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父の四十九日の法要の日が採卵日に当たってし
まい採卵を優先した私は、採卵に臨む待機室で
一人泣きながら父に手を合わせていた
　

　夫38歳、妻34歳、私たちが結婚した歳です。その後、すぐに

子どもが生まれていれば、今頃私は一児のいや二児の母くらい

になっていたかもしれません。しかし現実にはそううまく事は

運びませんでした。夫と私は知り合ってお付き合いしてから結

婚するまでが短く、結婚後は二人共しばらくは二人でもいい

ね、などと話していました。何より子どもは授かり物という意

識があって、普通に夫婦生活をしていればそのうち妊娠するだ

ろうと楽観的に考えていたからです。二度目の結婚記念日が過

ぎた頃、そろそろ家族が欲しいねと話し始め、本格的に子作り

に専念し出しました。

　基礎体温をつけ始め、タイミングを計りそれでもなかなか妊

娠できず、約半年後に初めて産婦人科病院を訪れました。先生

の指示のもとタイミングをとってきましたが、一向に妊娠する

気配がなく、二つ目の病院から人工授精へと進みました。初め

は人工的に妊娠させることに抵抗がありましたが、その方法で

子どもが授かるのならと、夫婦で協力し合いました。病院に通

い始めて約一年、ようやく自分は不妊なんだと自覚が出た頃に

は、人工授精の回数も10回を過ぎていました。ここまで回数が

増えたのも「次こそは必ず妊娠できる！」と信じて突き進んで

いたからだと思います。二人共、この頃であってもまだ妊娠に

関する知識に乏しく、私に至ってはちゃんと生理さえあれば、

閉経するまで妊娠はできるもの、とさえ思っていました。今思

えば、恥ずかしいくらいの無知だったと思います。

　三つ目の病院でいよいよ体外受精にすすむことにしました。

医学の力を借りて今度こそ妊娠できると信じていました。しか

し初めての体外受精の結果は陰性…それ以降は顕微授精に切り

替えてみましたが、全く陽性反定が出ず本当に落ち込みまし

た。陰性判定が出るたびに大泣きし、気持ちを切り替えて次の

採卵・移植に取り組むのですが、結果はまた陰性のくり返し。

自分の体が欠陥品ではないかと、何度責めたか分かりません。

　

　治療に通っている中、実父が重い病に倒れ看病のために一時

は病院通いを中断したこともありましたが、基本的には治療を

優先しました。それはひとえに、早く孫の顔を見せてあげたい

と思ったからです。しかし願いもむなしく父は他界してしまい

ました。それでも父の生まれ変わりが宿りますようにと治療を

続けましたが、ちょうど四十九日の法要の日が採卵日に当たっ

てしまい夫婦でとても悩みました。結局採卵を優先し、私は精

子を持って病院へ行き、法要には夫のみで出席という形を取り

ました。事情を知らない親戚からはきっと奇妙な目で見られた

ことと思います。母も夫も娘の不在の言い訳に苦労したことで

しょう。私も悲しくて悔しくて、採卵に臨む待機室で一人泣き

ながら父に手を合わせていました。しかし、非情にも結果は陰

性…これまでの苦労や願いが全く報われず、その後私はうつ病

のような状態になってしまいました。

　そしてその後諏訪マタニティークリニックを知り、通院に電

車で片道２時間半はかかるのですが、ここでダメだったらもう

子どもは諦めようと最後の砦に決めたのです。初めて院長先生

とお会いした時に「一緒にがんばりましょうね」とおっしゃっ

ていただき、とても励まされたことを覚えています。

　体外受精治療の説明会に参加した時はとても驚きました。約
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50組100名程の夫婦が参加していたからです。遠方からもたく

