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卵子があるならば、最後まで挑戦する
という気持ちとの葛藤
～Sさんの場合～

　新生児室を窓からのぞいている年輩の夫婦がいる。自分の娘

の赤ちゃん、つまりお孫さんを見ているのだろう。その光景を

羨ましいなと思いながら私が見ている。私もそういう場面を両

親にプレゼントしたいと治療を続けてきた。母に、「親の私が

娘に早く結婚して子どもを生んでくれるようにと言わなかった

ことを後悔している」と言われたこともあった。

　もうすぐ、両親とも 80 歳近くになってしまう。世間一般で

は孫の面倒を見るために仕事をやめたり、その流れで隠居生活

をしているかもしれないが、私の両親にはそんな機会もなく

ずっと仕事をし続けてきた。そうさせてしまった私は本当に親

不孝者である。

　かなりの年齢になってから結婚し不妊治療をはじめた。当初

は、採卵ができて、受精もし、何回か胚移植ができそれに一喜

一憂していたが、妊娠には至らなかった。そして諏訪マタ通い

もいつの間にか 10 年近くなってしまった。最近はどこかで終

わりにしなければと考えてきた。「今月は丁度お休みが取れる

から受診しよう。」とか「区切りの良い期日までは頑張ろう」

とそれなりの理由をつけて、この歳まで治療をし続けてきたが、

もうだめだという気持ちと、もし卵子があるならば、最後まで

挑戦するという気持ちとの葛藤だ。

　採卵できるときが年に 2 回から 1 回になって、それでも、貴

重なチャンスだとあきらめたくはなかった。診察時の超音波の

画像には卵胞はみあたらず、体的に妊娠は程遠くなったと実感

せざるを得ない。外国に行ってでも卵子を手に入れたいと思っ

ていたこともあるし養子のことを考えたときもあった。しかし

主人はそこまでしなくていい、と子どものいないことをあまり

深刻に考えていないようだった。

　私は「私達の老後はどうするの、さみしいよ」。と主人に言っ

てみた。“親孝行のために子どもを生むのか、自分たちの面倒

をみてもらうために子どもを生むのか。そのことのために生ま

れてくる子どもは気の毒だ。老後のことならば今から考えれば

いい。俺たちのこの年で子供が生まれたとしたらその子供は幸

せになるのかな。見守ってあげられる時間は短い。”主人だって、

子供との生活や子供の成長をみる楽しみをこの人生に欲しいと

倶楽部Kounotoriはみなさんに支えられて今年で7年目。

23 号の機関紙を発行してきました。これまでの倶楽部

Kounotori のテーマは、相談室でお話しをお聴きしてい

る時、「私はこんな風に考えるけれども、他の人達はど

うなんだろうか ?」と他の方のケースや思いを知りたい

とお尋ねになられるものを主に取り挙げて作成してきま

した。

外来においでになってこの倶楽部 Kounotori をお読みに

なる皆さんも、治療を始めて間もない方、二人目を望ま

れての方、タイミングや人工受精、体外受精、その治療

内容、治療期間もそれぞれでいろいろな方がおられます。

なので、折々のテーマが、今の自分にジャストフィット

だと思われる回もあれば、これは少し今の心境とは違う

なと思われる回もあったり、様々だと思います。

今回は「治療の終わりが見えて来た時」というテーマで、

まさに今、不妊治療の終焉の時を向かえようとしている

方々の思いを特集いたしました。「治療を終わりにして

いく時、どんな風に心に整理をつけていったらいいので

しょうか ?」このようなお話しは本当に多く相談室で語

られることです。これまで幾度取り上げようと思った

テーマでしたが、１度も実現することは出来ませんでし

た。それはなぜかというと、「治療を終わりにする」と

いう決断をされた方々に、今のお気持ちを文章としてお

書き頂くということをお願いするのは、大変に心苦しく

申し上げにくいことだったからです。

この度、治療中に相談室とのご縁を深く頂き、倶楽部

Kounotori の趣旨もよくご理解下さっていた 4 人の患者

さん方から原稿を頂く事ができました。お１人お１人の

貴い人生のお話しをここへお寄せ頂けたことに、心より

感謝申し上げます。そしてそれを倶楽部 Kounotori 24

号として皆さんにお届けしたいと思います。

思っていたに違いないが、それでも主人からのこの言葉を聞い

て、なんだか私の肩の荷がおりた気がした。たしかに、そうい

われれば、将来のことを考えてあげなければいけなかった。

　もう一つ、私は仕事を続けながら治療をうけてきた。仕事と

のやりくりでは大変な事も多かったが、時間がうまく取れずに

いる人のためにも、私が働くものの代表になったつもりで頑

張っていた。そんな風に仕事をしながらも通院できたのは諏訪

マタ二ティークリニックの皆さんのお陰に他ならない。吉川先

生の毅然とした態度と細やかな配慮、スタッフの方々の思いや

り。診察時間の配慮や点滴やその他の治療で痛いと思ったこと

がないことも、長いこと通院している者にとってはとても助

かったことだ。診察に来ると、来てよかった、まだ来てもいい

のだと自分の思いを確認して、帰ることができた。診察結果が

悪いときは、先生のほうががっかりしているようで、本当に恐

縮してしまった。こどもを授かるという目的は果たせなかった

が、それに代わるものをたくさん頂いた。十分に治療していた

だき、自分の体のことも知ることができて、満足の 10 年間は

感謝の気持ちで一杯である。みなさん、ありがとうございまし

た。

私のお腹にきてくれてありがとう
～Fさんの場合～

　“子供がほしい。夫と一緒に温かい家庭を作りたい。”そんな

平凡な望みを叶えることがこんなに難しいなんて思ってもみま

せんでした。色々調べ、辿り着いたのが諏訪マタニティークリ

ニックでした。片道約５時間、仕事も続けながらの厳しい環境

でしたが、「がんばってみましょう」と言って下さる吉川先生

の優しさと技術を信頼し通い始めました。

　１回目の体外受精で受精卵を見た時はとても嬉しかったで

す。「がんばってね、私もがんばるから。」という気持ちでした。

けれど１回目、２回目と着床せず、次第に焦り子供が出来なかっ

たらどうなるのだろう、経済的にもいつまで続けられるだろう

かと不安に包まれる様になりました。５回目で着床し出産した

友達がいたので、成功を信じ治療を続けましたが、３回目、４

回目と着床せず５回目の「反応が出てない」の言葉に張りつめ

ていた糸が切れた感じで自力で立つ事も出来ず泣き崩れてしま

いました。看護師さんや受付の方に支えて頂き何とか会計を済

ませました。「何故だめなの？何回やっても無理なのかなぁ」

帰りの電車の中でも、人目を気にする余裕もなく泣き続けまし

た。

　それから２ヶ月後６回目の判定日に先生から「反応が出てる」

と言われたのに、“また、だめだったのか”と思い込み「そう

ですか」と小さく返事をしました。吉川先生に「反応が出てま

すよ、F さん」と言われてはっと我に返りました。やっとやっ

と私の中に芽生えたその小さな命、診察室を出てじわじわと嬉

しさが込み上げて来ました。帰宅して夫に告げると夫もとって

も喜んで、それからは大切に大切に過ごしました。心拍も確認

でき途中で微量の出血がありドキドキすることもありました

が、それも一週間程度で治まり無事９週目に諏訪マタニティー

クリニックを卒業し地元の病院に通うことになりました。順調

に日々が過ぎ、４ヶ月健診の日、“心臓が止まっている”と告

げられました。考えてもいなかった事態で全く信じられず、ど

うか間違いであって欲しいと願い別の病院に行きました。“ど

うしてこんなことになってしまったの？”ショックで現実が受

け入れられませんでした。手術の日、私の赤ちゃんを「連れて

帰りたい」と先生に頼んだのですが、「形を留めないから無理。」

と言われました。辛かったです。とてもとても辛かったです。

それでも、流産の後は妊娠しやすいという友人の言葉で気持ち

を奮い立たせて、また諏訪マタでの治療を再開しました。７回、

８回、９回、きっとまた命に巡り会えると信じ、期待と落胆の

日々を繰り返し、１７回目の胚移植がだめだった時に一時治療

を休むことにしました。そうは決めたものの、心の中では“ま

だ治療を続けたい”“もう一度行きたい”気持ちでいっぱいで

した。が、突然椎間板ヘルニアになってしまい、一人で歩くの

も困難な状態になったので、気持ちと体が反対方向でただただ

時間だけが過ぎて行きました。

　諏訪マタから“凍結精子をどうしますか”という手紙が届い

た時、最後の治療からすでに３年が経ち私は４５才になってい

ました。とても心残りではありましたが、保存して頂いていた

精子を破棄しました。

　治療から離れた今、私はとても澄みきった気持ちです。とに

かく私自身できる限りはがんばったと思うし、諏訪マタニ

ティークリニックに行かなかったら「挑戦する方法はあったの

に、何故しなかったのだろうか」と自分を責めたり、どれだけ

の後悔をしていたかと思います。夫や協力してくれた家族には

とても感謝しています。私達家族はあの嵐（挑戦）の中、力を

合わせてとにかく進んだ。きずなも深まりました。今は澄みきっ

た空の下、おだやかな水面の上を新しい方向へと進み始めてい

ます。

　流産は本当に悲しい経験でしたが、その後妊娠のできなかっ

た私にとっては、ただ一度の体験、神様からの贈り物だったと

思います。実際に会ってこの目で見てこの手に抱きしめること

は出来なかったけど、確かにあの子はこの世界に存在していま

した。写真もあるし・・・。いつ見ても本当に可愛らしく、と

ても愛おしい。病院でのエコーでは、手足をパタパタ動かして

いました。

　私のお腹に来てくれてありがとう、その思いで一杯です。

子どもがいないことは
「人生にあるべきものが足りない」わけではない
～Aさんの場合～

　結婚してからもうすぐ 9 年、本格的に不妊治療を始めてから

5 年、２つの不妊治療施設にかかり、AIH は確か 5 回くらい、

IVF は合計 16 回（諏訪以外で 3 回）、子宮外妊娠２回、妊娠１

回（6週で流産）。これがわたしの不妊治療の主な「戦績」です。

38 歳ごろから、採卵できても受精しないことが増えました。諏

訪マタに移って治療を始めたのが 40 歳になる年。刺激にはあ

まり反応しなかったために自然周期での体外受精となりまし

た。この頃から、生理周期が乱れたり、採卵しても受精しなかっ

たりすることが増えました。一年ごと、いや、一回ごとに卵の

状況が悪くなるように感じてきました。

　43 歳を過ぎた今年６月、貯めておいた凍結卵２つを移植して、

それを最後に不妊治療を卒業しようと思っていました。しかし

事前の診察で「採卵できそうな卵が 3つある」と言われ、「せっ

かくだから…」と再び採卵し、受精した１つと保存してあった

凍結卵とを移殖しました。あともうひとつだけ、凍結卵が残っ

ている状態です。

　不妊治療を始めたばかりのころは、治療に通うたびに子ども

を授からない悲しさや、夫があまり治療に乗り気でないことへ

のいら立ちなど、心が痛くて痛くて、少しのことに傷つき、毎

回の結果に激しく落ち込んだり泣いたり、大きく感情が揺れま

した。通院距離でも、お金でもなく、気持ちをコントロールす

るほうが治療そのものよりも大変だった気がします。実際の治

療では、最初のクリニックでの初めての体外受精で子宮外妊娠

となり右側の卵管切除の開腹手術を受けました。11日間の入院、

子どもを産んだわけでもないのに傷ついたお腹、情けなくて病

院のベッドで声も出せずに涙を流しました。そして１年後、今

度は左側の卵管に子宮外妊娠をしてしまったのです。そう滅多

にあることではないはずのことが、よりにもよって私に起きた

のでした。

　治療の場を諏訪マタに移して、まずは前のクリニックとの差

に驚きました。医師が一人であるのは変わりませんが、そのほ

かに大勢のスタッフが機能的に配備されていて、妊娠のために

できることはすべてやるというシステムが整っていたからで

す。ベストを尽くしていただいている、そう心から思えました。

だから、「ここで治療して妊娠できなかったとしても、後悔は

しないだろう」と確信しました。こうのとり相談室も欠かせな

い心の砦です。通い始めたころ、これまでの治療のことや、子

どもを授からない辛さを相談室でぶちまけさせてもらい、いっ

ぱい泣かせてもらって、元気にしてもらいました。

　最初の体外受精のときに吉川先生がどれだけの激務をされて

いるのかがよくわかったので、わたしなりの「患者道」みたいな、

ささやかな決意を持って治療に臨むことにしました。諏訪マタ

の実績を頼んで来た限りは、“とにかく、先生を信じてついて

いく”“日本一先生をお待たせしない患者になる”この２つを

守るようにしようと思っていました。

　吉川先生は、いつも冷静で感情の起伏を表に出さない方です

が、採卵する予定だった卵がフライングで排卵されてしまって

いたりすると、ちょっと動揺されたりもするし、体外受精をし

て結果が陰性のときは本当に残念そうに結果を告げられ、普段

見せているよりずっと温かい、人間臭い人なのかもしれないと

思ったりします。わたしはもう泣くこともなく、残念な結果も

淡々と受け止められるようになりました。

　不妊治療を始めたころは、「何が何でも自分たちの子どもを

授かりたい」という気持ちでしたが、その気持ちはずいぶん変

わってきたと思います。理由のひとつは、自分の子どもでなく

ても地域の子どもたちと関わりを持つことができたからです。

治療を始めてから１年くらいしたころから、中学校の部活の外

部指導者として、中学生を指導するようになりました。春から

夏にかけてはほぼ毎日部活に通います。伸びていく子どもたち

を間近で見ているのはとても楽しく、やりがいがあります。子

どもがいなければなかなか地域との関わりが薄くなりがちで、

社会から取り残されていくような気もしていたのですが、今で

はそうした感じもなくなってきました。

　もうひとつは、養子を迎える可能性について考えるように

なってきたからです。自分たちの子どもでなくとも、一緒に泣

いて笑って、共に育っていければと思うのです。が、これには

まだためらう気持ちも大きいです。わたし達が住んでいるのは

小さな村で、養子が特別視されるのは避けられません。家族の

中でも、甥や姪が頻繁に出入りする中で、果たして同じように

扱われるだろうか？　取り越し苦労なのかもしれませんが、い

ろいろ考えると、思い切ることができずにいます。それでも、

近々一度養子縁組をされた方にお話を聞けるようにしたいと考

えています。

　今のわたしにとって、子どもがいないことで「人生にあるべ

きものが足りない」わけではないと思っています。もちろん、

いてくれたらどんなに幸せかとは思うのですが。

　長らく治療を続けてきて、「気持ちの防衛本能」はメキメキ

強くなって、たとえダメでも泣いたりしないように、いいこと

より悪いことを先に想定して判定に臨むようにはなりました。

しかし、今年「最後の大勝負」のつもりで臨んだ体外受精が陰

性で終わったとき、家に帰っても気持ちに整理がつかなくて

久々に夫にあたって大泣きしました。あきらめられるつもりで

したが、あきらめたくはなかったのかもしれません。でも、こ

うして書いているということは、もうずいぶん整理がついたの

だということでしょう。それでもなお、「46歳で産んだ人がいる」

などと言われれば、気持ちは揺れます。「まだあきらめなくて

もいいのかな」とも思いますが、やめ時は自分で決めるしかな

いのです。可能性はゼロではないけれど、限りなく低くなって

いき、そこに自分の限られた時間とエネルギーを使い続けるこ

とに疑問を持ち始めたら、そろそろ卒業なのかな、と思います。

治療をしてきたことには後悔はありません。実を結ぶことはな

かったけれど、ここまでやってこなければあきらめることもで

きなかったのだと思っています。

　夫婦二人だけで生きていくと決めずとも、これからあるいろ

いろな可能性を探ってみたいと思います。養育里親になるかも

しれないし、家をコーポラティブハウスに改造するかもしれな

い。親が亡くなってから都会に移住するかもしれない。どんな

人生も、楽しそうだと、今なら思えるのです。

最後の凍結移植の時
「戻ってきてくれて、ありがとう」と心から思った
～Nさんの場合～

　何度目かの妊娠判定日のあとそのまま夫とドライブにでかけ

た時のことです。高原のカフェのテラスに腰をかけました。い

つもは心地よい鳥のさえずりさえその日は煩わしい気がして、

すべてがとても重だるく、ついこんな言葉が口をついて出てし

まいました。「ドウシテ、イツマデモ、ガンバッテシマウンダ

ロウ・・・」しばらくの沈黙の後、夫が「もう、終わりにする？」

と聞いてきました。私は何も答えられず、アイスティーの入っ

たグラスの氷を、ただがちゃがちゃかきまわしていました。「う

ん、ともいいえ、とも言えないよ・・・」今思うと、その時が『終

わり』を考え始めたときだった気がしています。受け入れたく

