター

ト。

渡辺 外来はすごく混んでて忙しいのに私だけ部屋でちんまりと

していてとっても心苦しかった。途中で小林さんに、"ねぇねぇ、

誰か連れてきて"なんてお願いしていた。(笑)そして入ってきて

くれた一人、初めてのカウンセリング、忘れられない。緊張～

って感じ。

小林 私だって初めての時は正直気持ち悪くなった(笑)治療不安

答えますって言っても、もし、自分の答えられない知らない事

尋ねられたらどうしよって。あと、自分の答えがその人の人生

に影響するようだったら、どうしよってそんな怖さもあったよ。

高橋 それは私も同じです。当初はステップアップ時には呼ばれ

なかったから、私の登場するのってとっても少なかった。たま

～に呼ばれるから、ど緊張で構えちゃって。小林さんの言った

ように、質問をくれた患者さんに答えるっていうのは、この先

を方向づけるって意味合いもあるんだけど、あくまでも私達は

情報提供をするっていう所にとどまらなきゃ、患者さんの気持

ちまでも決めかねちゃう立場にもなり得る。だからこそ、そこ

の所はしっかり気をつけて話をしなきゃと思いました。説明は

説明。そこの区別はカウンセリングの本質を知ったお陰で良か

ったかもって思いましたよ。自分自身においてもカウンセリン

グの事を知ってパ ーソナリティｰチェンジが起きた気がする。

小林 うんうん。スッキリしましたって言われた時、あぁ役に立

てたんだなってうれしかったし、普段外来でバタバタしている

から、予約なんかでゆっくり話してみたりすると、患者さんの

思いとかも今更ながらよくわかったし、患者さんとの距離が縮

まった気がしてた。

高橋 前は私達培養士って胚移植の時位しか直接お話する機会が

無かったから、名前覚えてもらうだけでうれしかったのにすっ

きりしましたありがとうございます、なんて言われる　と、もう、

うれしいがう～んとうれしいになった。

渡辺 私は資格とってあったけどここで初めてカウンセラーとし

てやる事になったもんだから、うんと気負いがあって。とにか

く話して話してみたいな。廊下に出て呼び込みこそしないけど

すごく押しつけがましかったと思う。カウンセリングの良さを

どうにかして伝えたい一心だった。だから入ってきてくれた人

に必要以上に思い入れして話してくれる人と一緒に常に泣いてた。

話しへの共感だけじゃなく、余計な自分の中のモード入れ混ん

じゃって。あの頃の方、ゴメンナサイ。

小林 でも、渡辺さんには私達とは違ったものを患者さんは求め

ているから。喜びを分かち合いたいとか、ちょっと顔みるだけ

でいいとか。相談室閉まっていると残念な顔して帰る人達居る

もんね。

渡辺 ありがたいよ。それが段々に分かってきた。私はとにか

くここに居ることに意義があるんだって。同じ顔が常にそこ　

にいけば居る事の安心、心の拠

り所みたいなのかな。何をして

あげるとかそんなんじゃないん

だよね。相談室の上の看板に警

備員室ってまだ書いてある。

あれ、有る意味そのままでいい

のかも。(笑)

【一年経って少しずつ見えてきたもの】

小平 私がここに関わりを持つようになったのは１年と少し経っ

てから。ステップアップ相談をもれなくやっていくようになっ

てからです。患者さんと直接お話する機会としては本当にそれ
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　結婚後夫の転勤で海外に住むようになり、生活も落ち着いた