さん来院しているとは聞いていましたが、不妊に悩む夫婦がこ

れほど多いとは初めて知りました。吉川先生の説明は分かり易

く、医学分野で可能なこと不可能なことをハッキリと伝えて下

さったのでとても信頼できました。治療中は遠方から通うのは

大変なため、治療開始と同時に駅前のホテルをとり、約二週間

滞在してそこから通院していました。ホテルにこれほど長く宿

泊するのは人生初の体験でしたが、まさかその後、約二年もの

間治療の度にホテルに滞在するとは思いませんでした。　

　諏訪マタニティークリニックに転院して本当によかったと実

感したのは、１回目の治療で初めての陽性判定が出たことでし

た。今まではかすりもしなかったのでとても驚き嬉しかったで

す。でも残念ながら化学的妊娠となってしまいました。せっか

く妊娠できたというのにこんな結果になってしまってとても落

ち込みましたが、相談室でお話しした際「結果は残念だったけ

ど、妊娠する力があると分かってよかったね」とおっしゃって

頂き、ハッとしました。ようやくスタートラインに立てた気が

して泣けてきました。実際、その後の治療では受精率はほぼ

100％に近い確率で、３度目の移植でまた妊娠できましたが、

自宅で出血してしまい、トイレで血の塊を見た時は無念さで一

杯になり泣けてきました。その後ももう一度稽留流産を経験し

ました。

 妊娠すら出来なかった頃に比べて欲がでてきたのか、妊娠す

る力があっても流産してしまうと、違う意味で落ち込みます。

 次に妊娠した時はあの東日本大震災が起こった日。この時の

妊娠で初めて心拍を確認するところまで進む事ができました

が、またしても流産となってしまいました。それまでおなかで

生きて動いていたのに、突然成長が止まってしまった現実を知

らされた時の衝撃は、過去の流産経験時とは比較にならないも

のでした。入院中のため誰も側におらず、一人で受け止めなけ

ればならない現実に耐え切れず、看護師さんの前で大泣きして

しまいました。処置手術後に夫と一緒に電車で帰宅したのです

が、車内でも涙が止まらず精神的にも不安定になり、その後し

ばらく夜も眠れない日が続きました。

　それから夫婦で旅行をしたり温泉に行ったり、たくさん気分

転換をした後、また治療に再チャレンジしたのです。幸いにも

また妊娠でき、やっぱり今回も切迫流産で入院してしまいまし

た。前回のことが何度も頭をよぎり毎日不安で心配ではありま

したが、なんとか無事に育ってくれて、通院3年目にしてよう

やく諏訪マタニティークリニック卒業の日を迎えることが出来

ました。今は地元の病院に通院しており現在妊娠6ヶ月に入り

ます。ここまでこれたのも本当にあきらめなくてよかったとい

う思いに尽きます。吉川先生や院長先生はじめ、体調面で細や

かな支えとなってくださった看護師の皆様、精神面でいつも支

えてくださった相談室、その他挙げればキリがないですが、本

当に感謝の気持ちで一杯です。諏訪マタニティークリニックを

最後の治療の場に選んだことが、私たち夫婦の人生を変えてく

れました。本当にありがとうございました。そしてお世話にな

りました。いま私は41歳、高齢初産であり、高血圧ぎみであり

…リスクもあって心配は尽きないですが、出産したらそれが

ゴールではなく新たなスタートでもありますし、また違った心

配がつきまとうことでしょうね。でもそれが親になるというこ

とではないかと思います。今はただ、おなかの我が子が無事に

元気に生まれてきてくれることを祈るばかりです。
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先に妊娠した妹に、決して言ってはいけないと
封じ込めていた羨ましいという感情を、言葉に
出して泣かせてもらった

　前回の体外受精で化学的妊娠反応があり、妊娠できる可能性

があるのだとわかり今まで以上に期待していた今回。判定日に

は『反応が出てないねぇ。生理がきたら２日目に受診して下さ

い』と、またいつもの言葉を耳にしてしまった。妊娠反応が出

なかった時の落ち込みを最小限にするためのシミュレーション

をしてくる。パターンＡ～パターンＣのどれもが今回は全く通

用しなかった。駄目だ、這い上がれない、と感じた。その背景

には数日後に出産する妹の存在があった。

　実家の一室に所狭しと並んでいる質の良さそうなベビーグッ

ズ。子供が大好きで待ちに待った初孫の為に両親が買いそろえ

たそれらを見て、まるで私自身が出産するかのようなわくわく

した気持ちになった時もあった。しかし、判定前の微妙な心理

状態の時に母に言われた些細な一言『お前の時にも使えるよう

に、長持ちする良いものを買っておいたから。みんなで使い回

しすれば安いもんじゃん』が、とても痛かった。不妊症治療は

おろか体外受精までしていることを知らない両親なのだから、

私を傷つける気持ちなんて当然ながら全くないのだが、そんな

ことを充分わかっていても、それでも辛かった。

　

　実は妹も体外受精治療を受けていた。治療が思うようにいか

ない時は一緒に泣いたり、励まし合いながらやってきた一番の

理解者であり戦友。妹が妊娠したと聞いた時は心から嬉しかっ

たし、妹の私に対する優しい心遣いは変わらなかった。出産時

期が間近に迫っていての今回の残念な結果に、どんな思いで家

族、生まれてくる赤ちゃん、一番の理解者であった妹に接した

らよいのか。診察室を出てから徐々に不安になってきて、悲し

みが次から次へと押し寄せて、自分ひとり、取り残されていく

ようでどうしようもなくなってきた。このまま、ひとり泣きな

がら病院から出て日常生活に戻れば、きっと当り散らすに決

まっている。気持ちの整理はおろか失うものが多すぎる。だか

らといって次にどうやって進めば良いのかもわからないし、進

むのが良いのかさえわからない。自分が自分でなくなるようで、

何とも言いようがない気持ちで、ただ今回も妊娠できませんで

したと、一言誰かに吐き出したかったのか、やっとの思いで相

談室に入って行った。

　

　どれくらい、時間が経ったのか自分でもわからない。ただ言

葉を選ばずに話して、泣いて、話して。ふと我に返った時は、

自分の中にこんな一面もあるんだなと気づいたり。妹であろう

とも、先に妊娠出来たことは、羨ましいに決まっている。決し

て言ってはいけないと封じ込めていた、『羨ましい』という感

情を、言葉に出して泣かせてもらった。そして話し終えて相談

室をでた時、先程までとらわれていた妹の出産に関連した思い

は不思議と何もなくなり、次の生理が早く来ないかなと思う自

分がいて、それにとても驚いた。その３日後に、妹は約３０時

間の陣痛を乗り越えて無事に出産した。運よく出産直後、妹に

会うことができた。出産を終えたばかりの妹が『次は姉ちゃん

にバトンタッチ』と泣きながら言うので、私も泣きながら『バ

トンタッチ』と言った。目の前にいた赤ちゃんも、ただただ、

ほんとうに愛しかった。

　相談室に入って良かった。もし入ってなかったら妹にバトン

タッチと素直に言えなかった。妹に毎日赤ちゃんの写真を送っ

てね、と伝えたので遠慮なく写真つきメールが送られてくる。

かつての戦友からのメールが本当に待ち遠しい。そんな余裕の

ある自分に改めて驚く。

　…と、あれから約半年が過ぎ、私はもうじき妊娠７か月にな

る。妹からバトンタッチをされてから次の治療で妊娠反応が出

た。しかし妊娠５週目に出血してしまい、切迫流産で入院となっ

た。やっとの思いで授かった命なのに、今回もだめなのかなと、

また何ともやりきれない気持ちで相談室へ入った。

　以前「妊娠できなかった悲しみ」を受けとめてくれていた相

談室は、「妊婦の不安」を受けとめてくれる相談室に、変わっ

てくれた。とても心強い。とてもありがたい。頼ることがあま

り得意ではない私が、相談室には心置きなく頼れる。妊娠４か

月で仕事復帰、悪阻も治まって安定期になり順調に妊娠６か月

を過ごしていたが、ここにきてまた切迫早産で２週間の安静。

出産までは、きっと平坦な道ではないかもしれないな、と思い

つつも『大丈夫、ゆっくり無理せず、自分のペースで行こう。

人生は長い旅なのだから、楽しもう』そんな風に思える私が居

る。
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幸せを自分以外に与える事のほうが、より幸せを感じられるも