ないけれど、受け入れなくてはならない「その日」が近づいて

いることへの不安が私の心を身体ごと重くしていたのでしょ

う。　

　私が不妊治療を始めたのは結婚 3 年目のことです。結婚すれ

ば子供は自然にできると漠然と信じていたのに、２年経っても

妊娠の気配すらなかったために産婦人科の検査を受けたのもほ

んの軽い気持ちでした。それから 20 年、何件かの病院にお世

話になり数年の中断期間はありましたがずっと治療を続けて来

ました。

　治療の前半はとにかく一生懸命でした。漢方薬に鍼、怪しげ

な健康食品から健康茶まで、いいと聞いたら何でも試しました。

仕事も続けていましたが、当時は不妊治療というものに職場の

理解はなかなか得られず「どうして休みまでとる必要があるの

か。」「薬で対応できないのか。」「どちらに原因があるのか。」

と口に出して説明などしたくない事に容赦なく踏み込まれまし

た。それらに対して正直になればなるほど自分が傷ついていく

のもよくわかりました。私のこころは次第にかたくなになり、

友人との約束でさえ治療の周期と重なれば嘘をついて断ること

もありました。その頃の私は、きっと自分で自分をがんじがら

めにしていたに違いありません。

　繰り返しても結果の出ない人工受精に見切りをつけ、体外受

精をするために東京の病院へ行ったのですが、そこでのあまり

につらい体験により、結果私は不妊治療を休止せざるを得なく

なりました。私はそれまで治療のためにしていたすべてのこと

を放り出し、治療の記録も全部処分してしまいました。そうし

て終わりにした「つもり」でした。本当はつらい事実から目を

そむけていただけだったのに。

　それから数年後、転機は突然訪れました。出産して間もない

友人の子供を抱いた瞬間、愛おしくて涙が止まらなくなったの

です。時を同じくして別の友人から「どうしてそこまでして、

子供がほしいの？」と聞かれました。うまく説明できなかった

けれど、“本能”としか言いようがなかった。大切に思える人

と出会い、その人の子供がほしいと願い、それが医学の力を借

りても叶うか叶わないかわからなくても、私は子供をあきらめ

ることはできない。そう、そうだった。こころの底に封じ込め

ていた「想い」が在ったことを、友人の赤ちゃんを抱いた瞬間

に強烈に呼び戻された感じがしました。

　そこで私はこのとき再び感じた本能だけを支えに、諏訪マタ

ニティークリニックで治療の後半を送ることになりました。

　そのときすでに 40 歳を過ぎており、妊娠、ましてや出産で

きる可能性は低いことは覚悟していました。だからこそ、治療

にあたってふたつのことを心がけたのです。ひとつは自分自身

としっかり向き合うこと。つらいときでも、つらいという感情

から逃げないこと。もうひとつ、不妊治療を後悔のないように

終わらせるために、１回１回のトライを大切にすること。その

ためにも日々の食事や健康管理に気を配り、できる限り規則正

しい生活を送るように努めました。職場でも、何人かの信頼で

きる人には全てを打ち明け、それがどれほど私を助けてくれる

ことになったでしょうか。このことは治療の前半ではできな

かったことでした。

　それでもやはり現実はとても厳しいものでした。結局治療を

再開して 6 年間、私は 2 回妊娠したものの、その 2 回とも流産

となり、その後は数値の上で反応が出ても妊娠には至らない、

という状況が続くことになります。やがては薬に頼らなければ、

生理すらこないようになりました。

　覚悟していたはずなのに、不安で気持ちがぎすぎすするよう

になりました。何でもないことに感情が高ぶったかと思うと急

に涙が出たり。これは更年期の始まりかうつ病にでもなったの

ではないかと思うほど気持ちの浮き沈みが激しくなりました。

そんな日々の中、私は相談室でカウンセラーさんと出会ったの

です。そしてその頃から「その日」を迎える心の準備をしなが

ら治療も続ける、という方向に気持ちが少しずつ変わっていっ

たように思います。結果は出なくても、現実をきちんと受け止

めるために「やりきったのだから」という納得を自分にさせた

かった。判定日がくるたびに「やり残したことはない？」と自

分に問いかけるようになり、相談室にお邪魔しては、何気ない

会話の中で少しずつ『終わり』を受け入れていったように思い

ます。

　これで最後、と決めた周期には初めて仕事を一週間休みまし

た。夫の転勤に伴う慌ただしさの中で凍結保存していただき長

い時間を経て私のところに戻ってきてくれた受精卵が、私に

とって最後の胚移植となりました。不思議と気持ちは落ち着い

ていて「戻ってきてくれて、ありがとう。」そう語りかけながら、

静かな一週間を過ごすことができ、私はようやく自分の思いに

区切りをつけることができたのです。

　治療前半の自分を振り返れば「ああしておけば」「こうして

おけば」ということは、いくらでも出てきます。もし、前半の

治療だけで時間が経っていたら、もっと年を重ねてから後悔し

たに違いありません。私の気持ちは不妊治療という暗いトンネ

ルの中に置き去りのままだったと思うのです。

　諏訪マタニティークリニックで治療を始めた時、それまでの

病院との違いに驚かされました。体外受精での採卵や胚移植で

苦痛を感じることは一度もなかったし、何よりも日曜日も祝日

もなく患者の周期に合わせて治療をしてくださるのです。だか

らこそ、納得いくまで治療を続けることができました。

そして相談室での心のケア、カウンセラーさんとの出会いがな

かったら、こんなに穏やかな気持ちで治療を本当に『終える』

ことはできなかったでしょう。

　私たち夫婦の長い治療のトンネルの先には自分たちの子供を

抱く、という結果はなかったけれど、確かにトンネルは抜ける

ことができたと今は実感しています。患者としての生活に区切

りをつけてまだ一カ月足らず、これから先どうするかまだ何も

考えられずにいます。このまま二人で過ごすのか、或いは・・・。

でも、このさき何があっても、どんな人生を歩むことになって

も、治療については「よく頑張ったね」と自分自身に言うこと

ができます。そして、諏訪マタニティークリニックだったから

こそ出会えた皆さんにいただいた想いや時間は、これから先も

ずっと私を支えてくれることでしょう。そう思える時間をいた

だけたことに、今とても感謝しています。



卵子があるならば、最後まで挑戦する
という気持ちとの葛藤
～Sさんの場合～

　新生児室を窓からのぞいている年輩の夫婦がいる。自分の娘

の赤ちゃん、つまりお孫さんを見ているのだろう。その光景を

羨ましいなと思いながら私が見ている。私もそういう場面を両

親にプレゼントしたいと治療を続けてきた。母に、「親の私が

娘に早く結婚して子どもを生んでくれるようにと言わなかった

ことを後悔している」と言われたこともあった。

　もうすぐ、両親とも 80 歳近くになってしまう。世間一般で

は孫の面倒を見るために仕事をやめたり、その流れで隠居生活

をしているかもしれないが、私の両親にはそんな機会もなく

ずっと仕事をし続けてきた。そうさせてしまった私は本当に親

不孝者である。

　かなりの年齢になってから結婚し不妊治療をはじめた。当初

は、採卵ができて、受精もし、何回か胚移植ができそれに一喜

一憂していたが、妊娠には至らなかった。そして諏訪マタ通い

もいつの間にか 10 年近くなってしまった。最近はどこかで終

わりにしなければと考えてきた。「今月は丁度お休みが取れる

から受診しよう。」とか「区切りの良い期日までは頑張ろう」

とそれなりの理由をつけて、この歳まで治療をし続けてきたが、

もうだめだという気持ちと、もし卵子があるならば、最後まで

挑戦するという気持ちとの葛藤だ。

　採卵できるときが年に 2 回から 1 回になって、それでも、貴

重なチャンスだとあきらめたくはなかった。診察時の超音波の

画像には卵胞はみあたらず、体的に妊娠は程遠くなったと実感

せざるを得ない。外国に行ってでも卵子を手に入れたいと思っ

ていたこともあるし養子のことを考えたときもあった。しかし

主人はそこまでしなくていい、と子どものいないことをあまり

深刻に考えていないようだった。

　私は「私達の老後はどうするの、さみしいよ」。と主人に言っ

てみた。“親孝行のために子どもを生むのか、自分たちの面倒

をみてもらうために子どもを生むのか。そのことのために生ま

れてくる子どもは気の毒だ。老後のことならば今から考えれば

いい。俺たちのこの年で子供が生まれたとしたらその子供は幸

せになるのかな。見守ってあげられる時間は短い。”主人だって、

子供との生活や子供の成長をみる楽しみをこの人生に欲しいと

思っていたに違いないが、それでも主人からのこの言葉を聞い

て、なんだか私の肩の荷がおりた気がした。たしかに、そうい

われれば、将来のことを考えてあげなければいけなかった。

　もう一つ、私は仕事を続けながら治療をうけてきた。仕事と

のやりくりでは大変な事も多かったが、時間がうまく取れずに

いる人のためにも、私が働くものの代表になったつもりで頑

張っていた。そんな風に仕事をしながらも通院できたのは諏訪

マタ二ティークリニックの皆さんのお陰に他ならない。吉川先

生の毅然とした態度と細やかな配慮、スタッフの方々の思いや

り。診察時間の配慮や点滴やその他の治療で痛いと思ったこと

がないことも、長いこと通院している者にとってはとても助

かったことだ。診察に来ると、来てよかった、まだ来てもいい

のだと自分の思いを確認して、帰ることができた。診察結果が

悪いときは、先生のほうががっかりしているようで、本当に恐

縮してしまった。こどもを授かるという目的は果たせなかった

が、それに代わるものをたくさん頂いた。十分に治療していた

だき、自分の体のことも知ることができて、満足の 10 年間は

感謝の気持ちで一杯である。みなさん、ありがとうございまし

た。

私のお腹にきてくれてありがとう
～Fさんの場合～

　“子供がほしい。夫と一緒に温かい家庭を作りたい。”そんな

平凡な望みを叶えることがこんなに難しいなんて思ってもみま

せんでした。色々調べ、辿り着いたのが諏訪マタニティークリ

ニックでした。片道約５時間、仕事も続けながらの厳しい環境

でしたが、「がんばってみましょう」と言って下さる吉川先生

の優しさと技術を信頼し通い始めました。

　１回目の体外受精で受精卵を見た時はとても嬉しかったで

す。「がんばってね、私もがんばるから。」という気持ちでした。

けれど１回目、２回目と着床せず、次第に焦り子供が出来なかっ

たらどうなるのだろう、経済的にもいつまで続けられるだろう

かと不安に包まれる様になりました。５回目で着床し出産した

友達がいたので、成功を信じ治療を続けましたが、３回目、４

回目と着床せず５回目の「反応が出てない」の言葉に張りつめ

ていた糸が切れた感じで自力で立つ事も出来ず泣き崩れてしま

いました。看護師さんや受付の方に支えて頂き何とか会計を済

ませました。「何故だめなの？何回やっても無理なのかなぁ」

帰りの電車の中でも、人目を気にする余裕もなく泣き続けまし

た。

　それから２ヶ月後６回目の判定日に先生から「反応が出てる」

と言われたのに、“また、だめだったのか”と思い込み「そう

ですか」と小さく返事をしました。吉川先生に「反応が出てま

すよ、F さん」と言われてはっと我に返りました。やっとやっ

と私の中に芽生えたその小さな命、診察室を出てじわじわと嬉

しさが込み上げて来ました。帰宅して夫に告げると夫もとって

も喜んで、それからは大切に大切に過ごしました。心拍も確認

でき途中で微量の出血がありドキドキすることもありました

が、それも一週間程度で治まり無事９週目に諏訪マタニティー

クリニックを卒業し地元の病院に通うことになりました。順調

に日々が過ぎ、４ヶ月健診の日、“心臓が止まっている”と告

げられました。考えてもいなかった事態で全く信じられず、ど

うか間違いであって欲しいと願い別の病院に行きました。“ど

うしてこんなことになってしまったの？”ショックで現実が受

け入れられませんでした。手術の日、私の赤ちゃんを「連れて

帰りたい」と先生に頼んだのですが、「形を留めないから無理。」

と言われました。辛かったです。とてもとても辛かったです。

それでも、流産の後は妊娠しやすいという友人の言葉で気持ち

を奮い立たせて、また諏訪マタでの治療を再開しました。７回、

８回、９回、きっとまた命に巡り会えると信じ、期待と落胆の

日々を繰り返し、１７回目の胚移植がだめだった時に一時治療

を休むことにしました。そうは決めたものの、心の中では“ま

だ治療を続けたい”“もう一度行きたい”気持ちでいっぱいで

した。が、突然椎間板ヘルニアになってしまい、一人で歩くの

も困難な状態になったので、気持ちと体が反対方向でただただ

時間だけが過ぎて行きました。

　諏訪マタから“凍結精子をどうしますか”という手紙が届い

た時、最後の治療からすでに３年が経ち私は４５才になってい

ました。とても心残りではありましたが、保存して頂いていた

精子を破棄しました。

　治療から離れた今、私はとても澄みきった気持ちです。とに

かく私自身できる限りはがんばったと思うし、諏訪マタニ

ティークリニックに行かなかったら「挑戦する方法はあったの

に、何故しなかったのだろうか」と自分を責めたり、どれだけ

の後悔をしていたかと思います。夫や協力してくれた家族には

とても感謝しています。私達家族はあの嵐（挑戦）の中、力を

合わせてとにかく進んだ。きずなも深まりました。今は澄みきっ

た空の下、おだやかな水面の上を新しい方向へと進み始めてい

ます。

　流産は本当に悲しい経験でしたが、その後妊娠のできなかっ

た私にとっては、ただ一度の体験、神様からの贈り物だったと

思います。実際に会ってこの目で見てこの手に抱きしめること

は出来なかったけど、確かにあの子はこの世界に存在していま

した。写真もあるし・・・。いつ見ても本当に可愛らしく、と

ても愛おしい。病院でのエコーでは、手足をパタパタ動かして

いました。

　私のお腹に来てくれてありがとう、その思いで一杯です。

子どもがいないことは
「人生にあるべきものが足りない」わけではない
～Aさんの場合～

　結婚してからもうすぐ 9 年、本格的に不妊治療を始めてから

5 年、２つの不妊治療施設にかかり、AIH は確か 5 回くらい、

IVF は合計 16 回（諏訪以外で 3 回）、子宮外妊娠２回、妊娠１

回（6週で流産）。これがわたしの不妊治療の主な「戦績」です。

38 歳ごろから、採卵できても受精しないことが増えました。諏

訪マタに移って治療を始めたのが 40 歳になる年。刺激にはあ

まり反応しなかったために自然周期での体外受精となりまし

た。この頃から、生理周期が乱れたり、採卵しても受精しなかっ

たりすることが増えました。一年ごと、いや、一回ごとに卵の

状況が悪くなるように感じてきました。

　43 歳を過ぎた今年６月、貯めておいた凍結卵２つを移植して、

それを最後に不妊治療を卒業しようと思っていました。しかし

事前の診察で「採卵できそうな卵が 3つある」と言われ、「せっ

かくだから…」と再び採卵し、受精した１つと保存してあった

凍結卵とを移殖しました。あともうひとつだけ、凍結卵が残っ

ている状態です。

　不妊治療を始めたばかりのころは、治療に通うたびに子ども

を授からない悲しさや、夫があまり治療に乗り気でないことへ

のいら立ちなど、心が痛くて痛くて、少しのことに傷つき、毎

回の結果に激しく落ち込んだり泣いたり、大きく感情が揺れま

した。通院距離でも、お金でもなく、気持ちをコントロールす

るほうが治療そのものよりも大変だった気がします。実際の治

療では、最初のクリニックでの初めての体外受精で子宮外妊娠

となり右側の卵管切除の開腹手術を受けました。11日間の入院、

子どもを産んだわけでもないのに傷ついたお腹、情けなくて病

院のベッドで声も出せずに涙を流しました。そして１年後、今

度は左側の卵管に子宮外妊娠をしてしまったのです。そう滅多

にあることではないはずのことが、よりにもよって私に起きた

のでした。

　治療の場を諏訪マタに移して、まずは前のクリニックとの差

に驚きました。医師が一人であるのは変わりませんが、そのほ

かに大勢のスタッフが機能的に配備されていて、妊娠のために

できることはすべてやるというシステムが整っていたからで

す。ベストを尽くしていただいている、そう心から思えました。

だから、「ここで治療して妊娠できなかったとしても、後悔は

しないだろう」と確信しました。こうのとり相談室も欠かせな

い心の砦です。通い始めたころ、これまでの治療のことや、子

どもを授からない辛さを相談室でぶちまけさせてもらい、いっ

ぱい泣かせてもらって、元気にしてもらいました。

　最初の体外受精のときに吉川先生がどれだけの激務をされて

いるのかがよくわかったので、わたしなりの「患者道」みたいな、

ささやかな決意を持って治療に臨むことにしました。諏訪マタ

の実績を頼んで来た限りは、“とにかく、先生を信じてついて

