
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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養子縁組に
ついてのお話し
養子縁組に
ついてのお話し
諏訪マタでの里親会に参加して
熊本慈恵病院訪問記
養子縁組された方の体験記
先輩里親さんからのメッセージ
相談室から

諏訪マタでの里親会に参加して
熊本慈恵病院訪問記
養子縁組された方の体験記
先輩里親さんからのメッセージ
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Q&A
こんなことをお聞きください

こうのとり外来を受診される皆さんへ
2013 年１月 22 日より当病院不妊外来の受診方法を、
以下の通り変更させていただきました。
どうぞご理解の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

　初めて受診される皆さんへ

　受付時間　　　AM8：30 ～ AM10：00

＊ 御夫妻で初診されますようお願いいたします。患者さん（妻）だけで
来院される方は、御主人の保険証の写しを御持参下さい。
＊ 妻の年齢は 43 歳未満（42 歳）までです。

■ まずはご予約ください。
○ 電話予約の場合
 予約専用電話 0266-28-6102 にお電話ください。
 電話受付時間：AM9：00 ～ PM5：00
 　　　　　　　（土日、祭日、年末年始、盆休みを除く）
○ 窓口へ直接おいでいただいた場合
 受付にてご予約のうえ、問診票にご記入のみして頂きます。
 いらしたその日に受診することはできません。
■ 紹介状について
紹介状をお持ちの方と、お持ちでない方で、予約枠が異なります。
ご予約の際、紹介状をお持ちかどうかを受付にお伝えください。

　再診の皆さんへ

　受付時間　　　AM8:30 ～ AM11:00 ／ PM3:30 ～ PM5:00

＊ 妻の再診年齢は 46 歳未満（45 歳）までです。

■ ご来院までのながれ
＊再診が１年以上あいた場合の来院時の注意点＊
１年（最終受診月を含む12カ月）以上あいて来院される方は、「初めて受
診される皆さんへ」と同様の手順で、診察予約をお願い致します。
○ 当院にて分娩をされて、１年以上あいた方は、その旨をお伝えください。
○ 他院にて分娩された方、または治療を１年以上休まれての再診察ご希

望の方は、その旨をお伝えください。

　体外受精の料金について

体外受精において回数を重ねた際の減額は 3 回までとし、4 回目以降は 3
回目における料金となります。

何かご不明な点等ありましたら、病院受付におたずねください。

今回の倶楽部 Kounotori28号は、

かねてより企画していた養子縁組の特集を掲載することになりました。

養子を迎えて生活されている方々からの体験談、これから養子を考えいかれる方々からの手記、

そして 2014年5月に根津院長と婦長、スタッフが熊本の慈恵病院「こうのとりのゆりかご」を訪問した際の報告、

盛りだくさんの内容です。　是非じっくりお読み下さい。
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　2014年４月26日。こうのとり相談室で養子縁組をお手伝いさせて頂いたご家
族と、これから養子縁組を考えていかれる方、そして当院のスタッフも加わり34名
で初めての里親・里子の会を開きました。養子を迎えてご家族となった年数はそれ
ぞれですが、吉川先生の外来を卒業した方々というところは共通するので、他の里親
会とはまた違った親しみがあったように思います。みなさんは当院での治療を経て
からの選択であった訳ですが「この子を手にできたのは吉川先生との出逢いが全て
のスタートでした」という温かいお言葉はこころに響きました。本当に不思議なこ
とに、お子さんたちはご両親にそっくり。いつも思うのですがやはり、そのお宅に来
るべくして来た、ご縁以外のなにものでもないとあらためて思いました。

妊娠出産しなくて本当に良かった。
治療が成功していたら、あの２人のママにはな
れなかったはずだから。
養子は産めなかった子どもの代わりじゃなくて
本当に自分たちの子。

　この春は、大忙しでした！下の子の卒園や役員の引
継ぎ、入学式、上の子の方は、育成会の行事やら、ク
ラスの友だちが遊びに来るやら…。私の毎日は、子ど
もたちの用事で駆けずり回り、目の回るような慌ただ
しさ。自分のための時間など１分もありません。（大
げさですが…。）でも、そんな「子ども中心の日々」
を選んだのは、自分自身です。
　30代後半は、不妊治療のため諏訪マタに通う日々
でした。40代になる頃、その先の人生をどうするか、
考え始めました。「治療を続ける」…。でもどこかで「治
療をやめる」のなら、それは「いつ」か？さらにはそ
の後を「夫婦二人」で過ごすのか？でも…、やっぱり

私は「子どものことで駆けずり回るような人生を送り
たい！」「何としても『お母さん』として生きていき
たい！」その後しばらくして、私たち夫婦は治療をや
め、「里親」になりました。
　迷いが全くなかったといえば嘘になりますが、「血
のつながり」よりも何よりも「親になること」を選び
ました。迷いを吹き飛ばしてくれたのは、先輩の里親
（というか、特別養子縁組しているご家庭の場合「養
親」）さんたちの姿です。血のつながらない家族とは
どういうものか確認したくて、養親家庭の集まりに参
加してみました。そこでお会いした養親子は、どのご
家庭も不思議なくらい「顔が似てる」のです。体型や
仕草もとても似ています。血のつながりよりも、日々
の暮らしこそが家族を作るのだと、心底思いました。
そして、一人の養親さんが語ってくれました。「血の
つながらない子どもを育てるといっても、そう難しい
ことではない。ごくごく普通に子育てしている」と…。
私の迷いがすぅ～っと消えた瞬間でした。
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　そして、しばらくして、我が家にもかわいい「我が
子」がやってきてくれました。上の子は１歳の時、下
の子は出産直後に産院に迎えに行きました。これも不
思議なことに、血のつながらない姉弟なのですが、や
はり今や「顔」が似ています。行動パターンもそっく
り。そして口癖も…。（さらに、私が怒っている時と
そっくりに弟を叱るお姉ちゃんの厳しい口調を聞くに
つけ、母は反省しています…。）
　もちろん、血のつながりを補うために、一緒にいな
かった時間と空間を埋めるために、里子・養子の子ど
もたちは、里親・養親の愛情（や忍耐力？）を見極め
るべく「お試し行動」をすることが少なくありません。
また、周囲の人たちにどこまで事情を話すのか話さな
いのか、子どもへの「真実告知」はいつどうするのか、
「ルーツ探し」をどう手助けするのか、ただでさえ不
安定な思春期に自身の「生」に戸惑う子どもとどう向
き合い支えるのか、など、里親子・養親子ならではの
悩みは、その年齢ごとに次々発生するでしょう。でも、

そういったこともありながらも、やはり私は「血のつ
ながらない子どもを育てることは、決して特別な事で
も難しいことでもない」という先輩養親さんからいた
だいた言葉を、より多くの方に伝えたい。そして、だ
んだん顔が似ていく微笑ましい親子が、一組でも多く
生まれて欲しいと心から願います。
　私自身は、妊娠出産しなくて本当に良かったなあと
思っています。治療が成功していたら、あの２人のマ
マにはなれなかったはずだから。だから、うまくいか
なくて良かったのです。養子は産めなかった子どもの
代わりじゃなくて、本当に自分たちの子。たぶん、そ
ういう気持ちの養親さんは多いと思います。治療の延
長線上、そう遠くないところに、里親・養親の制度が
あると、そんな風に多くの方が考えてくれればいいな
と思います。

子どもを育てるということ
不妊外来主任看護師　小林静香

　先日、里親の会に出席させてもらいました。
６組のお子さんを連れたご家族と、２組のご夫婦
の輪の中に入れてもらい様々な経験談を聞かせて
いただきました。不妊治療経験の方がほとんどで
したが、誰一人治療していたことに後悔すること
はなく、むしろ誇りに思っているという印象を受
けました。不妊治療をしていたから今のお子さん
に出会えたんだな…と感じました。養子を迎える
までの過程はそれぞれ違いましたが、お子さんを
迎えてから今までの生活はどのご家族も同じで、
そこに「養子」という隔たりはなく自分たちの子
どもとして育てられているということを強く感じ
ました。育っているお子さんも見たところ「お父
さん、お母さん」に良く似ていました。お子さん