のなのかもしれません。

 「私自身から生み出される生きがいとは？」　本来治療とは関

係ないかのように思える事ですが、治療をやめてしまう事は、

私の中心を失う様でとても恐ろしく思えました。そして、『治

療をやめた自分＝生きがいのない自分』を考えて、心も体も動

けなくなっていきました。治療をやめたくない、そう思い私は

もっと距離的に近い病院に通ったらどうだろうとも考えまし

た。今諏訪マタニティークリニックに通うためには、朝 4 時に

起きて家事を済ませ、5 時 20 分に自宅を出発し、9 時 30 分に

諏訪マタニティークリニックに着いています。毎日の事ではな

いので、夫と子どもの協力を得てなんとかこなしていますが、

もっと近ければどんなに楽だろうと思うことも多々あります。

正直その距離に負けそうになってしまう気持ちもありますが、

「吉川先生は、毎日がんばっておられるのだから、私もがんば

らなくては」と、自分を奮い立たせています。距離だけ考えれば、

都内にも有名な不妊治療の病院は沢山あります。でも、都内の

病院で、診察のたびに違う先生に診ていただいたり、血液検査

のために何回も通ったり、半端でない長い待ち時間であったり、

それになにより、治療の悩みを超えて、自分の人生の悩みをも

相談できるカウンセラーは、諏訪マタニティークリニックにし

かおられません。受付の方たちに、お世話になることもしばし

ばです。

　ある時、関東に台風が上陸予定でした。午後は電車の運休が

予想されていました。いつもどおりに諏訪マタニティークリ

ニックに着き、いつもより少し早めに診察を終えることが出来

ました。けれどその後の血液検査でなかなか呼ばれません。や

きもきしながら待っていると順番がきて看護師さんに採血をし

ながら状況を話すと、会計に連絡してくださり、すぐに会計を

していただけました。そして受付の方にタクシーまで呼んで頂

き、タクシー会社にも私の乗りたい電車の時刻を告げて下さり、

タクシーもすぐ駆けつけてくれたのです。都内の病院で、一患

者のためにこんなに親身になってくれる事はないのではないか

と思います。その日私は自宅に向かう最後の電車に無事に乗り、

なんとか帰宅することが出来ました。あと 10 分遅ければ、私

はその日、自宅に戻ることはできませんでした。

　不妊治療をされている方の中には、血液検査の結果を事細か

く知って、インターネット上で相談している方を見たりします

が、私は、素人がいくら調べてもたかが知れていると思うので

す。専門的なことは先生にお任せして、私たち素人に出来るこ

とは、自分にしか出来ない自分の健康管理、規則正しい生活を

したり、栄養のある食事をしたり、沢山笑いあったり、そうい

う事のような気がします。長い間治療を続けてきて、これが私

の見つけ出した治療に対する姿勢となっています。ですから、

初めての病院でまたその病院との付き合い方を探るのも、とて
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治療を続けることは、現在の私の生きがいであ
り、希望であり、子供を失った悲しみとのバラ
ンスを保つ唯一の手段である

　私は現在第二子を切望し、諏訪マタニティークリニックでの

体外受精治療をしています。平成 18年には、吉川先生、根津

先生、そして、カウンセラーの渡辺さんなどさまざまな方の

お力をお借りして、元気なわが子をこの手に抱くことが出来ま

した。今では、何回体外受精をしたのか数えるのも止めてしま

いましたが、今年40才になった事、そして通院距離等を考慮し

て、どんな結果であれ、今年を最後に治療を卒業しなければと、

考えていました。吉川先生の夏休み前最後の治療で、採卵出来

なかった事を知り、多少の落ち込みはありましたが、そういう

時もあると自分に言い聞かせ気持ちを切り替え暑い夏を迎えま

した。

　採卵が出来なかった日から、一週間ほどたって通常の生理と

違う出血が 10 日ほど続きました。地元の病院で診ていただく

と、生理ではなくホルモンバランスの乱れによる不正出血との

事でした。後日、お休みから戻られた吉川先生に伺ったところ、

『それは、生理だよ』と言われたのですが、その時の私は、ホ

ルモンバランスの乱れと言われた事がなぜかとてもショックで

した。年内で治療をやめると決断したのに「採卵も出来ない」、

「生理も来ない」、「治療をするステージにも上がれない」こん

な状態の自分がとても情けなくなりました。そして、何一つま

ともに出来ない私の存在価値って何だろうと、感じるように

なったのです。私の存在価値そして治療、今まで私の中で直接

結びついていなかった問題が結びつき、私は出口のない迷路に

引き込まれていきました。

　じっくり考えていく中で、私の心の中心には「不妊治療」が

大きな割合を占めている事に気づきました。また治療が私に

とって「生きがい」に匹敵するものとなっている事もわかりま

した。そして、今まで治療を中心に生活していた私にとって、

治療をやめた後の「生きがい」が、具体的に想像出来ませんで

した。治療と同じように、「生きがい」と感じられるもの、思

いつきません。切望して得た子供の成長を「生きがい」に生き

ていけばいいじゃないかと思われるかもしれませんがしかし、

自分以外から与えてもらった「生きがい」では、なぜか私は自

分が幸せだと心から思えないのです。夫や子供の幸せのみを自

分の「生きがい」とする私ではなく、私が自分で自分の中から

生み出せる「生きがい＝幸せ」でなければ、生殖時期を終了し

人生を終えるまでの長い期間もたないような気がするのです。

もしかすると人間は、与えられる幸せより、自分が生み出した
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子供を諦めきれず心残りと悔いだけが残って暮
れかけた私の人生に、諏訪マタニティークリ
ニックが手をさし伸べてくれた