いく”“日本一先生をお待たせしない患者になる”この２つを

守るようにしようと思っていました。

　吉川先生は、いつも冷静で感情の起伏を表に出さない方です

が、採卵する予定だった卵がフライングで排卵されてしまって

いたりすると、ちょっと動揺されたりもするし、体外受精をし

て結果が陰性のときは本当に残念そうに結果を告げられ、普段

見せているよりずっと温かい、人間臭い人なのかもしれないと

思ったりします。わたしはもう泣くこともなく、残念な結果も

淡々と受け止められるようになりました。

　不妊治療を始めたころは、「何が何でも自分たちの子どもを

授かりたい」という気持ちでしたが、その気持ちはずいぶん変

わってきたと思います。理由のひとつは、自分の子どもでなく

ても地域の子どもたちと関わりを持つことができたからです。

治療を始めてから１年くらいしたころから、中学校の部活の外

部指導者として、中学生を指導するようになりました。春から

夏にかけてはほぼ毎日部活に通います。伸びていく子どもたち

を間近で見ているのはとても楽しく、やりがいがあります。子

どもがいなければなかなか地域との関わりが薄くなりがちで、

社会から取り残されていくような気もしていたのですが、今で

はそうした感じもなくなってきました。

　もうひとつは、養子を迎える可能性について考えるように

なってきたからです。自分たちの子どもでなくとも、一緒に泣

いて笑って、共に育っていければと思うのです。が、これには

まだためらう気持ちも大きいです。わたし達が住んでいるのは

小さな村で、養子が特別視されるのは避けられません。家族の

中でも、甥や姪が頻繁に出入りする中で、果たして同じように

扱われるだろうか？　取り越し苦労なのかもしれませんが、い

ろいろ考えると、思い切ることができずにいます。それでも、

近々一度養子縁組をされた方にお話を聞けるようにしたいと考

えています。

　今のわたしにとって、子どもがいないことで「人生にあるべ

きものが足りない」わけではないと思っています。もちろん、

いてくれたらどんなに幸せかとは思うのですが。

　長らく治療を続けてきて、「気持ちの防衛本能」はメキメキ

強くなって、たとえダメでも泣いたりしないように、いいこと

より悪いことを先に想定して判定に臨むようにはなりました。

しかし、今年「最後の大勝負」のつもりで臨んだ体外受精が陰

性で終わったとき、家に帰っても気持ちに整理がつかなくて

久々に夫にあたって大泣きしました。あきらめられるつもりで

したが、あきらめたくはなかったのかもしれません。でも、こ

うして書いているということは、もうずいぶん整理がついたの

だということでしょう。それでもなお、「46歳で産んだ人がいる」

などと言われれば、気持ちは揺れます。「まだあきらめなくて

もいいのかな」とも思いますが、やめ時は自分で決めるしかな

いのです。可能性はゼロではないけれど、限りなく低くなって

いき、そこに自分の限られた時間とエネルギーを使い続けるこ

とに疑問を持ち始めたら、そろそろ卒業なのかな、と思います。

治療をしてきたことには後悔はありません。実を結ぶことはな

かったけれど、ここまでやってこなければあきらめることもで

きなかったのだと思っています。

　夫婦二人だけで生きていくと決めずとも、これからあるいろ

いろな可能性を探ってみたいと思います。養育里親になるかも

しれないし、家をコーポラティブハウスに改造するかもしれな

い。親が亡くなってから都会に移住するかもしれない。どんな

人生も、楽しそうだと、今なら思えるのです。

最後の凍結移植の時
「戻ってきてくれて、ありがとう」と心から思った
～Nさんの場合～

　何度目かの妊娠判定日のあとそのまま夫とドライブにでかけ

た時のことです。高原のカフェのテラスに腰をかけました。い

つもは心地よい鳥のさえずりさえその日は煩わしい気がして、

すべてがとても重だるく、ついこんな言葉が口をついて出てし

まいました。「ドウシテ、イツマデモ、ガンバッテシマウンダ

ロウ・・・」しばらくの沈黙の後、夫が「もう、終わりにする？」

と聞いてきました。私は何も答えられず、アイスティーの入っ

たグラスの氷を、ただがちゃがちゃかきまわしていました。「う

ん、ともいいえ、とも言えないよ・・・」今思うと、その時が『終

わり』を考え始めたときだった気がしています。受け入れたく

ないけれど、受け入れなくてはならない「その日」が近づいて

いることへの不安が私の心を身体ごと重くしていたのでしょ

う。　

　私が不妊治療を始めたのは結婚 3 年目のことです。結婚すれ

ば子供は自然にできると漠然と信じていたのに、２年経っても

妊娠の気配すらなかったために産婦人科の検査を受けたのもほ

んの軽い気持ちでした。それから 20 年、何件かの病院にお世

話になり数年の中断期間はありましたがずっと治療を続けて来

ました。

　治療の前半はとにかく一生懸命でした。漢方薬に鍼、怪しげ

な健康食品から健康茶まで、いいと聞いたら何でも試しました。

仕事も続けていましたが、当時は不妊治療というものに職場の

理解はなかなか得られず「どうして休みまでとる必要があるの

か。」「薬で対応できないのか。」「どちらに原因があるのか。」

と口に出して説明などしたくない事に容赦なく踏み込まれまし

た。それらに対して正直になればなるほど自分が傷ついていく

のもよくわかりました。私のこころは次第にかたくなになり、

友人との約束でさえ治療の周期と重なれば嘘をついて断ること

もありました。その頃の私は、きっと自分で自分をがんじがら

めにしていたに違いありません。

　繰り返しても結果の出ない人工受精に見切りをつけ、体外受

精をするために東京の病院へ行ったのですが、そこでのあまり

につらい体験により、結果私は不妊治療を休止せざるを得なく

なりました。私はそれまで治療のためにしていたすべてのこと

を放り出し、治療の記録も全部処分してしまいました。そうし

て終わりにした「つもり」でした。本当はつらい事実から目を

そむけていただけだったのに。

　それから数年後、転機は突然訪れました。出産して間もない

友人の子供を抱いた瞬間、愛おしくて涙が止まらなくなったの

です。時を同じくして別の友人から「どうしてそこまでして、

子供がほしいの？」と聞かれました。うまく説明できなかった

けれど、“本能”としか言いようがなかった。大切に思える人

と出会い、その人の子供がほしいと願い、それが医学の力を借

りても叶うか叶わないかわからなくても、私は子供をあきらめ

ることはできない。そう、そうだった。こころの底に封じ込め

ていた「想い」が在ったことを、友人の赤ちゃんを抱いた瞬間

に強烈に呼び戻された感じがしました。

　そこで私はこのとき再び感じた本能だけを支えに、諏訪マタ

ニティークリニックで治療の後半を送ることになりました。

　そのときすでに 40 歳を過ぎており、妊娠、ましてや出産で

きる可能性は低いことは覚悟していました。だからこそ、治療

にあたってふたつのことを心がけたのです。ひとつは自分自身

としっかり向き合うこと。つらいときでも、つらいという感情

から逃げないこと。もうひとつ、不妊治療を後悔のないように

終わらせるために、１回１回のトライを大切にすること。その

ためにも日々の食事や健康管理に気を配り、できる限り規則正

しい生活を送るように努めました。職場でも、何人かの信頼で

きる人には全てを打ち明け、それがどれほど私を助けてくれる

ことになったでしょうか。このことは治療の前半ではできな

かったことでした。

　それでもやはり現実はとても厳しいものでした。結局治療を

再開して 6 年間、私は 2 回妊娠したものの、その 2 回とも流産

となり、その後は数値の上で反応が出ても妊娠には至らない、

という状況が続くことになります。やがては薬に頼らなければ、

生理すらこないようになりました。

　覚悟していたはずなのに、不安で気持ちがぎすぎすするよう

になりました。何でもないことに感情が高ぶったかと思うと急

に涙が出たり。これは更年期の始まりかうつ病にでもなったの

ではないかと思うほど気持ちの浮き沈みが激しくなりました。

そんな日々の中、私は相談室でカウンセラーさんと出会ったの

です。そしてその頃から「その日」を迎える心の準備をしなが

ら治療も続ける、という方向に気持ちが少しずつ変わっていっ

たように思います。結果は出なくても、現実をきちんと受け止

めるために「やりきったのだから」という納得を自分にさせた

かった。判定日がくるたびに「やり残したことはない？」と自

分に問いかけるようになり、相談室にお邪魔しては、何気ない

会話の中で少しずつ『終わり』を受け入れていったように思い

ます。

　これで最後、と決めた周期には初めて仕事を一週間休みまし

た。夫の転勤に伴う慌ただしさの中で凍結保存していただき長

い時間を経て私のところに戻ってきてくれた受精卵が、私に

とって最後の胚移植となりました。不思議と気持ちは落ち着い

ていて「戻ってきてくれて、ありがとう。」そう語りかけながら、

静かな一週間を過ごすことができ、私はようやく自分の思いに

区切りをつけることができたのです。

　治療前半の自分を振り返れば「ああしておけば」「こうして

おけば」ということは、いくらでも出てきます。もし、前半の

治療だけで時間が経っていたら、もっと年を重ねてから後悔し

たに違いありません。私の気持ちは不妊治療という暗いトンネ

ルの中に置き去りのままだったと思うのです。

　諏訪マタニティークリニックで治療を始めた時、それまでの

病院との違いに驚かされました。体外受精での採卵や胚移植で

苦痛を感じることは一度もなかったし、何よりも日曜日も祝日

もなく患者の周期に合わせて治療をしてくださるのです。だか

らこそ、納得いくまで治療を続けることができました。

そして相談室での心のケア、カウンセラーさんとの出会いがな

かったら、こんなに穏やかな気持ちで治療を本当に『終える』

ことはできなかったでしょう。

　私たち夫婦の長い治療のトンネルの先には自分たちの子供を

抱く、という結果はなかったけれど、確かにトンネルは抜ける

ことができたと今は実感しています。患者としての生活に区切

りをつけてまだ一カ月足らず、これから先どうするかまだ何も

考えられずにいます。このまま二人で過ごすのか、或いは・・・。

でも、このさき何があっても、どんな人生を歩むことになって

も、治療については「よく頑張ったね」と自分自身に言うこと

ができます。そして、諏訪マタニティークリニックだったから

こそ出会えた皆さんにいただいた想いや時間は、これから先も

ずっと私を支えてくれることでしょう。そう思える時間をいた

だけたことに、今とても感謝しています。



卵子があるならば、最後まで挑戦する
という気持ちとの葛藤
～Sさんの場合～

　新生児室を窓からのぞいている年輩の夫婦がいる。自分の娘

の赤ちゃん、つまりお孫さんを見ているのだろう。その光景を

羨ましいなと思いながら私が見ている。私もそういう場面を両

親にプレゼントしたいと治療を続けてきた。母に、「親の私が

娘に早く結婚して子どもを生んでくれるようにと言わなかった

ことを後悔している」と言われたこともあった。

　もうすぐ、両親とも 80 歳近くになってしまう。世間一般で

は孫の面倒を見るために仕事をやめたり、その流れで隠居生活

をしているかもしれないが、私の両親にはそんな機会もなく

ずっと仕事をし続けてきた。そうさせてしまった私は本当に親

不孝者である。

　かなりの年齢になってから結婚し不妊治療をはじめた。当初

は、採卵ができて、受精もし、何回か胚移植ができそれに一喜

一憂していたが、妊娠には至らなかった。そして諏訪マタ通い

もいつの間にか 10 年近くなってしまった。最近はどこかで終

わりにしなければと考えてきた。「今月は丁度お休みが取れる

から受診しよう。」とか「区切りの良い期日までは頑張ろう」

とそれなりの理由をつけて、この歳まで治療をし続けてきたが、

もうだめだという気持ちと、もし卵子があるならば、最後まで

挑戦するという気持ちとの葛藤だ。

　採卵できるときが年に 2 回から 1 回になって、それでも、貴

重なチャンスだとあきらめたくはなかった。診察時の超音波の

画像には卵胞はみあたらず、体的に妊娠は程遠くなったと実感

せざるを得ない。外国に行ってでも卵子を手に入れたいと思っ

ていたこともあるし養子のことを考えたときもあった。しかし

主人はそこまでしなくていい、と子どものいないことをあまり

深刻に考えていないようだった。

　私は「私達の老後はどうするの、さみしいよ」。と主人に言っ

てみた。“親孝行のために子どもを生むのか、自分たちの面倒

をみてもらうために子どもを生むのか。そのことのために生ま

れてくる子どもは気の毒だ。老後のことならば今から考えれば

いい。俺たちのこの年で子供が生まれたとしたらその子供は幸

せになるのかな。見守ってあげられる時間は短い。”主人だって、

子供との生活や子供の成長をみる楽しみをこの人生に欲しいと

思っていたに違いないが、それでも主人からのこの言葉を聞い

て、なんだか私の肩の荷がおりた気がした。たしかに、そうい

われれば、将来のことを考えてあげなければいけなかった。

　もう一つ、私は仕事を続けながら治療をうけてきた。仕事と

のやりくりでは大変な事も多かったが、時間がうまく取れずに

いる人のためにも、私が働くものの代表になったつもりで頑

張っていた。そんな風に仕事をしながらも通院できたのは諏訪

マタ二ティークリニックの皆さんのお陰に他ならない。吉川先

生の毅然とした態度と細やかな配慮、スタッフの方々の思いや

り。診察時間の配慮や点滴やその他の治療で痛いと思ったこと

がないことも、長いこと通院している者にとってはとても助

かったことだ。診察に来ると、来てよかった、まだ来てもいい

のだと自分の思いを確認して、帰ることができた。診察結果が

悪いときは、先生のほうががっかりしているようで、本当に恐

縮してしまった。こどもを授かるという目的は果たせなかった

が、それに代わるものをたくさん頂いた。十分に治療していた

だき、自分の体のことも知ることができて、満足の 10 年間は

感謝の気持ちで一杯である。みなさん、ありがとうございまし

た。

私のお腹にきてくれてありがとう
～Fさんの場合～

　“子供がほしい。夫と一緒に温かい家庭を作りたい。”そんな

平凡な望みを叶えることがこんなに難しいなんて思ってもみま

せんでした。色々調べ、辿り着いたのが諏訪マタニティークリ

ニックでした。片道約５時間、仕事も続けながらの厳しい環境

でしたが、「がんばってみましょう」と言って下さる吉川先生

の優しさと技術を信頼し通い始めました。

　１回目の体外受精で受精卵を見た時はとても嬉しかったで

す。「がんばってね、私もがんばるから。」という気持ちでした。

けれど１回目、２回目と着床せず、次第に焦り子供が出来なかっ

たらどうなるのだろう、経済的にもいつまで続けられるだろう

かと不安に包まれる様になりました。５回目で着床し出産した

友達がいたので、成功を信じ治療を続けましたが、３回目、４

回目と着床せず５回目の「反応が出てない」の言葉に張りつめ

ていた糸が切れた感じで自力で立つ事も出来ず泣き崩れてしま

いました。看護師さんや受付の方に支えて頂き何とか会計を済

ませました。「何故だめなの？何回やっても無理なのかなぁ」

帰りの電車の中でも、人目を気にする余裕もなく泣き続けまし

た。

　それから２ヶ月後６回目の判定日に先生から「反応が出てる」

と言われたのに、“また、だめだったのか”と思い込み「そう

ですか」と小さく返事をしました。吉川先生に「反応が出てま

すよ、F さん」と言われてはっと我に返りました。やっとやっ

と私の中に芽生えたその小さな命、診察室を出てじわじわと嬉

しさが込み上げて来ました。帰宅して夫に告げると夫もとって

も喜んで、それからは大切に大切に過ごしました。心拍も確認

でき途中で微量の出血がありドキドキすることもありました

が、それも一週間程度で治まり無事９週目に諏訪マタニティー

クリニックを卒業し地元の病院に通うことになりました。順調

に日々が過ぎ、４ヶ月健診の日、“心臓が止まっている”と告

げられました。考えてもいなかった事態で全く信じられず、ど

うか間違いであって欲しいと願い別の病院に行きました。“ど

うしてこんなことになってしまったの？”ショックで現実が受

け入れられませんでした。手術の日、私の赤ちゃんを「連れて

帰りたい」と先生に頼んだのですが、「形を留めないから無理。」

と言われました。辛かったです。とてもとても辛かったです。

それでも、流産の後は妊娠しやすいという友人の言葉で気持ち

を奮い立たせて、また諏訪マタでの治療を再開しました。７回、

８回、９回、きっとまた命に巡り会えると信じ、期待と落胆の

日々を繰り返し、１７回目の胚移植がだめだった時に一時治療

を休むことにしました。そうは決めたものの、心の中では“ま

だ治療を続けたい”“もう一度行きたい”気持ちでいっぱいで

した。が、突然椎間板ヘルニアになってしまい、一人で歩くの

