
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
　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

＊ 妻の再診年齢は 43 歳未満です。

■ 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。

こうのとり外来の機関紙『倶楽部 kounotori』は

患者さん方のエール交換、相談室をお気軽にご利用いただけることを目的として作成し、

お陰様で今回で 29 号の発行となりました。

不定期発行のため皆さんにはご不便や御迷惑をおかけして申し訳ございませんが、

引き続きより良い情報提供や心地の良い紙面作りに努力して参りますので今後ともどうぞよろしくお願い致します。

29 号はいつもの患者さんからの寄稿に加えて、

相談室が開室してからの 13 年間の検査室と相談室が行ってきた各学会への研究発表の御紹介と、

昨年北海道で講演した際のお話しを掲載したいと思います。

2016年９月12日より、こうのとり外来の診療時間が変更されます。

平　日

■外来診療時間変更のお知らせ■

受付時間　　　８：30 ～ 11：00
診療時間　　　８：30 ～ 12：00
※ 胚移植と処置のため中断12:00
　 診療再開　12:40 ～ 13:30の間に再開
　（胚移植と処置の人数により時間変動有り）

休　日
受付時間　　　９：30 ～ 11：00
診療時間　　　９：30 ～ 12：00
※ 胚移植と処置のため中断12:00
　 診療再開　12:40 ～ 13:30の間に再開

（胚移植と処置の人数により時間変動有り）
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吉川先生はいつでも的確な答えを示してく
れた。それを信じて続けた治療で結婚8年
目にして待望の妊娠。

　私たちは、夫が40代、私が30代後半で、結婚生
活８年目を迎えた夫婦です。結婚してから３年が経つ
頃、子どもを授かれないことから近くの産婦人科を受
診。検査では、これといった不妊の理由はみつからず、
タイミング法、人工授精を試みましたが、妊娠には至
りませんでした。悩んだあげく６年目に入る頃諏訪マ
タに１度相談しました。しかし遠方であることから通
うのが大変なため、これまでとは違う産婦人科で、今
度は思いきって体外受精にチャレンジしてみました。
しかしあたり前に採れると思っていた卵子が採れず、
その夜は涙がとまりませんでした。その後、ＡＭＨの
検査をした所、非常に低い数値で卵子の数がかなり少
ない事実がわかり、また涙がとまりませんでした。ど
うしたらいいかわからなくなり、真剣に悩んだあげく
以前１度伺った諏訪マタへ再度行ってみたいと思うよ
うになりました。
　７年目に入り、夫の理解を得て一緒に説明会に参加
し、ふたりで話し合い諏訪マタへ通うようになりまし
た。そこで診察していただくことになった吉川先生
は、感じられたままをきちんと私に伝えてくださりい
つでも的確な答えをくださいました。ＡＭＨが低くて

も「やってみないとわからない」と言ってくださった
ので、先生を信じて再チャレンジを決意。１回目は採
卵でき受精の兆候はみられたものの、受精卵は育たず
移植に移れず、とても悲しかったですが、成熟した卵
が採れた事がとても嬉しかったです。２回目は、桑実
胚の状態で胚移植できたものの、またしても妊娠に至
りませんでした。でも前回より一歩前進できたことは
正直嬉しかったです。３回目は、受精卵が順調に胚盤
胞となり胚移植に進みました。これまでのこともあっ
たので、毎日、着床するように祈るような思いでした。
　いよいよ妊娠判定日を迎えドキドキしながら病院へ
向かいました。そこで吉川先生が「妊娠してるよ、良
かったね」と笑顔で言ってくださり、最初は信じられ
ませんでしたが、少しずつ嬉しさがこみあげ待合室で
涙がでました。その晩、仕事帰りの夫と喜びを分かち
合い涙がとまりませんでした。しかし喜びもつかのま、
妊娠６週目に入る頃、不正出血があり切迫流産で約２
週間の入院生活となり、思いもよらずクリスマス、年
末年始を病院で過ごすこととなり毎日が心配でした。
しかし病院の皆さんが親切にしてくださり、そのお陰
で何とか無事乗り切ることができました。妊娠10週
目を迎え、吉川先生に診ていただいた日、「よく妊娠
したね」と笑顔で言っていただきました。「遠くても
吉川先生に診てもらえて本当に良かった」と先生へ伝
え、先生の笑顔を見て、とても嬉しくなりました。こ
の日を境に、地元の病院へ移ることとなり、夫とふた