　私が諏訪マタニティークリニックにお世話になる事になった

のは、勘違いで掛けてしまった一本の電話からでした。人の人

生というのは何がきっかけで変わるかわからない、という私の

体験をみなさんに聞いて頂きたいと思い原稿を書かせて頂くこ

とにしました。

　

　39歳という晩婚であった為、子供の事はほとんど諦めていま

したが、41歳で自然妊娠した時は驚きと嬉しさと信じられない

と言う気持ちで、しばらくは幸せの余韻に浸っていました。し

かしそれから二週間後、初期の稽流流産となってしまい、その

後も42歳、43歳と二年続けて自然妊娠しましたが、全て同じ流

産でした。43歳、三度目の妊娠の時には周りの人たちから「三

度目の正直って諺があるでしょ！今度こそは絶対大丈夫よ」と

言われましたが、私の場合は「二度ある事は三度ある」こちら

もおっくうな気がしてしまいます。色々考えて突き詰めていく

と、やはり私は諏訪マタニティークリニックで治療を受けたい

と、強く感じました。そう思いつつ、年内で治療をやめると自

分で決めたことを、守らなくてもいいのだろうかとも悩んでい

ました。そして、どうしようもなくなった私は、渡辺さんにす

がるおもいで、カウンセリングの予約をしました。不思議なも

ので、カウンセリングの予約をしただけで、少し心が軽くなり

ました。カウンセリング予定日の二日前には、生理が来てなん

となく心も体も落ち着いてきました。これなら渡辺さんにお時

間をいただかなくても、時間と共に何とかなるかもしれないと

思いながらカウンセリングの日を迎えました。そんな気持ちで

いたはずなのに、私は相談室に入るや否や、渡辺さんの顔を見

た途端に涙ぐんでいました。

　

　渡辺さんに、今までの事を話しました。そして、話していく

中で、私自身がなぜこんなにも治療を続けたいと思っているの

かというもうひとつの理由にも気づきました。私たち夫婦には、

現在笑顔をくれる一人娘の前に二人の子供がいました。その子

たちは、産声を上げることなく 21週で、私たち夫婦の元から

神様の下に召されていきました。治療をやめる時期が具体的に

なると、なぜか、私はその子供たちを思いふさぎ込む時間が増

えていきました。些細な事で、子供を失った時の自分に戻って

しまい、悲しみに心を支配されてしまうのです。一人手元にい

るのに贅沢だと思われるかもしれませんが、手元にいない子供

たちのことを思わない日はありません。寒くなれば、あの子た

ちは寒くないだろうか、そして、なにもしてあげられないこと

を申し訳なく思うのです。そんな時私は、自分に言い聞かせま

す。「人生にもしもはないのだ、仕方のないことだったのだ

と・・・」そして、その悲しみの気持ちを心の奥深くにそっと

静めるのです。けれど、不思議とそんな気持ちの中でも、「まだ、

治療を続けているのだから・・・」と思うと、沈んだ気持ちに、

暖かい希望の光が満ちてくるのを感じ取り、子供を失った悲し

みから自分を保てるのです。私は、渡辺さんと話す事により、

治療を続けることは、現在の私の生きがいであり、希望であり、

子供を失った悲しみとのバランスを保つ唯一の手段であるとい

うことに改めて気づきました。

　今年いっぱいで治療を卒業しようと思っていましたが、吉川

先生の夏休み中考え抜いた結果、私の治療のやめ時は、今では

ないとわかりました。そして吉川先生の夏休み明け、私はまた

治療を再開しました。もう少し、治療を続けられる事を主人に

感謝しながら、第 2 の人生の始まりを、心穏やかに迎えられる

よう「私の生きがい」を探していきたいと思っています。
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の諺の方に該当してしまいました。何故私は母親にさせてもら

えないのか？どうして私ばかりに不幸がやってくるのか？赤

ちゃんを抱いている女性や妊婦さんを見ると目をそらし、嫉妬

と悔しさでとても醜い心を持ってしまう自分がいました。そん

な私に夫は「子供が欲しくてお前と結婚したわけじゃない、い

なければいないでいいじゃないか。子供の事は無理しないで。

夫婦二人でも十分だから」そう言ってくれました。けれど、そ

んなことを言ってくれる夫だからこそ、彼の子どもが欲しい

私。その言葉に再度自分を奮い立たせこの手に抱くまでは流産

なんてもう怖くない！ありとあらゆる事をしよう、そう決めま

した。

　