ころ、子供が欲しいと思うようになりました。しかしなかなか

授かる事が出来ず、現地の病院に通い始めました。私の病院デ

ビューは海外でした。しかし現地では大きな総合病院に行けば

日本語通訳はあるものの、担当ドクターのクリニックには通訳

はなく、ただでさえ不妊という難しそうな（？）内容に加え、

語学堪能ではない私にとって海外での病院通いはかなりの気合

いを必要とし、不安やストレスを感じることもありました。１

年ほど通った頃でしょうか、ドクターの方から体外受精の話し

がでたのです。自分自身も行き詰まっていた頃でしたのでステ

ップアップに戸惑いはありませんでした。夫とも相談し費用的

な面、そして言葉や精神的な面から体外受精をするなら日本で、

と考えました。

それから日本の病院探しが始まるわけですが、その手段は限ら

れていました。インターネットです。海外生活において私にと

ってインターネットは不可欠です。住んでいる場所に特定され

ることなく、好きな時間に多くの情報を得ることができ、実は

現地の病院に通っている時から不妊の情報はほとんどインター

ネットから得ていました。そして実家のある長野県下の病院を

探してすぐにヒットしたのが、諏訪マタのＨＰでした。諏訪マ

タの名前は子供が欲しいと思う前よりもちろん、独身時代から

知ってはいましたが、まず、諏訪マタのＨＰの情報量の多さに

驚きました。治療方針から治療方法まで知りたいことが細かく

書かれていたのです。隅から隅まで読ませていただいた後、こ

ちらのクリニックで治療を受けてみたいと思いました。

　早速ＨＰ上から無料で相談に乗って下さるというこうのとり

相談室にメールを出し、現状や今後の希望などを伝えてみまし

た。海外に住んでいるため、治療を一時帰国に合わせるなどま

ず時間的な相談が必要でした。すぐにお返事をいただきそこか

ら相談室とのお付き合いが始まったのです。「いつでもいらし

てください」と言っていただいたときは見ず知らずの私を温か

く受け入れてもらったような、そんな気持ちでとても嬉しかっ

たことを覚えています。それから何度ものメールでの相談にい

つも的確なお返事をいただき、諏訪マタで治療を受けたいとい

う私の気持ちは強くなっていきました。そして初めて相談室の

ドアを開け、メールの窓口であったカウンセラーさんとお会い

した時、初めてお会いするはずなのに初めてという気が全くし

なかったのです。それまでの何通ものメールが心の距離も縮め

てくれたんでしょう。ほっとする空間がそこにはありました。

　諏訪マタに通い始めて何よりもすごいと感じたのは、私が海

外から出したメールでの現状や相談内容すべてを、既に先生を

始め看護師さんらが理解して下さっていて、初めての診察の日、

改めてこちらから説明をすることがほとんどなかったことです。

普通はドクターや病院が変わればまた一から現状の説明をし直

さなければならないのですが、不妊治療の辛いことの一つと言

えばデリケートな夫婦関係を他人に説明しなければならなく、

でもそれはとても苦痛なことで、その時も説明することは覚悟

していたのでした。後から知ったことですが、相談室へのメー

ルはその内容によって先生や看護師さん培養士さんカウンセラ

ーさんがお答え下さっていたとのこと。患者に対する先生を始

めスタッフの皆さんの真摯な誠意を感じました。また毎月開催

されているという体外受精の説明会では先生から直接説明を聞

く事ができ先生のお考えを知る事ができました。そしてこの病

院を選んで間違いなかったと嬉しく感じました。

 そして初めての体外受精に臨むことになったのですが、診察の

後、相談室に寄るのも私の楽しみの一つとなりました。特別な

深い悩みがあるわけでもなく落ち込んでいるわけでもなかった

のに、なぜか相談室に寄った後は心が軽く明るくなるのです。

不思議でした。そして診察中に先生に聞きそびれてしまったこ

と、診察が終わって相談室で話しをしている間に出てきた疑問

にはすぐに培養士さんや看護師さんを呼んでくださり、お忙し

い中その度に皆さん親切に丁寧に説明をしてくださいました。

そのおかげで不安なく採卵の日を迎えることが出来ました。

 またある日、治療途中で一時海外のアパートに戻っていた時の

こと。突然基礎体温のことで問題がでてきてしまいました。日

本行きの飛行機チケットは既に数日後に予約してあり日本で診

察を受けるつもりでしたが、もしかしたら治療は延期？という

不安の中、慌てて相談室にメールしたのです。するとすぐお返

事をいただき、先生からの「大丈夫です」というなんとも心強

いお答え。何百人もの患者さんを抱えていらっしゃるにもかか

わらずすぐにお返事下さったことはもちろん、先生のその一言

も嬉しくて、海外のアパートで私は何度もそのメールを読み返

しては小躍りしていたのでした。患者にとって先生の一言は本

当に偉大です。

 現地での生活も、もとから海外に住んでみたいと思っていたわ

けではなかったので、異文化に最初は戸惑うことばかりでした

が、今では行ってよかったと心から思えます。そのことと不妊

治療も同じようだと感じるのですが、自分が予定しないことに

出会うことは、時として予定外の苦労もしますが、予定外の楽

しみや喜びにも出会える、それもまた楽しいじゃない、と３０

歳も過ぎたからでしょうか、そんな風に思えるようになりまし

た。治療中は夫とは離れ離れの生活でちょっと淋しいですが、

海の向こうで見守っていてくれる夫がいるからこそ頑張れます。

これからも海外生活も楽しみながら日本での治療も続けていき

たい、どちらか一つを選択しなければならないのではなく、バ

ランスを取りながら両方を続けていきたいです。

 医療は最先端、スタッフの皆さんはアットホームで明るく温か

い方々の諏訪マタ。私はまだお世話になり始めたばかりですが、

自分が信頼できる病院に出会えて本当によかったと思っていま

す。たとえ少しくらい距離が遠くても‘信頼できる’というこ

とが大切なことだと思うのです。初めての体外受精は残念なこ

とに移植見送りとなってしまいましたが、きっといつかこうの

とりがやってきてくる、そう願っています。これからもどうぞ

よろしくお願い致します。

　　