りで喜びました。
　 諏訪マタでは、治療をする中でわからないこと、
気持がもやもやしていることを通うたびにカウンセ
ラーの渡辺さんに相談させて頂きました。いつでも声
をかけてと笑顔で迎えてくださるので、いつも不安が
解消し、心がすっきりとして病院を後にすることがで
きたことは非常にプラスになりました。内容によって
看護師の小林さん、入倉さん、また培養士の保科さん
に相談にのってもらい大変お世話になりました。それ
によってその都度納得した上で治療にのぞむことがで
き本当に良かったと思っています。
　ご縁があって、諏訪マタにお世話になったからこそ、
赤ちゃんを授かることができたと思っています。先生
をはじめ病院の皆様には本当に感謝しております。あ
りがとうございました。これまで何度も諦めかけてき
ましたが、どうしても赤ちゃんが欲しくて、欲しくて、
何度も涙を流してやっと授かった命です。今は健康で
無事に生まれてきてくれることを願う毎日です。今回
の治療は経済的な負担が大きく、今後は更に細々とし
た生活となりますが、恩返しの為にも、また治療をやっ
てきて良かったと思えるようにも、健康で無事に出産
できるように、これからも頑張ります。この子をつれ
てまた笑顔で会えるのを楽しみにしています。本当に
ありがとうございました。

不妊治療も頑張ったけど○○も頑張ったと
思える何かがあった方がいいと、今自分に
できることやりたいことを治療と併行して
考えられるようになった

　
　私が初めて相談室のドアをノックしたのは５回目の
妊娠が子宮外妊娠かもしれないとの診察を受けた日で
した。それ以前、４回の流産をしていた私は「またダ
メかも…でもこれって流産よりも大変な事なんじゃな
いか ?」と思いながらも、「まだ大丈夫。一週間後には
子宮の中に見えるはず」と冷静に一週間を過ごそうと
思っていました。カルテの入ったファイルを会計に出
し呼ばれるのを待っている間、何故か涙が出てきてし
まい、「ここで泣くより一人で家で泣くより、何を話
したいかもわからないけど相談室に行ってみよう」と
席を立ちました。受付のスタッフの方にお願いし、会
計の済んだファイルを再度受け取り初めて相談室を
ノックしてみました。
　会計を済ませてから戻って来たことを渡辺さんに伝
えると「そう、よく戻ってきてくれましたね。ありが
とう」と言って迎えてくれました。そしてそこから、
今までの妊娠、流産の経過、その他の病気の事、20
年突っ走ってきた仕事の事、結婚したときの事などな
ど、時間の経つのも忘れて、いっぱい泣いていっぱい
話し、聞いてもらいました。大好きだった仕事を体調
を崩して続けられなくなり、そんなタイミングで結
婚したのが39歳の時。主人も同じ39歳。晩婚で初
婚同士の二人ですが、もっと早く出会っていても結婚

Heart to Heart
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はしていなかっただろう…。そんなことを話したら
渡辺さんは「お互いの39年間があってこそ、出会っ
て、結婚して、今がある。あなた達二人のこれからを
作って行くのはあなた達にしかできないことだよね」
と言ってくれました。
　また、不妊治療は大切にしつつそれだけにならない
こと、不妊治療も頑張ったけど○○も頑張ったと思え
る何かがあった方がいいこと、同時進行でできること
は何かしらあるだろうからこれはと思ったものに手を
出してみてダメならやめればいいこと、など、今自分
にできること、やりたいことを考えるきっかけの言葉
ももらいました。最後には「あなたは本当に世の中の
役に立てる人と思います。何かに出逢ってそれが発揮
されるといいですね」と言ってもらってとてもうれし
かったです。
　子宮外妊娠かどうかハッキリするまで一週間待つと
いう現実は何も変わらないのに、相談室を出るときに
は笑っている自分がいました。穏やかな気持ちと前向
きな気持ちで家に帰り、主人の帰りを待ち、しっかり
と話をすることができました。
　そして一週間後の診察で無事に胎嚢は確認できたも
ののその後流産。５回目の流産でしたが、着床前診断
という選択肢も考え始めていた私は次への希望を胸に
秘め吉川先生に流産の処置をして頂きました。何回経
験しても慣れる事はない悲しい時間ですが、流産を繰
り返す中で見えたことも沢山あり、私達夫婦にとって
は必要な経験だったと今は思えます。　　その後、主
人と二人予約して相談室で培養士さんから着床前診断
の説明を受けました。その治療の難しさや大変さを初
めて知って、自分たちの考えの甘さや迷いにも気づく

