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た。　辞める方向に気持ちが向くような時間にしたくて来たは

ずの相談室は、もやもやしていた気持ちがよけいに膨らんで不

機嫌ともいっていいような気持ちになりました。カウンセラー

さんは、「今日はここまでにして、来週にでもまたお話しま

しょう。あなたが知りたいと言われた、やめ時や他の方々の治

療体験が載っている相談室で出した本を是非読んでもらいた

い。今の時間で私はあなたのお役には立てなかったけれど、こ

の本からは、何かを感じてもらえると思うので」と言われまし

た。正直、不妊治療の本ならたくさん読んでるんだけど、なん

て思いながらもそれを購入し帰宅しました。

　目次から見始めて、気になる二人目不妊の項目から読み始め

ました。その後他も全部一気に読みました。本の中で一番に、

あぁと感じたのが、あるご主人の書かれたところで「不妊と

は、人生の時間を気にしながら動けないことにイライラしてい

る状態」という一文でした。ほかにも心打たれるお話がたくさ

んありました。カウンセラーさんが、私にこの本を読んでほし

いと言った意味がわかりました。それから私は、今の私の気持

ちを主人に何も話していないことに気づいたのです。早速主人

と話す時間をもうけて、治療に対してや子供の事、これからの

人生の事など色々話し合うことができました。そうしたとこ

ろ、主人から「そんなに考えて辛くなってまで、今やめな

きゃっていう結論を出さなきゃいけない時？」と言われ、はっ

としました。「結果が出て来ないことは辛いけど、あきらめた

くない自分もいる。やめる、やめないをもっと自然な形で決め

られる時がくるかもしれない。それまではもうちょっと続けて

みよう」こうして私はせっぱつまった気持ちから抜け出すこと

ができました。

　一週間後の予約の日、再度相談室へ行って私の気持ちの変化

をお話ししました。頑張ろうって胸張って言えるほどではない

けど、前向きな気持ちになれたこと。電話での報告も考えたけ

れど、直接会ってカウンセラーさんに伝えることで自分の気持

ちを固めたいなと思ったこと。そして『こうのとりの相談室』

を読んで感じたこと。悩みを抱えずに治療をうけている方はい

ないと思います。悩んでいる方にぜひこの本を読んでほしい、

悩みは人それぞれだと思いますが、誰かの心に寄り添う言葉が

この中にかならずある。苦しい気持ちで一杯になっても治療の

事は話せる人はなかなかいない。そんなときに助けになる本だ

と思ったと、お話ししました。少なくとも私は今この本を読め

たことは救いになりました。

　そんなことをお話して家に帰る車の中で、ふと４年前に卵巣

の手術を受けた時、産婦人科病棟だったので生まれたばかりの

赤ちゃんを見て、やっぱり私、赤ちゃんを産みたいなあ、と強

く思ったことを思い出しました。相談室を訪れる前には思い出

せなかったあの時の強い気持ちを、いまあらためて思い出せて

本当に良かった。どんな道かはわからないけど、前へ踏み出そ

う、一歩進むための糧になるものを今回いろいろ与えていただ

いたと思いました。

　治療をやめたい、苦しい気持ちで

いっぱいでした。でも、「やめていい

のかな、後悔しないのかな。自分のこ

となのに、どうしていいかわからない・・・誰か決めてよ！」

そんな気持ちになって相談室の予約を取りました。相談室へ

入って最初は、やめ時はいつなのか、体外受精の何回目ぐらい

でみなさんはあきらめているのか、そういったことを情報とし

て聞こうと思っていたのに、話し出したら体外受精を始めてか

ら思ってきたこと、心の中にためこんでいた感情が涙と一緒に

あふれだしてきました。

　体外受精を始めてもう２年、私には赤ちゃんは授からない様

な気がする。２人目がほしいなんて贅沢？。今幸せじゃないわ

けじゃないのに。何かたりないの？ううん全部持ってる。もう

やめたい。でも兄弟をつくってあげたい。主人も子供が大好き

なのに・・・支離滅裂な思考が1廻りも2廻りもしたころ、それ

までじっと黙って聞いていたカウンセラーさんは「それで、私

に何をしてほしい？私はあなたの何を手伝える？教えて」と言

いました。私は「とにかくスッキリしたい。これで決まり、と

いう気持ちで今日帰りたい。何か体に問題があって、それが原

因で妊娠が出来ないと言われた方が諦めらがつく。自分の体の

状態を知りたいです」続けても甲斐がない、この治療はもう難

しいね、そんな回答がほしかったのに、戻って来たカウンセ

ラーさんからは、今の私の状態は治療を継続していくのに特に

不具合はないと、看護師さんからの御返事として伝えられまし

 　私が不妊治療を始めたのは、ちょ

うど結婚して２年が経ったころでし

た。「自分は自然に妊娠する」たぶん殆ど全ての人が持ってい

る、確証のない自信を私も持っていました。なので、吉川先生

に「体外受精までしては子供はいりません。」と言ったことが

あります。フーナーテストで２回とも精子が見つかりませんで

したが、精液検査の結果は正常だったので人工授精から治療を

始めました。４回やっても妊娠には至らなかったので体外受精

に切り替えることにしました。

 体外受精の説明会は専門職でも１回で理解するのは至難の業

で、その後も「こうのとりの贈り物」を読んだり、スタッフに

質問したりしました。この頃には、最初に先生に言った言葉な

ど忘れていたと思います。しかし人間というものは、できない

となると何故か欲しい気持ちがどんどん大きくなるものです

ね。

 私は諏訪マタニティークリニックで助産師という仕事をして

います。正直言って子供が苦手です。驚かれる方も多いと思い

ますが、私たちの職種ではそんなに珍しくはないのです。で

は、何故子供が欲しいのか。それは夫が子供好きだからです。

子供好きな夫に自分の子供を抱かせてあげたいからです。どん

な顔をして抱くのか、見たいのです。「そんなことで、子供を

欲しいの？」邪道かもしれませんが、たぶんこういう人も中に

はいらっしゃると思います。

 １回目の治療で16個採卵できましたが、１個しか受精せず、

胚移植しましたが妊娠には至りませんでした。２回目からは顕

微授精となり受精率は上がりましたが、なかなか数値が出ませ

ん。体外受精を始める時「これで妊娠できる。あとは着床すれ

ばいいだけだから今までより簡単。きっと３回ぐらいででき

る」なんて、素人考えで挑んでいたので３回目で「出てない」

と言われた時には人知れず泣いた記憶があります。それでもな

んとか次の治療へトライしましたが、私の中での大きな山が５

回目でした。５回目もダメだった時、理性を失い感情を抑える

ことができなくなりました。私はそれまで誰にも治療について

「辛い」ということを言ったことがありませんでした。それ

は、自分が助産師であること、仕事の立場的に弱音を吐いては

いけないという変なプライドがあったのです。それ故に、周り

の目を気にせずに自分の思いをぶつけられるところ、それは相

談室しかありませんでした。「５回やっても、まったく数値が

出ない。ハードな仕事をしているから？このまま、同じ治療で

いいの？あと、何回こんなつらい思いをしないといけない

の？」カウンセラーさんは泣きじゃくりながら話す私の肩を抱

いて聞いてくれました。そして「吉川先生がなにも言わない限

り、今の治療を続ければいい。ベストなことをしているって信

じよう」と言ってくれました。もやもやしていたものがすっき

りしたのを覚えています。

 多分、こうのとり外来に通っておられる方は、妊婦さんをあ

まり見たくないと思います。中には「赤ちゃんも見たくない」

という方もおられると思います。私も体外受精を何度もしてい

くうちにそういう感情が湧いてきました。そんな感情を抱いて

いても、毎日妊婦さんと接し、お産とかかわり、赤ちゃんと接

するのが助産師としての私の日常。

 胚移植できない時、判定でダメだった時、その結果を聞いて

１分後には仕事に戻ります。すぐ産婦さんの腰さすりに入った

こともあります。「産婦さんは痛くて泣きそうだけど、私は子

供ができなくて泣きそう」妊婦さんがうらやましい、見たくな

い、でも大きなお腹にモニターをつけたり出産された方には

「おめでとうございます。よかったですね」と言わないといけ

ません。「毎日毎日何人もの人が妊娠したり、何人もの赤ちゃ

んが生まれるのに、なんで私の所には来てくれないんだろう」

と、ふとした時に思ったりもしました。

白衣を着ている時は大丈夫なのですが、一旦私服になると、感

情のコントロールが難しくなります。帰りの車で、ひたすら泣

いたことも何回もあります。

　そんな日々で、「なんで私は助産師なんだろう」と思ったり
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　きっかけは、相談室から出された

書籍『こうのとり相談室』を読んだ

ことでした。相談室から、本が出版

されると聞いていたので、早く読ませてもらいたいな、という

楽しみな気持ちと、ひょっとしたら自分にとって苦しいと感じ

ることがあるかも知れないという妙な予感がありました。

　私には子供が１人居ます。「もう１人欲しい」そう望んでか

ら６年の月日が過ぎました。１人目は結婚後何事もなく妊娠、

出産できましたが、その後は中期、初期と合わせて3回の流産

を繰り返し、最後の妊娠からは２年の時が経過していました。

でも私は、「焦らなくてもそのうち何とかなるだろう、いつか

授かるだろう」と漠然と思っていました。生理が来ればかなり

がっかりするくせに、「まだ大丈夫、辛くない、また今度頑張

ればいいさ」と自分自身に言い聞かせ、そして平気なフリをし

てきました。そんな時、『こうのとり相談室』を読みました。

　読んでいくうちに涙が溢れて止まらなくなり、自分と重なっ

したこともあります。妊婦さんや赤ちゃんから逃げられない自

分をどうすることもできない。でも不思議と「仕事を辞めよ

う」と思ったことは１度もありませんでした。それは、自分で

も不思議です。そんな思いをしながらも淡々と治療を繰り返

し、10回目に「反応が出てる」と吉川先生に言われました。妊

娠するために治療をしているのに、回数を重ねると変な感覚に

なり、「妊娠」というカテゴリーのランクがかなり低くなって

いってしまうのです。なので、この時も廊下で呼ばれるのを

待っていた時、目の前に先生の夏季休暇の日程が貼ってあった

ので、「よし、休みまでになんとかあと１回できるからお願い

しよう」なんて考えていたのです。なので「え？」っというの

が感想です。でも次の瞬間、勝手に涙が出てきました。先生の

前で泣いたのはこの時が初めてでした。そんな私に「でも、ま

だ分からないから」と一言。「分かってます、分かってます、

でも妊娠できることが分かってうれしいんです」と心の中で

言っていました。そして女の子を出産することができました。

それが今から５年前のことです。

　そして１年半後に２人目の治療を始めて３回目で値がでまし

た。１人目より早いとは思っていましたが、こんなにすぐでき

るとは・・・でも少し値が低く、どきどきしながら１週間後胎

嚢の確認に行きました。胎嚢はみえましたが、上の子の時より

明らかに小さかったので「だめかも」と思っていました。また

１週間後、順調なら赤ちゃんの心拍が確認できます。しかし嚢

の中にはなにも写りません。かなり時間をかけて確認して頂き

ましたが見えません。内診台の上で「こんな試練もあるんや」

と思っていました。　

　１人目は夫のためでしたが、２人目は私が欲しくて欲しくて

治療をしていました。子供が苦手な私も自分の子供を持つと、

子供のかわいさ、それまでに分からなかった感情が湧いてきま

した。多分それが「母性」なのだと思いますが、やっぱりこれ

は経験しないと分からない感情だなと思いました。なので、２

人目は１人目より痛切に、欲しいのです。「１人居るから、い

いじゃない」違うんです。１人居るから欲しいんです。あきら

められないんです。２人目の治療中、何度も「あきらめられた

ら、楽やのに」と思いましたが、「あきらめる」という言葉は

まったく浮かびませんでした。何年かかっても授かるつもりで

した。夫は１人目も２人目も、治療については多くを言いませ

んでした。「やりたいようにやればいい」と。やるからには

「協力する」という姿勢は変わりませんでした。

　そんなこんなで、２人目は３回の流産を経験しながら14回目

にようやく私のお腹に２人目の子供がやってきました。予想外

に１人目よりかかってしまいましたが、何回かかろうと、お腹

に来てくれた時がその子供のタイミングだったんだと思いま

す。

　１人目２人目共に産まれた時も当然うれしかったのですが、

先生に「妊娠してる」と言われた時のほうが、遥かにうれし

かった私です。妊娠は自分が頑張れる範囲が限られています。

でも、お産は自分がしっかり頑張ればいいものです。努力して

なんとかなるものより、努力してもなにしてもどうにもならな

いものを手に入れた時のほうが、私は嬉しかったんだと思いま

す。

　２人目を出産して間もなく、母がふと「姉兄の中で、一番お

前が根性があるわ」と言ってくれました。親もこれだけの時間

がかかるとは思っていなかったようです。根性もあるのかもし

れませんが、やっぱり、諏訪マタという施設があったことと、

吉川先生やスタッフが居たこと、職場の協力が得られたこと、

色々な条件が揃っての結果だったと思います。正直、自分がこ

このスタッフでなかったら、１人も授かっていなかったと思い

ます。だから私は本当にラッキーです。そして、治療中の全て

の方が抱いておられると思いますが、吉川先生への揺るぎない

信頼。信頼しているから、ずっとここで治療していけるので

す。

　不妊治療中の方が１人でも多くの赤ちゃんを授かりますよう

に、祈ってます。そして、安全に元気な赤ちゃんが産まれてく

るように、また、その後の育児のサポートをして応援し続けて

いきます。
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てしまう箇所ではなおさらに泣き。そのうち理由は分からない