      T・Nさん

私は愛知県から諏訪マタに通い、顕微授精で妊娠に成功して6

月に女の子を出産した者です。今は慣れないことばかりで大変

ですが、頑張って子育てしてます。

 子供が欲しいのに妊娠しない事に不安を抱き、地元の産婦人科

に近くにある不妊治療専門の病院を紹介されました。

検査をしてみると、このままでは自然妊娠は無理で顕微授精を

するほか妊娠は出来ないと言われ、私達はショックを受けなが

らも、これから先長くなるかもしれないのだから、病院はもっ

と技術も設備も整ったところに変えようと思いました。その事

で母に相談してみると、知り合いの方が諏訪マタの根津先生を

紹介してくれるかもしれないと言われました。

諏訪マタなら私が結婚する前、たまたま観ていたテレビで根津

先生が「一匹でも精子があれば妊娠できます」みたいなニュア

ンスの事をテレビでおっしゃってたのが印象に残ってたので、

もしそこでお世話になれるのならと藁にもすがる思いで主人と

二人で諏訪マタに伺いました。

目の前にいる根津先生に「先生、私は絶対妊娠できますか？」

と私は質問しました。今考えたら何て失礼な質問をしたのだろ

うと思うんですけど、先生はその時「絶対妊娠します。そう信

ちょっとお茶でもいかがですか?
日頃皆さんの思っている事やつぶ
やきをのせていくコーナーです。

te
a time

K・Aさん



と相談室へお邪魔させて頂きました。

　はじめは治療についての不安を話していたつもりが、だんだ

ん機関銃のように自分の不妊に対する気持ちを話しはじめ、不

妊について自分は大丈夫と強気でいた自分が素の自分に戻れた

気がしました。今までの自分の気持ちを嘘偽りなく話すことに

よって、泣いちゃダメ泣いちゃダメと目に溜まった涙をこぼさ

ないようにと、上を見上げながら話していましたが、とうとう

溢れてしまいました。友達にも話せない、親と離れていて心配

をかけたくないという思いで、自分ひとりで背負い込んでいま

した。それをカウンセラーの方に聞いてもらえて、この２年半

の間に溜まっていたものが吐き出されていく感じでした。話す

ことでとても気持ちがすっきりしました。今ではなんでもっと

早く訪れていなかったのだろうと後悔しています。私の気持ち

を聞いてくれる人が居る。それだけでどんなに安心するでしょ

うか。

　診察を待っている間に、倶楽部Kを読むと涙が出てきそうに

なります。少しだけ読んであとは、家に持ち帰っては思う存分

泣きながら読んでいました（笑）。羨ましい涙、良かったねと

嬉し涙。胸が締め付けられる涙いろいろありました。倶楽部K

を読むと、私だけが頑張っているんじゃないんだ、同じ思いの

人がこんなに居るんだと思うと、私だけが不幸と思い込んでい

た自分がだんだん恥ずかしくなりました。

　一時期、友達の妊娠を素直に喜べない自分がいました。自分

をよく見せたく、言葉ではおめでとうといっているのに、心の

中ではいろいろな思いが渦を巻いていました。そんな自分に嫌

気がさし、自己嫌悪に陥ることもしばしばありました。それも

今では少しは心穏やかになりました。素直に友達の妊娠を喜び、

生まれた友達の子供に会わせてほしいと思えるようになりまし

た。結婚して３年。両家の親も孫の顔を早く見たいと言い出し

ています。でも私は「そうですね～」としか返答していません。

別に治療していることに劣等感があるわけではないのですが、

親に心配をかけたくないのです。私もいつか子供を授かること

が出来た時には、不妊治療のことを話すことが出来るのかなと

思っています。次のステップに進むのかどうかは、未定です。