も困難な状態になったので、気持ちと体が反対方向でただただ

時間だけが過ぎて行きました。

　諏訪マタから“凍結精子をどうしますか”という手紙が届い

た時、最後の治療からすでに３年が経ち私は４５才になってい

ました。とても心残りではありましたが、保存して頂いていた

精子を破棄しました。

　治療から離れた今、私はとても澄みきった気持ちです。とに

かく私自身できる限りはがんばったと思うし、諏訪マタニ

ティークリニックに行かなかったら「挑戦する方法はあったの

に、何故しなかったのだろうか」と自分を責めたり、どれだけ

の後悔をしていたかと思います。夫や協力してくれた家族には

とても感謝しています。私達家族はあの嵐（挑戦）の中、力を

合わせてとにかく進んだ。きずなも深まりました。今は澄みきっ

た空の下、おだやかな水面の上を新しい方向へと進み始めてい

ます。

　流産は本当に悲しい経験でしたが、その後妊娠のできなかっ

た私にとっては、ただ一度の体験、神様からの贈り物だったと

思います。実際に会ってこの目で見てこの手に抱きしめること

は出来なかったけど、確かにあの子はこの世界に存在していま

した。写真もあるし・・・。いつ見ても本当に可愛らしく、と

ても愛おしい。病院でのエコーでは、手足をパタパタ動かして

いました。

　私のお腹に来てくれてありがとう、その思いで一杯です。

子どもがいないことは
「人生にあるべきものが足りない」わけではない
～Aさんの場合～

　結婚してからもうすぐ 9 年、本格的に不妊治療を始めてから

5 年、２つの不妊治療施設にかかり、AIH は確か 5 回くらい、

IVF は合計 16 回（諏訪以外で 3 回）、子宮外妊娠２回、妊娠１

回（6週で流産）。これがわたしの不妊治療の主な「戦績」です。

38 歳ごろから、採卵できても受精しないことが増えました。諏

訪マタに移って治療を始めたのが 40 歳になる年。刺激にはあ

まり反応しなかったために自然周期での体外受精となりまし

た。この頃から、生理周期が乱れたり、採卵しても受精しなかっ

たりすることが増えました。一年ごと、いや、一回ごとに卵の

状況が悪くなるように感じてきました。

　43 歳を過ぎた今年６月、貯めておいた凍結卵２つを移植して、

それを最後に不妊治療を卒業しようと思っていました。しかし

事前の診察で「採卵できそうな卵が 3つある」と言われ、「せっ

かくだから…」と再び採卵し、受精した１つと保存してあった

凍結卵とを移殖しました。あともうひとつだけ、凍結卵が残っ

ている状態です。

　不妊治療を始めたばかりのころは、治療に通うたびに子ども

を授からない悲しさや、夫があまり治療に乗り気でないことへ

のいら立ちなど、心が痛くて痛くて、少しのことに傷つき、毎

回の結果に激しく落ち込んだり泣いたり、大きく感情が揺れま

した。通院距離でも、お金でもなく、気持ちをコントロールす

るほうが治療そのものよりも大変だった気がします。実際の治

療では、最初のクリニックでの初めての体外受精で子宮外妊娠

となり右側の卵管切除の開腹手術を受けました。11日間の入院、

子どもを産んだわけでもないのに傷ついたお腹、情けなくて病

院のベッドで声も出せずに涙を流しました。そして１年後、今

度は左側の卵管に子宮外妊娠をしてしまったのです。そう滅多

にあることではないはずのことが、よりにもよって私に起きた

のでした。

　治療の場を諏訪マタに移して、まずは前のクリニックとの差

に驚きました。医師が一人であるのは変わりませんが、そのほ

かに大勢のスタッフが機能的に配備されていて、妊娠のために

できることはすべてやるというシステムが整っていたからで

す。ベストを尽くしていただいている、そう心から思えました。

だから、「ここで治療して妊娠できなかったとしても、後悔は

しないだろう」と確信しました。こうのとり相談室も欠かせな

い心の砦です。通い始めたころ、これまでの治療のことや、子

どもを授からない辛さを相談室でぶちまけさせてもらい、いっ

ぱい泣かせてもらって、元気にしてもらいました。

　最初の体外受精のときに吉川先生がどれだけの激務をされて

いるのかがよくわかったので、わたしなりの「患者道」みたいな、

ささやかな決意を持って治療に臨むことにしました。諏訪マタ

の実績を頼んで来た限りは、“とにかく、先生を信じてついて

いく”“日本一先生をお待たせしない患者になる”この２つを

守るようにしようと思っていました。

　吉川先生は、いつも冷静で感情の起伏を表に出さない方です

が、採卵する予定だった卵がフライングで排卵されてしまって

いたりすると、ちょっと動揺されたりもするし、体外受精をし

て結果が陰性のときは本当に残念そうに結果を告げられ、普段

見せているよりずっと温かい、人間臭い人なのかもしれないと

思ったりします。わたしはもう泣くこともなく、残念な結果も

淡々と受け止められるようになりました。

　不妊治療を始めたころは、「何が何でも自分たちの子どもを

授かりたい」という気持ちでしたが、その気持ちはずいぶん変

わってきたと思います。理由のひとつは、自分の子どもでなく

ても地域の子どもたちと関わりを持つことができたからです。

治療を始めてから１年くらいしたころから、中学校の部活の外

部指導者として、中学生を指導するようになりました。春から

夏にかけてはほぼ毎日部活に通います。伸びていく子どもたち

を間近で見ているのはとても楽しく、やりがいがあります。子

どもがいなければなかなか地域との関わりが薄くなりがちで、

社会から取り残されていくような気もしていたのですが、今で

はそうした感じもなくなってきました。

　もうひとつは、養子を迎える可能性について考えるように

なってきたからです。自分たちの子どもでなくとも、一緒に泣

いて笑って、共に育っていければと思うのです。が、これには

まだためらう気持ちも大きいです。わたし達が住んでいるのは

小さな村で、養子が特別視されるのは避けられません。家族の

中でも、甥や姪が頻繁に出入りする中で、果たして同じように

扱われるだろうか？　取り越し苦労なのかもしれませんが、い

ろいろ考えると、思い切ることができずにいます。それでも、

近々一度養子縁組をされた方にお話を聞けるようにしたいと考

えています。

　今のわたしにとって、子どもがいないことで「人生にあるべ

きものが足りない」わけではないと思っています。もちろん、

いてくれたらどんなに幸せかとは思うのですが。

　長らく治療を続けてきて、「気持ちの防衛本能」はメキメキ

強くなって、たとえダメでも泣いたりしないように、いいこと

より悪いことを先に想定して判定に臨むようにはなりました。

しかし、今年「最後の大勝負」のつもりで臨んだ体外受精が陰

性で終わったとき、家に帰っても気持ちに整理がつかなくて

久々に夫にあたって大泣きしました。あきらめられるつもりで

したが、あきらめたくはなかったのかもしれません。でも、こ

うして書いているということは、もうずいぶん整理がついたの

だということでしょう。それでもなお、「46歳で産んだ人がいる」

などと言われれば、気持ちは揺れます。「まだあきらめなくて

もいいのかな」とも思いますが、やめ時は自分で決めるしかな

いのです。可能性はゼロではないけれど、限りなく低くなって

いき、そこに自分の限られた時間とエネルギーを使い続けるこ

とに疑問を持ち始めたら、そろそろ卒業なのかな、と思います。

治療をしてきたことには後悔はありません。実を結ぶことはな

かったけれど、ここまでやってこなければあきらめることもで

きなかったのだと思っています。

　夫婦二人だけで生きていくと決めずとも、これからあるいろ

いろな可能性を探ってみたいと思います。養育里親になるかも

しれないし、家をコーポラティブハウスに改造するかもしれな

い。親が亡くなってから都会に移住するかもしれない。どんな

人生も、楽しそうだと、今なら思えるのです。

最後の凍結移植の時
「戻ってきてくれて、ありがとう」と心から思った
～Nさんの場合～

　何度目かの妊娠判定日のあとそのまま夫とドライブにでかけ

た時のことです。高原のカフェのテラスに腰をかけました。い

つもは心地よい鳥のさえずりさえその日は煩わしい気がして、

すべてがとても重だるく、ついこんな言葉が口をついて出てし

まいました。「ドウシテ、イツマデモ、ガンバッテシマウンダ

ロウ・・・」しばらくの沈黙の後、夫が「もう、終わりにする？」

と聞いてきました。私は何も答えられず、アイスティーの入っ

たグラスの氷を、ただがちゃがちゃかきまわしていました。「う

ん、ともいいえ、とも言えないよ・・・」今思うと、その時が『終

わり』を考え始めたときだった気がしています。受け入れたく

ないけれど、受け入れなくてはならない「その日」が近づいて

いることへの不安が私の心を身体ごと重くしていたのでしょ

う。　

　私が不妊治療を始めたのは結婚 3 年目のことです。結婚すれ

ば子供は自然にできると漠然と信じていたのに、２年経っても

妊娠の気配すらなかったために産婦人科の検査を受けたのもほ

んの軽い気持ちでした。それから 20 年、何件かの病院にお世

話になり数年の中断期間はありましたがずっと治療を続けて来

ました。

　治療の前半はとにかく一生懸命でした。漢方薬に鍼、怪しげ

な健康食品から健康茶まで、いいと聞いたら何でも試しました。

仕事も続けていましたが、当時は不妊治療というものに職場の

理解はなかなか得られず「どうして休みまでとる必要があるの

か。」「薬で対応できないのか。」「どちらに原因があるのか。」

と口に出して説明などしたくない事に容赦なく踏み込まれまし

た。それらに対して正直になればなるほど自分が傷ついていく

のもよくわかりました。私のこころは次第にかたくなになり、

友人との約束でさえ治療の周期と重なれば嘘をついて断ること

もありました。その頃の私は、きっと自分で自分をがんじがら

めにしていたに違いありません。

　繰り返しても結果の出ない人工受精に見切りをつけ、体外受

精をするために東京の病院へ行ったのですが、そこでのあまり

につらい体験により、結果私は不妊治療を休止せざるを得なく

なりました。私はそれまで治療のためにしていたすべてのこと

を放り出し、治療の記録も全部処分してしまいました。そうし

て終わりにした「つもり」でした。本当はつらい事実から目を

そむけていただけだったのに。

　それから数年後、転機は突然訪れました。出産して間もない

友人の子供を抱いた瞬間、愛おしくて涙が止まらなくなったの

です。時を同じくして別の友人から「どうしてそこまでして、

子供がほしいの？」と聞かれました。うまく説明できなかった

けれど、“本能”としか言いようがなかった。大切に思える人

と出会い、その人の子供がほしいと願い、それが医学の力を借

りても叶うか叶わないかわからなくても、私は子供をあきらめ

ることはできない。そう、そうだった。こころの底に封じ込め

ていた「想い」が在ったことを、友人の赤ちゃんを抱いた瞬間

に強烈に呼び戻された感じがしました。

　そこで私はこのとき再び感じた本能だけを支えに、諏訪マタ

ニティークリニックで治療の後半を送ることになりました。

　そのときすでに 40 歳を過ぎており、妊娠、ましてや出産で

きる可能性は低いことは覚悟していました。だからこそ、治療

にあたってふたつのことを心がけたのです。ひとつは自分自身

としっかり向き合うこと。つらいときでも、つらいという感情

から逃げないこと。もうひとつ、不妊治療を後悔のないように

終わらせるために、１回１回のトライを大切にすること。その

ためにも日々の食事や健康管理に気を配り、できる限り規則正

しい生活を送るように努めました。職場でも、何人かの信頼で

きる人には全てを打ち明け、それがどれほど私を助けてくれる

ことになったでしょうか。このことは治療の前半ではできな

かったことでした。

　それでもやはり現実はとても厳しいものでした。結局治療を

再開して 6 年間、私は 2 回妊娠したものの、その 2 回とも流産

となり、その後は数値の上で反応が出ても妊娠には至らない、

という状況が続くことになります。やがては薬に頼らなければ、

生理すらこないようになりました。

　覚悟していたはずなのに、不安で気持ちがぎすぎすするよう

になりました。何でもないことに感情が高ぶったかと思うと急

に涙が出たり。これは更年期の始まりかうつ病にでもなったの

ではないかと思うほど気持ちの浮き沈みが激しくなりました。

そんな日々の中、私は相談室でカウンセラーさんと出会ったの

です。そしてその頃から「その日」を迎える心の準備をしなが

ら治療も続ける、という方向に気持ちが少しずつ変わっていっ

たように思います。結果は出なくても、現実をきちんと受け止

めるために「やりきったのだから」という納得を自分にさせた

かった。判定日がくるたびに「やり残したことはない？」と自

分に問いかけるようになり、相談室にお邪魔しては、何気ない

会話の中で少しずつ『終わり』を受け入れていったように思い

ます。

　これで最後、と決めた周期には初めて仕事を一週間休みまし

た。夫の転勤に伴う慌ただしさの中で凍結保存していただき長

い時間を経て私のところに戻ってきてくれた受精卵が、私に

とって最後の胚移植となりました。不思議と気持ちは落ち着い

ていて「戻ってきてくれて、ありがとう。」そう語りかけながら、

静かな一週間を過ごすことができ、私はようやく自分の思いに

区切りをつけることができたのです。

　治療前半の自分を振り返れば「ああしておけば」「こうして

おけば」ということは、いくらでも出てきます。もし、前半の

治療だけで時間が経っていたら、もっと年を重ねてから後悔し

たに違いありません。私の気持ちは不妊治療という暗いトンネ

ルの中に置き去りのままだったと思うのです。

　諏訪マタニティークリニックで治療を始めた時、それまでの

病院との違いに驚かされました。体外受精での採卵や胚移植で

苦痛を感じることは一度もなかったし、何よりも日曜日も祝日

もなく患者の周期に合わせて治療をしてくださるのです。だか

らこそ、納得いくまで治療を続けることができました。

そして相談室での心のケア、カウンセラーさんとの出会いがな

かったら、こんなに穏やかな気持ちで治療を本当に『終える』

ことはできなかったでしょう。

　私たち夫婦の長い治療のトンネルの先には自分たちの子供を

抱く、という結果はなかったけれど、確かにトンネルは抜ける

ことができたと今は実感しています。患者としての生活に区切

りをつけてまだ一カ月足らず、これから先どうするかまだ何も

考えられずにいます。このまま二人で過ごすのか、或いは・・・。

でも、このさき何があっても、どんな人生を歩むことになって

も、治療については「よく頑張ったね」と自分自身に言うこと

ができます。そして、諏訪マタニティークリニックだったから

こそ出会えた皆さんにいただいた想いや時間は、これから先も

ずっと私を支えてくれることでしょう。そう思える時間をいた

だけたことに、今とても感謝しています。



卵子があるならば、最後まで挑戦する
という気持ちとの葛藤
～Sさんの場合～

　新生児室を窓からのぞいている年輩の夫婦がいる。自分の娘

の赤ちゃん、つまりお孫さんを見ているのだろう。その光景を

羨ましいなと思いながら私が見ている。私もそういう場面を両

親にプレゼントしたいと治療を続けてきた。母に、「親の私が

娘に早く結婚して子どもを生んでくれるようにと言わなかった

ことを後悔している」と言われたこともあった。

　もうすぐ、両親とも 80 歳近くになってしまう。世間一般で

は孫の面倒を見るために仕事をやめたり、その流れで隠居生活

をしているかもしれないが、私の両親にはそんな機会もなく

ずっと仕事をし続けてきた。そうさせてしまった私は本当に親

不孝者である。

　かなりの年齢になってから結婚し不妊治療をはじめた。当初

は、採卵ができて、受精もし、何回か胚移植ができそれに一喜

一憂していたが、妊娠には至らなかった。そして諏訪マタ通い

もいつの間にか 10 年近くなってしまった。最近はどこかで終

わりにしなければと考えてきた。「今月は丁度お休みが取れる

から受診しよう。」とか「区切りの良い期日までは頑張ろう」

とそれなりの理由をつけて、この歳まで治療をし続けてきたが、

もうだめだという気持ちと、もし卵子があるならば、最後まで

挑戦するという気持ちとの葛藤だ。

　採卵できるときが年に 2 回から 1 回になって、それでも、貴

重なチャンスだとあきらめたくはなかった。診察時の超音波の

画像には卵胞はみあたらず、体的に妊娠は程遠くなったと実感

せざるを得ない。外国に行ってでも卵子を手に入れたいと思っ

ていたこともあるし養子のことを考えたときもあった。しかし

主人はそこまでしなくていい、と子どものいないことをあまり

深刻に考えていないようだった。

　私は「私達の老後はどうするの、さみしいよ」。と主人に言っ

てみた。“親孝行のために子どもを生むのか、自分たちの面倒

をみてもらうために子どもを生むのか。そのことのために生ま