が安心しきって自分の身を任せて、甘えて、だだっ
こになって、体当たりで遊んでという姿を見てい
たら血の繋がりって何だろう…という気持ちにな
りました。
　以前、養子を迎えた方の手記を読ませていただ
いた中に「お腹から産めなかったけど、あなたの
心から産まれたお子さんです。あなたの子どもな
んですよ。自信を持って子育てして下さいね。」
というフレーズがありまさにその通りだと思いそ
の姿は親子以外のなにものでもないと思いまし
た。いずれお子さんが大きくなった時に、告知は
必要だと聞きました。すでにお子さんにお話しさ
れ「○○はママのお腹からうまれたかったなあ～」
と言っていたということを聞き胸が熱くなりまし
た。血の繋がりがあろうがなかろうが子どもは子
どもでこんな風に育てられるって素敵だなと思い
ました。
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熊本慈恵病院
訪問記
こうのとりのゆりかごを見学して
	 総師長　浜 正子

	 ゆりかごの設置経緯
2006（H18）年	 「こうのとりのゆりかご」設置構想発表
	 設置許可の申請をおこなう

2007（H19）年	 政府首脳は否定的であったが熊本市が許可
	 運用開始

2014（H26）年	 ５月で開設丸７年目という

　　	こうのとりのゆりかごの
　　	システムと運用

　こうのとりのゆりかごの場所は2011（H23）開設当
初の場所から新産科棟（マリア館）へ移転した。正面玄
関にマリア像があるモダンな産科病棟。産科棟横にメ
ルヘン調の「こうのとり」の可愛らしい門をくぐり、緑
の塀にそって進むと建物裏手のレンガの壁の一方にマ
リア様がイエス様を抱いている像が刻まれている。も
う一方の壁に約60㎝四方の扉がある。これが「こう
のとりのゆりかご」である。
　扉の横にインターホンがあり「赤ちゃんを預けよう
としているお母さんへ赤ちゃんの幸せのために預ける
前にチャイムを鳴らしてご相談下さい」と直接相談で
きる様になっていた。
　又、その下には県、市、慈恵病院の3つの相談窓口が
記載してある名刺サイズのカードを設置。「ゆりかご
に預けるのではなくその前に相談して下さい」と何度
でも声をかける姿勢が伝わってきた。
　建物の中から「ゆりかご」をみせてもらった。扉を開
けると親宛の手紙が置かれた内扉。手紙の内容は慈恵
病院は公表していないがドイツの例を参考にしている
らしい。ドイツの手紙を紹介すると

お母さんへ

私たちは、今日あなたが赤ちゃんを預けられた

のは決して軽い気持ちではなく悩み苦しまれた

事を十分知っています。

私たちは、力の及ぶ限りあなたの赤ちゃんをお

世話させて頂きます。どうか安心して下さい。

もしあなたがこのことで心配なことが起きた

り、あるいはもう一度引きとりたいと思われる

時は私たちを信頼して、いつでも連絡してきて

下さい。

お母さんと赤ちゃんが一緒に暮らせるように私

たちはよろこんでお手伝いいたします。

（ドイツ/ベビー・クラッペの手紙）

　お母さんへの手紙には印がつけられているそうだ。
そのマークを知っているのは施設側と母親のみ、母親
と赤ちゃんを結ぶ唯一の絆となる。
　扉を開けると手紙が置いてあり、手紙を取って更に
奥のドアを開けると、常に保温された新生児用オープ

お母さんへの手紙

こうのとりのゆりかごへの門

相談窓口の案内こうのとりのゆりかご

マリア像が正面で迎えてくれる新産科棟
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ンクベースがあった。「ゆりかご」に赤ちゃんが預けら
れるとナースセンターの天井に設置したブザーと新生
児室のブザーが鳴りモニターも２か所でとらえる様
になっており、スタッフ２人で駆けつけ、図4のフロー
チャートにそって対応する。特に預け入れの時の大切
な事は、預かった子を出自不明にして、将来、子どもが
悩み苦しまない様に母親とできうる限り関われる様に
している。「ゆりかご」の部屋の横に相談室を設けて
あった。
　又、預けられた赤ちゃんが、その子の幸せのために１
日も早く施設養育ではなく、家庭で育ててもらいたい
と切望しているとおっしゃっていた。赤ちゃんの安全
を確保した後は児童相談所と警察に連絡しこの時から
慈恵病院の管轄から離れる。
◎事件性あり（虐待等）→捜査へ　
※親が不明の際、熊本市長が命名、戸籍がつくられる。
◎事件性なし→児童相談所の判断に任される。
養育は乳児院へ。３年後は児童養護施設へ移される。
※親が不明の際、熊本市長が命名、戸籍がつくられる。

	 ゆりかごの利用状況
	 年に１度、熊本市が発表

　人数、性別、母親の年代、預けたい理由等25項目に
わたり身元判明率や養育状況の詳しい情報が公開され
ている。預けられた父母の居住地は九州から北海道ま
で幅広いという。

	 ゆりかごの赤ちゃんのその後

　ゆりかごの利用件数は、図６に示す通り２年目を
ピークとし、年々減少、平成23年度以降１桁となって
いる。「ゆりかご」によって大切な命は確実に救われて
はいる。しかし大切な事は赤ちゃんは今どの様に生活
しているかという事である。
　養育状況が表１「預けられた子どもの養育状況」に表
されていた。預けられた子の３～４割が施設養育であ
り、特別養子縁組を希望する夫婦は多いにもかかわら
ず実際縁組に至るケースは極めて少ないのが現実。か
たやドイツの運用は違っている。ドイツのゆりかご・

（上）常に保温されているゆりかご
（右上）ナースセンターのモニターで
「ゆりかご」を見守ります
（右下）「ゆりかご」に赤ちゃんが置か
れると、ランプとブザーが知らせて
くれます
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ベビークラッペでは預けられた赤ちゃんは８週間たっ
て、親が迎えに来なければ養子となり家庭で育てられ
るという。慈恵病院もドイツの運用の様に一日も早く
家庭へと交渉されるよう行政に働きかけている。日本
の現状は要保護児童の約９割が施設養育となってお
り、このことは社会的虐待と外国から非難されている。

	 赤ちゃんの心は家庭で育つ　
	 ー	特別養子縁組の必要性	ー

　ヘネシー澄子著『母を拒絶する子・子を愛せない母』
には赤ちゃんは３カ月以内に特定の母と子の関係を結
ばないと反応性愛着障害を起こすと記されている。乳
児院の生活からできるだけ早い時期（ドイツは２週間）
に家庭での養育にもっていく事が重要である。実際に
養子縁組で11カ月の子どもをひきとった夫婦が、反
応性愛着障害が理解できず悩み、苦しんだり殺してし
まった事例もあるらしい。その為にも預けられた子ど
もは３カ月以内に子どもを愛する家庭で実子として育
てる特別養子縁組に結びつけていくことに慈恵病院は
『命をつなぐゆりかご』の大羽賀さんらと共に力を注い
でいらっしゃるという話を伺った。
　2011年、蓮田先生は熊本市に対しゆりかご内に置
く親宛ての手紙にドイツの例を基に「８週間以内に相
談がなければ、特別養子縁組の手続きに入る」という表
記を追加したい意向を示したが、熊本市こども未来局
は「法的根拠はない」と表記しない様求め今も変更され
ていない。行政、市政は腰がひけていて困っていると
批判しながらも、行政に対しての働きかけは常にされ
ておられ近いうちに児童相談所に里親の会を招き実際
の里親の家族を見て意識を変えてもらえればと話され
ていた。