あまり思い詰めないで、頑張っていこうと思います。いつか家

族が増えることを祈って・・・。

 二人目が中々できず、友人に"諏訪マタはいいよ"と紹介されて

夫婦揃って行く事を決めました。診察が終わり、相談室を案内

されそこへ入るまでは色々な事に対してとても不安でいました。

ソファｰに座り、今までの自分の中の思いを話している内に私

は涙が溢れてきてしまいました。なるたけ夫に迷惑をかけたく

ない、出来ることは一人で頑張ろうとして来た私でしたが本当

はもっと夫に私の悩みや不安、苦しみを知って欲しかったし、

聞いて欲しかったのだと気付きました。コミュニケーションが

取れているようで取れていなかったのだとも思いました。  

 しかし今は違います。私達はあの日を境にして、夫婦間につい

て大切すべきものを見つめ直す事が出来ました。夫も、"日々の

忙しさのあまりに私と向き合う事もせずに来てしまったが、ま

ず夫婦という単位が基本だと言われたことでとても考えさせら

れた"と言ってました。今までずっと悩んできていた事が嘘のよ

うに楽になり前向きに考えられるようになりました。こうのと

り相談室に出会えて本当に良かったです。私の周りにいる同じ

ように悩んでいる友達にも早速この話しをしました。話って聞

いてもらえるとホントにすっきりする、自分の心に気付けるん

だよって。

　Y・Sさん

　K・Kさん

じてやっていきましょう」と答えてくれました。私は嘘でも良

いからその時「ＹＥＳ」といって欲しかったのです、本当に救

われた気分でした。そしてこの病院がいっぺんに好きになり、

先生達についていこうと決めました。

 愛知県から諏訪マタまで車で2時間ちょっと。主人は忙しかっ

たので、それまで近くのスーパーの買い物の時しか運転しなか

った私が一人で通う事に。時には週に3回通い、その合い間に

は仕事もしていたので忙しくなってしまいましたが、これを小

旅行と思って帰りにお蕎麦を食べたり、諏訪湖を見に行ったり。

 一回目の体外受精は採卵に失敗。二回目に成功し妊娠しました。

妊娠した事が分かった時は飛び上がるほど嬉しかったです。で

も流産の事がどうしても頭から離れなくて誰にも言えずにつわ

りを我慢したり、お腹が大きくなっても素直にマタニティーウ

ェアを着ることが出来なかったり、自分が妊娠している事に自

信が持てず妊娠中も大変でした。それでも無事出産を終える事

が出来てほっとしてます。そして吉川先生や根津先生をはじめ

諏訪マタの沢山のスタッフの方に助けられてここまで来れたの

だと思い、感謝の気持ちで一杯です。

　結婚して２年目のある日、生理が不順だったので、将来の子

供のことを考えると、一度ちゃんと診てもらった方がいいかも

という漠然な気持ちで、諏訪マタを訪れました。受付で、この

病院には不妊の専門の先生がいるからと言われ、こうのとり外

来へ行きました。不妊？私が？まさかという思いで診察を受け

ましたが、タイミング療法ということになりました。諏訪マタ

に通い始めて2ヶ月目に夫と口論になりました。夫は吉川先生

から教えてもらった日にタイミングを持つことが受け入れられ

ずにいたのです。夫の言うことは理解できました。自然に行こ

うとか、そのうち出来るよとか、子供は神秘的なもので作るの

ではなく授かるものだと。私も実際、同感です。でも子供が欲

しいと言ってから１年たって、何も変わらない状況であれば、

一度検査したほうが良いと何かの雑誌に書いてあったので、諏

訪マタを訪れたのです。私が通院することに対しては夫も理解

を示していたのに、指定された日にタイミングを持つというこ

とに、ただただ拒むのでした。

　このはじめての治療に対しての口論で、いろいろな検査を受