ことができました。病院嫌いの主人もそれなりにわか
らないことを聞き、自分の思いを話す中で表情が緩く
なりスッキリしていくのが隣で見ていてもわかりまし
た。
　しかし今後はどうしていこうと考えたら、このまま
自然で6回目の流産を覚悟の上妊娠にトライするか、
それとも子どものことは少し考えないようにするか、
思い切って着床前診断に挑戦すべきか、二人して固
まってしまいました。その時渡辺さんに「事に迷って
決められないときはその悩みを一旦手放してる。決め
られないのだから、今決めることを止めてみる、それ
は今出来る事だから」と、そう言われて確かにそうか
も、と思いました。
　今年は奇しくも７年に一度の御柱の年。主人も地区
の大切な人材として頑張っています。主人の実家もお
客様を招く準備で大忙し。そんな家にこんなタイミン
グで嫁いで来たことにも意味があるんだろうなと思い
ました。そして今出来る事、として新しい仕事にも一
歩踏み出すことができました。この先、私達二人にど
んな事が待っているかわかりませんが、主人に甘え、
主人を支えて歩んで行きたいと思います。
　こんな風に整理ができたことをここに文章として書
くことで私の新しい人生の一歩になるのではと感じ、
このお話を下さったことにも感謝しています。治療も
大事！でも他に大切にしなきゃいけないことも沢山あ
る。治療もその他の事も、諦めずにできることをでき
るだけやってみようと思います。
　まずは一大イベント「嫁としての初御柱祭」を楽し
んでみようと思います。ヨイサー !!

相手のペースに合わせ自分を抑え常に笑顔
でいる、八方美人どころか十六方美人の私
が気づけたこと

　
　父の仕事の関係で、同じ土地で暮らすのが長くても
4年という子ども時代を送った私。新しい土地に行く
度に、ご近所さんに早く馴染めるように苦労と努力を
重ねている母親の姿を、子どもながらに偉いなあ、と
見ていました。ある日、私の足音がドタバタ響いてう
るさいと階下の住人から苦情を言われたことがありま
した。その時に母はその人にとてもとても丁寧にお詫
びをし、私をキツく叱りつけました。その時「お母さ
んは私より世間の人の方が大切なんだ、周りの人にば
かりいい顔をして私の気持ちを考えてくれない」とと
ても悲しい気持ちになったことを覚えています。
　時を経て大人になった私は夫と出会い結婚しまし
た。夫の家族は周りに気を使いすぎる私の家族とは真
反対で、人目を気にしないとてもポジティブでおおら
かな家族でした。ある時、義母とテニスに行ったこと
があります。その日練習に来ていた数名でチームに分
かれ練習、試合をしていた時、ミスをする度にペコペ
コ謝る私に対し、「そんなに謝らなくていいんだよ。
練習しにきているんだからミスして当たり前。それで
周りが文句を言う様なら周りが悪いよ。」と義母は言っ
てくれました。どんな時も私の気持ちに寄り添い思っ
てくれる夫の家族が大好きで、言い難いような相談事
もできる程深く繋がっていきました。
　そんな両親に育てられた夫なので、物事を真っ正面
から捕らえ、時に敵を作っても自分の意思を曲げずに

貫ける強さがあって、それが大変魅力的であり、そう
したいけれど絶対にできない私は夫をうらやましいと
思い続けていました。
　人間関係は、家族や職場といった時に努力をして良
い関係を築くべきものと、そんな事が全く必要のない
おつきあいもありますが、私はこれまで生きてきた中
で、どんな対象のおつきあいにおいても全力投球でし
た。相手のペースに合わせ自分を抑え常に笑顔でいる、
八方美人どころか十六方美人です。だから一歩外に出
ると気遣いだらけで家に帰ってくると、どっぷりと疲
れ切ってしまっていたのです。そんな私に夫もそして
夫の両親も、そして一番に私に影響を与えたであろう
実家の母までもが「自分の心に無理をしないで」と言
い続けてくれました。でも、嫌なことを言われてもそ
れに対して「そんなことを言わないで欲しい」と相手
に告げることより、傷ついたことを見せずに笑顔でい
る方がましと考えてしまう。「こんな仕事無理」と思っ
ても断る勇気が出ず、早出残業してでもなんとかや
ろうと受けてしまう。よく言えば「お人好し」であり、
悪く言えばただのいいかっこしいの偽善者な私でし
た。
　いよいよ不妊治療をするようになり、仕事に穴をあ
けたりお休みをしなければならない現実にぶち当た
り、やり過ごし方がわからなくなった私は思い切って
相談室で相談してみました。