	 相談業務でのとりくみ

　慈恵病院は「ゆりかご」以前より田尻前看護部長さん
中心になり、妊娠、出産に関する電話相談業務は行っ
ていたが、「ゆりかご」が報道された直後より「SOS赤
ちゃんとお母さんの相談窓口にフリーダイヤル」を設
置（2006年）院外の助産師ら５人で24時間365日体
制で相談に応じ、ゆりかご利用を未然に防ぐ手立てを
講じてきたが「ゆりかご」報道以降、年々相談は増加し
ている。熊本市もゆりかご開設に伴い電話相談を始
め、県も2011年よりスタートしたがやはり慈恵病院
への相談が県や熊本市への相談を大きく上回っている
ようだ。2012年から妊娠や出産に関する相談窓口を
持つ全国の団体と相談業務のネットワーク化を図り遠
方からの相談にも直接対応できる態勢を整備した。そ
こに「命をつなぐゆりかご」の大羽賀さん夫婦が関わっ
ていると理解した。

	 感想

　「こうのとりのゆりかご」を見学して“赤ちゃんはつ
くるもの”ではなく“授かるもの”。その授かった大切
な命をそしてお母さんを救いたいという蓮田先生の想
いが一杯つまった愛情ある温かい「ゆりかご」でした。
そして預けられた子の幸せのために、車いすの御不自
由なお体にも関わらず精力的に活動されているお姿に
精神の高さを感じ、カトリックの洗礼名「アシジのフラ
ンシスコ」動植物を問わず、自然、命あるものへの限り
ない愛を貫いてきた聖人にちなんだ様ですが、まさに
ぴったりの先生でした。又、田尻前看護部長さんもい
つも笑顔のやさしい印象ですが「ゆりかご」開設前後に
４回も手術をしたことがある体で電話相談を受けてお
り、最近も体をこわしたと笑顔で話されながら、相談者
からのコール電話をうけとっていらっしゃいました。
常にSOS電話相談の携帯電話は持ち歩いている様で
す。田尻前看護部長さんの献身的な支えが蓮田先生の
大きな力になっている事を強く感じました。
　そして子どもはどの様に生まれたかよりも、どう育
てられたかの方が重要なんだという思いを強く感じた
訪問でした。

手前左から田尻前看護部長、蓮田先生、根津院長
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「諏訪・上伊那地区里親会」の夏の恒例行事、
専門里親の資格を持ち多くの里子さんを預かり育て上げている
鮎沢芳穂・三恵子さんのご自宅をお借りしてのBBQです。
今回はここにこれから養子縁組を考えられる2組のご夫婦をお連れしました。

「どんな道を辿って今の家族の形を選んだとし
ても子どもたちは真っ直ぐ両親を頼って生きて
いて、それを全身全霊守っていこうとする親の
姿に胸を打たれた」

　渡辺さんのご紹介で、養子縁組に進んだご家族のコ
ミュニティで行われる交流会に参加させて頂きまし
た。食事を手に取るころには場の空気にも慣れ始め、
少しずつ色々なお話をお聞きすることができました。
　お子さんの年齢や名前のこと、養子縁組に辿りつく
までの過程、養子縁組に対する周りの人の反応やそれ
についての対応、お子さんを迎えるにあたって不安に
思ったこと、お子さんへの告知についてetc。ご夫婦
によって捉え方も考え方も様々でしたが、みなさん一
様にとても幸せそうに感じました。そこには僕たち夫
婦が思い描いてきた「当たり前の普通の家庭」いわば、
理想とする家族の形がありました。渡辺さんが養子縁
組についてお話ししてくださった時「実際の縁組家族
を見れば血のつながりにこだわることは何だったのか
とおもうと思う」と言われた意味が本当に良くわかり
ました。
　ここにいるみなさんがどんな道を辿って今の家族の
形を選んだのだとしても、子どもたちは真っ直ぐ両親
を頼って生きていて、それを全身全霊守っていこうと

する親の姿、とても胸を打たれました。
　無精子症で子どもは望めないという現実に打ちひし
がれ、何の非もない妻にこれ以上悲しい思いはさせた
くないと離婚を申し出たり、時には生きる希望さえ失
い、自ら命を絶とうとすら考えたこともありました。
しかしみなさんのお話しの中にいるうちに、妻にさえ
なかなか言い出せなかった自分自身への不甲斐なさ、
悔しさなどこれまで抱えてきた想いを話していまし
た。胸の奥にあったやり場のない気持ちが、あの日あ
の時間でスッと消えたように思います。
　帰り道「きっと、道のりは長かったろうし、縁組が決
まるまでは色々心配事も多いのだろうけど、みなさん
幸せそうでちょっと羨ましかったね」「今の自分たちに
とって養子縁組という選択は一番いい形になるかもし
れないね」と、不妊治療や子どものことについて、妻と
久しぶりに笑顔で話しができました。
　これから養子縁組についてきちんと勉強をして、2
人で真剣に考えていくつもりですが、交流会で出会っ
たご夫婦のようにいつか僕たちのところにも赤ちゃん
がきてくれるかもしれないと、そんなことを思って胸
が高鳴っています。
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「親になって感じる不安は、実子であれ養子で
あれ誰でも似たり寄ったりの普通のことなのか
もしれない」

　夫も私も子ども好きだったので、当然子どもがほし
いと思っていました。私が不妊治療を始めたのは、結
婚から2年後31歳のころからだったと思います。タ
イミング法を1年ほどした後IUI、IVFと進みましたが、
妊娠することはありませんでした。
　治療に疲れ、36歳の時に治療を中断したところしば
らくしてまさかの自然妊娠。しかし20週目で突然の
破水、流産となりました。それから、１年程は自然に任
せようと基礎体温をつけながらのタイミング法。そう
はいってもその頃には夫も私も仕事が忙しく、それさ
えもままならない状態になっていました。気持ち的に
は不妊治療のストレスを思うと治療の再開は葛藤があ
りましたが、可能性を少しでも高くしたいという思い
で諏訪マタニティークリニック（以下諏訪マタ）へ転院
することにしました。諏訪マタでは、最初からIVFを
希望しました。
　仕事との調整をしながらの治療は思った以上にスト
レスでした。家から高速を飛ばして１時間以上かかる
通院は、往復だけでも疲れがあり、仕事を休むための調
整は職場や何より自分の罪悪感との戦いでした。相談
室でたまに話をきいてもらいながら、自分の仕事と治
療の両立の葛藤を話すうち要求水準を下げることが必
要であること、淡々と治療に通うことと理解しました。
なにより妊娠し治療を卒業できればこの罪悪感からも
逃れられるのではないかと思っていました。
　しかし結局40歳まで繰り返してきたIVFも一度も
妊娠反応が得られることはありませんでした。振り
返ってみれば卵の状態に一喜一憂しながら、仕事との
バランスを何とかとりつつ、期待しては期待が砕ける
ということの繰り返しでした。このストレスフルな状
況をがっかりし過ぎないように、妊娠していなかった
らできる楽しい予定を作りながら過ごしてきたような