　三回流産をしたという事で、都内の大学病院を紹介され不育

症の検査を受けました。結果は抗リン脂質抗体症候群いうもの

でした。バファリンやその他の薬を飲みながら子作りし、妊娠

した時点で、自己注射に切替えて出産迄続けていくという治療

法でした。担当医からは、「薬がなくなった時、または妊娠し

たら来て下さい」そう言われました。流産の原因、治療法も判

りあとは、また妊娠に繋がるように頑張っていくだけなのに、

大量の数ヶ月分の薬を貰って帰る途中、何故か孤独感と虚しさ

で心がしっくりしていない私でした。これしか方法はないのだ

ろうか？薬漬けの身体で大丈夫なのか？ものすごい抵抗があり

ましたがそんな事を言っても何も始まりませんし、お医者さん

には質問すら出来る雰囲気ではなかったため、早く次の妊娠に

繋げる為にも出された薬を飲み続けるしかありませんでした。

するとどうでしょう、しばらくしたら私の腕や足にあざが出来

はじめたのです。薬の副作用でした。すぐにその薬の服用を止

め病院を変えました。そこの院長先生はこれまでの私の経緯を

聞いて「あなたは妊娠出来るが、出産はできない。まあ、マラ

ソンで言うシード権を持っているようなもんだね」と笑って言

いました。もう、この歳になると誰に何を言われてもその手の

話題はさらっと返せる自信はあったのですが、ここの時はさす

がにグッサリくるものがありました。やさしい言葉をかけてく

れとは言いませんが、ただただ傷つけないで下さいと、ビクビ

クするようになっていきました。自然妊娠に見切りをつけて、

体外受精で有名な都内のクリニックへ転院し、そこでの初診で

院長先生からはこんな言葉を言われました。「あなたは高齢だ

から、三回体外受精をして駄目だったらそれで終わりです。お

金と時間の無駄です。」大きな声ではっきりそう言われまし

た。確かに高齢です、認めます、沢山患者さんを抱えていて望

みの少ない患者に時間を掛けるのも勿体無いとは思います。け

れど、はい、三回で終わり！といきなり言われて、はい、分か

りましたとはとても言えませんでした。しかし、「三回でも

やってもらえるなら、有り難いと思おう」私はその三回にすが
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親とは、親の病気、行方不明、離婚などいろいろな
事情により家庭でくらせなくなった子どもたちを、
自分の家庭に迎え入れて養育する人のことを言いま

す。里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親になること
を希望する方に子どもの養育をお願いする制度として、昭
和 23 年から実施されています。現在約 2800 人の里親が約
3800 人の子どもたちと一緒に生活しています。

里親になるには
特別な資格は必要ありませんが、都道府県などが実施する
養育里親研修を修了し、養育里親名簿に登録された者で
あって、次の要件を満たしていなければなりません。
○ 心身ともに健全であること
○ こどもの養育についての理解や熱意と愛情を持ってい
ること
○ 経済的に困窮していないこと
○ こどもの養育に関し虐待などの問題がないこと
○ 同居人に、虐待などの欠格事由の該当者がいないこと

里親になるために必要な手続き
① 相談
里親になりたい方、里親についてしりたい方は各自治体の
児童相談所にご相談下さい。（民間での運営機関もあるの

で、そちらはネットで検索）
② 申請書提出
最寄りの児童相談所に申請書を出しますと、児童相談所に
よる家庭訪問などの調査や先輩里親のアドバイスを受けた
りします。
③ 研修
その間、児童養護施設や乳児院等の訪問、里親制度に関す
る説明等の研修を受講していただくことになります。
④ 調査・認定
児童福祉審議会などでの審議を経て、知事あるいは市長の
認定により里親として登録されます。
⑤ 養育の開始
里親の家庭の状況や希望などを考慮し、児童相談所が養育
をお願いします。

　今回投稿していただいた原稿に、里親さんになって、お
子さんを迎えた方がいらっしゃいました。この方の他にも、
相談室での相談を経て里親になられた方もいらっしゃいま
す。世の中にはいろいろな事情で親元で育つことのできな
いお子さんが大勢いらっしゃいます。そんなことで今回の
相談室メッセージ tea　time コーナーでは里親についての
情報を一部提供しました。もっと詳しくお知りになりたい
方は相談室までおいでください。

tea time
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りました。二度の採卵結果は変性卵。加齢に伴い卵の質が落ち

ているという説明で「これじゃ、いくら頑張ったって自然妊娠

なんてするわけなかった。お医者さんの力を借りたって難しい

状態だったんだから」と納得し、しかし最後の三回目も同じよ

うな結果に終りました。「三回だけとは言わずに、もう少し猶

予を下さい。納得できるまで、どうか治療を受けさせて下さ

い」本当はそう言いたかった・・・けれど言えませんでした。

自分であきらめがつくまで挑戦させてもらえる所、私を受け入

れてくれる場所はないものか、その日から私は一心不乱にパソ

コンに向かい、不妊に関する情報を集めまくりました。

　そんなある日有名な不妊治療をしている地方の病院の院長先

生が都内で個人的にカウンセリングをしてくれるということが

書いてあるページがありました。今の自分の現状を聞いて欲し

い、話しがしたい！そう思い予約を取ろうと電話した先が、何

をどう見間違えたのか、その病院ではなくて、なんと諏訪マタ

ニティークリニックだったのです。電話に出られた受付の方に

「当院ではそのような事はやっておりません」と言われ、その

時初めて間違い電話だったことに気づき、慌てて申し訳ありま

せんでしたお詫びをし電話を切ろうとした時、「Nさんはおい

くつですか？排卵はしていますか？」と聞かれ自分の状況を素

直に答えました。そうすると受付の方が「少しお待ちくださ

い」と言ってカウンセラーさんにお電話を繋いで下さったので

す。「Nさん、どんなご相談でお電話下さったのでしょうか。

短い時間になってしまうけれど、よろしければお話伺います

よ」そう言って私の話を聞いてくださいました。そしてその後

「Nさんのご年齢が治療をお断りするギリギリのところなので

お力になれるかどうかわかりませんが、今お話しになられたこ

とをメールで送って下さい。先生方と相談させて頂きます」そ

う言ってもらいました。私のおっちょこちょいから始まったこ

とだったのにも関わらず、思いもかけない展開になりました。

電話を切ったあとしばらく興奮して受話器を握っていた私でし

た。

　

　早速送らせて頂いたメールには「ご都合のいい時に一度ご来

院下さい」とのお返事、その数日後には早速諏訪へ向かってい

ました。諏訪マタニティークリニックに着くや否や、そこに溢

れていた患者さんの多さにビックリ。それなのに受付の職員の

方たちの応対がとても感じが良く、今まで通っていた病院とは

まるで違い、ここは「人の温かみ」を感じる医療施設だと思い

ました。お電話でお話しを聞いて下さったカウンセラーさんの

いらっしゃる相談室へ案内して頂き、改めてこれまでの私の治

療経過についてお話しを聞いて頂きました。「結果はどうあ

れ、ご自身の人生に悔いなくけじめをつけるための最後の砦の

施設が当院ということなのですね。よくわかりました。それで

したらどうぞ通って下さい。メールを読ませて頂いた担当医か

らもそう返事をもらっておりますから」思いもよらぬ言葉でし

た。えっ？耳を疑いました。この病院が私を受け入れてくれ

る？！この年齢で新たに診てくれる病院なんて日本中絶対どこ

にもない。通院する距離なんて、もうどうでもよくなりまし

た。私の人生は救われた、心からそう思いました。

　