のですが、心の中に何かモヤモヤしたものが出て来てしまい、

それを取り除きたくて、無我夢中で3回も続けて読みました。

しかし心は揺さぶられたまま。体は日常の動きをしていても、

些細な事で不容易に涙が出て来たりと、明らかに情緒不安定な

状態になっていました。「これはおかしい、マズいな、私、ど

うしちゃったんだろ・・・」相談室へ予約をして話しを聞いて

もらう事にしました。

　ソファに座って温かい空気に包まれたら、モヤモヤだった感

情が言葉となって一気に出てきました。

　平気なフリをしていたけど、本当はすごく苦しかった。生理

が来るとがっかりして切なかったのにそんな自分の気持ちに蓋

をしていた。周囲の妊娠している人が本当にうらやましかっ

た。流産をして切なかった。望まなければ苦しくもならないけ

れどそれでもやっぱり望んでる。私はやっぱり赤ちゃんが欲し

いんだ！そして一番に気づいたことは、主人にそんな自分の気

持ちを、伝えて来なかったこと。

　泣くだけ泣いてすっきりした私は、その晩夫と話しをしまし

た。「そこまで２人目ができないことで辛い思いをしていると

は思わなかった。けど、これまでの切ない体験を見ていると無

理をさせたくない。今の3人の生活での幸せを大切にしなが

ら、次の子が出来たらさらにうれしい、くらいに思ってやって

いかないか」と夫に言われました。

　私と主人の間の「子供が欲しい度」には、少し温度差がある

ことはわかりましたが、それでも話しが出来て気持ちは落ち着

き、先が見えた気がしました。

　主人は私の体をとても気遣ってくれます。流産の辛さに涙す

る時は、いつも黙って側に居てくれました。私がいいなら、も

う一人望みたいと、あくまでも私主体で考えてくれています。

そんな優しい主人だからこそ、主人の子供を、もう一人、と思

う私です。

　このタイミングで『こうのとり相談室』という本と出逢えた

ことは、今の私にとっては、偶然の必然だったのだと思いま

す。もう少し、悔いの残らないように、頑張ってみようと思い

ます。私もですが、赤ちゃんが欲しい、と望む皆さんの願い

が、叶いますように…。
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事は話せる人はなかなかいない。そんなときに助けになる本だ

と思ったと、お話ししました。少なくとも私は今この本を読め

たことは救いになりました。

　そんなことをお話して家に帰る車の中で、ふと４年前に卵巣

の手術を受けた時、産婦人科病棟だったので生まれたばかりの

赤ちゃんを見て、やっぱり私、赤ちゃんを産みたいなあ、と強

く思ったことを思い出しました。相談室を訪れる前には思い出

せなかったあの時の強い気持ちを、いまあらためて思い出せて

本当に良かった。どんな道かはわからないけど、前へ踏み出そ

う、一歩進むための糧になるものを今回いろいろ与えていただ

いたと思いました。

　治療をやめたい、苦しい気持ちで

いっぱいでした。でも、「やめていい

のかな、後悔しないのかな。自分のこ

となのに、どうしていいかわからない・・・誰か決めてよ！」

そんな気持ちになって相談室の予約を取りました。相談室へ

入って最初は、やめ時はいつなのか、体外受精の何回目ぐらい

でみなさんはあきらめているのか、そういったことを情報とし

て聞こうと思っていたのに、話し出したら体外受精を始めてか

ら思ってきたこと、心の中にためこんでいた感情が涙と一緒に

あふれだしてきました。

　体外受精を始めてもう２年、私には赤ちゃんは授からない様

な気がする。２人目がほしいなんて贅沢？。今幸せじゃないわ

けじゃないのに。何かたりないの？ううん全部持ってる。もう

やめたい。でも兄弟をつくってあげたい。主人も子供が大好き

なのに・・・支離滅裂な思考が1廻りも2廻りもしたころ、それ

までじっと黙って聞いていたカウンセラーさんは「それで、私

に何をしてほしい？私はあなたの何を手伝える？教えて」と言

いました。私は「とにかくスッキリしたい。これで決まり、と

いう気持ちで今日帰りたい。何か体に問題があって、それが原

因で妊娠が出来ないと言われた方が諦めらがつく。自分の体の

状態を知りたいです」続けても甲斐がない、この治療はもう難

しいね、そんな回答がほしかったのに、戻って来たカウンセ

ラーさんからは、今の私の状態は治療を継続していくのに特に

不具合はないと、看護師さんからの御返事として伝えられまし

　私は40歳で結婚し41歳から不妊治療

を始めました。高齢で結婚したので、

当初子供が授からなかったら看護師と

してこれまで通り働き続けることを生

き甲斐にしよう、そう思っていまし

た。しかし通院を始めたらその気持ちは変わり、望めるものな

らなんとかなりたい、そう思うようになりました。結婚と同時

に実の母を亡くし家族の大切さを痛感したこともあったと思い

ます。

　私の立場は副師長というもので、日常の業務の他にスタッフ

教育や看護学生の指導や講義と多忙な毎日でした。３交代の勤

務シフトなので、諏訪マタに通院する時間のやりくりは相当に

大変で、上司のみ治療の事は話したのですが、他のスタッフに

は言えませんでした。なので、１年通院を続けたところで仕事

と治療を両立することがしんどくなり、42歳の時22年間働いて

きた職場を辞めようと思いました。

　しかし、８割は辞めたい、２割は未練、自分の気持ちに整理

がつかずそんな時初めてこうのとり相談室を利用しました。

　「不妊治療は45歳までと思っているので、そうしたら治療が

出来るのはあと３年。でも、22年の現場を去ってまでやって

 　私が不妊治療を始めたのは、ちょ

うど結婚して２年が経ったころでし

た。「自分は自然に妊娠する」たぶん殆ど全ての人が持ってい

る、確証のない自信を私も持っていました。なので、吉川先生

に「体外受精までしては子供はいりません。」と言ったことが

あります。フーナーテストで２回とも精子が見つかりませんで

したが、精液検査の結果は正常だったので人工授精から治療を

始めました。４回やっても妊娠には至らなかったので体外受精

に切り替えることにしました。

 体外受精の説明会は専門職でも１回で理解するのは至難の業

で、その後も「こうのとりの贈り物」を読んだり、スタッフに

質問したりしました。この頃には、最初に先生に言った言葉な

ど忘れていたと思います。しかし人間というものは、できない

となると何故か欲しい気持ちがどんどん大きくなるものです

ね。

 私は諏訪マタニティークリニックで助産師という仕事をして

います。正直言って子供が苦手です。驚かれる方も多いと思い

ますが、私たちの職種ではそんなに珍しくはないのです。で

は、何故子供が欲しいのか。それは夫が子供好きだからです。

子供好きな夫に自分の子供を抱かせてあげたいからです。どん

な顔をして抱くのか、見たいのです。「そんなことで、子供を

欲しいの？」邪道かもしれませんが、たぶんこういう人も中に

はいらっしゃると思います。

 １回目の治療で16個採卵できましたが、１個しか受精せず、

胚移植しましたが妊娠には至りませんでした。２回目からは顕

微授精となり受精率は上がりましたが、なかなか数値が出ませ

ん。体外受精を始める時「これで妊娠できる。あとは着床すれ

ばいいだけだから今までより簡単。きっと３回ぐらいででき

る」なんて、素人考えで挑んでいたので３回目で「出てない」

と言われた時には人知れず泣いた記憶があります。それでもな

んとか次の治療へトライしましたが、私の中での大きな山が５

回目でした。５回目もダメだった時、理性を失い感情を抑える

ことができなくなりました。私はそれまで誰にも治療について

「辛い」ということを言ったことがありませんでした。それ

は、自分が助産師であること、仕事の立場的に弱音を吐いては

いけないという変なプライドがあったのです。それ故に、周り

の目を気にせずに自分の思いをぶつけられるところ、それは相

談室しかありませんでした。「５回やっても、まったく数値が

出ない。ハードな仕事をしているから？このまま、同じ治療で

いいの？あと、何回こんなつらい思いをしないといけない

の？」カウンセラーさんは泣きじゃくりながら話す私の肩を抱

いて聞いてくれました。そして「吉川先生がなにも言わない限

り、今の治療を続ければいい。ベストなことをしているって信

じよう」と言ってくれました。もやもやしていたものがすっき

りしたのを覚えています。

 多分、こうのとり外来に通っておられる方は、妊婦さんをあ

まり見たくないと思います。中には「赤ちゃんも見たくない」

という方もおられると思います。私も体外受精を何度もしてい

くうちにそういう感情が湧いてきました。そんな感情を抱いて

いても、毎日妊婦さんと接し、お産とかかわり、赤ちゃんと接

するのが助産師としての私の日常。

 胚移植できない時、判定でダメだった時、その結果を聞いて

１分後には仕事に戻ります。すぐ産婦さんの腰さすりに入った

こともあります。「産婦さんは痛くて泣きそうだけど、私は子

供ができなくて泣きそう」妊婦さんがうらやましい、見たくな

い、でも大きなお腹にモニターをつけたり出産された方には

「おめでとうございます。よかったですね」と言わないといけ

ません。「毎日毎日何人もの人が妊娠したり、何人もの赤ちゃ

んが生まれるのに、なんで私の所には来てくれないんだろう」

と、ふとした時に思ったりもしました。

白衣を着ている時は大丈夫なのですが、一旦私服になると、感

情のコントロールが難しくなります。帰りの車で、ひたすら泣

いたことも何回もあります。

　そんな日々で、「なんで私は助産師なんだろう」と思ったり
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も、結果的に子供が授からなかったらどうしよう。」話しをし

ている内に涙が止まらなくなり思いっきり泣きました。泣い

て、話して、そのうちに「後悔だけはしたくない。もし、結果

が出なかったらその時に考えよう」と自分の気持ちに整理がつ

き、悩みはなくなりました。

　仕事を辞めて専業主婦になり毎日家に居て、そして必要な日

に治療に通いました。家に一人で居るようになると、当然です

が話す人もおらず、有り余る時間の中で考えるのはマイナスな

ことばかり。社会から取り残されていくような気持ちになって

落ち込んでしまいました。そんな時、丁度私が仕事を辞めたこ

とを知った知り合いから、パートでも構わないから現場に戻っ

て来ないかという話しがあり、また私は悩んでしまいました。

「パートと言えども仕事を始めるのって。でもこのまま家に居

たら私は・・・」又こうのとり相談室へ行きました。

　「辞めてみて家に居るようになったからこそわかった事が

あったんだね。そのように、時々の状況、自分の気持ちに正直

に動いていけばいいんじゃないかな。」そう言ってもらって、

自分のしたこと、しようとしていることは悪くないと思って

ほっとしてパートを始める事にしました。

　再び働きだしてみたら、久々の現場は楽しくて気分転換にな

りました。何より仕事に集中出来るので、余計なことを考える

時間が少なくなり、多少なりとも収入も得られてうれしい気持

ちになりました。そんな暮らしを１年間したところで、私の思

考がまた下向きになっていきました。「結果が出ないまま淡々

と通院することに疲れてしまった。なのに、どんなに体調がす

ぐれなくても通わなければ、と自分を追い込んでしまう。治療

を少し休んだらいいと思う自分を認められない」

　また、相談室へ予約しました。「Nさんはいつも、悩んで考

えて動いて、そうやって乗り越えてきている。考えたことをと

りあえず行動に起こすってこと、それってすごいことだと思

う。いつもそう感心していたよ」カウンセラーさんにそう言っ

てもらって、心がすーっと軽くなりました。一旦悩み始める

と、どうしようどうしようになる私なのに、話すだけ話すと、

これからどうしたいかという結論は勝手に自分で出せていま

す。不思議なんですが、相談室ではいつもそうなります。

　結果がでるかでないかわからない事に対し、仕事を辞め費用

をかけ体力的・精神的にも負担をかけて続けている不妊治療。

しかし、可能性がある限りは子供が欲しいという気持ちは諦め

ることはできません。もがきあがき苦しんでいますが、それも

私にはあと２年しかできない。だから、あと２年はできる、と

いう気持ちに切り替えて治療をしていこうと思いました。困っ

たら、また相談室を利用しながら・・・。私のような年齢で

も、不妊治療ができる諏訪マタニティークリニックに感謝して

います。

　