気がします。私の中では何となく40歳が区切りかな
という感じがしていました。病院の年齢制限までに少
しありますが、私なりにできる範囲で頑張ってやって
きたという思いともうこのストレスから抜け出したい
という時期が来たという感じがしたのです。
　そして、またこれも私のもう一つの『がっかり対策』
であったのかもしれませんが、養子をもらうというこ
とが頭をよぎりだしました。養子については知識とし
てありましたが、夫と自分との子どもと考えた時には、
優先されるのは不妊治療でした。自分なりの区切りと
考えていた40歳という年齢と、そんな頃ちょうどテ
レビや新聞で養子縁組の特集が組まれていたりした
ことで、選択肢の一つとして考えてもいいのではない
か？とその時は自分の中だけで考えていました。夫に
そろそろ治療を最後にしようと思うと告げると、そう
だねとあっさり同意してくれました。
　凍結してあった胚盤胞の１つを最後に迎えようとし
たときに、再びフラッと相談室をおとずれました。最
後にするにあたり、決意を誰かに宣言したかったのか
もしれません。この移植を最後にしたいと思いますと
渡辺さんに告げました。するとなんと「養子縁組は考
えた事がないかしら?」と養子縁組に関する冊子を手
渡してくれました。薄っすら頭によぎっていたこと
が、急に現実味を帯びてきました。最後の移植という
プレッシャーと養子という選択肢、夫にも冊子を読ん
でみてと話してみました。
　正直私は夫は養子を望まないのではないか？と思っ
ていました。40歳の私ですら、これから先も子どもの
いない生活でもそれなりにやっていけるのではない
か？と思い出してもいたのです。夫と話して、ひとま
ず、今回の移植をできる限り努力してみることとしま
した。それでダメならその時考えようということで、
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判定日を迎えました。結果は陰性。その足で相談室を
おとずれ、結果を伝えました。
　渡辺さんは、初めて逢う夫に、これまでの治療期間に
ついて労いの言葉をかけてくださったあと、養子とい
う選択肢について具体的に私たち夫婦に説明してくだ
さいました。そして偶然に良いタイミングに開かれる
予定であった『里親支援の会のBBQ』に誘ってくださ
いました。夫はあっさりと「そうですね、行ってみま
す」と物わかりの良い様子でBBQに行くと返事をしま
した。あまりのあっさり加減に正直驚いてしまいまし
たが、それが現実的なこととなるとなったで、本当に養
子を迎えられるのだろうか？という不安や心配が増
してきました。不安な気持ちを抱えつつも、とにかく
BBQに行って実際に里子を迎えていらっしゃる方々
とお会いしてみてから考えようということになりまし
た。
　初めてのことではありましたが、子どもたちは元気
に飛び回り、至ってごく普通の親子がそこにはいまし
た。子どもたちは「おかあさん」と笑顔で呼び、母親が
それに応えて子どもを温かく見つめる姿はこういって
はなんですが、どこにでもあるありふれた光景でした。
里親を迎えている皆さんとお話しさせていただくと、
私が感じる不安も同じように感じていらっしゃった方
も居て、そんなに色々気負わなくてもいいのかもしれ
ないと思えました。
　親になって感じる不安は、実子であれ養子であれ誰
でも似たり寄ったりの普通のことなのかもしれませ
ん。私が体力の衰えを感じるなか不妊治療の卒業を決
断したことを思うと、そこにいらっしゃる方々はとて
もエネルギッシュで明るく感じられました。そんな中
で話すうち、普段は夫ともいざ二人になって話すと話
しづらかった、夫の体調への不安を話すことができ、私

自身は随分スッキリした気持にもなりました。案ずる
よりは産むがやすしといいますが、とにかく１歩踏み
出してみようと思えたのです。
　こうして振り返る機会をいただきながら、私はまだ
自分が自分で子どもを産み育てることを諦めきっては
いないことにも気づきました。ただ積極的な不妊治療
は卒業したということなのだと思います。これから先
のことは分りませんが、自分が産めなくても育てるこ
とは出来るのかもしれないという可能性は私に希望を
与えてくれています。どのような形であれ、私たち夫
婦ががめぐり合うことができる命があるとしたら、そ
の縁を大切にしていきたいと思っています。
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養護施設での実習のとき、家に帰れる見込みが
たっていない２歳の子がじっとこちらをみてい
るので、「Ｉちゃんかわいいね」と声をかけると、
私の袖を掴んできました。
その姿は、自分を受け止めてくれる大人を捜し
ていて「この人かな？」と手を伸ばしたようで
した。

　私たち夫婦は、タイミング法と体外受精で７年ほど
病院に通いました。体外受精を始めてから、何回か
チャレンジすれば妊娠するのでは…、なんて簡単に
思っていました。しかし、とても低い陽性反応が一度
出ただけで妊娠には至らないまま数年が過ぎていきま
した。
　体外受精４年目あたりから、夫の提案で養子につい
ても考え始めていました。しかし養子について漠然と
したイメージしかなかったので、なんとなくそのまま
にして、治療を続けていました。５年目になり体外受
精の助成金が終了することや年齢を考えると、そろそ
ろ治療に終止符を打ち、改めてこれからの人生につい
て考えなければなりません。カウンセラーの渡辺さん
に進められたこともあり、まずは養子についてちゃん
とした知識を得ようと、児童相談所の里親研修の講習
を受けました。しかし主人の長期出張などがあり、話
は進めずにいました。
　この講習を受けたころは、いろいろと不安や葛藤が
ありました。どんな子に育つのかわからない。もしも
将来、その子が罪を犯してしまったら、実親からの遺伝

によるのではないのかと考えてしまったりして、その
子をありのまま受け止めることが出来ないのではない
か。特別養子縁組を希望しているので実子として育て
ることになるのですが、２、３歳の子どもだったら実親
のことや施設でのことなど覚えているだろうから、自
分が親として本当にやっていけるのだろうか。
でも…、出来ることなら子どもを育ててみたい、夫をパ
パにしてあげたい。不安とは別にそんなことも強く
思っていました。
　６年目。治療を終わりにしようと決めていた時が来
てしまいました。まだ諦めがつきません。もう一度だ
け体外受精をして終わりにしよう。そう決めて採卵す
ると３個の受精卵ができました。１回目１個、２回目
２個の卵を戻しました。
　今回もダメだろうと思っていたので、思い立ったら
吉日と、２回目の移植のための通院開始の翌日、児童相
談所に里親登録に向けて話を進めたいとの電話をしま
した。結果、みごと着床!!陽性反応がでましたが、心拍
を確認することが出来ず流産となりました。（その後
「本当にもう一度だけ」といって体外受精を行ったのが
去年の12月のことです。結果はダメでした。）
　流産から少し間を置いて児童相談所に電話をする
と、治療を待っていてくれた担当者でしたが、結果も聞
かず、実習に向けての準備を進めてくれました。
　私の住んでいる所の児童相談所の申請書類には、履
歴書とは別に自分について記入する書類がありまし
た。自分の性格、親がどんな風に育ててくれたのか、夫
のことなど。一番悩んだのは『なぜ子どもが欲しいの
か』という項目でした。自然妊娠できたのなら絶対に
尋ねられることのない質問です。養子で子どもを得る
ためには、気持ちや理由を文字にしなければならない
のです。『子育てをしたいから』と書きましたが、それ
は自分たちの希望であって、養子となる子どもの事を
ちゃんと考えているのか。そんな理由で養子を望んで
良いのか。自然妊娠の人はこんなこと考えずに出産す

養子縁組を
された方々の
体験記
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るよなぁ。など様々なことを考えてしまい、最後まで
記入することが出来ませんでした。
実習は、保育園から高校までの子どもが暮らす養護施
設と、乳幼児が暮らす乳児院とで行いました。
　養護施設での実習のとき、施設のグラウンドで夫と
子どもたちがバスケットをしていました。私は少し離
れた所に座っていました。周りで遊んでいた小学生は
いなくなり一人になったとき、２歳の女の子が居室の
方から歩いて来ました。その子は措置変更で乳児院か
ら養護施設に移動してきたばかりでした。つまり、乳
児院で１年ほど過ごし、これから先も家に帰れる見込
みが立っていないということです。
　２歳にしてはとても小さく、お話しもしない子でし
た。その子がじっとこちらをみているので、「Ｉちゃん
かわいいね」と声をかけると、ニコー(^_^)と笑い、私の
袖を掴んできました。その姿は、自分を受け止めてく
れる大人を捜していて「この人かな？」と手を伸ばした
ようでした。周りを見回すと誰もいません。
“もしかして、このままつれて帰れちゃうんじゃない
…。”そんな思いが頭をよぎりました。
　施設の先生が子どもたちのためにとても頑張ってい
らっしゃるのは、すぐにわかりました。でも施設での
生活は家庭での生活とはかけ離れたものです。このま
ま連れて帰れば、毎日「かわいいね」と言い、抱きしめて
あげることが出来ます。そのほうがこの子にとって幸
せなことだと思います。そしてもちろん、私たちも幸
せ。
　「子どもを育てたい・親になりたい」という想いでス
タートした養子への道でしたが、いまは「親と生活でき
ない子どもがいるのなら、うちにおいでよ。毎日抱き
しめてあげるから。」というのが夫婦共通の一番強い想
いです。里親登録が完了してそろそろ半年がたちま
す。子どもの委託はまだなので、これからどうなるの
かドキドキしながら日々を過ごしています。