れてくる子どもは気の毒だ。老後のことならば今から考えれば

いい。俺たちのこの年で子供が生まれたとしたらその子供は幸

せになるのかな。見守ってあげられる時間は短い。”主人だって、

子供との生活や子供の成長をみる楽しみをこの人生に欲しいと

思っていたに違いないが、それでも主人からのこの言葉を聞い

て、なんだか私の肩の荷がおりた気がした。たしかに、そうい

われれば、将来のことを考えてあげなければいけなかった。

　もう一つ、私は仕事を続けながら治療をうけてきた。仕事と

のやりくりでは大変な事も多かったが、時間がうまく取れずに

いる人のためにも、私が働くものの代表になったつもりで頑

張っていた。そんな風に仕事をしながらも通院できたのは諏訪

マタ二ティークリニックの皆さんのお陰に他ならない。吉川先

生の毅然とした態度と細やかな配慮、スタッフの方々の思いや

り。診察時間の配慮や点滴やその他の治療で痛いと思ったこと

がないことも、長いこと通院している者にとってはとても助

かったことだ。診察に来ると、来てよかった、まだ来てもいい

のだと自分の思いを確認して、帰ることができた。診察結果が

悪いときは、先生のほうががっかりしているようで、本当に恐

縮してしまった。こどもを授かるという目的は果たせなかった

が、それに代わるものをたくさん頂いた。十分に治療していた

だき、自分の体のことも知ることができて、満足の 10 年間は

感謝の気持ちで一杯である。みなさん、ありがとうございまし

た。

私のお腹にきてくれてありがとう
～Fさんの場合～

　“子供がほしい。夫と一緒に温かい家庭を作りたい。”そんな

平凡な望みを叶えることがこんなに難しいなんて思ってもみま

せんでした。色々調べ、辿り着いたのが諏訪マタニティークリ

ニックでした。片道約５時間、仕事も続けながらの厳しい環境

でしたが、「がんばってみましょう」と言って下さる吉川先生

の優しさと技術を信頼し通い始めました。

　１回目の体外受精で受精卵を見た時はとても嬉しかったで

す。「がんばってね、私もがんばるから。」という気持ちでした。

けれど１回目、２回目と着床せず、次第に焦り子供が出来なかっ

たらどうなるのだろう、経済的にもいつまで続けられるだろう

かと不安に包まれる様になりました。５回目で着床し出産した

友達がいたので、成功を信じ治療を続けましたが、３回目、４

回目と着床せず５回目の「反応が出てない」の言葉に張りつめ

ていた糸が切れた感じで自力で立つ事も出来ず泣き崩れてしま

いました。看護師さんや受付の方に支えて頂き何とか会計を済

ませました。「何故だめなの？何回やっても無理なのかなぁ」

帰りの電車の中でも、人目を気にする余裕もなく泣き続けまし

た。

　それから２ヶ月後６回目の判定日に先生から「反応が出てる」

と言われたのに、“また、だめだったのか”と思い込み「そう

ですか」と小さく返事をしました。吉川先生に「反応が出てま

すよ、F さん」と言われてはっと我に返りました。やっとやっ

と私の中に芽生えたその小さな命、診察室を出てじわじわと嬉

しさが込み上げて来ました。帰宅して夫に告げると夫もとって

も喜んで、それからは大切に大切に過ごしました。心拍も確認

でき途中で微量の出血がありドキドキすることもありました

が、それも一週間程度で治まり無事９週目に諏訪マタニティー

クリニックを卒業し地元の病院に通うことになりました。順調

に日々が過ぎ、４ヶ月健診の日、“心臓が止まっている”と告

げられました。考えてもいなかった事態で全く信じられず、ど

うか間違いであって欲しいと願い別の病院に行きました。“ど

うしてこんなことになってしまったの？”ショックで現実が受

け入れられませんでした。手術の日、私の赤ちゃんを「連れて

帰りたい」と先生に頼んだのですが、「形を留めないから無理。」

と言われました。辛かったです。とてもとても辛かったです。

それでも、流産の後は妊娠しやすいという友人の言葉で気持ち

を奮い立たせて、また諏訪マタでの治療を再開しました。７回、

８回、９回、きっとまた命に巡り会えると信じ、期待と落胆の

日々を繰り返し、１７回目の胚移植がだめだった時に一時治療

を休むことにしました。そうは決めたものの、心の中では“ま

だ治療を続けたい”“もう一度行きたい”気持ちでいっぱいで

した。が、突然椎間板ヘルニアになってしまい、一人で歩くの

も困難な状態になったので、気持ちと体が反対方向でただただ

時間だけが過ぎて行きました。

　諏訪マタから“凍結精子をどうしますか”という手紙が届い

た時、最後の治療からすでに３年が経ち私は４５才になってい

ました。とても心残りではありましたが、保存して頂いていた

精子を破棄しました。

　治療から離れた今、私はとても澄みきった気持ちです。とに

かく私自身できる限りはがんばったと思うし、諏訪マタニ

ティークリニックに行かなかったら「挑戦する方法はあったの

に、何故しなかったのだろうか」と自分を責めたり、どれだけ

の後悔をしていたかと思います。夫や協力してくれた家族には

とても感謝しています。私達家族はあの嵐（挑戦）の中、力を

合わせてとにかく進んだ。きずなも深まりました。今は澄みきっ

た空の下、おだやかな水面の上を新しい方向へと進み始めてい

ます。

　流産は本当に悲しい経験でしたが、その後妊娠のできなかっ

た私にとっては、ただ一度の体験、神様からの贈り物だったと

思います。実際に会ってこの目で見てこの手に抱きしめること

は出来なかったけど、確かにあの子はこの世界に存在していま

した。写真もあるし・・・。いつ見ても本当に可愛らしく、と

ても愛おしい。病院でのエコーでは、手足をパタパタ動かして

いました。

　私のお腹に来てくれてありがとう、その思いで一杯です。

子どもがいないことは
「人生にあるべきものが足りない」わけではない
～Aさんの場合～

　結婚してからもうすぐ 9 年、本格的に不妊治療を始めてから

5 年、２つの不妊治療施設にかかり、AIH は確か 5 回くらい、

IVF は合計 16 回（諏訪以外で 3 回）、子宮外妊娠２回、妊娠１

回（6週で流産）。これがわたしの不妊治療の主な「戦績」です。

38 歳ごろから、採卵できても受精しないことが増えました。諏

訪マタに移って治療を始めたのが 40 歳になる年。刺激にはあ

まり反応しなかったために自然周期での体外受精となりまし

た。この頃から、生理周期が乱れたり、採卵しても受精しなかっ

たりすることが増えました。一年ごと、いや、一回ごとに卵の

状況が悪くなるように感じてきました。

　43 歳を過ぎた今年６月、貯めておいた凍結卵２つを移植して、

それを最後に不妊治療を卒業しようと思っていました。しかし

事前の診察で「採卵できそうな卵が 3つある」と言われ、「せっ

かくだから…」と再び採卵し、受精した１つと保存してあった

凍結卵とを移殖しました。あともうひとつだけ、凍結卵が残っ

ている状態です。

　不妊治療を始めたばかりのころは、治療に通うたびに子ども

を授からない悲しさや、夫があまり治療に乗り気でないことへ

のいら立ちなど、心が痛くて痛くて、少しのことに傷つき、毎

回の結果に激しく落ち込んだり泣いたり、大きく感情が揺れま

した。通院距離でも、お金でもなく、気持ちをコントロールす

るほうが治療そのものよりも大変だった気がします。実際の治

療では、最初のクリニックでの初めての体外受精で子宮外妊娠

となり右側の卵管切除の開腹手術を受けました。11日間の入院、

子どもを産んだわけでもないのに傷ついたお腹、情けなくて病

院のベッドで声も出せずに涙を流しました。そして１年後、今

度は左側の卵管に子宮外妊娠をしてしまったのです。そう滅多

にあることではないはずのことが、よりにもよって私に起きた

のでした。

　治療の場を諏訪マタに移して、まずは前のクリニックとの差

に驚きました。医師が一人であるのは変わりませんが、そのほ

かに大勢のスタッフが機能的に配備されていて、妊娠のために

できることはすべてやるというシステムが整っていたからで

す。ベストを尽くしていただいている、そう心から思えました。

だから、「ここで治療して妊娠できなかったとしても、後悔は

しないだろう」と確信しました。こうのとり相談室も欠かせな

い心の砦です。通い始めたころ、これまでの治療のことや、子

どもを授からない辛さを相談室でぶちまけさせてもらい、いっ

ぱい泣かせてもらって、元気にしてもらいました。

　最初の体外受精のときに吉川先生がどれだけの激務をされて

いるのかがよくわかったので、わたしなりの「患者道」みたいな、

ささやかな決意を持って治療に臨むことにしました。諏訪マタ

の実績を頼んで来た限りは、“とにかく、先生を信じてついて

いく”“日本一先生をお待たせしない患者になる”この２つを

守るようにしようと思っていました。

　吉川先生は、いつも冷静で感情の起伏を表に出さない方です

が、採卵する予定だった卵がフライングで排卵されてしまって

いたりすると、ちょっと動揺されたりもするし、体外受精をし

て結果が陰性のときは本当に残念そうに結果を告げられ、普段

見せているよりずっと温かい、人間臭い人なのかもしれないと

思ったりします。わたしはもう泣くこともなく、残念な結果も

淡々と受け止められるようになりました。

　不妊治療を始めたころは、「何が何でも自分たちの子どもを

授かりたい」という気持ちでしたが、その気持ちはずいぶん変

わってきたと思います。理由のひとつは、自分の子どもでなく

ても地域の子どもたちと関わりを持つことができたからです。

治療を始めてから１年くらいしたころから、中学校の部活の外

部指導者として、中学生を指導するようになりました。春から

夏にかけてはほぼ毎日部活に通います。伸びていく子どもたち

を間近で見ているのはとても楽しく、やりがいがあります。子

どもがいなければなかなか地域との関わりが薄くなりがちで、

社会から取り残されていくような気もしていたのですが、今で

はそうした感じもなくなってきました。

　もうひとつは、養子を迎える可能性について考えるように

なってきたからです。自分たちの子どもでなくとも、一緒に泣

いて笑って、共に育っていければと思うのです。が、これには

まだためらう気持ちも大きいです。わたし達が住んでいるのは

小さな村で、養子が特別視されるのは避けられません。家族の

中でも、甥や姪が頻繁に出入りする中で、果たして同じように

扱われるだろうか？　取り越し苦労なのかもしれませんが、い

ろいろ考えると、思い切ることができずにいます。それでも、

近々一度養子縁組をされた方にお話を聞けるようにしたいと考

えています。

　今のわたしにとって、子どもがいないことで「人生にあるべ

きものが足りない」わけではないと思っています。もちろん、

いてくれたらどんなに幸せかとは思うのですが。

　長らく治療を続けてきて、「気持ちの防衛本能」はメキメキ

強くなって、たとえダメでも泣いたりしないように、いいこと

より悪いことを先に想定して判定に臨むようにはなりました。

しかし、今年「最後の大勝負」のつもりで臨んだ体外受精が陰

性で終わったとき、家に帰っても気持ちに整理がつかなくて

久々に夫にあたって大泣きしました。あきらめられるつもりで

したが、あきらめたくはなかったのかもしれません。でも、こ

うして書いているということは、もうずいぶん整理がついたの

だということでしょう。それでもなお、「46歳で産んだ人がいる」

などと言われれば、気持ちは揺れます。「まだあきらめなくて

もいいのかな」とも思いますが、やめ時は自分で決めるしかな

いのです。可能性はゼロではないけれど、限りなく低くなって

いき、そこに自分の限られた時間とエネルギーを使い続けるこ

とに疑問を持ち始めたら、そろそろ卒業なのかな、と思います。

治療をしてきたことには後悔はありません。実を結ぶことはな

かったけれど、ここまでやってこなければあきらめることもで

きなかったのだと思っています。

　夫婦二人だけで生きていくと決めずとも、これからあるいろ

いろな可能性を探ってみたいと思います。養育里親になるかも

しれないし、家をコーポラティブハウスに改造するかもしれな

い。親が亡くなってから都会に移住するかもしれない。どんな

人生も、楽しそうだと、今なら思えるのです。

最後の凍結移植の時
「戻ってきてくれて、ありがとう」と心から思った
～Nさんの場合～

　何度目かの妊娠判定日のあとそのまま夫とドライブにでかけ

た時のことです。高原のカフェのテラスに腰をかけました。い

つもは心地よい鳥のさえずりさえその日は煩わしい気がして、

すべてがとても重だるく、ついこんな言葉が口をついて出てし

まいました。「ドウシテ、イツマデモ、ガンバッテシマウンダ

ロウ・・・」しばらくの沈黙の後、夫が「もう、終わりにする？」

と聞いてきました。私は何も答えられず、アイスティーの入っ

たグラスの氷を、ただがちゃがちゃかきまわしていました。「う

ん、ともいいえ、とも言えないよ・・・」今思うと、その時が『終

わり』を考え始めたときだった気がしています。受け入れたく

ないけれど、受け入れなくてはならない「その日」が近づいて

いることへの不安が私の心を身体ごと重くしていたのでしょ

う。　

　私が不妊治療を始めたのは結婚 3 年目のことです。結婚すれ

ば子供は自然にできると漠然と信じていたのに、２年経っても

妊娠の気配すらなかったために産婦人科の検査を受けたのもほ

んの軽い気持ちでした。それから 20 年、何件かの病院にお世

話になり数年の中断期間はありましたがずっと治療を続けて来

ました。

　治療の前半はとにかく一生懸命でした。漢方薬に鍼、怪しげ

な健康食品から健康茶まで、いいと聞いたら何でも試しました。

仕事も続けていましたが、当時は不妊治療というものに職場の

理解はなかなか得られず「どうして休みまでとる必要があるの

か。」「薬で対応できないのか。」「どちらに原因があるのか。」

と口に出して説明などしたくない事に容赦なく踏み込まれまし

た。それらに対して正直になればなるほど自分が傷ついていく

のもよくわかりました。私のこころは次第にかたくなになり、

友人との約束でさえ治療の周期と重なれば嘘をついて断ること

もありました。その頃の私は、きっと自分で自分をがんじがら

めにしていたに違いありません。

　繰り返しても結果の出ない人工受精に見切りをつけ、体外受

精をするために東京の病院へ行ったのですが、そこでのあまり

につらい体験により、結果私は不妊治療を休止せざるを得なく

なりました。私はそれまで治療のためにしていたすべてのこと

を放り出し、治療の記録も全部処分してしまいました。そうし

て終わりにした「つもり」でした。本当はつらい事実から目を

そむけていただけだったのに。

　それから数年後、転機は突然訪れました。出産して間もない

友人の子供を抱いた瞬間、愛おしくて涙が止まらなくなったの

です。時を同じくして別の友人から「どうしてそこまでして、

子供がほしいの？」と聞かれました。うまく説明できなかった

けれど、“本能”としか言いようがなかった。大切に思える人

と出会い、その人の子供がほしいと願い、それが医学の力を借

りても叶うか叶わないかわからなくても、私は子供をあきらめ

ることはできない。そう、そうだった。こころの底に封じ込め

ていた「想い」が在ったことを、友人の赤ちゃんを抱いた瞬間

に強烈に呼び戻された感じがしました。

　そこで私はこのとき再び感じた本能だけを支えに、諏訪マタ

ニティークリニックで治療の後半を送ることになりました。

　そのときすでに 40 歳を過ぎており、妊娠、ましてや出産で

きる可能性は低いことは覚悟していました。だからこそ、治療

にあたってふたつのことを心がけたのです。ひとつは自分自身

としっかり向き合うこと。つらいときでも、つらいという感情

から逃げないこと。もうひとつ、不妊治療を後悔のないように

終わらせるために、１回１回のトライを大切にすること。その

ためにも日々の食事や健康管理に気を配り、できる限り規則正

しい生活を送るように努めました。職場でも、何人かの信頼で

きる人には全てを打ち明け、それがどれほど私を助けてくれる

ことになったでしょうか。このことは治療の前半ではできな

かったことでした。

　それでもやはり現実はとても厳しいものでした。結局治療を

再開して 6 年間、私は 2 回妊娠したものの、その 2 回とも流産

となり、その後は数値の上で反応が出ても妊娠には至らない、

という状況が続くことになります。やがては薬に頼らなければ、

生理すらこないようになりました。

　覚悟していたはずなのに、不安で気持ちがぎすぎすするよう

になりました。何でもないことに感情が高ぶったかと思うと急

に涙が出たり。これは更年期の始まりかうつ病にでもなったの

ではないかと思うほど気持ちの浮き沈みが激しくなりました。

そんな日々の中、私は相談室でカウンセラーさんと出会ったの

です。そしてその頃から「その日」を迎える心の準備をしなが

ら治療も続ける、という方向に気持ちが少しずつ変わっていっ