　たまたま伺ったその日が丁度、生理周期２日目と言う事で吉

川先生に診て頂く事が出来ました。相談だけのつもりで伺った

のに、まさか診察まで出来るなんて、と驚きながら受けた診察

で、吉川先生に抗リン脂質抗体症候群との診断となった血液検

査結果表を見て頂いたところ「うーん、この数値ではそうは思

わない」とおしゃいました。そして、「体外受精治療でいいん

ですよね？では説明会受講後の生理9日目に又来てください。

お願いします」と言われました。

そこにはこれまでの病院で受けたようなきつく傷つけられる言

葉など一切なく、一刻でも早く先が見えるように協力しますよ

という吉川先生の温かな想いが伝わりました。もうこの先生し

かいない、そう強く思いました。子供を諦めきれず、心残りと

悔いだけが残ってしまいそうに暮れかけた私の人生に、諏訪マ

タニティークリニックが手をさし伸べてくれました。

　あの日から早二年、今現在有り難い事に、まだ自力で生理が

来ています。卵は採れたり採れなかったり、採れても質が悪く

移植までいったのはたったの一回だけですが、卵がまだ一つだ

けでも採れるのは御の字と思っています。二年の内で生理が

数ヶ月止まってしまい病院に通えない事がありました。更年期

に入ってしまったんだろうな、いよいよか、と覚悟をし、渡辺

さんに「ずっと生理がきません、いずれご挨拶に伺います」そ
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のような内容のメールをしました。すると「一度、診察に来て

ください。吉川先生に話してありますので」とお返事を頂きま

した。何故かこのメールを見た瞬間、その短い文面の中です

が、こんな私を待っていてくれると、ほっとしました。その矢

先に生理がきました。自分の体の事ながら一体どうなっている

のかわけが解りませんが、たぶんメールを貰ってほっとしたん

だと思います。関係がないかも知れませんがほっとしたことは

事実です。高い治療技術のみならずこんな風に気持ちを受け止

めてもらえるなんて、患者にとってはどれほど救われ、勇気づ

けられる大きな存在か。

　以前の私では現実逃避の気持ちから絶対に考えられなかっ

た、「諦める勇気」でさえも最近は出てきて、心の整理が徐々

につきはじめています。私は、診察に病院に伺いつつ、諏訪マ

タニティークリニックでは心の治療もしていただいていると

思っております。結果が良くなくても相談室で会話をして気持

ちを切り替え、列車の中の数時間で、窓の景色をぼーっと見な

がらゆっくりと自分と向き合い考える。私の幕引き、たぶんそ

う遠くはない諏訪マタニティークリニック卒業のために、それ

は貴重な時間です。そしてつい最近、卵が数ヶ月採れなかった

ら終わりにしよう！という「実質的終わりの日」を掲げる事が

できました。

　ただ一つだけ心配があります。それは吉川先生の事です。年

二回のお休み以外、全力投球で一生懸命に私たち患者の為に向

き合ってくださり本当に感謝しています。一人でも多くの患者

さんに子供を授けてあげたいと思って下さっている事がよく伝

わります。ただ、先生が倒れてしまったら、このこうのとり外

来の私たちは誰を頼ったらいいか路頭に迷ってしまいます。先

生あっての私たちの赤ちゃんなのです。無理しないで下さい。

お願いします。神様に願っても子供は授かりませんが、吉川先

生は神でもなし得ないことを私たちしてくださる大きな存在な

のです。いつも有難うございます。お体ご自愛下さい。私も残

された時間、悔いの無いようにやらせて頂きます。

余談

　今年に入ってから、私の通院手段である特急電車「あずさ」

が、人身事故や悪天候のせいで運休になったり、遅れたりと足

留めになる事が立て続けに起りました。９日目の診察の為始発

に乗り込み、休診日体制の為診察は11時迄です。余裕で間に合

うとホッとして発車を待っていると管内で人身事故があり遅れ

るとのアナウンスが。「なんでこんな時に・・・」もうイライ

ラしながら待たされ、約１時間近く遅れて動きました。結局、

10時40分頃上諏訪駅に着き、タクシーを飛ばし病院に着いたの

が11時ちょうどでした。スリッパも履かずに、玄関からドタド

タともの凄い勢いで滑り込み診察券を差し出しなんとか間に合

う事ができました。そしてその２日後、卵が小さかった為再診

となり、また下諏訪へ向かう事になりました。仕事がどうして

も休めず、早退して、17時前には病院に到着出来るはずだった

14時発に乗る為駅に向かうと、またもや人身事故で乗るはずの

あずさが動いていません。それに乗れないと病院には17時には

着けません。その日診察は受けられませんでした。ショックで

ホームから病院に電話を入れ、泣く泣く家路に着きました。そ

して次の日、まだ排卵してない事を祈りながら一か八か始発に

乗って、無事病院に到着しました。また、こんなこともありま

した。長野県に地震があり、電車はいつ動くか解らないとの

事。私だけならいざしも、その日は夫と一緒。何日も滞在とい

うわけにはいきません。相談室で相談にのって頂き、職員の方

に高速バスの手配をして頂きました。電車が動いていない為、

バスは満員でしたがすばやい手配のお陰で予約が取れ安心して

帰れました。そこまでしていただけて、本当に助かりました。

有り難かったです。今の私は、貴重な治療を一回でも逃すわけ

には行かないので大事な日の前日や台風等天候に影響が出そう

な時は、必ずビジネスホテルに前泊し、当日は朝一番に診察を

受けて帰る事にしました。それが１番確実です。イライラ、ヒ

ヤヒヤしないで済みますから。本当につくづく子供の事が決着

するまで下諏訪に住みたい！！と心から思った出来事でした。

ちなみに後に笑い話になったのですが、この一件の後、主人が

ふざけて、もし今回子供が授かったら、名前は「あずさ」にし

ようと言った時、笑えずに顔面をグーで叩いてやろうと思いま

した。　
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睾丸ガンを乗り越えての不妊治療、そして里子
を迎えた私たち