　きっかけは、相談室から出された

書籍『こうのとり相談室』を読んだ

ことでした。相談室から、本が出版

されると聞いていたので、早く読ませてもらいたいな、という

楽しみな気持ちと、ひょっとしたら自分にとって苦しいと感じ

ることがあるかも知れないという妙な予感がありました。

　私には子供が１人居ます。「もう１人欲しい」そう望んでか

ら６年の月日が過ぎました。１人目は結婚後何事もなく妊娠、

出産できましたが、その後は中期、初期と合わせて3回の流産

を繰り返し、最後の妊娠からは２年の時が経過していました。

でも私は、「焦らなくてもそのうち何とかなるだろう、いつか

授かるだろう」と漠然と思っていました。生理が来ればかなり

がっかりするくせに、「まだ大丈夫、辛くない、また今度頑張

ればいいさ」と自分自身に言い聞かせ、そして平気なフリをし

てきました。そんな時、『こうのとり相談室』を読みました。

　読んでいくうちに涙が溢れて止まらなくなり、自分と重なっ

したこともあります。妊婦さんや赤ちゃんから逃げられない自

分をどうすることもできない。でも不思議と「仕事を辞めよ

う」と思ったことは１度もありませんでした。それは、自分で

も不思議です。そんな思いをしながらも淡々と治療を繰り返

し、10回目に「反応が出てる」と吉川先生に言われました。妊

娠するために治療をしているのに、回数を重ねると変な感覚に

なり、「妊娠」というカテゴリーのランクがかなり低くなって

いってしまうのです。なので、この時も廊下で呼ばれるのを

待っていた時、目の前に先生の夏季休暇の日程が貼ってあった

ので、「よし、休みまでになんとかあと１回できるからお願い

しよう」なんて考えていたのです。なので「え？」っというの

が感想です。でも次の瞬間、勝手に涙が出てきました。先生の

前で泣いたのはこの時が初めてでした。そんな私に「でも、ま

だ分からないから」と一言。「分かってます、分かってます、

でも妊娠できることが分かってうれしいんです」と心の中で

言っていました。そして女の子を出産することができました。

それが今から５年前のことです。

　そして１年半後に２人目の治療を始めて３回目で値がでまし

た。１人目より早いとは思っていましたが、こんなにすぐでき

るとは・・・でも少し値が低く、どきどきしながら１週間後胎

嚢の確認に行きました。胎嚢はみえましたが、上の子の時より

明らかに小さかったので「だめかも」と思っていました。また

１週間後、順調なら赤ちゃんの心拍が確認できます。しかし嚢

の中にはなにも写りません。かなり時間をかけて確認して頂き

ましたが見えません。内診台の上で「こんな試練もあるんや」

と思っていました。　

　１人目は夫のためでしたが、２人目は私が欲しくて欲しくて

治療をしていました。子供が苦手な私も自分の子供を持つと、

子供のかわいさ、それまでに分からなかった感情が湧いてきま

した。多分それが「母性」なのだと思いますが、やっぱりこれ

は経験しないと分からない感情だなと思いました。なので、２

人目は１人目より痛切に、欲しいのです。「１人居るから、い

いじゃない」違うんです。１人居るから欲しいんです。あきら

められないんです。２人目の治療中、何度も「あきらめられた

ら、楽やのに」と思いましたが、「あきらめる」という言葉は

まったく浮かびませんでした。何年かかっても授かるつもりで

した。夫は１人目も２人目も、治療については多くを言いませ

んでした。「やりたいようにやればいい」と。やるからには

「協力する」という姿勢は変わりませんでした。

　そんなこんなで、２人目は３回の流産を経験しながら14回目

にようやく私のお腹に２人目の子供がやってきました。予想外

に１人目よりかかってしまいましたが、何回かかろうと、お腹

に来てくれた時がその子供のタイミングだったんだと思いま

す。

　１人目２人目共に産まれた時も当然うれしかったのですが、

先生に「妊娠してる」と言われた時のほうが、遥かにうれし

かった私です。妊娠は自分が頑張れる範囲が限られています。

でも、お産は自分がしっかり頑張ればいいものです。努力して

なんとかなるものより、努力してもなにしてもどうにもならな

いものを手に入れた時のほうが、私は嬉しかったんだと思いま

す。

　２人目を出産して間もなく、母がふと「姉兄の中で、一番お

前が根性があるわ」と言ってくれました。親もこれだけの時間

がかかるとは思っていなかったようです。根性もあるのかもし

れませんが、やっぱり、諏訪マタという施設があったことと、

吉川先生やスタッフが居たこと、職場の協力が得られたこと、

色々な条件が揃っての結果だったと思います。正直、自分がこ

このスタッフでなかったら、１人も授かっていなかったと思い

ます。だから私は本当にラッキーです。そして、治療中の全て

の方が抱いておられると思いますが、吉川先生への揺るぎない

信頼。信頼しているから、ずっとここで治療していけるので

す。

　不妊治療中の方が１人でも多くの赤ちゃんを授かりますよう

に、祈ってます。そして、安全に元気な赤ちゃんが産まれてく

るように、また、その後の育児のサポートをして応援し続けて

いきます。

 結婚して丸11年。不妊治療に向き合

うようになって８年が経過しました。

結婚して３年経った頃、なぜ妊娠に至

らないのだろうと不安になり地元の産

婦人科に通うようになりました。そこではタイミング療法をし

ていたのですが、服薬量や注射回数が多く、なぜこんなに使用

しなければならないのか？と、疑心暗鬼になってしまい、そん

な時、諏訪マタで不妊治療をして出産した姉が私に諏訪マタで

の受診を薦めてくれました。　　

一般検査で夫婦に特に問題がないと言われたので、諏訪マタへ

移っても２年間はタイミング療法を行っていました。それでも

結果が出ないので、そろそろ体外受精にチャレンジしようと

思っていた矢先に妊娠反応がありました。とても嬉しかったの

ですが、残念ながら９週で流産となってしまいました。それで

も自分達は自然妊娠ができる！という思いが湧いて、それから

３年程はまたタイミング療法を継続して行っていきました。

　結婚して10年が経過した頃、これまで通りのタイミング療法

ではいよいよ妊娠は無理かも知れない、年齢も38歳になり、も

うすぐ40歳になってしまう。ここら辺で、きちんと体外受精治

療に向かい合った方がいいかも、と強く思うようになりまし

た。

　しかし、体外授精となると治療の為の休暇はこれまでと違い

月に５～６日。それも前もって日程がわかればですが、直前の

休みの申し出は仕事柄融通が効きにくいため、職場に迷惑がか

かります。それならば40歳までの２年間、仕事を辞めて治療に

専念しようと夫と相談して決めました。その時の私は、体外受

精をすればすぐに妊娠できる！と心のどこかで思っていまし

た。

　

　体外受精を始めて５回目。移植後の生活は、いつになく夫と

口論をしたり、義母に対しても悪態をついている自分がいまし

た。わかっているけれどどうしようもない、心が卑屈になって

いると感じました。まだ５回、されど５回。

　そんな気持ちで迎えた妊娠判定日、受精卵の分割が早かった

ので今回こそは！と期待は大きかったのですが、診察室で吉川

先生からの「反応が出てないね」との言葉に、いつもになく

ショックが大きく、それから後の先生の話しは全く頭に入って

こなくて、なんとか会計を済まし車に乗り込んだものの、涙が

次から次へと溢れてきました。どうして、どうしてと、悲しみ

でいたたまれなくなり、このまま帰宅してももっと夫と口論に

なるだけでイライラしてみんなに当たってしまう・・・・そう

思った時に、相談室に寄ってみようと思いたち、車から降りて

再度受付でカルテを手配していただき、相談室のポストに入れ

呼ばれるのを待ちました。その間、「何をどのように話したら

いいのだろう。うまく伝えられるだろうか」と思っていまし

た。

　電話で呼ばれて相談室に入り、ただただ混乱しているという

状態を伝えると、カウンセラーさんはやさしく「今、思ってい

ること、ありのままでいいので話をしてみてくださいね」と言

われました。その後、何から話し出したのか忘れてしまいまし

たが、５回もチャレンジしたのに、好きだった仕事を辞めて専

念しているのに、先の見えない状態に不安を感じること。パー

トに行き始めたけれど私でなくてもできる仕事に魅力はなく、

以前の仕事をしていた時は私というという存在価値がありやり

がいがあったのに今はとても悲しい・・・・など。まとまりの

ない私の話しを、カウンセラーさんは丁寧に聞いて、深いとこ

ろで共感してくださいました。こんな風に治療についての思い

をこれまで誰かに話したことはなく、自分でも自分の思いに整

理がつかず、夫や義母に強い口調や態度であたっていました

が、カウンセラーさんはそれについても「身内にはなかなか話

せないこともある。遠慮もあるだろうし。だから皆さんがここ

へ入って来て話しをされていくといいと思って。Iさん、今日

はよく入ってきてくれましたね。そしてこんなに沢山のお話し

ができて良かった良かった」と言って下さいました。そして最

後に、「治療をするIさん」ではなく、「治療もするIさん」と

いう言葉をいただきました。

　その言葉をいただいた時、今の私は治療で生活も頭もいっぱ

いになっていて余裕がなかったことに改めて気づかされ、肩肘

張っていた気持ちがスッと抜けていきました。その時、これま

でに相談室を利用したいろんな人の想いをまとめた『こうのと

り相談室』の本の紹介をしていただいたので、早速購入して帰

りました。

　数日間の夫との口論中であり、私はもっと冷静になった方が

いいと思い、その日は家には帰らずビジネスホテルに宿泊する

ことにしました。そして買って来た『こうのとり相談室』の本

を部屋に入るなり一気に読みました。今の私にとって、この本

を手にしたことはとても大きな意味がありました。吉川先生の

もとでしている不妊治療でも、様々な境遇の方がいることを改

めて知ることができ、今までは私だけが悲劇のヒロインになっ

ていたんだと反省しました。そして家族に対して申し訳ない思

いでいっぱいになりました。これまでの私の中の重い岩石が取

り除かれ、まるでウソの様に心がとっても軽くなりました。

　不妊治療をしていく中ではいろいろな思いが湧いて来ます。

そんな時、自分一人で思い詰めてしまう前に「こうのとり相談

室」を訪れ、カウンセリングを受けたらいいと思います。周囲

の人に迷惑かけることもなく、治療に対しても前向きにチャレ

ンジできるのではないかと思います。是非皆さん、気楽に立ち

寄れる「こうのとり相談室」の扉を開けることを今の私はお勧

めしたいです。今度チャレンジする時は、肩の力を抜いて気持

ち新たに向き合えそうな私です。

てしまう箇所ではなおさらに泣き。そのうち理由は分からない

のですが、心の中に何かモヤモヤしたものが出て来てしまい、

それを取り除きたくて、無我夢中で3回も続けて読みました。

しかし心は揺さぶられたまま。体は日常の動きをしていても、

些細な事で不容易に涙が出て来たりと、明らかに情緒不安定な

状態になっていました。「これはおかしい、マズいな、私、ど
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　ソファに座って温かい空気に包まれたら、モヤモヤだった感

情が言葉となって一気に出てきました。

　平気なフリをしていたけど、本当はすごく苦しかった。生理

が来るとがっかりして切なかったのにそんな自分の気持ちに蓋

をしていた。周囲の妊娠している人が本当にうらやましかっ

た。流産をして切なかった。望まなければ苦しくもならないけ

れどそれでもやっぱり望んでる。私はやっぱり赤ちゃんが欲し

いんだ！そして一番に気づいたことは、主人にそんな自分の気

持ちを、伝えて来なかったこと。

　泣くだけ泣いてすっきりした私は、その晩夫と話しをしまし

た。「そこまで２人目ができないことで辛い思いをしていると
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ら、次の子が出来たらさらにうれしい、くらいに思ってやって
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　私と主人の間の「子供が欲しい度」には、少し温度差がある