たように思います。結果は出なくても、現実をきちんと受け止

めるために「やりきったのだから」という納得を自分にさせた

かった。判定日がくるたびに「やり残したことはない？」と自

分に問いかけるようになり、相談室にお邪魔しては、何気ない

会話の中で少しずつ『終わり』を受け入れていったように思い

ます。

　これで最後、と決めた周期には初めて仕事を一週間休みまし

た。夫の転勤に伴う慌ただしさの中で凍結保存していただき長

い時間を経て私のところに戻ってきてくれた受精卵が、私に

とって最後の胚移植となりました。不思議と気持ちは落ち着い

ていて「戻ってきてくれて、ありがとう。」そう語りかけながら、

静かな一週間を過ごすことができ、私はようやく自分の思いに

区切りをつけることができたのです。

　治療前半の自分を振り返れば「ああしておけば」「こうして

おけば」ということは、いくらでも出てきます。もし、前半の

治療だけで時間が経っていたら、もっと年を重ねてから後悔し

たに違いありません。私の気持ちは不妊治療という暗いトンネ

ルの中に置き去りのままだったと思うのです。

　諏訪マタニティークリニックで治療を始めた時、それまでの

病院との違いに驚かされました。体外受精での採卵や胚移植で

苦痛を感じることは一度もなかったし、何よりも日曜日も祝日

もなく患者の周期に合わせて治療をしてくださるのです。だか

らこそ、納得いくまで治療を続けることができました。

そして相談室での心のケア、カウンセラーさんとの出会いがな

かったら、こんなに穏やかな気持ちで治療を本当に『終える』

ことはできなかったでしょう。

　私たち夫婦の長い治療のトンネルの先には自分たちの子供を

抱く、という結果はなかったけれど、確かにトンネルは抜ける

ことができたと今は実感しています。患者としての生活に区切

りをつけてまだ一カ月足らず、これから先どうするかまだ何も

考えられずにいます。このまま二人で過ごすのか、或いは・・・。

でも、このさき何があっても、どんな人生を歩むことになって

も、治療については「よく頑張ったね」と自分自身に言うこと

ができます。そして、諏訪マタニティークリニックだったから

こそ出会えた皆さんにいただいた想いや時間は、これから先も

ずっと私を支えてくれることでしょう。そう思える時間をいた

だけたことに、今とても感謝しています。



卵子があるならば、最後まで挑戦する
という気持ちとの葛藤
～Sさんの場合～

　新生児室を窓からのぞいている年輩の夫婦がいる。自分の娘

の赤ちゃん、つまりお孫さんを見ているのだろう。その光景を

羨ましいなと思いながら私が見ている。私もそういう場面を両

親にプレゼントしたいと治療を続けてきた。母に、「親の私が

娘に早く結婚して子どもを生んでくれるようにと言わなかった

ことを後悔している」と言われたこともあった。

　もうすぐ、両親とも 80 歳近くになってしまう。世間一般で

は孫の面倒を見るために仕事をやめたり、その流れで隠居生活

をしているかもしれないが、私の両親にはそんな機会もなく

ずっと仕事をし続けてきた。そうさせてしまった私は本当に親

不孝者である。

　かなりの年齢になってから結婚し不妊治療をはじめた。当初

は、採卵ができて、受精もし、何回か胚移植ができそれに一喜

一憂していたが、妊娠には至らなかった。そして諏訪マタ通い

もいつの間にか 10 年近くなってしまった。最近はどこかで終

わりにしなければと考えてきた。「今月は丁度お休みが取れる

から受診しよう。」とか「区切りの良い期日までは頑張ろう」

とそれなりの理由をつけて、この歳まで治療をし続けてきたが、

もうだめだという気持ちと、もし卵子があるならば、最後まで

挑戦するという気持ちとの葛藤だ。

　採卵できるときが年に 2 回から 1 回になって、それでも、貴

重なチャンスだとあきらめたくはなかった。診察時の超音波の

画像には卵胞はみあたらず、体的に妊娠は程遠くなったと実感

せざるを得ない。外国に行ってでも卵子を手に入れたいと思っ

ていたこともあるし養子のことを考えたときもあった。しかし

主人はそこまでしなくていい、と子どものいないことをあまり

深刻に考えていないようだった。

　私は「私達の老後はどうするの、さみしいよ」。と主人に言っ

てみた。“親孝行のために子どもを生むのか、自分たちの面倒

をみてもらうために子どもを生むのか。そのことのために生ま

れてくる子どもは気の毒だ。老後のことならば今から考えれば

いい。俺たちのこの年で子供が生まれたとしたらその子供は幸

せになるのかな。見守ってあげられる時間は短い。”主人だって、

子供との生活や子供の成長をみる楽しみをこの人生に欲しいと

思っていたに違いないが、それでも主人からのこの言葉を聞い

て、なんだか私の肩の荷がおりた気がした。たしかに、そうい

われれば、将来のことを考えてあげなければいけなかった。

　もう一つ、私は仕事を続けながら治療をうけてきた。仕事と

のやりくりでは大変な事も多かったが、時間がうまく取れずに

いる人のためにも、私が働くものの代表になったつもりで頑

張っていた。そんな風に仕事をしながらも通院できたのは諏訪

マタ二ティークリニックの皆さんのお陰に他ならない。吉川先

生の毅然とした態度と細やかな配慮、スタッフの方々の思いや

り。診察時間の配慮や点滴やその他の治療で痛いと思ったこと

がないことも、長いこと通院している者にとってはとても助

かったことだ。診察に来ると、来てよかった、まだ来てもいい

のだと自分の思いを確認して、帰ることができた。診察結果が

悪いときは、先生のほうががっかりしているようで、本当に恐

縮してしまった。こどもを授かるという目的は果たせなかった

が、それに代わるものをたくさん頂いた。十分に治療していた

だき、自分の体のことも知ることができて、満足の 10 年間は

感謝の気持ちで一杯である。みなさん、ありがとうございまし

た。

私のお腹にきてくれてありがとう
～Fさんの場合～

　“子供がほしい。夫と一緒に温かい家庭を作りたい。”そんな

平凡な望みを叶えることがこんなに難しいなんて思ってもみま

せんでした。色々調べ、辿り着いたのが諏訪マタニティークリ

ニックでした。片道約５時間、仕事も続けながらの厳しい環境

でしたが、「がんばってみましょう」と言って下さる吉川先生

の優しさと技術を信頼し通い始めました。

　１回目の体外受精で受精卵を見た時はとても嬉しかったで

す。「がんばってね、私もがんばるから。」という気持ちでした。

けれど１回目、２回目と着床せず、次第に焦り子供が出来なかっ

たらどうなるのだろう、経済的にもいつまで続けられるだろう

かと不安に包まれる様になりました。５回目で着床し出産した

友達がいたので、成功を信じ治療を続けましたが、３回目、４

回目と着床せず５回目の「反応が出てない」の言葉に張りつめ

ていた糸が切れた感じで自力で立つ事も出来ず泣き崩れてしま

いました。看護師さんや受付の方に支えて頂き何とか会計を済

ませました。「何故だめなの？何回やっても無理なのかなぁ」

帰りの電車の中でも、人目を気にする余裕もなく泣き続けまし

た。

　それから２ヶ月後６回目の判定日に先生から「反応が出てる」

と言われたのに、“また、だめだったのか”と思い込み「そう

ですか」と小さく返事をしました。吉川先生に「反応が出てま

すよ、F さん」と言われてはっと我に返りました。やっとやっ

と私の中に芽生えたその小さな命、診察室を出てじわじわと嬉

しさが込み上げて来ました。帰宅して夫に告げると夫もとって

も喜んで、それからは大切に大切に過ごしました。心拍も確認

でき途中で微量の出血がありドキドキすることもありました

が、それも一週間程度で治まり無事９週目に諏訪マタニティー

クリニックを卒業し地元の病院に通うことになりました。順調

に日々が過ぎ、４ヶ月健診の日、“心臓が止まっている”と告

げられました。考えてもいなかった事態で全く信じられず、ど

うか間違いであって欲しいと願い別の病院に行きました。“ど

うしてこんなことになってしまったの？”ショックで現実が受

け入れられませんでした。手術の日、私の赤ちゃんを「連れて

帰りたい」と先生に頼んだのですが、「形を留めないから無理。」

と言われました。辛かったです。とてもとても辛かったです。

それでも、流産の後は妊娠しやすいという友人の言葉で気持ち

を奮い立たせて、また諏訪マタでの治療を再開しました。７回、

８回、９回、きっとまた命に巡り会えると信じ、期待と落胆の

日々を繰り返し、１７回目の胚移植がだめだった時に一時治療

を休むことにしました。そうは決めたものの、心の中では“ま

だ治療を続けたい”“もう一度行きたい”気持ちでいっぱいで

した。が、突然椎間板ヘルニアになってしまい、一人で歩くの

も困難な状態になったので、気持ちと体が反対方向でただただ

時間だけが過ぎて行きました。

　諏訪マタから“凍結精子をどうしますか”という手紙が届い

た時、最後の治療からすでに３年が経ち私は４５才になってい

ました。とても心残りではありましたが、保存して頂いていた

精子を破棄しました。

　治療から離れた今、私はとても澄みきった気持ちです。とに

かく私自身できる限りはがんばったと思うし、諏訪マタニ

ティークリニックに行かなかったら「挑戦する方法はあったの

に、何故しなかったのだろうか」と自分を責めたり、どれだけ

の後悔をしていたかと思います。夫や協力してくれた家族には

とても感謝しています。私達家族はあの嵐（挑戦）の中、力を

合わせてとにかく進んだ。きずなも深まりました。今は澄みきっ

た空の下、おだやかな水面の上を新しい方向へと進み始めてい

ます。

　流産は本当に悲しい経験でしたが、その後妊娠のできなかっ

た私にとっては、ただ一度の体験、神様からの贈り物だったと

思います。実際に会ってこの目で見てこの手に抱きしめること

は出来なかったけど、確かにあの子はこの世界に存在していま

した。写真もあるし・・・。いつ見ても本当に可愛らしく、と

ても愛おしい。病院でのエコーでは、手足をパタパタ動かして

いました。

　私のお腹に来てくれてありがとう、その思いで一杯です。

子どもがいないことは
「人生にあるべきものが足りない」わけではない
～Aさんの場合～

　結婚してからもうすぐ 9 年、本格的に不妊治療を始めてから

5 年、２つの不妊治療施設にかかり、AIH は確か 5 回くらい、

IVF は合計 16 回（諏訪以外で 3 回）、子宮外妊娠２回、妊娠１

回（6週で流産）。これがわたしの不妊治療の主な「戦績」です。

38 歳ごろから、採卵できても受精しないことが増えました。諏

訪マタに移って治療を始めたのが 40 歳になる年。刺激にはあ

まり反応しなかったために自然周期での体外受精となりまし

た。この頃から、生理周期が乱れたり、採卵しても受精しなかっ

たりすることが増えました。一年ごと、いや、一回ごとに卵の

状況が悪くなるように感じてきました。

　43 歳を過ぎた今年６月、貯めておいた凍結卵２つを移植して、

それを最後に不妊治療を卒業しようと思っていました。しかし

事前の診察で「採卵できそうな卵が 3つある」と言われ、「せっ

かくだから…」と再び採卵し、受精した１つと保存してあった

凍結卵とを移殖しました。あともうひとつだけ、凍結卵が残っ

ている状態です。

　不妊治療を始めたばかりのころは、治療に通うたびに子ども

を授からない悲しさや、夫があまり治療に乗り気でないことへ

のいら立ちなど、心が痛くて痛くて、少しのことに傷つき、毎

回の結果に激しく落ち込んだり泣いたり、大きく感情が揺れま

した。通院距離でも、お金でもなく、気持ちをコントロールす

るほうが治療そのものよりも大変だった気がします。実際の治

療では、最初のクリニックでの初めての体外受精で子宮外妊娠

となり右側の卵管切除の開腹手術を受けました。11日間の入院、

子どもを産んだわけでもないのに傷ついたお腹、情けなくて病

院のベッドで声も出せずに涙を流しました。そして１年後、今

度は左側の卵管に子宮外妊娠をしてしまったのです。そう滅多

にあることではないはずのことが、よりにもよって私に起きた

のでした。

　治療の場を諏訪マタに移して、まずは前のクリニックとの差

に驚きました。医師が一人であるのは変わりませんが、そのほ

かに大勢のスタッフが機能的に配備されていて、妊娠のために

できることはすべてやるというシステムが整っていたからで

す。ベストを尽くしていただいている、そう心から思えました。

だから、「ここで治療して妊娠できなかったとしても、後悔は

しないだろう」と確信しました。こうのとり相談室も欠かせな

い心の砦です。通い始めたころ、これまでの治療のことや、子

どもを授からない辛さを相談室でぶちまけさせてもらい、いっ

ぱい泣かせてもらって、元気にしてもらいました。

　最初の体外受精のときに吉川先生がどれだけの激務をされて

いるのかがよくわかったので、わたしなりの「患者道」みたいな、

ささやかな決意を持って治療に臨むことにしました。諏訪マタ

の実績を頼んで来た限りは、“とにかく、先生を信じてついて

いく”“日本一先生をお待たせしない患者になる”この２つを

守るようにしようと思っていました。

　吉川先生は、いつも冷静で感情の起伏を表に出さない方です

が、採卵する予定だった卵がフライングで排卵されてしまって

いたりすると、ちょっと動揺されたりもするし、体外受精をし

て結果が陰性のときは本当に残念そうに結果を告げられ、普段

見せているよりずっと温かい、人間臭い人なのかもしれないと

思ったりします。わたしはもう泣くこともなく、残念な結果も

淡々と受け止められるようになりました。

　不妊治療を始めたころは、「何が何でも自分たちの子どもを

授かりたい」という気持ちでしたが、その気持ちはずいぶん変

わってきたと思います。理由のひとつは、自分の子どもでなく

ても地域の子どもたちと関わりを持つことができたからです。

治療を始めてから１年くらいしたころから、中学校の部活の外

部指導者として、中学生を指導するようになりました。春から

夏にかけてはほぼ毎日部活に通います。伸びていく子どもたち

を間近で見ているのはとても楽しく、やりがいがあります。子

どもがいなければなかなか地域との関わりが薄くなりがちで、

社会から取り残されていくような気もしていたのですが、今で

はそうした感じもなくなってきました。

　もうひとつは、養子を迎える可能性について考えるように

なってきたからです。自分たちの子どもでなくとも、一緒に泣

いて笑って、共に育っていければと思うのです。が、これには

まだためらう気持ちも大きいです。わたし達が住んでいるのは

小さな村で、養子が特別視されるのは避けられません。家族の

中でも、甥や姪が頻繁に出入りする中で、果たして同じように

扱われるだろうか？　取り越し苦労なのかもしれませんが、い

ろいろ考えると、思い切ることができずにいます。それでも、

近々一度養子縁組をされた方にお話を聞けるようにしたいと考

えています。

　今のわたしにとって、子どもがいないことで「人生にあるべ

きものが足りない」わけではないと思っています。もちろん、

いてくれたらどんなに幸せかとは思うのですが。

　長らく治療を続けてきて、「気持ちの防衛本能」はメキメキ

強くなって、たとえダメでも泣いたりしないように、いいこと

より悪いことを先に想定して判定に臨むようにはなりました。

しかし、今年「最後の大勝負」のつもりで臨んだ体外受精が陰

性で終わったとき、家に帰っても気持ちに整理がつかなくて

久々に夫にあたって大泣きしました。あきらめられるつもりで

したが、あきらめたくはなかったのかもしれません。でも、こ

うして書いているということは、もうずいぶん整理がついたの

だということでしょう。それでもなお、「46歳で産んだ人がいる」

などと言われれば、気持ちは揺れます。「まだあきらめなくて

もいいのかな」とも思いますが、やめ時は自分で決めるしかな

いのです。可能性はゼロではないけれど、限りなく低くなって

いき、そこに自分の限られた時間とエネルギーを使い続けるこ

とに疑問を持ち始めたら、そろそろ卒業なのかな、と思います。

治療をしてきたことには後悔はありません。実を結ぶことはな

かったけれど、ここまでやってこなければあきらめることもで

きなかったのだと思っています。

　夫婦二人だけで生きていくと決めずとも、これからあるいろ

いろな可能性を探ってみたいと思います。養育里親になるかも

しれないし、家をコーポラティブハウスに改造するかもしれな

い。親が亡くなってから都会に移住するかもしれない。どんな

人生も、楽しそうだと、今なら思えるのです。

最後の凍結移植の時
「戻ってきてくれて、ありがとう」と心から思った
～Nさんの場合～

　何度目かの妊娠判定日のあとそのまま夫とドライブにでかけ

た時のことです。高原のカフェのテラスに腰をかけました。い

つもは心地よい鳥のさえずりさえその日は煩わしい気がして、

すべてがとても重だるく、ついこんな言葉が口をついて出てし

まいました。「ドウシテ、イツマデモ、ガンバッテシマウンダ