〈前兆〉
　平成７年１月、この年の風邪はいつになく長引いていました。

30 歳を過ぎ少しずつ体も変調気味なのかと思っていました。

スキー場の仕事は忙しく、なかなか休む暇もなく栄養ドリンク

と風邪薬の毎日がしばらく続きました。それにしても気が晴れ

ない、まあ春になって暖かくなれば調子も戻るだろうと漠然と

考えていました。６月、会社の健康診断がありすべてが正常と

いう結果。気が晴れないのは気持ちの持ちようだと思い込んで

しまいました。しかし、これが失敗の大きな原因であったと思

います。それから体は危険信号を出し続けるのですが、検査が

正常だからと高をくくっていました。

〈入院〉
　９月、恐ろしいほどの眠気と今まで感じたことの無い疲労感、

胸の奥の方から内臓が出てくるような咳と痰、良く見ると血が

混じっていました。貧血の様な感覚と視野が異常に狭くなり、

これは一大事と仕事を休みいつも診察してもらう近くの医院を

受診しました。「肺に影があるけれど肺炎かカビの可能性もあ

ります。大きな病院で再検査しましょう」と優しい口調で近く

の病院を紹介してくれました。その時先生は私の状況はもう手

遅れだとわかっていたそうです。

　次の日、検査結果を持って病院に行くと大した説明もないの

に即刻重病人扱い。その後大学付属病院へ移り、そこの医師に

初めて「あなたはガンです」と言われ、自分では何が起こった

のか、ここはどこなのか、先生の説明の声が 100m ぐらい先か

らかすかに聞こえてくるような放心状態になっていました。具

合の悪さと気持ちの整理がつかない中で「奥さんか彼女はいま

すか ?」「家族以外で入院を知らせる方は？」「抗がん剤は精巣

に重く作用するので通常は１カ月ほど精子をためてから治療に

入るのですが T さんの場合はすぐに治療になりますのでお子

さんは諦めて下さい」と、今思えばとてつもなく重大なことを

告げられていたのにまったく何も考えず治療に入っていってし

まいました。転院して次の日に手術、傷が治る前に抗がん剤の

治療がはじまりました。

　それから６カ月抗がん剤は容赦なく私の体を蝕み、生死の境

を彷徨うまでになり、ついには呼吸困難を起こし死にかけた日

もありました。その時点で私が生きられる可能性はほとんどあ

りませんでした。抗がん剤でボロボロの体と衰弱した精神の中

「このままではガンで死ぬのではなく、抗がん剤に殺される」

と思い自宅療養を希望し病院を後にしました。そんな死の淵に

いた私だったのですが、民間の新免疫療法や温泉療養などによ

り奇跡的に命をつなぐことができました。その間およそ２年、

ガンの進行は止まり自分でもこれでしばらくは生きられると思

えるようになりました。私は本当に幸運だったと思います。

〈社会復帰〉
　会社の理解もあり座業から会社復帰することができました

が、また再発するのではないかとの不安な気持ちはその後も

ずっと続いていました。それから数年が過ぎ、体力的にも気持

ち的にも落ち着きを取り戻してきた時期に現在の妻との出会い

がありました。自分の過去、現在の状況を隠さず話したところ、

私のことを理解してくれて妻と結婚することができました。生

きることすら叶わないと思っていた自分を理解してくれる人が

現れるとは夢にも思っていませんでした。生きていて良かった

と思える瞬間でした。

〈不妊治療〉
　結婚して５年、妊娠の兆候すらみられないことから本格的に

検査をしようということになりました。大学病院で言われた「子

供は諦めて下さい」この一言が重く頭の中をめぐりました。自

分もここまで元気になれたのだから、と淡い期待もありました。

二人で話した結果、諏訪マタニティークリニックで検査と治療

をお願いしようと決心しました。まずは自分に「可能性が 1%

でもあるなら体外受精をしてみたい」これが最初に出た結論で

した。私たちの場合は私（男性）側に問題があるため最初に精

子の検査をしましたが、残念ながら精子は存在しませんでした。

次の段階は睾丸（精巣）から直接細胞をとる方法です。検査の

結果、可能性が０ではないといわれ、少ない期待ではありまし

たが挑戦だけはしてみたいと思いました。それと同時に里親に

ついても進めていくことにしました。児童相談所のことを調べ

たり、担当の方にも現在不妊治療をしていることを伝えて少し

ずつ動き出しました。私たち夫婦の場合子どもを持つための不

妊治療としての選択肢は「私の父の精子を使う」「AID」があ

りました。妻に相談する前、私的には大きく気持ちを決めてい

ました。まず第１に妻の意見を最大限尊重したい。私以外の精

子だった場合、妻の遺伝子のことのみを考える。妻の強い希望

がない限り AID や他人の精子、父の精子は使わない。どうし

ても私以外の精子を希望したら父にお願いする。基本的に他人

の精子は考えられませんでした。それにこの時すでに里親にな

る決心はかなりできていたと思います。子供に恵まれないなら

せめて困っている子供の役に立てればとい言う気持ちと、親に

NLetter from
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なるのではなく親にしてもらうという言葉が頭をめぐりまし