「両方の心の声をだしてみましょうか」と言われ、“ 無
理をする自分 ” と “ ありのままの自分 ” 二つの心の声
を思いつくままどんどん出してみました。“ 治療の為
に休むと周りに迷惑がかかるし休むということが言
いにくい ”。もう片方の声は、“ 治療だもん仕方ない。
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休んだ分出勤の時は集中していつもの倍働けばいい
じゃない ”。その両方の声を出した後、「あなたにとっ
て今大切なことは ?」と聞かれしばらく考えたら “ 私
達夫婦が目指すゴールは妊娠と出産。揺らぐことのな
いこのゴールのために、今すべき事今一番大事なこと
は治療であり、そのためには後者の心の声だけを聞き、
あれこれ考え悩んで暗くなることを辞める ” こんな気
持ちの言葉が出てきていました。
　本当に使うべき所や人の為にエネルギーを使う。周
りに心を配りすぎる事、無理をやめる。” この気づき
が子供を授かる前の今だったことにも意味があるなと
痛感しました。今気づけて、本当に良かった。気づく
事、そしてその気づきを行動に移し自分を変える事は
とても難しい事です。でも、今やらなければ、私はきっ
と一生同じ事で挫折し悩むことでしょう。だから私は
今、変わるのです。これは本気の決意です。

　初めての採卵、多忙なスケジュールをやりくりして
付き添ってくれた夫が、麻酔でふらふらになった私を
とても心配してくれて、二度目のプロポーズに匹敵す
るかのようなうれしい労いと感謝の言葉を言ってくれ
ました。多くの人に支えられ、今こうして治療に進め
ていることへの感謝の気持ちを忘れる事なく、愛する
夫と子どもを育てられるように私はゴールだけを見て
進んでいきます。

おじいさんおばあさんの元に突然主人公と
なる子どもを授かる民話が、近頃私たち夫
婦と重なるように思えるようになった

　夫と結婚したのは5年前、お互いに初婚で３９歳の
時でした。折しも、NHK のある番組で「卵子の老化」
という言葉が世に出た時。知らなかった、そうなんだ
…。遅い結婚、でも子どもはできたら３人、大丈夫か
な、遅いかも…。不安と希望を胸に不妊治療をすれば
なんとかなるのではと、地元の産婦人科に通い、その
後諏訪マタに転院しました。根津院長先生との最初の
面接で、子どもを授かるのに20年遅いんだよ、と言
われたことが印象に残っています。　　　　
　吉川先生にお世話になり、この４年間で５回の妊娠、
４回の流産、１回の死産を経験しました。本を読んで、
妊娠に良さそうなことを生活に取り入れてみたり神仏
にお参りしてみたりしましたが、現実は思うようには
いきませんでした。
　今になって、ようやく、子どもを産み育てる年齢に
は適齢期というものがあるのだということがよくわか
るようになりました。
　今、私たちは里親になってみようと考え、勉強して
います。何も知らなかったゼロからのスタートでした。
三回目の妊娠、死産の後、こうのとり相談室の渡辺さ
んを訪ねお話しをお聞きしました。不妊治療と平行に
進めて心が定まっていくまでに二年が経過していきま
した。最初から養子縁組の全容を知ることは難しいで
す。やはり、情報を得るには少し遅かったと今になっ
て思います。「里親委託ガイドライン」では、「養子里