ロウ・・・」しばらくの沈黙の後、夫が「もう、終わりにする？」

と聞いてきました。私は何も答えられず、アイスティーの入っ

たグラスの氷を、ただがちゃがちゃかきまわしていました。「う

ん、ともいいえ、とも言えないよ・・・」今思うと、その時が『終

わり』を考え始めたときだった気がしています。受け入れたく

ないけれど、受け入れなくてはならない「その日」が近づいて

いることへの不安が私の心を身体ごと重くしていたのでしょ

う。　

　私が不妊治療を始めたのは結婚 3 年目のことです。結婚すれ

ば子供は自然にできると漠然と信じていたのに、２年経っても

妊娠の気配すらなかったために産婦人科の検査を受けたのもほ

んの軽い気持ちでした。それから 20 年、何件かの病院にお世

話になり数年の中断期間はありましたがずっと治療を続けて来

ました。

　治療の前半はとにかく一生懸命でした。漢方薬に鍼、怪しげ

な健康食品から健康茶まで、いいと聞いたら何でも試しました。

仕事も続けていましたが、当時は不妊治療というものに職場の

理解はなかなか得られず「どうして休みまでとる必要があるの

か。」「薬で対応できないのか。」「どちらに原因があるのか。」

と口に出して説明などしたくない事に容赦なく踏み込まれまし

た。それらに対して正直になればなるほど自分が傷ついていく

のもよくわかりました。私のこころは次第にかたくなになり、

友人との約束でさえ治療の周期と重なれば嘘をついて断ること

もありました。その頃の私は、きっと自分で自分をがんじがら

めにしていたに違いありません。

　繰り返しても結果の出ない人工受精に見切りをつけ、体外受

精をするために東京の病院へ行ったのですが、そこでのあまり

につらい体験により、結果私は不妊治療を休止せざるを得なく

なりました。私はそれまで治療のためにしていたすべてのこと

を放り出し、治療の記録も全部処分してしまいました。そうし

て終わりにした「つもり」でした。本当はつらい事実から目を

そむけていただけだったのに。

　それから数年後、転機は突然訪れました。出産して間もない

友人の子供を抱いた瞬間、愛おしくて涙が止まらなくなったの

です。時を同じくして別の友人から「どうしてそこまでして、

子供がほしいの？」と聞かれました。うまく説明できなかった

けれど、“本能”としか言いようがなかった。大切に思える人

と出会い、その人の子供がほしいと願い、それが医学の力を借

りても叶うか叶わないかわからなくても、私は子供をあきらめ

ることはできない。そう、そうだった。こころの底に封じ込め

ていた「想い」が在ったことを、友人の赤ちゃんを抱いた瞬間

に強烈に呼び戻された感じがしました。

　そこで私はこのとき再び感じた本能だけを支えに、諏訪マタ

ニティークリニックで治療の後半を送ることになりました。

　そのときすでに 40 歳を過ぎており、妊娠、ましてや出産で

きる可能性は低いことは覚悟していました。だからこそ、治療

にあたってふたつのことを心がけたのです。ひとつは自分自身

としっかり向き合うこと。つらいときでも、つらいという感情

から逃げないこと。もうひとつ、不妊治療を後悔のないように

終わらせるために、１回１回のトライを大切にすること。その

ためにも日々の食事や健康管理に気を配り、できる限り規則正

しい生活を送るように努めました。職場でも、何人かの信頼で

きる人には全てを打ち明け、それがどれほど私を助けてくれる

ことになったでしょうか。このことは治療の前半ではできな

かったことでした。

　それでもやはり現実はとても厳しいものでした。結局治療を

再開して 6 年間、私は 2 回妊娠したものの、その 2 回とも流産

となり、その後は数値の上で反応が出ても妊娠には至らない、

という状況が続くことになります。やがては薬に頼らなければ、

生理すらこないようになりました。

　覚悟していたはずなのに、不安で気持ちがぎすぎすするよう

になりました。何でもないことに感情が高ぶったかと思うと急

に涙が出たり。これは更年期の始まりかうつ病にでもなったの

ではないかと思うほど気持ちの浮き沈みが激しくなりました。

そんな日々の中、私は相談室でカウンセラーさんと出会ったの

です。そしてその頃から「その日」を迎える心の準備をしなが

ら治療も続ける、という方向に気持ちが少しずつ変わっていっ

たように思います。結果は出なくても、現実をきちんと受け止

めるために「やりきったのだから」という納得を自分にさせた

かった。判定日がくるたびに「やり残したことはない？」と自

分に問いかけるようになり、相談室にお邪魔しては、何気ない

会話の中で少しずつ『終わり』を受け入れていったように思い

ます。

　これで最後、と決めた周期には初めて仕事を一週間休みまし

た。夫の転勤に伴う慌ただしさの中で凍結保存していただき長

い時間を経て私のところに戻ってきてくれた受精卵が、私に

とって最後の胚移植となりました。不思議と気持ちは落ち着い

ていて「戻ってきてくれて、ありがとう。」そう語りかけながら、

静かな一週間を過ごすことができ、私はようやく自分の思いに

区切りをつけることができたのです。

　治療前半の自分を振り返れば「ああしておけば」「こうして

おけば」ということは、いくらでも出てきます。もし、前半の

治療だけで時間が経っていたら、もっと年を重ねてから後悔し

たに違いありません。私の気持ちは不妊治療という暗いトンネ

ルの中に置き去りのままだったと思うのです。

　諏訪マタニティークリニックで治療を始めた時、それまでの

病院との違いに驚かされました。体外受精での採卵や胚移植で

苦痛を感じることは一度もなかったし、何よりも日曜日も祝日

もなく患者の周期に合わせて治療をしてくださるのです。だか

らこそ、納得いくまで治療を続けることができました。

そして相談室での心のケア、カウンセラーさんとの出会いがな

かったら、こんなに穏やかな気持ちで治療を本当に『終える』

ことはできなかったでしょう。

　私たち夫婦の長い治療のトンネルの先には自分たちの子供を

抱く、という結果はなかったけれど、確かにトンネルは抜ける

ことができたと今は実感しています。患者としての生活に区切

りをつけてまだ一カ月足らず、これから先どうするかまだ何も

考えられずにいます。このまま二人で過ごすのか、或いは・・・。

でも、このさき何があっても、どんな人生を歩むことになって

も、治療については「よく頑張ったね」と自分自身に言うこと

ができます。そして、諏訪マタニティークリニックだったから

こそ出会えた皆さんにいただいた想いや時間は、これから先も

ずっと私を支えてくれることでしょう。そう思える時間をいた

だけたことに、今とても感謝しています。



卵子があるならば、最後まで挑戦する
という気持ちとの葛藤
～Sさんの場合～

　新生児室を窓からのぞいている年輩の夫婦がいる。自分の娘

の赤ちゃん、つまりお孫さんを見ているのだろう。その光景を

羨ましいなと思いながら私が見ている。私もそういう場面を両

親にプレゼントしたいと治療を続けてきた。母に、「親の私が

娘に早く結婚して子どもを生んでくれるようにと言わなかった

ことを後悔している」と言われたこともあった。

　もうすぐ、両親とも 80 歳近くになってしまう。世間一般で

は孫の面倒を見るために仕事をやめたり、その流れで隠居生活

をしているかもしれないが、私の両親にはそんな機会もなく

ずっと仕事をし続けてきた。そうさせてしまった私は本当に親

不孝者である。

　かなりの年齢になってから結婚し不妊治療をはじめた。当初

は、採卵ができて、受精もし、何回か胚移植ができそれに一喜

一憂していたが、妊娠には至らなかった。そして諏訪マタ通い

もいつの間にか 10 年近くなってしまった。最近はどこかで終

わりにしなければと考えてきた。「今月は丁度お休みが取れる

から受診しよう。」とか「区切りの良い期日までは頑張ろう」

とそれなりの理由をつけて、この歳まで治療をし続けてきたが、

もうだめだという気持ちと、もし卵子があるならば、最後まで

挑戦するという気持ちとの葛藤だ。

　採卵できるときが年に 2 回から 1 回になって、それでも、貴

重なチャンスだとあきらめたくはなかった。診察時の超音波の

画像には卵胞はみあたらず、体的に妊娠は程遠くなったと実感

せざるを得ない。外国に行ってでも卵子を手に入れたいと思っ

ていたこともあるし養子のことを考えたときもあった。しかし

主人はそこまでしなくていい、と子どものいないことをあまり

深刻に考えていないようだった。

　私は「私達の老後はどうするの、さみしいよ」。と主人に言っ

てみた。“親孝行のために子どもを生むのか、自分たちの面倒

をみてもらうために子どもを生むのか。そのことのために生ま

れてくる子どもは気の毒だ。老後のことならば今から考えれば

いい。俺たちのこの年で子供が生まれたとしたらその子供は幸

せになるのかな。見守ってあげられる時間は短い。”主人だって、

子供との生活や子供の成長をみる楽しみをこの人生に欲しいと

思っていたに違いないが、それでも主人からのこの言葉を聞い

て、なんだか私の肩の荷がおりた気がした。たしかに、そうい

われれば、将来のことを考えてあげなければいけなかった。

　もう一つ、私は仕事を続けながら治療をうけてきた。仕事と

のやりくりでは大変な事も多かったが、時間がうまく取れずに

いる人のためにも、私が働くものの代表になったつもりで頑

張っていた。そんな風に仕事をしながらも通院できたのは諏訪

マタ二ティークリニックの皆さんのお陰に他ならない。吉川先

生の毅然とした態度と細やかな配慮、スタッフの方々の思いや

り。診察時間の配慮や点滴やその他の治療で痛いと思ったこと

がないことも、長いこと通院している者にとってはとても助

かったことだ。診察に来ると、来てよかった、まだ来てもいい

のだと自分の思いを確認して、帰ることができた。診察結果が

悪いときは、先生のほうががっかりしているようで、本当に恐

縮してしまった。こどもを授かるという目的は果たせなかった

が、それに代わるものをたくさん頂いた。十分に治療していた

だき、自分の体のことも知ることができて、満足の 10 年間は

感謝の気持ちで一杯である。みなさん、ありがとうございまし

た。

私のお腹にきてくれてありがとう
～Fさんの場合～

　“子供がほしい。夫と一緒に温かい家庭を作りたい。”そんな

平凡な望みを叶えることがこんなに難しいなんて思ってもみま

せんでした。色々調べ、辿り着いたのが諏訪マタニティークリ

ニックでした。片道約５時間、仕事も続けながらの厳しい環境

でしたが、「がんばってみましょう」と言って下さる吉川先生

の優しさと技術を信頼し通い始めました。

　１回目の体外受精で受精卵を見た時はとても嬉しかったで

す。「がんばってね、私もがんばるから。」という気持ちでした。

けれど１回目、２回目と着床せず、次第に焦り子供が出来なかっ

たらどうなるのだろう、経済的にもいつまで続けられるだろう

かと不安に包まれる様になりました。５回目で着床し出産した

友達がいたので、成功を信じ治療を続けましたが、３回目、４

回目と着床せず５回目の「反応が出てない」の言葉に張りつめ

ていた糸が切れた感じで自力で立つ事も出来ず泣き崩れてしま

いました。看護師さんや受付の方に支えて頂き何とか会計を済

ませました。「何故だめなの？何回やっても無理なのかなぁ」

帰りの電車の中でも、人目を気にする余裕もなく泣き続けまし

た。

　それから２ヶ月後６回目の判定日に先生から「反応が出てる」

と言われたのに、“また、だめだったのか”と思い込み「そう

ですか」と小さく返事をしました。吉川先生に「反応が出てま

すよ、F さん」と言われてはっと我に返りました。やっとやっ

と私の中に芽生えたその小さな命、診察室を出てじわじわと嬉

しさが込み上げて来ました。帰宅して夫に告げると夫もとって

も喜んで、それからは大切に大切に過ごしました。心拍も確認

でき途中で微量の出血がありドキドキすることもありました

が、それも一週間程度で治まり無事９週目に諏訪マタニティー

クリニックを卒業し地元の病院に通うことになりました。順調

に日々が過ぎ、４ヶ月健診の日、“心臓が止まっている”と告

げられました。考えてもいなかった事態で全く信じられず、ど

うか間違いであって欲しいと願い別の病院に行きました。“ど

うしてこんなことになってしまったの？”ショックで現実が受

け入れられませんでした。手術の日、私の赤ちゃんを「連れて

帰りたい」と先生に頼んだのですが、「形を留めないから無理。」

と言われました。辛かったです。とてもとても辛かったです。

それでも、流産の後は妊娠しやすいという友人の言葉で気持ち

を奮い立たせて、また諏訪マタでの治療を再開しました。７回、

８回、９回、きっとまた命に巡り会えると信じ、期待と落胆の

日々を繰り返し、１７回目の胚移植がだめだった時に一時治療

を休むことにしました。そうは決めたものの、心の中では“ま

だ治療を続けたい”“もう一度行きたい”気持ちでいっぱいで

した。が、突然椎間板ヘルニアになってしまい、一人で歩くの

も困難な状態になったので、気持ちと体が反対方向でただただ

時間だけが過ぎて行きました。

　諏訪マタから“凍結精子をどうしますか”という手紙が届い

た時、最後の治療からすでに３年が経ち私は４５才になってい

ました。とても心残りではありましたが、保存して頂いていた

精子を破棄しました。

　治療から離れた今、私はとても澄みきった気持ちです。とに

かく私自身できる限りはがんばったと思うし、諏訪マタニ

ティークリニックに行かなかったら「挑戦する方法はあったの

に、何故しなかったのだろうか」と自分を責めたり、どれだけ

の後悔をしていたかと思います。夫や協力してくれた家族には

とても感謝しています。私達家族はあの嵐（挑戦）の中、力を

合わせてとにかく進んだ。きずなも深まりました。今は澄みきっ

た空の下、おだやかな水面の上を新しい方向へと進み始めてい

ます。

　流産は本当に悲しい経験でしたが、その後妊娠のできなかっ

た私にとっては、ただ一度の体験、神様からの贈り物だったと

思います。実際に会ってこの目で見てこの手に抱きしめること

は出来なかったけど、確かにあの子はこの世界に存在していま

した。写真もあるし・・・。いつ見ても本当に可愛らしく、と

ても愛おしい。病院でのエコーでは、手足をパタパタ動かして

いました。

　私のお腹に来てくれてありがとう、その思いで一杯です。

子どもがいないことは
「人生にあるべきものが足りない」わけではない
～Aさんの場合～

　結婚してからもうすぐ 9 年、本格的に不妊治療を始めてから

5 年、２つの不妊治療施設にかかり、AIH は確か 5 回くらい、

IVF は合計 16 回（諏訪以外で 3 回）、子宮外妊娠２回、妊娠１

回（6週で流産）。これがわたしの不妊治療の主な「戦績」です。

38 歳ごろから、採卵できても受精しないことが増えました。諏

訪マタに移って治療を始めたのが 40 歳になる年。刺激にはあ

まり反応しなかったために自然周期での体外受精となりまし

た。この頃から、生理周期が乱れたり、採卵しても受精しなかっ

たりすることが増えました。一年ごと、いや、一回ごとに卵の

状況が悪くなるように感じてきました。

　43 歳を過ぎた今年６月、貯めておいた凍結卵２つを移植して、

それを最後に不妊治療を卒業しようと思っていました。しかし

事前の診察で「採卵できそうな卵が 3つある」と言われ、「せっ

かくだから…」と再び採卵し、受精した１つと保存してあった

凍結卵とを移殖しました。あともうひとつだけ、凍結卵が残っ

ている状態です。

　不妊治療を始めたばかりのころは、治療に通うたびに子ども

を授からない悲しさや、夫があまり治療に乗り気でないことへ

のいら立ちなど、心が痛くて痛くて、少しのことに傷つき、毎

回の結果に激しく落ち込んだり泣いたり、大きく感情が揺れま

した。通院距離でも、お金でもなく、気持ちをコントロールす

るほうが治療そのものよりも大変だった気がします。実際の治

療では、最初のクリニックでの初めての体外受精で子宮外妊娠

となり右側の卵管切除の開腹手術を受けました。11日間の入院、

子どもを産んだわけでもないのに傷ついたお腹、情けなくて病

院のベッドで声も出せずに涙を流しました。そして１年後、今

度は左側の卵管に子宮外妊娠をしてしまったのです。そう滅多

にあることではないはずのことが、よりにもよって私に起きた

のでした。

　治療の場を諏訪マタに移して、まずは前のクリニックとの差

に驚きました。医師が一人であるのは変わりませんが、そのほ

かに大勢のスタッフが機能的に配備されていて、妊娠のために

できることはすべてやるというシステムが整っていたからで

す。ベストを尽くしていただいている、そう心から思えました。

だから、「ここで治療して妊娠できなかったとしても、後悔は

しないだろう」と確信しました。こうのとり相談室も欠かせな

い心の砦です。通い始めたころ、これまでの治療のことや、子

どもを授からない辛さを相談室でぶちまけさせてもらい、いっ