た。そんな気持ちを妻に伝えると不思議なことに妻もほとんど

同じ考えでした。これでどんな結果であろうとすべて受け入れ

うまくやっていけると確信しました。まずは私の精巣の状態を

確認する検査を受け、結果が良ければ体外受精をということに

しました。検査の結果、可能性はあるとでました。妻と相談し、

まずは１度睾丸から細胞を取ることを選択しました。この治療

は体外受精を前提としているため妻にも相当に負担がかかりま

した。結果は細胞が見つからず終了。一度期待が高まってから

の悪い結果に相当のショックを受けました。そのショックから

１度では諦めきれず２度目を選択しました。私の場合、睾丸が

１つしかないので２回が限界とわかりましたがなぜか１度目よ

り冷静で、これでだめなら気持ちよく治療をやめられるという

感覚でした。

　２度目の結果も細胞はなし。数か月にわたる不妊治療は終了

となりました。とてもがっかりはしているのですが、新たな選

択、里親のことで違った期待に胸を膨らませ始めました。渡辺

さんになぜ他人の精子は選択肢に入らなかったのか、と問われ

て少し考えてみました。「妻に私以外の精子で妊娠出産してほ

しくなかった」という感じかと思います。また、妻の考えもほ

ぼ同じで、「私の子供以外を産むつもりがなかった」と言って

くれました。

〈里親〉
　里親と一言で言ってもその道は様々で、大きくは一般的な里

親・養育里親、養子縁組を目的とした特別養子縁組里親に分か

れます。各都道府県の行政や NPO、里親会などがその任を担っ

ていて、住所のある地域で希望する場合や、地域を超えて子供

との出会いを求める場合など調べるとその道は多種多様です。

それもつまり里子となる子どもたちは 10 人いれば 10 の違った

事情があり正解はなかなか見つからないということです。私た

ちはまず地域の児童相談所を訪ねました。私たちの県の場合、

法律の改正に伴い養育里親は指定された研修を受けないと認定

されないのですが、特別養子縁組里親の場合は法律の縛りはな

いができるだけ同じ研修を受けてからという説明を受けまし

た。不妊治療と同時期に一部研修を受けていましたが、不妊治

療を終了し正式に里親になりたい旨を伝えました。特別養子に

なりうる里子はそんなに簡単に見つからないといわれていまし

たので、講義形式の研修を修了しその後ゆっくり乳児院や養護

施設の実地研修をと考えていたところ、思いがけず里親認定が

決定したと連絡をいただきました。急いで実地研修の手配をと

思っていたところ、さらに偶然里子の話をいただきました。私

たちの認定を待っていたかのようなうれしい話にどんな子だろ

う？私たちは親になれるのだろうか？わくわく半分、不安半分

の複雑な気持ちでした。まだ心がしっかり決まっていなかった

突然のお話しで正直動揺はありました。

〈息子との出会い〉
　大まかなお話を聞きとにかくその子に会いたいと、数日後息

子との面会をしました。初めて訪れる乳児院、里子となるかも

しれない子供、少し緊張しました。小さな小さなその子を見て

とにかく「かわいい」の一言でした。看護師さんのお話を聞き

ながら、妻と代わる代わる子供を抱いたりあやしたり、１時間

ほどの時間はあっという間でした。初めて会う息子がちょっと

笑ってくれた時には本当にうれしくてこのまま連れて帰りたい

と思いました。いったん家に帰り私の父母とも相談し、正式に

息子を迎えようと決めました。

　生まれてくるかも知れない子供も、施設から家にくる子供も

「どちらも変わりはない」そんな強い気持ちがありました。ど

ちらにしても全力で親になる覚悟をしていたと思います。その

後すぐに手続きに入り、息子が正式に我が家にやってきました。

短い準備期間でしたが息子を迎え入れることができ、本当に心

の底から感動しました。

〈息子との生活〉
　息子が来て家族の生活は充実感にあふれています。寝不足や

疲れなどは彼の笑顔で吹っ飛びます。子育て初心者ですが、周

りのみなさんに支えられすくすくと成長しています。

　準備期間が少なかったので、現在は積極的に研修会や里親サ

ロンなどに参加をしたり、親戚や地域のみなさんに包み隠さず

紹介したり、息子にはたくさんのお父さんお母さん、おじいちゃ

んおばあちゃん、お兄さんお姉さん、弟妹がいます。買い物に

行ったときなど見知らぬ方から良く声を掛けられます。「お父

さんに似ているね」「お母さん似かな」ちょっとうれしくなる

瞬間です。

　大きな病気もなく、最近はつかまり立ちから伝い歩き、ハイ

ハイのスピードも上がりちょっと目を離すと危険がいっぱいの

状態です。良く遊んで良く食べて（飲んで）良く眠り良く笑い

良く泣きます。周りの方から聞くところによると、とてもおり

こうで男の子にしては楽な方だということです。まあ、やんちゃ

はこれからかもしれませんが。これから息子がどんな風に成長

するのか、また私たちがどのように成長させてもらえるのか、

一緒にがんばっていこうと思います。



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
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はなしてくれてありがとう
　どんなに苦しく辛い思いをしていても、前向きに、真摯にそれぞれの人
生に立ち向かっている患者さんたち。どれほどの勇気や温かい気持ちを、
患者さん方から私自身がいただいてきたかしれません。不妊治療をしてい
る方だけではなく、すべての方の人生に通じるなにかが、ここにはあるの
では、と思います。
　お手にとって頂ければ幸いです。

刊行に寄せてより
　患者さんにとって、病院に通い治療を受けることは人生においても重要
な問題です。その一人一人の人生の問題、そしてこころに寄り添い、〝ひ
と〟として患者さんをサポートする。このようなカウンセラーの重要性は、
今後の医療（チーム医療）において増していくものと思います。
（「刊行に寄せて」より―――根津八紘・諏訪マタニティークリニック院長）

エピローグより
　心というのは人それぞれのものです。人の心はその時その時、今に存在
し今に生きていると思います。―――
患者さんのありのままの姿を〝受け止めること〟、安心して気持ちを言葉
にしてもらえる〝空間を作ること〟、語られる人生の物語に〝丁寧に寄り
添うこと〟それらがいかに大切なものかを、８年間の相談室での多くの出
逢いで教えていただきました。 
（「エピローグ――患者さんの心に寄り添いながら」より）