ことはわかりましたが、それでも話しが出来て気持ちは落ち着

き、先が見えた気がしました。

　主人は私の体をとても気遣ってくれます。流産の辛さに涙す

る時は、いつも黙って側に居てくれました。私がいいなら、も

う一人望みたいと、あくまでも私主体で考えてくれています。

そんな優しい主人だからこそ、主人の子供を、もう一人、と思
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　このタイミングで『こうのとり相談室』という本と出逢えた

ことは、今の私にとっては、偶然の必然だったのだと思いま

す。もう少し、悔いの残らないように、頑張ってみようと思い

ます。私もですが、赤ちゃんが欲しい、と望む皆さんの願い

が、叶いますように…。



　私は40歳で結婚し41歳から不妊治療

を始めました。高齢で結婚したので、

当初子供が授からなかったら看護師と

してこれまで通り働き続けることを生

き甲斐にしよう、そう思っていまし

た。しかし通院を始めたらその気持ちは変わり、望めるものな

らなんとかなりたい、そう思うようになりました。結婚と同時

に実の母を亡くし家族の大切さを痛感したこともあったと思い

ます。

　私の立場は副師長というもので、日常の業務の他にスタッフ

教育や看護学生の指導や講義と多忙な毎日でした。３交代の勤

務シフトなので、諏訪マタに通院する時間のやりくりは相当に

大変で、上司のみ治療の事は話したのですが、他のスタッフに

は言えませんでした。なので、１年通院を続けたところで仕事

と治療を両立することがしんどくなり、42歳の時22年間働いて

きた職場を辞めようと思いました。

　しかし、８割は辞めたい、２割は未練、自分の気持ちに整理

がつかずそんな時初めてこうのとり相談室を利用しました。

　「不妊治療は45歳までと思っているので、そうしたら治療が

出来るのはあと３年。でも、22年の現場を去ってまでやって

3

も、結果的に子供が授からなかったらどうしよう。」話しをし

ている内に涙が止まらなくなり思いっきり泣きました。泣い

て、話して、そのうちに「後悔だけはしたくない。もし、結果

が出なかったらその時に考えよう」と自分の気持ちに整理がつ

き、悩みはなくなりました。

　仕事を辞めて専業主婦になり毎日家に居て、そして必要な日

に治療に通いました。家に一人で居るようになると、当然です

が話す人もおらず、有り余る時間の中で考えるのはマイナスな

ことばかり。社会から取り残されていくような気持ちになって

落ち込んでしまいました。そんな時、丁度私が仕事を辞めたこ

とを知った知り合いから、パートでも構わないから現場に戻っ

て来ないかという話しがあり、また私は悩んでしまいました。

「パートと言えども仕事を始めるのって。でもこのまま家に居

たら私は・・・」又こうのとり相談室へ行きました。

　「辞めてみて家に居るようになったからこそわかった事が

あったんだね。そのように、時々の状況、自分の気持ちに正直

に動いていけばいいんじゃないかな。」そう言ってもらって、

自分のしたこと、しようとしていることは悪くないと思って

ほっとしてパートを始める事にしました。

　再び働きだしてみたら、久々の現場は楽しくて気分転換にな
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時間が少なくなり、多少なりとも収入も得られてうれしい気持
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考がまた下向きになっていきました。「結果が出ないまま淡々

と通院することに疲れてしまった。なのに、どんなに体調がす

ぐれなくても通わなければ、と自分を追い込んでしまう。治療

を少し休んだらいいと思う自分を認められない」

　また、相談室へ予約しました。「Nさんはいつも、悩んで考

えて動いて、そうやって乗り越えてきている。考えたことをと

りあえず行動に起こすってこと、それってすごいことだと思

う。いつもそう感心していたよ」カウンセラーさんにそう言っ

てもらって、心がすーっと軽くなりました。一旦悩み始める

と、どうしようどうしようになる私なのに、話すだけ話すと、

これからどうしたいかという結論は勝手に自分で出せていま

す。不思議なんですが、相談室ではいつもそうなります。

　結果がでるかでないかわからない事に対し、仕事を辞め費用

をかけ体力的・精神的にも負担をかけて続けている不妊治療。

しかし、可能性がある限りは子供が欲しいという気持ちは諦め

ることはできません。もがきあがき苦しんでいますが、それも

私にはあと２年しかできない。だから、あと２年はできる、と

いう気持ちに切り替えて治療をしていこうと思いました。困っ

たら、また相談室を利用しながら・・・。私のような年齢で

も、不妊治療ができる諏訪マタニティークリニックに感謝して

います。
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た。

　しかし、体外授精となると治療の為の休暇はこれまでと違い
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でに相談室を利用したいろんな人の想いをまとめた『こうのと
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りました。

　数日間の夫との口論中であり、私はもっと冷静になった方が

いいと思い、その日は家には帰らずビジネスホテルに宿泊する

ことにしました。そして買って来た『こうのとり相談室』の本

を部屋に入るなり一気に読みました。今の私にとって、この本

を手にしたことはとても大きな意味がありました。吉川先生の

もとでしている不妊治療でも、様々な境遇の方がいることを改

めて知ることができ、今までは私だけが悲劇のヒロインになっ

ていたんだと反省しました。そして家族に対して申し訳ない思

いでいっぱいになりました。これまでの私の中の重い岩石が取

り除かれ、まるでウソの様に心がとっても軽くなりました。

　不妊治療をしていく中ではいろいろな思いが湧いて来ます。

そんな時、自分一人で思い詰めてしまう前に「こうのとり相談

室」を訪れ、カウンセリングを受けたらいいと思います。周囲

の人に迷惑かけることもなく、治療に対しても前向きにチャレ

ンジできるのではないかと思います。是非皆さん、気楽に立ち

寄れる「こうのとり相談室」の扉を開けることを今の私はお勧

めしたいです。今度チャレンジする時は、肩の力を抜いて気持

ち新たに向き合えそうな私です。
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L e t t e r  f r o m

治療をしている私から

治療もしている私に
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中Ⅰさんのお話しにあった「治療をしている私から、治

療もしている私に」これについてお話しをしたいと思い

ます。

　治療を続けていくためには、治療以外の生活上の事柄に対し

て、その都度優先順位をつけて対応しておられる方がほとんど

です。

　フルタイムで働いている方々は、治療の為の収入を得られる

一方で、どうやって休暇を取ったらいいのか、周りの人への気

遣いなどに気を揉みます。かたや対人とのストレスがない分、

専業主婦の方々は、治療費のやりくりや、ひとりぼっちで過ご

す沢山の時間の中で、常に頭に浮かぶのは治療のことばかりで

気持ちの逃しようがない、とおっしゃる方が多くいらっしゃい

ます。ですので、治療をしていくのにどちらの環境が楽、といっ

たことは一概には言えないでしょう。

 「治療をしている私から、治療もしている私に」この言葉は、

ある患者さんからお聞きしたものでした。

　―――― 子供が欲しくて一生懸命通院し、できる限りのこと

をやっている私、はそれ以外の部分の私、を充実させて生きて

いるだろうか ? ってふっと思った。こんなに頑張って通ってい

ても、子供は出来るかも知れないし、出来ないかもしれない。

結果は誰にもわからない。諦められないから治療を続けている

んだよね。でも、34 歳の私、40 歳の私・・・○歳の私。その年齢、

どの一年一年も、私にとっては一度限りの人生の時間。治療だ

けに体も心も捕われている自分だと、何かもったいない気がし

てきて。子供も欲しいけど○○もしたい。その○○が沢山ある

方が毎日が張り合い。治療もするし他のしたいこと何でもする、

がっつり欲張った、二足のわらじならぬ三足、四足な私で生き

ていけたら、すごくいいと思って。そうしたら治療もポジティ

ブに考えられるでしょ。 ――――

　なんと力強く爽快な言葉、と感激しました。それ以来、相談

室ではこのフレーズをよく使わせて頂いております。

　また、N さんの体験記〜自分の先の行動をどうしたらいいの

かとわからなくなった時、考えて浮かんだことはとりあえずやっ

てみる。やってみて新たに出てきた問題なり課題を、その時点

でまた考えて動いてみる。そうすることは、立ち止まっている

よりも確かに進んでいることになります。壁にぶつかっても、

それを乗り越えていくことで、その方の人生はより力強くたく

ましいものになっていくと、N さんを見ていて痛感しました。

　このように、人の生き方のスタンスとしてすごいなぁと感じ

ることを、患者さん方から教えて頂けることが相談室の醍醐味

です。そしてそんな患者さんからの声を頂き、それを倶楽部 K

の紙上で、またこのコーナーでご紹介させて頂き、皆さんにお

届けできればと思います。
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務シフトなので、諏訪マタに通院する時間のやりくりは相当に

大変で、上司のみ治療の事は話したのですが、他のスタッフに

は言えませんでした。なので、１年通院を続けたところで仕事

と治療を両立することがしんどくなり、42歳の時22年間働いて

きた職場を辞めようと思いました。

　しかし、８割は辞めたい、２割は未練、自分の気持ちに整理

がつかずそんな時初めてこうのとり相談室を利用しました。

　「不妊治療は45歳までと思っているので、そうしたら治療が

出来るのはあと３年。でも、22年の現場を去ってまでやって
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も、結果的に子供が授からなかったらどうしよう。」話しをし

ている内に涙が止まらなくなり思いっきり泣きました。泣い

て、話して、そのうちに「後悔だけはしたくない。もし、結果

が出なかったらその時に考えよう」と自分の気持ちに整理がつ

き、悩みはなくなりました。

　仕事を辞めて専業主婦になり毎日家に居て、そして必要な日

に治療に通いました。家に一人で居るようになると、当然です

が話す人もおらず、有り余る時間の中で考えるのはマイナスな

ことばかり。社会から取り残されていくような気持ちになって

落ち込んでしまいました。そんな時、丁度私が仕事を辞めたこ

とを知った知り合いから、パートでも構わないから現場に戻っ

て来ないかという話しがあり、また私は悩んでしまいました。

「パートと言えども仕事を始めるのって。でもこのまま家に居

たら私は・・・」又こうのとり相談室へ行きました。

　「辞めてみて家に居るようになったからこそわかった事が

あったんだね。そのように、時々の状況、自分の気持ちに正直

に動いていけばいいんじゃないかな。」そう言ってもらって、

自分のしたこと、しようとしていることは悪くないと思って

ほっとしてパートを始める事にしました。

　再び働きだしてみたら、久々の現場は楽しくて気分転換にな

りました。何より仕事に集中出来るので、余計なことを考える

時間が少なくなり、多少なりとも収入も得られてうれしい気持

ちになりました。そんな暮らしを１年間したところで、私の思

考がまた下向きになっていきました。「結果が出ないまま淡々

と通院することに疲れてしまった。なのに、どんなに体調がす

ぐれなくても通わなければ、と自分を追い込んでしまう。治療

を少し休んだらいいと思う自分を認められない」

　また、相談室へ予約しました。「Nさんはいつも、悩んで考

えて動いて、そうやって乗り越えてきている。考えたことをと

りあえず行動に起こすってこと、それってすごいことだと思

う。いつもそう感心していたよ」カウンセラーさんにそう言っ

てもらって、心がすーっと軽くなりました。一旦悩み始める

と、どうしようどうしようになる私なのに、話すだけ話すと、

これからどうしたいかという結論は勝手に自分で出せていま

す。不思議なんですが、相談室ではいつもそうなります。

　結果がでるかでないかわからない事に対し、仕事を辞め費用

をかけ体力的・精神的にも負担をかけて続けている不妊治療。

しかし、可能性がある限りは子供が欲しいという気持ちは諦め

ることはできません。もがきあがき苦しんでいますが、それも

私にはあと２年しかできない。だから、あと２年はできる、と

いう気持ちに切り替えて治療をしていこうと思いました。困っ

たら、また相談室を利用しながら・・・。私のような年齢で

も、不妊治療ができる諏訪マタニティークリニックに感謝して

います。

　