ぱい泣かせてもらって、元気にしてもらいました。

　最初の体外受精のときに吉川先生がどれだけの激務をされて

いるのかがよくわかったので、わたしなりの「患者道」みたいな、

ささやかな決意を持って治療に臨むことにしました。諏訪マタ

の実績を頼んで来た限りは、“とにかく、先生を信じてついて

いく”“日本一先生をお待たせしない患者になる”この２つを

守るようにしようと思っていました。

　吉川先生は、いつも冷静で感情の起伏を表に出さない方です

が、採卵する予定だった卵がフライングで排卵されてしまって

いたりすると、ちょっと動揺されたりもするし、体外受精をし

て結果が陰性のときは本当に残念そうに結果を告げられ、普段

見せているよりずっと温かい、人間臭い人なのかもしれないと

思ったりします。わたしはもう泣くこともなく、残念な結果も

淡々と受け止められるようになりました。

　不妊治療を始めたころは、「何が何でも自分たちの子どもを

授かりたい」という気持ちでしたが、その気持ちはずいぶん変

わってきたと思います。理由のひとつは、自分の子どもでなく

ても地域の子どもたちと関わりを持つことができたからです。

治療を始めてから１年くらいしたころから、中学校の部活の外

部指導者として、中学生を指導するようになりました。春から

夏にかけてはほぼ毎日部活に通います。伸びていく子どもたち

を間近で見ているのはとても楽しく、やりがいがあります。子

どもがいなければなかなか地域との関わりが薄くなりがちで、

社会から取り残されていくような気もしていたのですが、今で

はそうした感じもなくなってきました。

　もうひとつは、養子を迎える可能性について考えるように

なってきたからです。自分たちの子どもでなくとも、一緒に泣

いて笑って、共に育っていければと思うのです。が、これには

まだためらう気持ちも大きいです。わたし達が住んでいるのは

小さな村で、養子が特別視されるのは避けられません。家族の

中でも、甥や姪が頻繁に出入りする中で、果たして同じように

扱われるだろうか？　取り越し苦労なのかもしれませんが、い

ろいろ考えると、思い切ることができずにいます。それでも、

近々一度養子縁組をされた方にお話を聞けるようにしたいと考

えています。

　今のわたしにとって、子どもがいないことで「人生にあるべ

きものが足りない」わけではないと思っています。もちろん、

いてくれたらどんなに幸せかとは思うのですが。

　長らく治療を続けてきて、「気持ちの防衛本能」はメキメキ

強くなって、たとえダメでも泣いたりしないように、いいこと

より悪いことを先に想定して判定に臨むようにはなりました。

しかし、今年「最後の大勝負」のつもりで臨んだ体外受精が陰

性で終わったとき、家に帰っても気持ちに整理がつかなくて

久々に夫にあたって大泣きしました。あきらめられるつもりで

したが、あきらめたくはなかったのかもしれません。でも、こ

うして書いているということは、もうずいぶん整理がついたの

だということでしょう。それでもなお、「46歳で産んだ人がいる」

などと言われれば、気持ちは揺れます。「まだあきらめなくて

もいいのかな」とも思いますが、やめ時は自分で決めるしかな

いのです。可能性はゼロではないけれど、限りなく低くなって

いき、そこに自分の限られた時間とエネルギーを使い続けるこ

とに疑問を持ち始めたら、そろそろ卒業なのかな、と思います。

治療をしてきたことには後悔はありません。実を結ぶことはな

かったけれど、ここまでやってこなければあきらめることもで

きなかったのだと思っています。

　夫婦二人だけで生きていくと決めずとも、これからあるいろ

いろな可能性を探ってみたいと思います。養育里親になるかも

しれないし、家をコーポラティブハウスに改造するかもしれな

い。親が亡くなってから都会に移住するかもしれない。どんな

人生も、楽しそうだと、今なら思えるのです。

最後の凍結移植の時
「戻ってきてくれて、ありがとう」と心から思った
～Nさんの場合～

　何度目かの妊娠判定日のあとそのまま夫とドライブにでかけ

た時のことです。高原のカフェのテラスに腰をかけました。い

つもは心地よい鳥のさえずりさえその日は煩わしい気がして、

すべてがとても重だるく、ついこんな言葉が口をついて出てし

まいました。「ドウシテ、イツマデモ、ガンバッテシマウンダ

ロウ・・・」しばらくの沈黙の後、夫が「もう、終わりにする？」

と聞いてきました。私は何も答えられず、アイスティーの入っ

たグラスの氷を、ただがちゃがちゃかきまわしていました。「う

ん、ともいいえ、とも言えないよ・・・」今思うと、その時が『終

わり』を考え始めたときだった気がしています。受け入れたく

ないけれど、受け入れなくてはならない「その日」が近づいて

いることへの不安が私の心を身体ごと重くしていたのでしょ

う。　

　私が不妊治療を始めたのは結婚 3 年目のことです。結婚すれ

ば子供は自然にできると漠然と信じていたのに、２年経っても

妊娠の気配すらなかったために産婦人科の検査を受けたのもほ

んの軽い気持ちでした。それから 20 年、何件かの病院にお世

話になり数年の中断期間はありましたがずっと治療を続けて来

ました。

　治療の前半はとにかく一生懸命でした。漢方薬に鍼、怪しげ

な健康食品から健康茶まで、いいと聞いたら何でも試しました。

仕事も続けていましたが、当時は不妊治療というものに職場の

理解はなかなか得られず「どうして休みまでとる必要があるの

か。」「薬で対応できないのか。」「どちらに原因があるのか。」

と口に出して説明などしたくない事に容赦なく踏み込まれまし

た。それらに対して正直になればなるほど自分が傷ついていく

のもよくわかりました。私のこころは次第にかたくなになり、

友人との約束でさえ治療の周期と重なれば嘘をついて断ること

もありました。その頃の私は、きっと自分で自分をがんじがら

めにしていたに違いありません。

　繰り返しても結果の出ない人工受精に見切りをつけ、体外受

精をするために東京の病院へ行ったのですが、そこでのあまり

につらい体験により、結果私は不妊治療を休止せざるを得なく

なりました。私はそれまで治療のためにしていたすべてのこと

を放り出し、治療の記録も全部処分してしまいました。そうし

て終わりにした「つもり」でした。本当はつらい事実から目を

そむけていただけだったのに。

　それから数年後、転機は突然訪れました。出産して間もない

友人の子供を抱いた瞬間、愛おしくて涙が止まらなくなったの

です。時を同じくして別の友人から「どうしてそこまでして、

子供がほしいの？」と聞かれました。うまく説明できなかった

けれど、“本能”としか言いようがなかった。大切に思える人

と出会い、その人の子供がほしいと願い、それが医学の力を借

りても叶うか叶わないかわからなくても、私は子供をあきらめ

ることはできない。そう、そうだった。こころの底に封じ込め

ていた「想い」が在ったことを、友人の赤ちゃんを抱いた瞬間

に強烈に呼び戻された感じがしました。

　そこで私はこのとき再び感じた本能だけを支えに、諏訪マタ

ニティークリニックで治療の後半を送ることになりました。

　そのときすでに 40 歳を過ぎており、妊娠、ましてや出産で

きる可能性は低いことは覚悟していました。だからこそ、治療

にあたってふたつのことを心がけたのです。ひとつは自分自身

としっかり向き合うこと。つらいときでも、つらいという感情

から逃げないこと。もうひとつ、不妊治療を後悔のないように

終わらせるために、１回１回のトライを大切にすること。その

ためにも日々の食事や健康管理に気を配り、できる限り規則正

しい生活を送るように努めました。職場でも、何人かの信頼で

きる人には全てを打ち明け、それがどれほど私を助けてくれる

ことになったでしょうか。このことは治療の前半ではできな

かったことでした。

　それでもやはり現実はとても厳しいものでした。結局治療を

再開して 6 年間、私は 2 回妊娠したものの、その 2 回とも流産

となり、その後は数値の上で反応が出ても妊娠には至らない、

という状況が続くことになります。やがては薬に頼らなければ、

生理すらこないようになりました。

　覚悟していたはずなのに、不安で気持ちがぎすぎすするよう

になりました。何でもないことに感情が高ぶったかと思うと急

に涙が出たり。これは更年期の始まりかうつ病にでもなったの

ではないかと思うほど気持ちの浮き沈みが激しくなりました。

そんな日々の中、私は相談室でカウンセラーさんと出会ったの

です。そしてその頃から「その日」を迎える心の準備をしなが

ら治療も続ける、という方向に気持ちが少しずつ変わっていっ

たように思います。結果は出なくても、現実をきちんと受け止

めるために「やりきったのだから」という納得を自分にさせた

かった。判定日がくるたびに「やり残したことはない？」と自

分に問いかけるようになり、相談室にお邪魔しては、何気ない

会話の中で少しずつ『終わり』を受け入れていったように思い

ます。

　これで最後、と決めた周期には初めて仕事を一週間休みまし

た。夫の転勤に伴う慌ただしさの中で凍結保存していただき長

い時間を経て私のところに戻ってきてくれた受精卵が、私に

とって最後の胚移植となりました。不思議と気持ちは落ち着い

ていて「戻ってきてくれて、ありがとう。」そう語りかけながら、

静かな一週間を過ごすことができ、私はようやく自分の思いに

区切りをつけることができたのです。

　治療前半の自分を振り返れば「ああしておけば」「こうして

おけば」ということは、いくらでも出てきます。もし、前半の

治療だけで時間が経っていたら、もっと年を重ねてから後悔し

たに違いありません。私の気持ちは不妊治療という暗いトンネ

ルの中に置き去りのままだったと思うのです。

　諏訪マタニティークリニックで治療を始めた時、それまでの

病院との違いに驚かされました。体外受精での採卵や胚移植で

苦痛を感じることは一度もなかったし、何よりも日曜日も祝日

もなく患者の周期に合わせて治療をしてくださるのです。だか

らこそ、納得いくまで治療を続けることができました。

そして相談室での心のケア、カウンセラーさんとの出会いがな

かったら、こんなに穏やかな気持ちで治療を本当に『終える』

ことはできなかったでしょう。

　私たち夫婦の長い治療のトンネルの先には自分たちの子供を

抱く、という結果はなかったけれど、確かにトンネルは抜ける

ことができたと今は実感しています。患者としての生活に区切

りをつけてまだ一カ月足らず、これから先どうするかまだ何も

考えられずにいます。このまま二人で過ごすのか、或いは・・・。

でも、このさき何があっても、どんな人生を歩むことになって

も、治療については「よく頑張ったね」と自分自身に言うこと

ができます。そして、諏訪マタニティークリニックだったから

こそ出会えた皆さんにいただいた想いや時間は、これから先も

ずっと私を支えてくれることでしょう。そう思える時間をいた

だけたことに、今とても感謝しています。

縁あってこうのとり外来で働くことになり

数年経ちました。看護師と思えない程人見

知りで恥ずかしがりやの私です。学生時代

はテニスやスキーを楽しんでいましたが、

年々体力に衰えを感じ、最近は全くやって

いません。気分転換と運動不足解消にはじ

めようかなと考えているところです。頼り

ない一面もあるかと思いますが、よろしく

お願いします。

小林 静香（７年目）

こうのとり外来ではまだ 1 年半ですので

日々勉強といったところです。どんな時で

も笑顔を絶やさないことを心がけでいます。

が、時にひきつっていることも・・・。そ

んな私ですが、患者さんに「ありがとう」

と言って頂けることが心の支えになり、ま

た元気の元になります。これからも沢山の

ありがとうに出逢えるように、努力を続け

たいと思っています。

入倉 由美（3年目）

以前は内科の病棟にいたので、産婦人科と

いう新たな現場に来てまだまだ戸惑うこと

ばかり、毎日が必死です。趣味は旅行で、

今までは年に 1〜2 回は必ず出かけて行きま

した。これまでで一番良かったのは沖縄。

あの海は最高 !! 丁度その時は寒くて潜れな

かったのですが、次に行ったときは絶対潜っ

てお魚さんと友達になるぞー。

林由香里（2年目）

子供が好きで就職するなら産婦人科！と思

いこのスワマタに就職したのが 18 歳の頃…

もう十何年もたってしまいましたね ( 笑 )

こうのとり外来に居たり夜勤もやったりし

ているのでいろんな場所で見かけると思い

ますが、気軽に声かけて下さいね！趣味は

音楽を聞く事！歌う事 ! あとは食べる事！

一番は甘いものケーキかな？どこかオスス

メなとこあったら教えて下さ〜い！

斎藤さやか（13年目）

趣味は読書で、最近では畠中恵さんの「しゃ

ばけ」シリーズや、上橋菜穂子さんの「守

り人」シリーズにはまっています。本屋や

図書館でよく見かけるかもしれません。直

接お話しする機会は少ないかもしれません

が、影ながら皆さんの結果に一喜一憂して

います。一人でも多くの方に“こうのとり”

が訪れることを願い、努力していきたいと

思います。

保科 洋美（15年目）

直接お会いしてお話しする機会はあまり多

くはないと思いますが、少しでも疑問に思

うことがありましたら気楽に声をかけて下

さい。最近体を動かしたいなあと思いつつ、

なかなか実行できずにいます・・・。ウオー

キング用の格好はばっちりそろっているの

ですが・・・。

岡村 杏子（10年目）

なかなか患者さんと接する機会は少ないの

ですが、みなさんの心配や不安な気持ちが

少しでも少ない状態で治療に臨めるように

お手伝いができればと思っています。私の

趣味は登山。小さな花々や動物、雄大な景

色を見て楽しんだり癒されたりしています。

最近は登っていないので『山ガール』が流

行っている今、私も山スカートをはいて山

へ繰り出そうかな〜と考え中です。

小平 深雪（11 年目）

私の家は安曇野市で、約１時間かけて通勤

しています。私が今、ハマっているのは家

庭菜園です。家に帰って、畑を眺め、野菜

を収穫し、穫った野菜を食べる事が毎日の

楽しみになっています。

坂本　恵（10年目）

患者さんと接する機会が少ない培養士とい

う立場ですが、妊娠反応の結果に影ながら

一喜一憂しています。一日でも早く赤ちゃ

んが授かりますように・・・そのお力にな

れれば嬉しいです。週末は温泉でのんびり

過ごします。また、食べ歩きも好きで一日

に何軒巡れるか！！なんていう満腹旅行も

しています。

小林 美和（9年目）

私も旦那も旅行が好きで、ふらっと出かけ

ては自然に触れたり、おいしい物を食べた

り楽しんでいます。患者さんにお会いする

よりも、卵子にあう機会の方が多いですが、

皆さんの卵が元気に育っていくように努力

したいと思います。

大江 由紀（9年目）

培養室内で仕事をしていますので皆さんと

接する機会が少ないのですが、体外受精へ

のステップアップ時と胚移植前の説明がお

会いできる唯一の時間ですので、なるべく

多くお話しして皆さんとの関わりも強くで

きれば、と思っています。私の趣味はスノー

ボード。2 回の骨折＋吉川先生の説教を経

験しましたが懲りずに今年も冬に向けて仕

事も、スノボも頑張ろうと張り切ってます。

小林 祐紀（9年目）

スタッフ紹介
こうのとり相談室

外来スタッフが一新いたしました。相談室

でお話しできる培養士も増えました。一日

も早く皆さんに顔と名前を覚えてもらえる

ように顔写真付き自己紹介をいたします。

（内は勤続年数）
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一般不妊（IUI 含む）

治療成績
2009年 1月～12月

IVF

採 卵

304

1609

1323

503

移 植

妊 娠

相談室には、

看護師、培養士、カウンセラーの 3つの異なるスタッフ

がいます。

みなさんが不安や疑問におもうことについてお入り頂け

れば、

随時お答えいたします。

看護師には ...
○薬の飲み方
○検査について
（性交後検査・子宮鏡・卵管造影）
○検査室での内容を再確認
○内膜症・筋腫のこと
○子宮内膜ポリープ
○今後の治療について
○ステップアップについて

培養士には ...
○IVF の説明会を聞いたが分からないところ
○なぜ卵が採れなかったか
○なぜ受精しなかったか
○分割卵の状態
○凍結卵の状態
○胚盤胞移植について
○移植後の生活の仕方
○顕微授精をした方がいいか
○人工授精について

カウンセラーには ...
○仕事との両立
○家族・夫婦間の問題
○治療への向かい合い
○気持ちの行き詰まり
○治療への不安

診療時間内でしたら、

どなたでもご自由にお入り頂けます（15分程度）。

ゆっくりお話しになられたい方は

予約しておでかけ下さい。
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