「訳あって育てることはできなかったけれど、
この子の命を尊重して、10カ月この子のこと
を大事におなかの中で守ってくれ、命懸けで産
んでくれた実母さんの意思をついで、大事に大
事に育てなくては！」

　諏訪マタニティークリニックに通わせていただくよ
うになり体外受精も25回目の採卵を迎えたころ、「こ
うのとり相談室」の本を拝読させていただきました。
その本の「不妊治療を終わらせる決断」の章に、特別養
子縁組でお子さんを迎えられた方の記事があり、それ
がとても心に残りました。その記事について話を聞き
たいと、相談室にメールをして、夫婦で話を聞きに行く
ことになりました。
　相談室では、養子縁組について本を読んだり児童相
談所へ行くなど、とりあえず何か行動を起してみま
しょうかと勧められるのと同時に、不妊治療に諦めが
つくまでは併行してやってみることもお話ししてもら
いました。
　その日を機に、インターネットなどで養子縁組につ
いて調べ、児童相談所に養子縁組里親の登録をしまし
た。そして研修会・乳児院、児童養護施設で実習を受け
ました。長野県の児童相談所では、養子縁組となる子
どもは稀なので、児童相談所からは少しの期間だけ預
かる、養育里親を勧められました。（養育里親は、子ど
もと一緒に生活はしますが籍には入らず18歳まで又
は短期間養育するということです。新潟の児童相談所
では、施設が少ないため、養子縁組の数が多いようで
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す。これは県によって差があるようです。）
　その後、半年を過ぎた頃、不妊治療はやめて養子縁組
で子どもを授かることができればというように夫婦
二人の気持ちも固まりました。しかし、児童相談所で
待っていてもいつ縁があるかわからないと思い込んだ
私たちは（実際には児相からの縁でお子さんを授かっ
た方はいらっしゃいます）いろんな斡旋機関を調べ始
めました。私たち夫婦は40歳を超えていましたので、
年齢制限を書いてなかった斡旋機関に申込みたいと思
い、３週にわたり土曜日に連続講座を受けに行きまし
たが、講座の中でやはり子どもとの年齢差は40歳と
しているということでこちらでの養親への条件はとて
も厳しかったです。
　私たちは、０歳から4歳くらいまでの子どもを希望
していました。いつ、何歳の子と縁があっても大丈夫
なように、子どもに慣れたい、子どもと関わりたいとい
う思いが強くなり、６歳の女の子・男の子を何回かお泊
りで預かったり、０歳児の託児のボランティアなども
しました。
　関わった子どもさんたち、みんな本当に可愛かった
です。正直、不妊治療中は赤ちゃんを見るのもつらい
時がありましたが子どもに対する自分の気持ちも変
わってきていると感じました。環境とか、気持ちが変
わるとものの見え方もこうも変わるのかと感じまし
た。
　里親会の集まりに参加するうちに先輩の柴原さん
が、児童相談所からの縁はなかなか無いので、その気が
あればと、柴原さんがお子さんのご縁を頂いた斡旋機
関を紹介していただき、講座と面談に行くことが出来
ました。
　児童相談所と話を聴きに行った二つの斡旋機関から
も、障がいを持った子どもを育てていく覚悟があるか
ということをとても問われました。新たな斡旋機関で
も同じことを問われ、自分でもそういう状況の子ども
を生む可能性はあることだけれど、と毎日毎日そのこ
とを話し合い、夫婦二人共へとへとになってしまいま
した。そんな私たちを柴原さんをはじめとする里親会
の先輩方が、自分のことのように心配して下さり、相談
に乗ってくださいました。後から気づいたのですが、
偶然にもその柴原さんは私が相談室に話を聞きに行く
きっかけになった、書籍の中の方だったということを
知りました。

　不妊治療中も、養子縁組を考え始めてからも、いつも
いつも頭の中は子どものことばかり。里親登録をして
から何ヶ月も経ち、私たちには養子縁組での縁もない
のかもしれないという不安にかられ、それでも何とか
子どもとの生活をしたいという思いがあったので、今
度は養育里親に登録をしました。そう考えてからまも
なく柴原さんに紹介していただいた斡旋機関から子ど
もとのご縁の電話をいただきました。
　その子の生後４日目にお迎えに行くことができまし
た。初めて会って抱っこをしたときには、とっても小
さいのにすごく熱くて命の重みを感じ、涙がどんどん
出てきました。訳あって育てることはできなかったけ
れど、この子の命を尊重して、10カ月この子のことを
大事におなかの中で守ってくれ、命懸けで産んでくれ
た実母さんの意思をついで、大事に大事に育てなくて
は！と思いました。
　今回、ご縁をいただくことができましたが、私たち夫
婦の場合は本当に人との縁でこの子につながったと
思っています。本当にみなさんとの縁、みなさんのお
力のおかげだと思っています。
　育児の悩みや子どもを可愛く思う気持ちは、ほかの
お母さんと何一つ変わりはないと思います。おっぱい
をあげられなかったのが他の方との一番の違いで、か
わいそうだなと思うところです。お腹がすいて泣いて
いてもミルクを作らなくてはならないので、泣かした
まま待たせてしまったり。寝るときも他のお母さん方
ならおっぱいを含ませながら寝かせてあげられるの
に、おしゃぶりか指しゃぶりで寝ている姿をみている
と切ない気持ちになりました。
　義母もとても喜んでくれておむつを縫ってくれまし
た。主人は子どもをお風呂に入れてくれます。子ども
と暮らすようになり、私自身やっと地に足がついたよ
うです。今までは先が見えなく、いろんなことを決め
かねて仕事なども中途半端でした。今は、なんのため
らいも迷いもなく、子どものために時間を使えている
ことがとても幸せです。最近は子どもが寝てしまって
から、撮り貯めたデジカメやビデオを「可愛い可愛い」
と言いながら見るのが楽しみな日課になっています。
この子は本当に大事な存在です。大事で大事でとても
愛おしいです。
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Mを前に“あたふたする日々”が始まりました。
家にMが来なければ人生で味わえなかった“あ
たふた”です。なんで泣いているのかがわから
ない。けれどどんなに泣いても落ち着くのは私
や主人の手の中です。
こうして、親子に、そして家族になれるんですね
　
　Mが生まれてくれて、4カ月になろうとしています。
ついさっきまで、大泣きしていましたが今、とってもか
わいい寝顔で私の腕の中で眠っています。日中は眠っ
ても、ベットに下ろすと起きてしまい、大泣きになりま
す。腕の中だと脱力で熟睡です。声を出しながら、に
やにやしたりしています。そして、ときどき薄目を開
けて確認しているようにも見えます。
　私達が親になれる日は、幸運にも突然やってきまし
た。特別養子を望んで、民間の団体の講義と面接を受
けていましたが、多くの方々が待ちわびておられるこ
とはあきらかでしたし、これで話が来なければ、現実を
受け入れる、と自分たちに言い聞かせつつ、治療を卒業
し仕事にウエイトをおいた矢先でした。
　団体の方からの連絡後、子どもを迎える準備を大急
ぎで整え、仕事を休職出来るように立ち回り、夫婦で
Mを迎えに行きました。二泊三日で、出産後のお母さ
んたちの中に入り授乳と沐浴の指導をうけました。指
導以外は病室で夫と私とMとの三人の空間。二人で
のぞきこんでMを眺めては抱っこをしました。夜中、
ミルクの後パッチリお眼目で私を見つめて、私が歌う
声を聞いて眠りにつきました。わからないことは？と
看護師さんから聞かれましたが、わからないことがわ
からない、ここからのスタートでした
　助産師さんたちに、困ったときの対処方法をきき高
速6時間、Mはぐずらず眠り我が家への帰宅ができま
した。Mを前に、“あたふたする日々”が始まりました。
家にMが来なければ、人生で味わえなかった“あたふ
た”です。まず、なんで泣いているのかわかりません。
今でこそ、わかるようになってきましたが、オムツをか