 結婚して丸11年。不妊治療に向き合

うようになって８年が経過しました。

結婚して３年経った頃、なぜ妊娠に至

らないのだろうと不安になり地元の産

婦人科に通うようになりました。そこではタイミング療法をし

ていたのですが、服薬量や注射回数が多く、なぜこんなに使用

しなければならないのか？と、疑心暗鬼になってしまい、そん

な時、諏訪マタで不妊治療をして出産した姉が私に諏訪マタで

の受診を薦めてくれました。　　

一般検査で夫婦に特に問題がないと言われたので、諏訪マタへ

移っても２年間はタイミング療法を行っていました。それでも

結果が出ないので、そろそろ体外受精にチャレンジしようと

思っていた矢先に妊娠反応がありました。とても嬉しかったの

ですが、残念ながら９週で流産となってしまいました。それで

も自分達は自然妊娠ができる！という思いが湧いて、それから

３年程はまたタイミング療法を継続して行っていきました。

　結婚して10年が経過した頃、これまで通りのタイミング療法

ではいよいよ妊娠は無理かも知れない、年齢も38歳になり、も

うすぐ40歳になってしまう。ここら辺で、きちんと体外受精治

療に向かい合った方がいいかも、と強く思うようになりまし

た。

　しかし、体外授精となると治療の為の休暇はこれまでと違い

月に５～６日。それも前もって日程がわかればですが、直前の

休みの申し出は仕事柄融通が効きにくいため、職場に迷惑がか

かります。それならば40歳までの２年間、仕事を辞めて治療に

専念しようと夫と相談して決めました。その時の私は、体外受

精をすればすぐに妊娠できる！と心のどこかで思っていまし

た。

　