け頑張っているのに、どうして分かってくれないの？子供がほ

しくないの？溢れる涙を止められなく、夫が理解をしてくれな

いことに悲しみが頂点に達してしまいました。私はこの人とこ

れからもやっていけるの？自問自答するくらい頭がパニックし

てしまいました。私は泣きながら、早く子供がほしいと切々と

訴えました。私の想いをじっと聞いた夫は、今後は協力してく

れるということになりました。それから毎月、タイミングを行

ってきました。

　８ヶ月を過ぎた頃、生理は来ないけど、基礎体温は低いとい
う状態が３ヶ月ほど続き、いつ病院へ行けばいいのか分からず、
そのままでした。毎月の通院をしなくなると、なんとなく治療
するのが嫌になり、さぼってしまいました。治療に思いつめ、
毎日が悶々とした日に少し疲れてしまったのです。誰にも話せ
ない、誰も聴いてくれない、２人の子供の為なのに何故か自分
だけ頑張っている気がするということに、私はどうして？どう
して？と思う日が続きました。今思えば、少し鬱（うつ）状態
だったかもしれません。　　
　そして１年３ヶ月ぶりの今年３月に再通院することになりま
した。その時、看護婦さんから「こうのとり相談室が出来たん
ですよ」と教えてもらいました。当時は忙しかったこともあり、
存在は知っていたものの、訪れる機会がありませんでした。あ
る時、素朴な質問がいろいろあり、どこで調べればいいのだろ
うと考えたとき、メールでも相談が出来ることを知ったのです。
登録を済ませ、メールのやりとりが始まりました。他人が聞け
ば、バカバカしいことだったかもしれませんが、一つ一つクリ
アになり安心出来ました。そして、ある時ひょんなことから、
カウンセラーの方と話す機会が持てたのです。せっかくだから p-4



る方達には中々お伝えするチャンスがないかも。

渡辺 それはやっぱり、その人達のタイミングだよね。入って来た

い時が入れる時なんだろうと思うんだ。私は毎日、どんな方がノ

ックしてくれるのか、待っているのもお仕事。ただ、私の代わり

の人がいないのでちょくちょく部屋が閉まっていたり、混んでる

時はジャストフィットにお会いできない事もあって。それはゴメ

ンナサイなんだよなぁ。

小林 うん、でも今は渡辺さんしか居ないからそれは仕方ないよ。

【みんなの願いと相談室のこれから】

渡辺 私は自分の仕事の中で日々の出会いはもちろんだけど、倶楽

部K、これを作るの、とても大事に思っているんだよ。私が相談

室に来てくれる患者さんにホント、パワーをもらうんだよね。と

ても一人で聞いただけだともったいないって、そんな思いを改め

て言葉にしてもらってあそこに載せている。偶数月の頭に出して

るんだけど、出したばっかに待合の椅子の所で座っている患者さ

ん達が一斉に新聞拡げて読んでいる時なんかもたまにあって、そ

れは泣いちゃいそうになるよ。皆さん一人一人の思いで手にして

くれているんだろうけど。紙面を通じてだけど、何かしらここの

患者さん同士が繋がっているみたいな気持ちになる。

高橋 確かにこの新聞はいいですよね。どんどん出てくとうれしい。

小林 うん、これは最初から出していこうっていっていたものだっ

たよね。内容も私達の相談室ならではって感じ。

渡辺 編集後記が結構受けているんだよ。スタッフがとても近く感

じられるって。だから今回は座談会をまんまで載せるって事にし

てみたんだ。さて、そろそろ紙面的に締めに入った方がいい(笑)。

これからの相談室への思いをみんな一言ずつ。

小林 これからは、もっともっと外の情報も入れたり、個々の知識

も向上させて常に新鮮な気持ちでやっていきたいな。みんなから

愛される相談室!