え、ミルクでお腹を満たしあやしますが30分ともち
ません。夜中、抱っこで歌いながら家の中を歩き回り
ます。「赤ちゃんは泣くんです、理由がなくても泣くん
です」と、なんども説明してもらいましたが私のやり方
が悪いかと悩みました。「よく笑うでしょ？」と言われ
ましたが、あまり笑いません。お風呂も毎回ギャン泣
きです。そして、泣き声もどんどん大きくなるんです。
ネット上でも、お母さんたちが同じ悩みを書き込んで
いました。
　しかし1カ月経たないうちに、Mは私のいる方を見
るようになりました。歩くと目で追ってくれるように
なりました。問いかけに、タイミング良く返事をして
くれました。抱っこをせがんで呼んでくれるようにな
りました。3カ月過ぎた今、笑顔の安売りこそしては
くれませんが、にっこりしたり、お話をしてくれるよう
になりました。こうして、親子に、そして家族になれる
んだと思いました。そしてこれからも、です。
　詳細を知っている友達たち、みんながおめでとう
メールをくれました。そしてMに会いに来てくれま
した。会う人みんなが、可愛いねーと言ってくれます。
今は、すっかり自分で産んだ気です。どんなに泣いて
も、落ち着くのは私や主人の手の中です。
　4カ月前、来てくれるかわからない子どもとの生活
を夢見ていましたが、3カ月後の今、Mがいない将来は
想像できません。私達夫婦だけでなく、家族もです。
Mが来てくれたおかげで、出来なかったことをさせて
もらっています。お宮参りやお食い初め、ベビー用品
を家族でお買い物、家族が集まり、Mを中心にわいわ
いがやがや。甥っこも、ぐずっているMを笑わせてく
れます。父が初めて抱っこしたとき、Mはタイミング
よく笑いました。「いっぱいおもちゃ、買ってあげる
ぞ」と言われ、にこにこしています。
　こんな日々が来るのなら、もっと早く養子の手続き
をしていれば、とも思いましたが、そうなれば、我が子
はMではなかったでしょう。長い不妊治療期間を経
て、こうしてMに逢えたのです。Mは私達夫婦の大切
な宝ものです。
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我が息子の近況
　56歳になった私と60歳になろうとしている主
人、そして今年9月で8歳になったやんちゃで甘
えん坊の愛息子と3人暮しです。家は古い温泉付
きの平屋なのですが息子が幼稚園の年長さんだっ
た頃でしょうか「この家がすき。ここにずーっと
いたい」と言ったので、借家を購入。あの頃は息子
も何も分からず純粋な気持ちで言ったのでしょ
うが、今はすっかり忘れて「2階がある家が良かっ
たー」「友達と同じマンションが良いな」とほざい
ています。ピアノと体を動かすことが好きで、小
さいながら力もあり頼もしさも増えて来ました。
反面自尊心も強くなり主張することも増えてき
て、返してくる言葉も一人前、母はタジタジです。
ここに来て私も感情で叱ることが多くなったな、
と反省です。この手に我が子を抱いたときの愛く
るしい顔と愛しい思いは忘れてはいません。この
上ない「至福のとき」は息子の成長とともに状況と
形を変え、今も続いております。
　
里親になるまで
　前文でお気づきの通り私達夫婦は高齢にして
一人息子は8歳です。私達夫婦は子どもが出来ま
せんでした。9年程の治療でした。治療をしてい
た9年間を回想してもいつもいらついていて、本
来の自分ではなかったと思います。治療を初めて
間もなく“こうのとり相談室”が開設されました。
渡辺さんと話をしながら、私の思考回路も少しず
つですが外へ向けられるようになりました。そし
て私は養子の道を選びました。生まれて間もない
赤ちゃんを望みました。「私達…」と書かなかった
のはスタートが主人と同じではなかったからで
す。幾つもの縁組機関がありますが、いろいろな

情報を得て検討した結果、24年4月に一般社団法
人として法人登記されることになった「命をつな
ぐゆりかご」と出逢いました。代表の大羽賀さん
ご夫婦はとてもすばらしい方で、高齢の私達夫婦
でも養親の対象にして面接の機会を与えて下さっ
たこと、望まれない妊娠と祝福されない出産の状
況に陥ってしまった女性への支援と、産まれてく
る命が守られ慈愛に満ちた環境で育まれる様に支
援する活動に感銘を受け、この方のところならと
全幅の信頼を寄せる事ができました。一度目の面
接では主人と私の気持ちの差を指摘され保留とな
り、それから2年後、再度アプローチをしてそこか
ら1年後、かわいいかわいい息子とのご縁をいた
だきました。

里親会の活動
　私が属する里親会は「諏訪・上伊那地区里親会」
といいます。諏訪児童相談所の管轄になります。
子どもの成長と地域社会で支える里親制度への理
解と参加を呼び掛けて幾つもの講演をされている
浅間玄也会長を筆頭に、専門里親の資格を持ち多
くの里子さんを預かり育て上げている鮎沢芳穂・
三恵子ご夫婦がいます。三恵子さんは教員や福祉
関係者、近所の人からも相談されそして私達里親
からも慕われる頼もしい先輩里親です。主力メン
バーを軸に29組程の会員でなされています。里
親全員がみなで顔を合わせるのは年に3～4回。
花見、いちご狩り、夏レクBBQ（南信里親里子交流
支援の会主催）、いも煮会などと称して子ども達の
成長を喜び合います。悩みを共有するのも同志だ
からこそ。普段話せないこともここでは気楽に話
せます。
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1月
大羽賀さんご家族がおいでになり諏訪マタニ
ティークリニックの院長先生を始め多数のスタッ
フの方々と勉強会と交流会をもたれました。翌日
は私達里親会と交流を持って下さいました。本当
に活動的な方で普段会うことは難しく、ましてや
諏訪マタニティークリニックの主要な役目をされ
ている方々とも私達里親会メンバー交流がもてた
ことは大きな出来ごとでした。先行き明るい兆し
を感じるうれしい年明けでした。

4月
渡辺さんの呼び掛けにより諏訪マタニティー卒業
“ 里親子 ” の集まりが催されました。お忙しい院
長先生、吉川先生、かほり先生が同席してくださっ
たことは過ぎ去ったお世話になった過去のお礼と
ともに感謝でいっぱいです。そして同じ道を進ま
れた方がこんなにもいたことに驚きました。これ
から同じ道を進んでみようかと考えておられるご
夫婦にもお会いできうれしく思うとともに不安は
いっぱいあるだろうけど「がんばれ !!」と心で激
励しました。
　
8月
夏レクBBQ南信里親里子交流支援の会（長野県
看護大北山秋雄教授が顧問）に、縁組みに関心を
持たれこれからその方向に進む 3組のご夫婦が
初参加して下さいました。話しは盛り上がり新し
い気持ちと力を得て楽しい時間を過ごされていっ
たようです。

11月
	 “ いも煮会 ”の計画が進行中です。のぞいて見た
いなと思われた 10分、15 分でもいいので、私
達に逢いに来て下さい。何かが変わると思います。

渡辺さん（右）、鮎澤さん（真ん中）と

前列左から渡辺さん、長野県看護大教授北山さん

すいかわりを楽しむ子どもたち
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始まりは11年前
　私が１番初めに養子縁組のご相談を受けたのは今か
ら11年前、〈諏訪マタin里親会〉の所に文章を寄せて
くれたAさんだった。忙しい仕事の合間をぬって、一
生懸命治療に通われていたAさんから、治療の終わり
の時期を見据えて「諏訪マタで出産しても訳あって育
てられないようなお子さんはいないだろうか」という
お手紙をいただいたのがその時だった。諏訪マタ38
年の歴史の中でもその様な事情の赤ちゃんは何人かい
たが、出自のルーツへの配慮により当院の院長が知り
合いである海外への養子縁組機関に委ねてきた。なの
でAさんには、「その方法は不可能だけれども」とお詫
びしながら、養子について私の知り得る限りの情報を
伝えさせてもらった。
　それから児童相談所経由でかわいい1才の女の子と
のご縁があったとAさんから連絡いただいたのは、そ
のやりとりから2年位の内だったかと思う。血の繋が
らない子どもを愛せるだろうか?と当初不安のあった
ご主人がめろめろなパパになったとお聞きし、Aさん
ご夫婦におとずれた人生の転機をとてもうれしく感じ
た。
　そのあとは〈先輩里親さんからのメッセージ〉として
原稿を寄せてくれた柴原さん。ご夫婦とかわいい坊や
との縁は奇跡としかいいようがないような出来事だっ
た。不妊治療中の苦しさや縁組みについてのご夫婦間
での葛藤、彼女のこれまでの気持ちを誰より聞いてい
たであろう私は、坊やを抱っこさせてもらったその時
「よく来てくれたね、本当によく来てくれたね」と、ただ
ただその言葉を繰り返し涙が止まらなかった。
その後、こうのとり相談室から11組の縁組み家族が
誕生し今は5組がご縁を待たれている。