　体外受精を始めて５回目。移植後の生活は、いつになく夫と

口論をしたり、義母に対しても悪態をついている自分がいまし

た。わかっているけれどどうしようもない、心が卑屈になって

いると感じました。まだ５回、されど５回。

　そんな気持ちで迎えた妊娠判定日、受精卵の分割が早かった

ので今回こそは！と期待は大きかったのですが、診察室で吉川

先生からの「反応が出てないね」との言葉に、いつもになく

ショックが大きく、それから後の先生の話しは全く頭に入って

こなくて、なんとか会計を済まし車に乗り込んだものの、涙が

次から次へと溢れてきました。どうして、どうしてと、悲しみ

でいたたまれなくなり、このまま帰宅してももっと夫と口論に

なるだけでイライラしてみんなに当たってしまう・・・・そう

思った時に、相談室に寄ってみようと思いたち、車から降りて

再度受付でカルテを手配していただき、相談室のポストに入れ

呼ばれるのを待ちました。その間、「何をどのように話したら

いいのだろう。うまく伝えられるだろうか」と思っていまし

た。

　電話で呼ばれて相談室に入り、ただただ混乱しているという

状態を伝えると、カウンセラーさんはやさしく「今、思ってい

ること、ありのままでいいので話をしてみてくださいね」と言

われました。その後、何から話し出したのか忘れてしまいまし

たが、５回もチャレンジしたのに、好きだった仕事を辞めて専

念しているのに、先の見えない状態に不安を感じること。パー

トに行き始めたけれど私でなくてもできる仕事に魅力はなく、

以前の仕事をしていた時は私というという存在価値がありやり

がいがあったのに今はとても悲しい・・・・など。まとまりの

ない私の話しを、カウンセラーさんは丁寧に聞いて、深いとこ

ろで共感してくださいました。こんな風に治療についての思い

をこれまで誰かに話したことはなく、自分でも自分の思いに整

理がつかず、夫や義母に強い口調や態度であたっていました

が、カウンセラーさんはそれについても「身内にはなかなか話

せないこともある。遠慮もあるだろうし。だから皆さんがここ

へ入って来て話しをされていくといいと思って。Iさん、今日

はよく入ってきてくれましたね。そしてこんなに沢山のお話し

ができて良かった良かった」と言って下さいました。そして最

後に、「治療をするIさん」ではなく、「治療もするIさん」と

いう言葉をいただきました。

　その言葉をいただいた時、今の私は治療で生活も頭もいっぱ

いになっていて余裕がなかったことに改めて気づかされ、肩肘

張っていた気持ちがスッと抜けていきました。その時、これま

でに相談室を利用したいろんな人の想いをまとめた『こうのと

り相談室』の本の紹介をしていただいたので、早速購入して帰

りました。

　数日間の夫との口論中であり、私はもっと冷静になった方が

いいと思い、その日は家には帰らずビジネスホテルに宿泊する

ことにしました。そして買って来た『こうのとり相談室』の本

を部屋に入るなり一気に読みました。今の私にとって、この本

を手にしたことはとても大きな意味がありました。吉川先生の

もとでしている不妊治療でも、様々な境遇の方がいることを改

めて知ることができ、今までは私だけが悲劇のヒロインになっ

ていたんだと反省しました。そして家族に対して申し訳ない思

いでいっぱいになりました。これまでの私の中の重い岩石が取

り除かれ、まるでウソの様に心がとっても軽くなりました。

　不妊治療をしていく中ではいろいろな思いが湧いて来ます。

そんな時、自分一人で思い詰めてしまう前に「こうのとり相談

室」を訪れ、カウンセリングを受けたらいいと思います。周囲

の人に迷惑かけることもなく、治療に対しても前向きにチャレ

ンジできるのではないかと思います。是非皆さん、気楽に立ち

寄れる「こうのとり相談室」の扉を開けることを今の私はお勧

めしたいです。今度チャレンジする時は、肩の力を抜いて気持

ち新たに向き合えそうな私です。

Nさん

L e t t e r  f r o m

中Ⅰさんのお話しにあった「治療をしている私から、治

療もしている私に」これについてお話しをしたいと思い

ます。

　治療を続けていくためには、治療以外の生活上の事柄に対し

て、その都度優先順位をつけて対応しておられる方がほとんど

です。

　フルタイムで働いている方々は、治療の為の収入を得られる

一方で、どうやって休暇を取ったらいいのか、周りの人への気

遣いなどに気を揉みます。かたや対人とのストレスがない分、

専業主婦の方々は、治療費のやりくりや、ひとりぼっちで過ご

す沢山の時間の中で、常に頭に浮かぶのは治療のことばかりで

気持ちの逃しようがない、とおっしゃる方が多くいらっしゃい

ます。ですので、治療をしていくのにどちらの環境が楽、といっ

たことは一概には言えないでしょう。

 「治療をしている私から、治療もしている私に」この言葉は、

ある患者さんからお聞きしたものでした。

　―――― 子供が欲しくて一生懸命通院し、できる限りのこと

をやっている私、はそれ以外の部分の私、を充実させて生きて

いるだろうか ? ってふっと思った。こんなに頑張って通ってい

ても、子供は出来るかも知れないし、出来ないかもしれない。

結果は誰にもわからない。諦められないから治療を続けている

んだよね。でも、34 歳の私、40 歳の私・・・○歳の私。その年齢、

どの一年一年も、私にとっては一度限りの人生の時間。治療だ

けに体も心も捕われている自分だと、何かもったいない気がし

てきて。子供も欲しいけど○○もしたい。その○○が沢山ある

方が毎日が張り合い。治療もするし他のしたいこと何でもする、

がっつり欲張った、二足のわらじならぬ三足、四足な私で生き

ていけたら、すごくいいと思って。そうしたら治療もポジティ

ブに考えられるでしょ。 ――――

　なんと力強く爽快な言葉、と感激しました。それ以来、相談

室ではこのフレーズをよく使わせて頂いております。

　また、N さんの体験記〜自分の先の行動をどうしたらいいの

かとわからなくなった時、考えて浮かんだことはとりあえずやっ

てみる。やってみて新たに出てきた問題なり課題を、その時点

でまた考えて動いてみる。そうすることは、立ち止まっている

よりも確かに進んでいることになります。壁にぶつかっても、

それを乗り越えていくことで、その方の人生はより力強くたく

ましいものになっていくと、N さんを見ていて痛感しました。

　このように、人の生き方のスタンスとしてすごいなぁと感じ

ることを、患者さん方から教えて頂けることが相談室の醍醐味

です。そしてそんな患者さんからの声を頂き、それを倶楽部 K

の紙上で、またこのコーナーでご紹介させて頂き、皆さんにお

届けできればと思います。

文



た。　辞める方向に気持ちが向くような時間にしたくて来たは

ずの相談室は、もやもやしていた気持ちがよけいに膨らんで不

機嫌ともいっていいような気持ちになりました。カウンセラー

さんは、「今日はここまでにして、来週にでもまたお話しま

しょう。あなたが知りたいと言われた、やめ時や他の方々の治

療体験が載っている相談室で出した本を是非読んでもらいた

い。今の時間で私はあなたのお役には立てなかったけれど、こ

の本からは、何かを感じてもらえると思うので」と言われまし

た。正直、不妊治療の本ならたくさん読んでるんだけど、なん

て思いながらもそれを購入し帰宅しました。

　目次から見始めて、気になる二人目不妊の項目から読み始め

ました。その後他も全部一気に読みました。本の中で一番に、

あぁと感じたのが、あるご主人の書かれたところで「不妊と

は、人生の時間を気にしながら動けないことにイライラしてい

る状態」という一文でした。ほかにも心打たれるお話がたくさ

んありました。カウンセラーさんが、私にこの本を読んでほし

いと言った意味がわかりました。それから私は、今の私の気持

ちを主人に何も話していないことに気づいたのです。早速主人

と話す時間をもうけて、治療に対してや子供の事、これからの

人生の事など色々話し合うことができました。そうしたとこ

ろ、主人から「そんなに考えて辛くなってまで、今やめな

きゃっていう結論を出さなきゃいけない時？」と言われ、はっ

としました。「結果が出て来ないことは辛いけど、あきらめた

くない自分もいる。やめる、やめないをもっと自然な形で決め

られる時がくるかもしれない。それまではもうちょっと続けて

みよう」こうして私はせっぱつまった気持ちから抜け出すこと

ができました。

　一週間後の予約の日、再度相談室へ行って私の気持ちの変化

をお話ししました。頑張ろうって胸張って言えるほどではない

けど、前向きな気持ちになれたこと。電話での報告も考えたけ

れど、直接会ってカウンセラーさんに伝えることで自分の気持

ちを固めたいなと思ったこと。そして『こうのとりの相談室』

を読んで感じたこと。悩みを抱えずに治療をうけている方はい

ないと思います。悩んでいる方にぜひこの本を読んでほしい、

悩みは人それぞれだと思いますが、誰かの心に寄り添う言葉が

この中にかならずある。苦しい気持ちで一杯になっても治療の

事は話せる人はなかなかいない。そんなときに助けになる本だ

と思ったと、お話ししました。少なくとも私は今この本を読め

たことは救いになりました。

　そんなことをお話して家に帰る車の中で、ふと４年前に卵巣

の手術を受けた時、産婦人科病棟だったので生まれたばかりの

赤ちゃんを見て、やっぱり私、赤ちゃんを産みたいなあ、と強

く思ったことを思い出しました。相談室を訪れる前には思い出

せなかったあの時の強い気持ちを、いまあらためて思い出せて

本当に良かった。どんな道かはわからないけど、前へ踏み出そ

う、一歩進むための糧になるものを今回いろいろ与えていただ

いたと思いました。

　治療をやめたい、苦しい気持ちで

いっぱいでした。でも、「やめていい

のかな、後悔しないのかな。自分のこ

となのに、どうしていいかわからない・・・誰か決めてよ！」

そんな気持ちになって相談室の予約を取りました。相談室へ

入って最初は、やめ時はいつなのか、体外受精の何回目ぐらい

でみなさんはあきらめているのか、そういったことを情報とし

て聞こうと思っていたのに、話し出したら体外受精を始めてか

ら思ってきたこと、心の中にためこんでいた感情が涙と一緒に

あふれだしてきました。

　体外受精を始めてもう２年、私には赤ちゃんは授からない様

な気がする。２人目がほしいなんて贅沢？。今幸せじゃないわ

けじゃないのに。何かたりないの？ううん全部持ってる。もう

やめたい。でも兄弟をつくってあげたい。主人も子供が大好き

なのに・・・支離滅裂な思考が1廻りも2廻りもしたころ、それ

までじっと黙って聞いていたカウンセラーさんは「それで、私

に何をしてほしい？私はあなたの何を手伝える？教えて」と言

いました。私は「とにかくスッキリしたい。これで決まり、と

いう気持ちで今日帰りたい。何か体に問題があって、それが原

因で妊娠が出来ないと言われた方が諦めらがつく。自分の体の

状態を知りたいです」続けても甲斐がない、この治療はもう難

しいね、そんな回答がほしかったのに、戻って来たカウンセ

ラーさんからは、今の私の状態は治療を継続していくのに特に

不具合はないと、看護師さんからの御返事として伝えられまし

　私は40歳で結婚し41歳から不妊治療

を始めました。高齢で結婚したので、

当初子供が授からなかったら看護師と

してこれまで通り働き続けることを生

き甲斐にしよう、そう思っていまし

た。しかし通院を始めたらその気持ちは変わり、望めるものな

らなんとかなりたい、そう思うようになりました。結婚と同時

に実の母を亡くし家族の大切さを痛感したこともあったと思い

ます。

　私の立場は副師長というもので、日常の業務の他にスタッフ

教育や看護学生の指導や講義と多忙な毎日でした。３交代の勤

務シフトなので、諏訪マタに通院する時間のやりくりは相当に

大変で、上司のみ治療の事は話したのですが、他のスタッフに

は言えませんでした。なので、１年通院を続けたところで仕事

と治療を両立することがしんどくなり、42歳の時22年間働いて

きた職場を辞めようと思いました。

　しかし、８割は辞めたい、２割は未練、自分の気持ちに整理

がつかずそんな時初めてこうのとり相談室を利用しました。

　「不妊治療は45歳までと思っているので、そうしたら治療が

出来るのはあと３年。でも、22年の現場を去ってまでやって

 　私が不妊治療を始めたのは、ちょ

うど結婚して２年が経ったころでし

た。「自分は自然に妊娠する」たぶん殆ど全ての人が持ってい

る、確証のない自信を私も持っていました。なので、吉川先生

に「体外受精までしては子供はいりません。」と言ったことが

あります。フーナーテストで２回とも精子が見つかりませんで

したが、精液検査の結果は正常だったので人工授精から治療を

始めました。４回やっても妊娠には至らなかったので体外受精

に切り替えることにしました。

 体外受精の説明会は専門職でも１回で理解するのは至難の業

で、その後も「こうのとりの贈り物」を読んだり、スタッフに