高橋 検査部門は対応スタッフが１番多いから、誰が対応しても患

者さんが同じスッキリ感を持って満足してもらえるようにしなき

ゃですよね。同じ知識あっても、話し方、接し方、情報提供の仕

方は統一してく事を気をつけなきゃです。

保科 自分ではわかっていても患者さんに伝わりきれていない事が

あってはいけないから正確に分かりやすく、これは基本にしてい

きたい。

小平 知りたい事をきちんと把握、理解して答えていく事でモヤモ

ヤをスッキリしてもらいたいです。

中島 まだまだ勉強不足だからこれからしっかりやっていきます。

渡辺 私の果たす役割は、カウンセリング本来のあり方に忠実に添

う事だって感じてる。話してもらえる私を努力します。そしてス

タッフみんながいい連携をとって常に目の前の患者さんにどんな

私達であればいいのかと教えて頂きながらやっていく、そのスタ

ンスを忘れないでいきたいと思います。

全員 これからも頑張ります。皆さんどうぞよろしくお願いします!

までは無かったから、とにかく緊張で。初めての説明の後は自分

の答えた事が大丈夫な内容か心配でみんなに聞きまくりました。

先生にも確認した位。言葉の責任ってのを痛感しました。

小林   わかるわかる。私もそうしたもの。

高橋 不安になっちゃうもんね確かに。私達にとってはなにせ初

めての体験だから。

　　　　　　　　　保科 私も初めての時は頭真っ白だった。あ

　　　　　　　　　れで良かったのかなぁってずっと考えてしま

　　　　　　　　　ってた。

　　　　　　　　　小平 その場で絶対答えねばって思い込んで

　　　　　　　　　いたけれど、答えられない内容の質問もあっ

て。その時は次回必ず調べておきますとか、少し時間を頂く事も

逆にいいのかと思った事もあった。自分の力以上の事は無理だか

ら、正直にやっていけばいいんだって思ったら段々不安が減って

きて。

保科 患者さんの、質問したいって雰囲気に圧倒されちゃってオ

ドオドしてしまいがちな私だけど、分かる事はしっかり言いきっ

た方が患者さんは安心するんだって事も徐叙に分かってきました。

【相談室スタッフのチームワーク】

小林 そう言えば思い出すなぁ。最初の頃、体外受精に関する治

療不安だったから、高橋さんと一緒にやってたんだけど、質問さ

れ答えてってやっていっても患者さんの顔つきが全然変わってい

かない。そして二人して部屋を出て、渡辺さんにタッチしたら二

人で対応してても見られなかった変化が起きて・・。

高橋 それありましたね。私達いくらカウンセリングの勉強させ

てもらってもやっぱり駄目～渡辺さ～んって時。

渡辺 いやいや、それは私も同じ事だよ。何とかカウンセリング

の域でならないかと思って対応していても、心レベルの受け止め

だけではすまない、きちんと説明をきいて納得して、そこがやっ

ぱり根底なんだなって思った事は一杯ある。だから、私達の相談

室はチームで!っていう姿勢、絶対にこれにつきるって思うよ。全

国の病院でいろいろなメンタル支援がやられている今、他施設で

の取り組みを聞いてもある程度自信持って帰って来るよ。たまた

ま患者さんのKさんが学会発表聞きに来てくれた時にもそう感想

を言ってくれた。諏訪マタの相談室って一歩も二歩も先行ってる

って。自分達の治療環境ってとても恵まれている事痛感したって

話し。その言葉はうれしかったなぁ。

小林 私もこの間の不妊学会で聞いてきたんだけど、不妊治療を

受けてる患者さん達は、不妊治療に関わる事によって神経質にな

らざるを得ない状況になっちゃうんだって話し。周りからのプレ

ッシャｰ、家庭の中での問題、住んでいる環境や、医療機関での

スタッフの対応など様々な要因。元々何か心にあったんじゃなく

って治療によって傷ついてしまったみたいな。だから、何も言わ

なくてもただ隣にいてくれればいい、自分の思い分かってもらう

だけでも随分楽になれるって、そんな患者さんの生の声聞いてき

た。ここはまさにそうだよね。

それプラス時々の患者さんの気持ちや求めているものをちゃんと

判断して、私達スタッフのどの専門性をもって心の重しが取り除

けるかって、臨機応変に対応する。

中島 相談室が立ち上がってじきにお休みに入り、復帰して今ま

だ始めたばかりだけど、前より相談室いかがですかって勧めやす

くなった気がする。最初の頃はチラシ渡しても反応が薄かった感

じだけど、今は出入りが激しくなってきたから、患者さんも慣れ

てきたのかな。初診とステップアップの方はもれなく相談室を通

ってもらうようにしてそれは良かったんだけど、長く治療してい

左上より

小林・高橋

左下より

渡辺・中島・小平・保科
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9月〜10月こうのとり外来の成績