ご相談に際して
「血の繋がりがなくても我が子と思って愛することが
できるのか」これは養子を考えるほとんどの方からき
まってされる質問だ。そしてその都度私はこう答えて
いる。「血が繋がっている間柄でも世の中では悲惨な
事件がたくさん起きていますよね。血が繋がっている
から家族、なのではなく、家族は愛で繋がっていくもの
だと思います。そしてそんな家族の愛を知らずして施
設で育っていく子どもを１人でも減らしたい、その思
いで私は養子縁組に取り組んでいます」。
　今回の倶楽部Kを読んでもらえばおわかりの様に、
養子縁組のきっかけは、不妊治療では子どもをもつ願
いが叶えられなかったからなのだが、その方達が養子
となった子どもとの時間を過ごしていく内に「どうし
て自分はあんなに産むことにこだわっていたのだろう
か」ということをおっしゃる。それが、真実で事実なの
だと思う。人生の時間を何に向け何に費やすか、気持
ちが切り替わるならば、私はなるべく若い内にお父さ
んお母さんになってもらいたいと思っている。具体的
な進め方と併せてそんな話もさせてもらっている。
　そして相談室では、前述した柴原さんを筆頭に当院
で不妊治療を卒業されて里親となった方々が、これか
ら養子縁組を考えていかれる方達に先輩として積極的
にご自身の経験を交えながらその思いを伝えてくだ
さっている。こんな心強いサポーターはいない。また
諏訪・上伊那地区里親会からも季節折々の行事等のお
知らせをいただいて、縁組家族と接する機会を作らせ
ていただいている。

こうのとり相談室での
養子縁組、
そして私のこと。 こうのとり相談室　渡辺みはる
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私のヒストリー
誕生から高校生まで
　私が養子縁組に思い入れる理由に、私自身の過去が
関係していることをここで少しお話させてもらおうと
思う。
　私には戸籍上3人の母親の名前が存在する。私を生
んだ１人目の人は私が物心つかないうちに家を出たと
いう。写真一つ、その存在を示す形跡はない。養育に
困った父は朝早く私を民間の施設に預けて仕事に行き
夜遅く迎えに来た。どれ位の年月そこに預けられてい
たのかは定かではないが、一日中暗い所に隠れて泣い
ていた、その記憶だけが残っている。
　その後、私が不憫なので世話をしてあげたい、と父と
の結婚を求めた女性が現れ一緒に暮らすようになった
のだが、彼女が欲しかったのは男の父だけ、私は不要物
だった。体に残る傷を与えれば父にわかってしまうの
で全てが言葉と行動による暴力で、父のいない空間で
の常習だった。食事は低学年の時から自炊、といって
も作れるものなど知れているので缶詰やスーパーのお
惣菜かみそ汁。もちろん洗濯も自分だ。参観日や音楽
会、行事に来てもらう事はなく、運動会のお昼時間、家
族席には居られないので学校の裏山に行っていた。生
理になった時は学校の保健室へ飛んでいって先生に手
当してもらった。また、女性が父と性行為に及ぶ際そ
れを私がみるようにしむけられてもいた。
「今日も生きてるの?」十年以上繰り返されたこの言葉
に子どもながら考えつく死に挑みはするものの命を断
ち切るには及ばず、学校の先生、親戚、近所の人と私の
周りにいる大人達は私の置かれている環境に気づいて
いたが、誰も何もしてくれることはなかったし、私から
も助けを求めはしなかった。何より、大好きな父には
心配をかけたくない一心で不自然な日常を必死でごま
かしつくろった。子どもの自分にはどうにも出来ない
と、時間が過ぎるのをただただ待った。そして、学区が
関係なくなる高校合格を機に祖父母の家に身を寄せ、
そこでようやく長い悪夢を終わらせることができたの
だった。　
　1年後、裁判でその女性との離婚が成立したから一

緒に暮らせる、と父が迎えにきてくれた。待ちに待っ
た父との2人暮らし、そう思って向った先には、何と小
さい女の子と別の新しい女性との暮らしが始められて
いたのである。その女性が父の3番目の妻であり、戸
籍上3番目の今の母となった。高2という多感な年齢
から始まった新たな家族。そこからの30余年も語る
に及ばずの歳月であった。私は父の人生に巻き込まれ
た形で不遇な子ども時代を送った訳だが、それでも父
を恨んだことは一度もない。父親を「男」としてはみ
たくもないのでそういう視点ではさておき、父が父で
あったから、今の私が在ることには間違いがない。

成人となったのち
　大人になり自分のこころに歪みがあることを感じた
私は、これは絶対他人に悟られてはならないと思った。
“辛いことがあっても誰にも頼らない、弱いところは
見せない”それは私が私である為の条件であり意地で
もあった。24才で結婚し翌年に妊娠、いよいよ出産が
近づいてきたある日、思いもかけない感情が私を襲っ
た。「我が子を置いて出ていくことのできるような人
の血が私の中には半分ある。私も、そんな母親になる
かもしれない…」初めての出産と産後頼る場所がない
という不安からか、あの時こそは本当にピンチだった。
しかしいざ産んでみたら「こんなにも可愛い我が子を
どうして置いて出ていけるものか!	血と行動は別物、
人が違うんだから」と、血の道を全否定することができ
た。
　子ども達には不足なことも多かっただろうが、母親
になれたことはこの上もない幸せだった。しかし前夫
とは20年の歳月、本当の自分を出しそれを受け止め
てもらえる関係になれないまま時が過ぎ離婚となって
しまった。血の道はこちらで繰り返してしまった。

人生を作るのは不揃いのピース（piece）
　それから数年後、人のこころに寄り添い人生を支え
る、そんなカウンセリングを生業としている私が“カ
ウンセリングさもありなん”な状態になった。
　いままでは患者さんの感謝の声が生きる支えであっ
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たのに、本当の私はそんなんじゃない、と人様を欺いて
いるような罪悪感にかられていった。何十年もの間抑
え込んでこられたのに、急に闇の部分がもたげかかっ
てきて苦しくなった。子どもの時も時々そうなること
があったのだが、体から魂が抜け出して自分の姿を天
井から見ているというような乖離症状が出てきてし
まった。慌てて精神科へ行ったところ「あなたは一流
のカウンセラーでも在れるが、一瞬にして自殺もでき
る精神疾患患者との紙一重」と診断された。	“私はも
う、ダメかもしれないな…”
　遅い時間の相談室の灯りを気にかけてくれたのだろ
う、ノックの主は根津院長だった。人生で初めて、自分
の気持ちというものを人に話した。
　「こんないい年になっているのに何故過去の捕われ
がとれない?何をしても私の悲しさや寂しさが埋めら
れない。生き方も、生きていていいのかすらも、もうわ
からない」。院長は静かに、こう答えてくれた。「お前
ほどの経験をしてくればなかなか心の空洞を埋めるこ
とは難しいかもしれないが、丸く空いた穴に全く同じ
寸法の型がすっぽりと入ることはないんだよ。ぴった
りなんてもの、いくら探したって見つかりはしないさ。
三角や四角や菱形、不揃いでもそんなピースをはめ込
んで隙間を埋めていく。それらのピースによって人
生は作られていくんだよ」。最上級に優しいまなざし
と私のための涙があたたかかった。“人は人で傷つき
人で癒される”まさにカウンセリングそのものの時間
だった。
　その後私は、貴いピースの存在を確実に意識し、そし
て感謝しながらこころの隙間にはめていった。その多
くは患者さん方との出逢いであったのだが、職場やカ
ウンセリングの仲間、そして今の夫etc。愛をもって
接してくれた“他人”の方々のお陰で、今は空洞のほぼ
埋まった私になれた。