質問したりしました。この頃には、最初に先生に言った言葉な

ど忘れていたと思います。しかし人間というものは、できない

となると何故か欲しい気持ちがどんどん大きくなるものです

ね。

 私は諏訪マタニティークリニックで助産師という仕事をして

います。正直言って子供が苦手です。驚かれる方も多いと思い

ますが、私たちの職種ではそんなに珍しくはないのです。で

は、何故子供が欲しいのか。それは夫が子供好きだからです。

子供好きな夫に自分の子供を抱かせてあげたいからです。どん

な顔をして抱くのか、見たいのです。「そんなことで、子供を

欲しいの？」邪道かもしれませんが、たぶんこういう人も中に

はいらっしゃると思います。

 １回目の治療で16個採卵できましたが、１個しか受精せず、

胚移植しましたが妊娠には至りませんでした。２回目からは顕

微授精となり受精率は上がりましたが、なかなか数値が出ませ

ん。体外受精を始める時「これで妊娠できる。あとは着床すれ

ばいいだけだから今までより簡単。きっと３回ぐらいででき

る」なんて、素人考えで挑んでいたので３回目で「出てない」

と言われた時には人知れず泣いた記憶があります。それでもな

んとか次の治療へトライしましたが、私の中での大きな山が５

回目でした。５回目もダメだった時、理性を失い感情を抑える

ことができなくなりました。私はそれまで誰にも治療について

「辛い」ということを言ったことがありませんでした。それ

は、自分が助産師であること、仕事の立場的に弱音を吐いては

いけないという変なプライドがあったのです。それ故に、周り

の目を気にせずに自分の思いをぶつけられるところ、それは相

談室しかありませんでした。「５回やっても、まったく数値が

出ない。ハードな仕事をしているから？このまま、同じ治療で

いいの？あと、何回こんなつらい思いをしないといけない

の？」カウンセラーさんは泣きじゃくりながら話す私の肩を抱

いて聞いてくれました。そして「吉川先生がなにも言わない限

り、今の治療を続ければいい。ベストなことをしているって信

じよう」と言ってくれました。もやもやしていたものがすっき

りしたのを覚えています。

 多分、こうのとり外来に通っておられる方は、妊婦さんをあ

まり見たくないと思います。中には「赤ちゃんも見たくない」

という方もおられると思います。私も体外受精を何度もしてい

くうちにそういう感情が湧いてきました。そんな感情を抱いて

いても、毎日妊婦さんと接し、お産とかかわり、赤ちゃんと接

するのが助産師としての私の日常。

 胚移植できない時、判定でダメだった時、その結果を聞いて

１分後には仕事に戻ります。すぐ産婦さんの腰さすりに入った

こともあります。「産婦さんは痛くて泣きそうだけど、私は子

供ができなくて泣きそう」妊婦さんがうらやましい、見たくな

い、でも大きなお腹にモニターをつけたり出産された方には

「おめでとうございます。よかったですね」と言わないといけ

ません。「毎日毎日何人もの人が妊娠したり、何人もの赤ちゃ

んが生まれるのに、なんで私の所には来てくれないんだろう」

と、ふとした時に思ったりもしました。

白衣を着ている時は大丈夫なのですが、一旦私服になると、感

情のコントロールが難しくなります。帰りの車で、ひたすら泣

いたことも何回もあります。

　そんな日々で、「なんで私は助産師なんだろう」と思ったり
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も、結果的に子供が授からなかったらどうしよう。」話しをし

ている内に涙が止まらなくなり思いっきり泣きました。泣い

て、話して、そのうちに「後悔だけはしたくない。もし、結果

が出なかったらその時に考えよう」と自分の気持ちに整理がつ

き、悩みはなくなりました。

　仕事を辞めて専業主婦になり毎日家に居て、そして必要な日

に治療に通いました。家に一人で居るようになると、当然です

が話す人もおらず、有り余る時間の中で考えるのはマイナスな

ことばかり。社会から取り残されていくような気持ちになって

落ち込んでしまいました。そんな時、丁度私が仕事を辞めたこ

とを知った知り合いから、パートでも構わないから現場に戻っ

て来ないかという話しがあり、また私は悩んでしまいました。

「パートと言えども仕事を始めるのって。でもこのまま家に居

たら私は・・・」又こうのとり相談室へ行きました。

　「辞めてみて家に居るようになったからこそわかった事が

あったんだね。そのように、時々の状況、自分の気持ちに正直

に動いていけばいいんじゃないかな。」そう言ってもらって、

自分のしたこと、しようとしていることは悪くないと思って

ほっとしてパートを始める事にしました。

　再び働きだしてみたら、久々の現場は楽しくて気分転換にな

りました。何より仕事に集中出来るので、余計なことを考える

時間が少なくなり、多少なりとも収入も得られてうれしい気持

ちになりました。そんな暮らしを１年間したところで、私の思

考がまた下向きになっていきました。「結果が出ないまま淡々

と通院することに疲れてしまった。なのに、どんなに体調がす

ぐれなくても通わなければ、と自分を追い込んでしまう。治療

を少し休んだらいいと思う自分を認められない」

　また、相談室へ予約しました。「Nさんはいつも、悩んで考

えて動いて、そうやって乗り越えてきている。考えたことをと

りあえず行動に起こすってこと、それってすごいことだと思

う。いつもそう感心していたよ」カウンセラーさんにそう言っ

てもらって、心がすーっと軽くなりました。一旦悩み始める

と、どうしようどうしようになる私なのに、話すだけ話すと、

これからどうしたいかという結論は勝手に自分で出せていま

す。不思議なんですが、相談室ではいつもそうなります。

　結果がでるかでないかわからない事に対し、仕事を辞め費用

をかけ体力的・精神的にも負担をかけて続けている不妊治療。

しかし、可能性がある限りは子供が欲しいという気持ちは諦め

ることはできません。もがきあがき苦しんでいますが、それも

私にはあと２年しかできない。だから、あと２年はできる、と

いう気持ちに切り替えて治療をしていこうと思いました。困っ

たら、また相談室を利用しながら・・・。私のような年齢で

も、不妊治療ができる諏訪マタニティークリニックに感謝して

います。

　

　きっかけは、相談室から出された

書籍『こうのとり相談室』を読んだ

ことでした。相談室から、本が出版

されると聞いていたので、早く読ませてもらいたいな、という

楽しみな気持ちと、ひょっとしたら自分にとって苦しいと感じ

ることがあるかも知れないという妙な予感がありました。

　私には子供が１人居ます。「もう１人欲しい」そう望んでか

ら６年の月日が過ぎました。１人目は結婚後何事もなく妊娠、

出産できましたが、その後は中期、初期と合わせて3回の流産

を繰り返し、最後の妊娠からは２年の時が経過していました。

でも私は、「焦らなくてもそのうち何とかなるだろう、いつか

授かるだろう」と漠然と思っていました。生理が来ればかなり

がっかりするくせに、「まだ大丈夫、辛くない、また今度頑張

ればいいさ」と自分自身に言い聞かせ、そして平気なフリをし

てきました。そんな時、『こうのとり相談室』を読みました。

　読んでいくうちに涙が溢れて止まらなくなり、自分と重なっ

したこともあります。妊婦さんや赤ちゃんから逃げられない自

分をどうすることもできない。でも不思議と「仕事を辞めよ

う」と思ったことは１度もありませんでした。それは、自分で

も不思議です。そんな思いをしながらも淡々と治療を繰り返

し、10回目に「反応が出てる」と吉川先生に言われました。妊

娠するために治療をしているのに、回数を重ねると変な感覚に

なり、「妊娠」というカテゴリーのランクがかなり低くなって

いってしまうのです。なので、この時も廊下で呼ばれるのを

待っていた時、目の前に先生の夏季休暇の日程が貼ってあった

ので、「よし、休みまでになんとかあと１回できるからお願い

しよう」なんて考えていたのです。なので「え？」っというの

が感想です。でも次の瞬間、勝手に涙が出てきました。先生の

前で泣いたのはこの時が初めてでした。そんな私に「でも、ま

だ分からないから」と一言。「分かってます、分かってます、

でも妊娠できることが分かってうれしいんです」と心の中で

言っていました。そして女の子を出産することができました。

それが今から５年前のことです。

　そして１年半後に２人目の治療を始めて３回目で値がでまし

た。１人目より早いとは思っていましたが、こんなにすぐでき

るとは・・・でも少し値が低く、どきどきしながら１週間後胎

嚢の確認に行きました。胎嚢はみえましたが、上の子の時より

明らかに小さかったので「だめかも」と思っていました。また

１週間後、順調なら赤ちゃんの心拍が確認できます。しかし嚢

の中にはなにも写りません。かなり時間をかけて確認して頂き

ましたが見えません。内診台の上で「こんな試練もあるんや」

と思っていました。　

　１人目は夫のためでしたが、２人目は私が欲しくて欲しくて

治療をしていました。子供が苦手な私も自分の子供を持つと、

子供のかわいさ、それまでに分からなかった感情が湧いてきま

した。多分それが「母性」なのだと思いますが、やっぱりこれ

は経験しないと分からない感情だなと思いました。なので、２

人目は１人目より痛切に、欲しいのです。「１人居るから、い

いじゃない」違うんです。１人居るから欲しいんです。あきら

められないんです。２人目の治療中、何度も「あきらめられた

ら、楽やのに」と思いましたが、「あきらめる」という言葉は

まったく浮かびませんでした。何年かかっても授かるつもりで

した。夫は１人目も２人目も、治療については多くを言いませ

んでした。「やりたいようにやればいい」と。やるからには

「協力する」という姿勢は変わりませんでした。

　そんなこんなで、２人目は３回の流産を経験しながら14回目

にようやく私のお腹に２人目の子供がやってきました。予想外

に１人目よりかかってしまいましたが、何回かかろうと、お腹

に来てくれた時がその子供のタイミングだったんだと思いま

す。

　１人目２人目共に産まれた時も当然うれしかったのですが、

先生に「妊娠してる」と言われた時のほうが、遥かにうれし

かった私です。妊娠は自分が頑張れる範囲が限られています。

でも、お産は自分がしっかり頑張ればいいものです。努力して

なんとかなるものより、努力してもなにしてもどうにもならな

いものを手に入れた時のほうが、私は嬉しかったんだと思いま

す。

　２人目を出産して間もなく、母がふと「姉兄の中で、一番お

前が根性があるわ」と言ってくれました。親もこれだけの時間

がかかるとは思っていなかったようです。根性もあるのかもし

れませんが、やっぱり、諏訪マタという施設があったことと、

吉川先生やスタッフが居たこと、職場の協力が得られたこと、

色々な条件が揃っての結果だったと思います。正直、自分がこ

このスタッフでなかったら、１人も授かっていなかったと思い

ます。だから私は本当にラッキーです。そして、治療中の全て

の方が抱いておられると思いますが、吉川先生への揺るぎない

信頼。信頼しているから、ずっとここで治療していけるので

す。

　不妊治療中の方が１人でも多くの赤ちゃんを授かりますよう

に、祈ってます。そして、安全に元気な赤ちゃんが産まれてく

るように、また、その後の育児のサポートをして応援し続けて

いきます。

 結婚して丸11年。不妊治療に向き合

うようになって８年が経過しました。

結婚して３年経った頃、なぜ妊娠に至

らないのだろうと不安になり地元の産

婦人科に通うようになりました。そこではタイミング療法をし

ていたのですが、服薬量や注射回数が多く、なぜこんなに使用

しなければならないのか？と、疑心暗鬼になってしまい、そん

な時、諏訪マタで不妊治療をして出産した姉が私に諏訪マタで

の受診を薦めてくれました。　　

一般検査で夫婦に特に問題がないと言われたので、諏訪マタへ

移っても２年間はタイミング療法を行っていました。それでも

結果が出ないので、そろそろ体外受精にチャレンジしようと

思っていた矢先に妊娠反応がありました。とても嬉しかったの

ですが、残念ながら９週で流産となってしまいました。それで

も自分達は自然妊娠ができる！という思いが湧いて、それから

３年程はまたタイミング療法を継続して行っていきました。

　結婚して10年が経過した頃、これまで通りのタイミング療法

ではいよいよ妊娠は無理かも知れない、年齢も38歳になり、も

うすぐ40歳になってしまう。ここら辺で、きちんと体外受精治

療に向かい合った方がいいかも、と強く思うようになりまし

た。

　しかし、体外授精となると治療の為の休暇はこれまでと違い

月に５～６日。それも前もって日程がわかればですが、直前の

休みの申し出は仕事柄融通が効きにくいため、職場に迷惑がか

かります。それならば40歳までの２年間、仕事を辞めて治療に

専念しようと夫と相談して決めました。その時の私は、体外受

精をすればすぐに妊娠できる！と心のどこかで思っていまし

た。

　