採卵 　255人
胚移植 　178人
妊娠  　72

【体外受精以外】　【体外受精】

妊娠　35人

人

小平:先日紅葉を眺めながら山に登りました。急な山道を登りふ

と顔をあげるとそこにはなんとカモシカが・・。ちょっと

怖い顔だったので一瞬うごけなかったのですがなんとか写

真に収めて満足。クマじゃなくて良かった。

高橋:最近毎週鍋をしています。それもほとんどきりたんぽ鍋。

いろいろ研究してわかった事ですが、比内鳥のたれは上澄

みだけではない濃縮倍率の高いものを使うとより美味しい

ですよ。この辺じゃ売ってないので通販でとりよせをして

います。きりたんぽはたれ命!

保科:諏訪湖に白鳥などの渡り鳥がやってくる季節になりました。

近所のトンカツ屋さんからパンの耳をもらってあげるのを

楽しみにしています。いろいろな種類の鳥達がいるので眺

めているとおもしろいですよ。

小林:月9ドラマにはまっています。ドラマを見ながらドキドキ

ニヤニヤ。そして時計は10時になり、あんな純愛してとき

めきたいと話す私の目の前にあきれ顔した主人が。これが

現実・・はぁぁ、思わず溜息でちゃいました。

中島:食欲の秋も終わりまもなく冬がやってくるのに私の食欲は

とどまる所を知らず、チョコフリークの私には冬期限定物

が待ち遠しい。そこで気になる体脂肪。病院で計ったらス

ーパーモデル並みだったのに家のだとその倍の数値。何故!

渡辺:その倍と言えば、中島さんの体脂肪の値と私の値の差はな

んと倍だった。そういう私はスーパー非モデルですかぁぁ。

なんて冗談を言っている場合ではないよって、あたし。

  　　

　　　さて、今回の記念増版の10号はいかがでしたでしょうか。

倶楽部Kでは皆さんからの投稿をどしどしお待ちしています。

皆さんと相談室で作っていく新聞です。感想、ご意見もお

待ちしています。

編集　　後記
TWK

information

〔IUIを含む〕

看護師の中島です。治療全般について、お薬

などの不安についての質問にお答えする部門

のスタッフとして相談室に加わります。

よろしくお願いいたします。

皆さんの質問に

お答えします

相談室の

スタッフが

Q、どうして初診で相談室に案内されるのでしょうか?

A、初めて治療を始める方や転院して新たに開始され
る方など、初めての病院にかかるというのは不安や
緊張を伴う事が多いようです。その時に、当院には
医療疑問の解決やメンタル支援のできる相談室があ
る事をお伝えし、今日来院していかがだったのかな
ど顔合わせもかねながら入室していただくことで今
後の受診も安心してできるのではと思ってご案内さ
せ頂きます。

Q   タイミングを持つのは先生に指示された一回だけ
でいいのですか?

A  医師の指示の通りの日に一回で十分です。よく雑
誌などで3～4日おきに関係を持つと妊娠しやすい等
と書いてありますが、指示のあった日にプレッシヤ
ーで関係が持てなかった場合の事を言われているの
だと思います。

Q  自然周期変法と刺激周期ではどちらがいいので
しょうか?

A  体外受精の説明会を聞かれ、基本的にはその人に
合った方法を選んで頂くのですがそれぞれのメリッ
トデメリットは次のようです。自然周期変法は体へ
の負担はあまりなく採卵は数個のみ。通院回数は少
なく毎周期できます。刺激周期は毎日注射をするの
で副作用も出やすく体への負担は多いのですが卵の
数は多く取れます。どうしても決められない場合は
D2前に相談室に予約してご相談いただくか医師に直
接お話下さい。

Q 卵管が片方詰まっていても妊娠は可能ですか ?

A 反対側の卵管で卵が拾われる事もあるので妊娠
は可能です。

相談室での相談やメール相談の中から多
いものを載せていくコーナーです。