泣いても抱っこされない
赤ちゃんのこころの育ちは?
	そしてもうひとつ、“１人でも施設で育つ子を減らし
たい”という強い願いは、今から30年前保育士学生
だった時の乳児院での実習体験にまでさかのぼる。
　生まれて1週間目は産院で、その後乳児院に措置さ
れたその赤ちゃんは、新生児室という小部屋のまるで
水槽のようなガラスの入れ物に入っていた。その赤
ちゃんに触れるのは、一日数回のミルク、おむつ替えと
沐浴のみ。担当者は「作業」が終わるとその子の状態を
用紙に記載し箱に戻して部屋を後にする。実習が始
まって5日目の夜。なかなか泣き止まないその子が気
になり、施設の2階で寝泊まりしていた私は階下へ降
りていった。暗闇の小部屋でたった１人で泣いている
生後2週間のその子を、無資格で実習生である私は抱
き上げあやした。ほどなくしてその子は泣き止んだ
が、今度は私が泣きやめなくなってしまった。この世
に生を受けて2週間の、この子の「ひとりぼっち」がい
たたまれなかった。そこで夜勤者の懐中電灯に照らさ
れた。「あんた何してんの?ミルクでもおむつでも何
でもない時に、ただ泣いたからって抱っこなんかして
たら、現場は回らないんだよ。無責任に手を出さない
で」そう怒鳴られた。怒られてもっともではあったが、
切なかった。また泣き出した赤ちゃんの声で、もっと
もっと切なくなった。
　乳児院に居る子は10人、ママと呼ばれる担当者も
10人いて1人に１人という受け持ち制だった。しか
し夕方6時になると、部屋はカーテンを引いて真っ暗
にされベットの柵を高くし、ママ達はまた明日ねと手
を振って帰っていく。帰るママって何?!そんな状態
のスタッフをママと呼称することに私は大変違和感を
持ったし、6時に就寝という生活リズムも多いに疑問
として残ったのである。
　1ヶ月の実習期間が終わったその日、私は前代未聞
の実習生となった。実習の感想を問われて「施設を無
くす事は出来ずとも、そうならもう少しまともな育児
をしてほしい」と答えてしまった（そののち、私の学校
が実習先の施設から猛烈なお叱りを受けたのは言うま
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でもない）。
　私が担当となった3才の男の子、その子だけは私と
の別れを惜しんでくれた。ママ達とのまた明日とは
違って、もう明日は居ない私だと知る由もなく。「連れ
て帰りたい、20才で未婚の私ではこの子を引き取れな
いのか」そんなことを本気で考えて車を走らせた私で
あったが涙で運転ができなかった。あれから30年、
こんな施設運営はなされていないと信じているが、人
の愛を知る大切な時期に、親元では暮らせない事情を
抱える子ども達は後を絶たない…。

これからのこと
　親元を離れ暮らしている子どもの数は現在全国で
47,000人以上いる。その内、里親さんの元へ行ける
のは14％、他は全てが施設育ちとなる。先生方が子
どもたちの養育に一生懸命たずさわって下さっている
のは十分承知はしている。がしかし施設数が多い日本
のことは諸外国から「国家による虐待」とまで言われて
いる。さらに家があっても、その家が居心地のいい場
所として機能せず、痛ましい事件が起こっていること
も周知の事実だ。幼き人生の当初から親の事情に翻弄
され、愛くるしい笑顔も無くし、その場から逃れる力も
持てず、心や体を痛めつけられてもただじっと耐える
しかない、そんな子どもは１人でも減らしたい。血の
繋がりの有る無しに関わらず、本物の愛を受け、愛の中
で子どもが子どもらしく生きられる権利を、私達大人
は全力で守らなければならないと思う。だって、子ど
もは子ども、ちいさい大人では決してないのだから。　
　今回この養子縁組の特集号を企画し、自身の過去も

語らせていただいたのは「血の道のみが親子」という考
えは神話に他ならないということを、実際に里親にな
られた方々の文章からお感じいただきたかったことが
ひとつ。それと、時間こそかかったが、虐待経験による
精神的トラウマは“愛のある他人”の方々との出逢い
によって、こうして克服することができた私の人生を
通じて「人は愛の中に生きるもの」ということをお伝え
したかった。（世の中には私の経験など比にならない
思いで生きて来られた方が大勢いる。私は人に恵まれ
たと心から思っている）
　頼まれた訳でもないのに、自らの過去をこうして公
にするについて正直迷いもしたし、文字にすることは
思いのほか手こずった。しかしながら書き切った今
は、この場をお借りして、もう大丈夫になったことを自
分自身にも「宣言」し、そんな私が、私としてカウンセ
ラーとしていただいてきた愛をお返しする番だという
ことを「宣誓」する機会になったと感じている。お読み
いただいた皆さんには、今後の私の見守り隊をお願い
する、そんな心境でもある。
　そうこうしていたところ、柴原さんから「芋煮会」の
お知らせが届いた。縁組みを考え始めている患者さん
達に早速お電話をしよう。夏のBBQぶりの縁組み家
族との再会、鍋を囲む団らんに新しいご夫婦が加わっ
て、お腹もこころも温かな一日となることだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2014/11/22　

人生の全てのことには必ず意味がある



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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Q&A
こんなことをお聞きください

こうのとり外来を受診される皆さんへ
2013 年１月 22 日より当病院不妊外来の受診方法を、
以下の通り変更させていただきました。
どうぞご理解の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

　初めて受診される皆さんへ

　受付時間　　　AM8：30 ～ AM10：00

＊ 御夫妻で初診されますようお願いいたします。患者さん（妻）だけで
来院される方は、御主人の保険証の写しを御持参下さい。
＊ 妻の年齢は 43 歳未満（42 歳）までです。

■ まずはご予約ください。
○ 電話予約の場合
 予約専用電話 0266-28-6102 にお電話ください。
 電話受付時間：AM9：00 ～ PM5：00
 　　　　　　　（土日、祭日、年末年始、盆休みを除く）
○ 窓口へ直接おいでいただいた場合
 受付にてご予約のうえ、問診票にご記入のみして頂きます。
 いらしたその日に受診することはできません。
■ 紹介状について
紹介状をお持ちの方と、お持ちでない方で、予約枠が異なります。
ご予約の際、紹介状をお持ちかどうかを受付にお伝えください。

　再診の皆さんへ

　受付時間　　　AM8:30 ～ AM11:00 ／ PM3:30 ～ PM5:00

＊ 妻の再診年齢は 46 歳未満（45 歳）までです。

■ ご来院までのながれ
＊再診が１年以上あいた場合の来院時の注意点＊
１年（最終受診月を含む12カ月）以上あいて来院される方は、「初めて受
診される皆さんへ」と同様の手順で、診察予約をお願い致します。
○ 当院にて分娩をされて、１年以上あいた方は、その旨をお伝えください。
○ 他院にて分娩された方、または治療を１年以上休まれての再診察ご希

望の方は、その旨をお伝えください。

　体外受精の料金について

体外受精において回数を重ねた際の減額は 3 回までとし、4 回目以降は 3
回目における料金となります。

何かご不明な点等ありましたら、病院受付におたずねください。

今回の倶楽部 Kounotori28号は、

かねてより企画していた養子縁組の特集を掲載することになりました。

養子を迎えて生活されている方々からの体験談、これから養子を考えいかれる方々からの手記、

そして 2014年5月に根津院長と婦長、スタッフが熊本の慈恵病院「こうのとりのゆりかご」を訪問した際の報告、

盛りだくさんの内容です。　是非じっくりお読み下さい。