　体外受精を始めて５回目。移植後の生活は、いつになく夫と

口論をしたり、義母に対しても悪態をついている自分がいまし

た。わかっているけれどどうしようもない、心が卑屈になって

いると感じました。まだ５回、されど５回。

　そんな気持ちで迎えた妊娠判定日、受精卵の分割が早かった

ので今回こそは！と期待は大きかったのですが、診察室で吉川

先生からの「反応が出てないね」との言葉に、いつもになく

ショックが大きく、それから後の先生の話しは全く頭に入って

こなくて、なんとか会計を済まし車に乗り込んだものの、涙が

次から次へと溢れてきました。どうして、どうしてと、悲しみ

でいたたまれなくなり、このまま帰宅してももっと夫と口論に

なるだけでイライラしてみんなに当たってしまう・・・・そう

思った時に、相談室に寄ってみようと思いたち、車から降りて

再度受付でカルテを手配していただき、相談室のポストに入れ

呼ばれるのを待ちました。その間、「何をどのように話したら

いいのだろう。うまく伝えられるだろうか」と思っていまし

た。

　電話で呼ばれて相談室に入り、ただただ混乱しているという

状態を伝えると、カウンセラーさんはやさしく「今、思ってい

ること、ありのままでいいので話をしてみてくださいね」と言

われました。その後、何から話し出したのか忘れてしまいまし

たが、５回もチャレンジしたのに、好きだった仕事を辞めて専

念しているのに、先の見えない状態に不安を感じること。パー

トに行き始めたけれど私でなくてもできる仕事に魅力はなく、

以前の仕事をしていた時は私というという存在価値がありやり

がいがあったのに今はとても悲しい・・・・など。まとまりの

ない私の話しを、カウンセラーさんは丁寧に聞いて、深いとこ

ろで共感してくださいました。こんな風に治療についての思い

をこれまで誰かに話したことはなく、自分でも自分の思いに整

理がつかず、夫や義母に強い口調や態度であたっていました

が、カウンセラーさんはそれについても「身内にはなかなか話

せないこともある。遠慮もあるだろうし。だから皆さんがここ

へ入って来て話しをされていくといいと思って。Iさん、今日

はよく入ってきてくれましたね。そしてこんなに沢山のお話し

ができて良かった良かった」と言って下さいました。そして最

後に、「治療をするIさん」ではなく、「治療もするIさん」と

いう言葉をいただきました。

　その言葉をいただいた時、今の私は治療で生活も頭もいっぱ

いになっていて余裕がなかったことに改めて気づかされ、肩肘

張っていた気持ちがスッと抜けていきました。その時、これま

でに相談室を利用したいろんな人の想いをまとめた『こうのと

り相談室』の本の紹介をしていただいたので、早速購入して帰

りました。

　数日間の夫との口論中であり、私はもっと冷静になった方が

いいと思い、その日は家には帰らずビジネスホテルに宿泊する

ことにしました。そして買って来た『こうのとり相談室』の本

を部屋に入るなり一気に読みました。今の私にとって、この本

を手にしたことはとても大きな意味がありました。吉川先生の

もとでしている不妊治療でも、様々な境遇の方がいることを改

めて知ることができ、今までは私だけが悲劇のヒロインになっ

ていたんだと反省しました。そして家族に対して申し訳ない思

いでいっぱいになりました。これまでの私の中の重い岩石が取

り除かれ、まるでウソの様に心がとっても軽くなりました。

　不妊治療をしていく中ではいろいろな思いが湧いて来ます。

そんな時、自分一人で思い詰めてしまう前に「こうのとり相談

室」を訪れ、カウンセリングを受けたらいいと思います。周囲

の人に迷惑かけることもなく、治療に対しても前向きにチャレ

ンジできるのではないかと思います。是非皆さん、気楽に立ち

寄れる「こうのとり相談室」の扉を開けることを今の私はお勧

めしたいです。今度チャレンジする時は、肩の力を抜いて気持

ち新たに向き合えそうな私です。

Kさん

L e t t e r  f r o m

Yさん

L e t t e r  f r o m

てしまう箇所ではなおさらに泣き。そのうち理由は分からない

のですが、心の中に何かモヤモヤしたものが出て来てしまい、

それを取り除きたくて、無我夢中で3回も続けて読みました。

しかし心は揺さぶられたまま。体は日常の動きをしていても、

些細な事で不容易に涙が出て来たりと、明らかに情緒不安定な

状態になっていました。「これはおかしい、マズいな、私、ど

うしちゃったんだろ・・・」相談室へ予約をして話しを聞いて

もらう事にしました。

　ソファに座って温かい空気に包まれたら、モヤモヤだった感

情が言葉となって一気に出てきました。

　平気なフリをしていたけど、本当はすごく苦しかった。生理

が来るとがっかりして切なかったのにそんな自分の気持ちに蓋

をしていた。周囲の妊娠している人が本当にうらやましかっ

た。流産をして切なかった。望まなければ苦しくもならないけ

れどそれでもやっぱり望んでる。私はやっぱり赤ちゃんが欲し

いんだ！そして一番に気づいたことは、主人にそんな自分の気

持ちを、伝えて来なかったこと。

　泣くだけ泣いてすっきりした私は、その晩夫と話しをしまし

た。「そこまで２人目ができないことで辛い思いをしていると

は思わなかった。けど、これまでの切ない体験を見ていると無

理をさせたくない。今の3人の生活での幸せを大切にしなが

ら、次の子が出来たらさらにうれしい、くらいに思ってやって

いかないか」と夫に言われました。

　私と主人の間の「子供が欲しい度」には、少し温度差がある

ことはわかりましたが、それでも話しが出来て気持ちは落ち着

き、先が見えた気がしました。

　主人は私の体をとても気遣ってくれます。流産の辛さに涙す

る時は、いつも黙って側に居てくれました。私がいいなら、も

う一人望みたいと、あくまでも私主体で考えてくれています。

そんな優しい主人だからこそ、主人の子供を、もう一人、と思

う私です。

　このタイミングで『こうのとり相談室』という本と出逢えた

ことは、今の私にとっては、偶然の必然だったのだと思いま

す。もう少し、悔いの残らないように、頑張ってみようと思い

ます。私もですが、赤ちゃんが欲しい、と望む皆さんの願い

が、叶いますように…。



た。　辞める方向に気持ちが向くような時間にしたくて来たは

ずの相談室は、もやもやしていた気持ちがよけいに膨らんで不

機嫌ともいっていいような気持ちになりました。カウンセラー

さんは、「今日はここまでにして、来週にでもまたお話しま

しょう。あなたが知りたいと言われた、やめ時や他の方々の治

療体験が載っている相談室で出した本を是非読んでもらいた

い。今の時間で私はあなたのお役には立てなかったけれど、こ

の本からは、何かを感じてもらえると思うので」と言われまし

た。正直、不妊治療の本ならたくさん読んでるんだけど、なん

て思いながらもそれを購入し帰宅しました。

　目次から見始めて、気になる二人目不妊の項目から読み始め

ました。その後他も全部一気に読みました。本の中で一番に、

あぁと感じたのが、あるご主人の書かれたところで「不妊と

は、人生の時間を気にしながら動けないことにイライラしてい

る状態」という一文でした。ほかにも心打たれるお話がたくさ

んありました。カウンセラーさんが、私にこの本を読んでほし

いと言った意味がわかりました。それから私は、今の私の気持

ちを主人に何も話していないことに気づいたのです。早速主人

と話す時間をもうけて、治療に対してや子供の事、これからの

人生の事など色々話し合うことができました。そうしたとこ

ろ、主人から「そんなに考えて辛くなってまで、今やめな

きゃっていう結論を出さなきゃいけない時？」と言われ、はっ

としました。「結果が出て来ないことは辛いけど、あきらめた

くない自分もいる。やめる、やめないをもっと自然な形で決め

られる時がくるかもしれない。それまではもうちょっと続けて

みよう」こうして私はせっぱつまった気持ちから抜け出すこと

ができました。

　一週間後の予約の日、再度相談室へ行って私の気持ちの変化

をお話ししました。頑張ろうって胸張って言えるほどではない

けど、前向きな気持ちになれたこと。電話での報告も考えたけ

れど、直接会ってカウンセラーさんに伝えることで自分の気持

ちを固めたいなと思ったこと。そして『こうのとりの相談室』

を読んで感じたこと。悩みを抱えずに治療をうけている方はい

ないと思います。悩んでいる方にぜひこの本を読んでほしい、

悩みは人それぞれだと思いますが、誰かの心に寄り添う言葉が

この中にかならずある。苦しい気持ちで一杯になっても治療の

事は話せる人はなかなかいない。そんなときに助けになる本だ

と思ったと、お話ししました。少なくとも私は今この本を読め

たことは救いになりました。

　そんなことをお話して家に帰る車の中で、ふと４年前に卵巣

の手術を受けた時、産婦人科病棟だったので生まれたばかりの

赤ちゃんを見て、やっぱり私、赤ちゃんを産みたいなあ、と強

く思ったことを思い出しました。相談室を訪れる前には思い出

せなかったあの時の強い気持ちを、いまあらためて思い出せて

本当に良かった。どんな道かはわからないけど、前へ踏み出そ

う、一歩進むための糧になるものを今回いろいろ与えていただ

いたと思いました。

　治療をやめたい、苦しい気持ちで

いっぱいでした。でも、「やめていい

のかな、後悔しないのかな。自分のこ

となのに、どうしていいかわからない・・・誰か決めてよ！」

そんな気持ちになって相談室の予約を取りました。相談室へ

入って最初は、やめ時はいつなのか、体外受精の何回目ぐらい

でみなさんはあきらめているのか、そういったことを情報とし

て聞こうと思っていたのに、話し出したら体外受精を始めてか

ら思ってきたこと、心の中にためこんでいた感情が涙と一緒に

あふれだしてきました。

　体外受精を始めてもう２年、私には赤ちゃんは授からない様

な気がする。２人目がほしいなんて贅沢？。今幸せじゃないわ

けじゃないのに。何かたりないの？ううん全部持ってる。もう

やめたい。でも兄弟をつくってあげたい。主人も子供が大好き

なのに・・・支離滅裂な思考が1廻りも2廻りもしたころ、それ

までじっと黙って聞いていたカウンセラーさんは「それで、私

に何をしてほしい？私はあなたの何を手伝える？教えて」と言

いました。私は「とにかくスッキリしたい。これで決まり、と

いう気持ちで今日帰りたい。何か体に問題があって、それが原

因で妊娠が出来ないと言われた方が諦めらがつく。自分の体の

状態を知りたいです」続けても甲斐がない、この治療はもう難

しいね、そんな回答がほしかったのに、戻って来たカウンセ

ラーさんからは、今の私の状態は治療を継続していくのに特に

不具合はないと、看護師さんからの御返事として伝えられまし

 　私が不妊治療を始めたのは、ちょ

うど結婚して２年が経ったころでし

た。「自分は自然に妊娠する」たぶん殆ど全ての人が持ってい

る、確証のない自信を私も持っていました。なので、吉川先生

に「体外受精までしては子供はいりません。」と言ったことが

あります。フーナーテストで２回とも精子が見つかりませんで

したが、精液検査の結果は正常だったので人工授精から治療を

始めました。４回やっても妊娠には至らなかったので体外受精

に切り替えることにしました。

 体外受精の説明会は専門職でも１回で理解するのは至難の業

で、その後も「こうのとりの贈り物」を読んだり、スタッフに

質問したりしました。この頃には、最初に先生に言った言葉な

ど忘れていたと思います。しかし人間というものは、できない

となると何故か欲しい気持ちがどんどん大きくなるものです

ね。

 私は諏訪マタニティークリニックで助産師という仕事をして

います。正直言って子供が苦手です。驚かれる方も多いと思い

ますが、私たちの職種ではそんなに珍しくはないのです。で

は、何故子供が欲しいのか。それは夫が子供好きだからです。

子供好きな夫に自分の子供を抱かせてあげたいからです。どん

な顔をして抱くのか、見たいのです。「そんなことで、子供を

欲しいの？」邪道かもしれませんが、たぶんこういう人も中に

はいらっしゃると思います。

 １回目の治療で16個採卵できましたが、１個しか受精せず、

胚移植しましたが妊娠には至りませんでした。２回目からは顕

微授精となり受精率は上がりましたが、なかなか数値が出ませ

ん。体外受精を始める時「これで妊娠できる。あとは着床すれ

ばいいだけだから今までより簡単。きっと３回ぐらいででき

る」なんて、素人考えで挑んでいたので３回目で「出てない」

と言われた時には人知れず泣いた記憶があります。それでもな

んとか次の治療へトライしましたが、私の中での大きな山が５

回目でした。５回目もダメだった時、理性を失い感情を抑える

ことができなくなりました。私はそれまで誰にも治療について

「辛い」ということを言ったことがありませんでした。それ

は、自分が助産師であること、仕事の立場的に弱音を吐いては

いけないという変なプライドがあったのです。それ故に、周り

の目を気にせずに自分の思いをぶつけられるところ、それは相

談室しかありませんでした。「５回やっても、まったく数値が

出ない。ハードな仕事をしているから？このまま、同じ治療で

いいの？あと、何回こんなつらい思いをしないといけない

の？」カウンセラーさんは泣きじゃくりながら話す私の肩を抱

いて聞いてくれました。そして「吉川先生がなにも言わない限

り、今の治療を続ければいい。ベストなことをしているって信

じよう」と言ってくれました。もやもやしていたものがすっき

りしたのを覚えています。

 多分、こうのとり外来に通っておられる方は、妊婦さんをあ

まり見たくないと思います。中には「赤ちゃんも見たくない」

という方もおられると思います。私も体外受精を何度もしてい

くうちにそういう感情が湧いてきました。そんな感情を抱いて

いても、毎日妊婦さんと接し、お産とかかわり、赤ちゃんと接

するのが助産師としての私の日常。

 胚移植できない時、判定でダメだった時、その結果を聞いて

１分後には仕事に戻ります。すぐ産婦さんの腰さすりに入った

こともあります。「産婦さんは痛くて泣きそうだけど、私は子

供ができなくて泣きそう」妊婦さんがうらやましい、見たくな

い、でも大きなお腹にモニターをつけたり出産された方には

「おめでとうございます。よかったですね」と言わないといけ

ません。「毎日毎日何人もの人が妊娠したり、何人もの赤ちゃ

んが生まれるのに、なんで私の所には来てくれないんだろう」

と、ふとした時に思ったりもしました。

白衣を着ている時は大丈夫なのですが、一旦私服になると、感

情のコントロールが難しくなります。帰りの車で、ひたすら泣

いたことも何回もあります。

　そんな日々で、「なんで私は助産師なんだろう」と思ったり
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　きっかけは、相談室から出された

書籍『こうのとり相談室』を読んだ

ことでした。相談室から、本が出版

されると聞いていたので、早く読ませてもらいたいな、という

楽しみな気持ちと、ひょっとしたら自分にとって苦しいと感じ

ることがあるかも知れないという妙な予感がありました。

　私には子供が１人居ます。「もう１人欲しい」そう望んでか

ら６年の月日が過ぎました。１人目は結婚後何事もなく妊娠、

出産できましたが、その後は中期、初期と合わせて3回の流産

を繰り返し、最後の妊娠からは２年の時が経過していました。

でも私は、「焦らなくてもそのうち何とかなるだろう、いつか

授かるだろう」と漠然と思っていました。生理が来ればかなり

がっかりするくせに、「まだ大丈夫、辛くない、また今度頑張

ればいいさ」と自分自身に言い聞かせ、そして平気なフリをし

てきました。そんな時、『こうのとり相談室』を読みました。

　読んでいくうちに涙が溢れて止まらなくなり、自分と重なっ

したこともあります。妊婦さんや赤ちゃんから逃げられない自

分をどうすることもできない。でも不思議と「仕事を辞めよ

う」と思ったことは１度もありませんでした。それは、自分で

も不思議です。そんな思いをしながらも淡々と治療を繰り返

し、10回目に「反応が出てる」と吉川先生に言われました。妊

娠するために治療をしているのに、回数を重ねると変な感覚に

なり、「妊娠」というカテゴリーのランクがかなり低くなって

いってしまうのです。なので、この時も廊下で呼ばれるのを

待っていた時、目の前に先生の夏季休暇の日程が貼ってあった

ので、「よし、休みまでになんとかあと１回できるからお願い

しよう」なんて考えていたのです。なので「え？」っというの

が感想です。でも次の瞬間、勝手に涙が出てきました。先生の

前で泣いたのはこの時が初めてでした。そんな私に「でも、ま

だ分からないから」と一言。「分かってます、分かってます、

でも妊娠できることが分かってうれしいんです」と心の中で

言っていました。そして女の子を出産することができました。

それが今から５年前のことです。

　そして１年半後に２人目の治療を始めて３回目で値がでまし

た。１人目より早いとは思っていましたが、こんなにすぐでき

るとは・・・でも少し値が低く、どきどきしながら１週間後胎

嚢の確認に行きました。胎嚢はみえましたが、上の子の時より

明らかに小さかったので「だめかも」と思っていました。また

１週間後、順調なら赤ちゃんの心拍が確認できます。しかし嚢

の中にはなにも写りません。かなり時間をかけて確認して頂き

ましたが見えません。内診台の上で「こんな試練もあるんや」

と思っていました。　

　１人目は夫のためでしたが、２人目は私が欲しくて欲しくて

治療をしていました。子供が苦手な私も自分の子供を持つと、

子供のかわいさ、それまでに分からなかった感情が湧いてきま

した。多分それが「母性」なのだと思いますが、やっぱりこれ

は経験しないと分からない感情だなと思いました。なので、２

人目は１人目より痛切に、欲しいのです。「１人居るから、い

いじゃない」違うんです。１人居るから欲しいんです。あきら

められないんです。２人目の治療中、何度も「あきらめられた

ら、楽やのに」と思いましたが、「あきらめる」という言葉は

まったく浮かびませんでした。何年かかっても授かるつもりで

した。夫は１人目も２人目も、治療については多くを言いませ

んでした。「やりたいようにやればいい」と。やるからには

「協力する」という姿勢は変わりませんでした。

　そんなこんなで、２人目は３回の流産を経験しながら14回目

にようやく私のお腹に２人目の子供がやってきました。予想外

に１人目よりかかってしまいましたが、何回かかろうと、お腹

に来てくれた時がその子供のタイミングだったんだと思いま

す。

　１人目２人目共に産まれた時も当然うれしかったのですが、

先生に「妊娠してる」と言われた時のほうが、遥かにうれし

かった私です。妊娠は自分が頑張れる範囲が限られています。

でも、お産は自分がしっかり頑張ればいいものです。努力して

なんとかなるものより、努力してもなにしてもどうにもならな

いものを手に入れた時のほうが、私は嬉しかったんだと思いま

す。

　２人目を出産して間もなく、母がふと「姉兄の中で、一番お

前が根性があるわ」と言ってくれました。親もこれだけの時間

がかかるとは思っていなかったようです。根性もあるのかもし

れませんが、やっぱり、諏訪マタという施設があったことと、

吉川先生やスタッフが居たこと、職場の協力が得られたこと、

色々な条件が揃っての結果だったと思います。正直、自分がこ

このスタッフでなかったら、１人も授かっていなかったと思い

ます。だから私は本当にラッキーです。そして、治療中の全て

の方が抱いておられると思いますが、吉川先生への揺るぎない

信頼。信頼しているから、ずっとここで治療していけるので

す。

　不妊治療中の方が１人でも多くの赤ちゃんを授かりますよう

に、祈ってます。そして、安全に元気な赤ちゃんが産まれてく

るように、また、その後の育児のサポートをして応援し続けて

いきます。

てしまう箇所ではなおさらに泣き。そのうち理由は分からない

のですが、心の中に何かモヤモヤしたものが出て来てしまい、

それを取り除きたくて、無我夢中で3回も続けて読みました。

しかし心は揺さぶられたまま。体は日常の動きをしていても、

些細な事で不容易に涙が出て来たりと、明らかに情緒不安定な

状態になっていました。「これはおかしい、マズいな、私、ど

うしちゃったんだろ・・・」相談室へ予約をして話しを聞いて

もらう事にしました。

　ソファに座って温かい空気に包まれたら、モヤモヤだった感

情が言葉となって一気に出てきました。

　平気なフリをしていたけど、本当はすごく苦しかった。生理

が来るとがっかりして切なかったのにそんな自分の気持ちに蓋

をしていた。周囲の妊娠している人が本当にうらやましかっ

た。流産をして切なかった。望まなければ苦しくもならないけ

れどそれでもやっぱり望んでる。私はやっぱり赤ちゃんが欲し

いんだ！そして一番に気づいたことは、主人にそんな自分の気

持ちを、伝えて来なかったこと。

　泣くだけ泣いてすっきりした私は、その晩夫と話しをしまし

た。「そこまで２人目ができないことで辛い思いをしていると

は思わなかった。けど、これまでの切ない体験を見ていると無

理をさせたくない。今の3人の生活での幸せを大切にしなが

ら、次の子が出来たらさらにうれしい、くらいに思ってやって

いかないか」と夫に言われました。

　私と主人の間の「子供が欲しい度」には、少し温度差がある

ことはわかりましたが、それでも話しが出来て気持ちは落ち着

き、先が見えた気がしました。

　主人は私の体をとても気遣ってくれます。流産の辛さに涙す

る時は、いつも黙って側に居てくれました。私がいいなら、も

う一人望みたいと、あくまでも私主体で考えてくれています。

そんな優しい主人だからこそ、主人の子供を、もう一人、と思

う私です。

　このタイミングで『こうのとり相談室』という本と出逢えた

ことは、今の私にとっては、偶然の必然だったのだと思いま

す。もう少し、悔いの残らないように、頑張ってみようと思い

ます。私もですが、赤ちゃんが欲しい、と望む皆さんの願い

が、叶いますように…。



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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新しいスタッフを紹介します
　４月からこうのとり外来にお世話になります
高橋かおりと申します。今までは保育士として
12 年勤務しておりましたが、このたびカウンセ
ラーを目指して、資格を取得するための勉強に
通いながら、相談室業務のお手伝いをさせて頂
くことになりました。
　実は、私自身も吉川先生に治療をして頂いた
経緯があり、治療当時を振りかえれば、様々な
出来事や結果に一喜一憂をして過ごしておりました。今はその頃と治療
内容や院内の環境も変わっていますが、皆さんにこうのとりが訪れて欲
しいという気持ちで仕事をしている当院スタッフの熱意は変わりありま
せん。そんな先輩スタッフの仲間入りをして、一日も早く患者さん方の
お役に立てるように、これから頑張ってやっていきますので、どうぞよ
ろしくお願い致します。（第１相談室）

question
&

answer

Q&A
こんなことをお聞きください

Information

Information

採血待合室・第 2相談室ができました
　これまで注射を行っていた 2 診が採
血用待合室となりました。診察後に注
射の指示のある方、注射のみの来院の
方、採卵後 2 階から降りてこられた方
はそちらのお部屋でお待ち下さい。ま
た、待ち合いとしてご利用いただいて
いた応接室は、第 2相談室となります。
相談室をご利用になりたい方は、これ
まで通り第１相談室ポストにカルテを
入れて番号札をお持ちになってお待ち
下さい。なお、診察をお待ちになる場
合は、なるべく受付前、喫茶花水木な
どのスペースをご利用ください。

一般不妊治療（毎月第２火曜日） 5/10　6/7　7/5

体外受精（毎月第４火曜日） 5/24　6/21　7/19

不妊治療説明会　18:30～ ＠南館３F

受付および各書店にて 好評発売中
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採血待合室

第２相談室
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