親の年齢は、子どもが成人したときに概ね65歳以下
となるような年齢が望ましい」とされています。ただ、
里親委託ガイドラインは法律ではないので、養親の年
齢をどう考えるかは、児童相談所や民間機関に問い合
わせる必要があります。不妊治療者の気持ちがどうあ
ろうと、里親制度は、子どもが授からなかった大人の
ための制度ではなく、家庭を必要としている子どもの
ための制度であることを十分に理解し、頭の思考回路
を整理していくのに時間がいりました。そして、養親
には、生涯子どもを愛しぬく力、覚悟が必要であるこ
とを民間機関の説明会で教えていただきました。子ど
もを授からなかった運命を使命に変えて、これからの
私たちに出来ることを考えていきたいと思います。
　昔ばなしにある、桃太郎や力太郎、一寸法師、かぐ
や姫に出てくるおじいさん、おばあさんには子どもが
いません。そして突然主人公となる子どもを授かる（現
れる）。子どもの頃親しんでいた民話が近頃、私たち
夫婦と重なるように思えるようになりました。大人に
なってこんな風に読み取るとは思いませんでしたが、
不妊に悩む夫婦は昔からいて、子どもを望む夫婦のお
話は普遍的なテーマなのだと思います。
　私たちが五体満足に健康にこの世に産まれたことは
とても偶然で奇跡的なことであり、だから存在する一
人ひとりが尊いのだと思います。不妊治療中それに気
付くことができました。小さい命のことについて悩み
苦しんだこともありました。自分を健康に生み育てて
くれた親にも感謝しなくてはいけないことも分かりま
した。また、この世に生まれた生命の尊さも、そして
作り変わっていく家族のかたちや感情も、さまざまな
家族から勉強させてもらっています。
　最後に自分の歩んできた半生を振り返り、これから
の若い女性には、ぜひ女性の生涯を通じた健康つくり
とワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を考
えてもらいたいと思います。女性の一生は、女性ホル
モン ( エストロゲン ) サイクルの変化に応じて、思春
期、性成熟期、更年期、高齢期と、女性特有のライフ

ステージに分かれています。初経、妊娠・出産、閉経、
高齢期と続く中で、女性の心と体も大きく変化するた
め、各ライフステージで気をつける病気やその予防、
健康づくりも異なってきます。女性の健康についての
実情やデータ、知っておきたい正確な知識と、早い時
期から何を目標として仕事に就くのかぜひ学校教育の
中で身につけてもらいたいと思います。女性が、生涯
を通じて健やかで充実した生き方・働き方を続けなが
ら QOL（生活の質）の高い日々を実現していくには、
女性自身、男性、企業・団体（組織）も、確かな健康づ
くりの知識とワーク・ライフ・バランスの必要性を理
解し、より働きやすい環境をつくることが、社会にも
とめられているのだと思います。
　夫を通して、妊活している働きざかりの旦那さん側
の職場の理解ももっとあったらいいなと願うばかりで
す。　夫はお金を稼ぐ担当、私は治療の担当と割り切っ
てからは感情が乱れることはありませんでした。
私は不妊治療をしていることを周りの人（両親）には
言えませんでした。周囲とのお付き合いの中で傷つく
こともありましたが、分かってもらいたい（もらえる）
とも思えませんでした。不妊という劣等感と心と体に
覚えた辛さは、他の人には説明しがたいものです。
　夫は言います。「ぼくたちが早く出会っていても結
婚はしていなかったと思うよ」私もそう思います。
　今、夫と人生を歩めていることをよかったと思いま
す。お世話になった病院の皆様、治療中の迷い道をあ
たたかく照らし心の支えとなってくださった皆様に感
謝とお礼を申し上げます。

参考文献：『女性も男性も暮らしも職場も happy ！に年代別女性の
健康と働き方マニュアル　ワーク・ライフ・バランスとヘルスケア』
NPO 法人女性の健康とメノポーズ協会編著（2012. SCICUS）／『子
どものいない夫婦のための養子縁組ガイド』吉田美奈子著（2015. 明
石書店）
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年 発表 学会名

2003 こうのとり相談室にもとめられるもの ─設立の過程─ 第2回日本不妊カウンセリング学会学術
集会

2003 心の拠り所を目指して  ─こうのとり相談室立ちあげの経過─ 第25回日本不妊学会中部支部学術集会

2003 不妊治療におけるメンタル支援 ─チームでサポートする意義─ 第48回日本不妊学会総会

2004 こうのとり相談室が不妊患者に果たす役割 第3回日本不妊カウンセリング学会学術
集会

2004 当院におけるメンタル支援 ─こうのとり相談室の1年半─ 第4回長野県生殖不妊研究会

2005 治療継続に揺れる患者心理に寄り添って 第5回長野県生殖不妊研究会

2006 不妊治療におけるうつ状態とカウンセリング 第3回日本うつ病学会総会

2007 〜 2008 小金井・多摩地区中国医薬会カウンセリング 12回連続講義

2009 不妊治療における抑うつ状態とカウンセリング 第8回日本不妊カウンセリング学会学術
集会

2009 うつ病患者の不妊治療をカウンセリングで支え続けた一例 第6回日本うつ病学会総会

2011 「不妊カウンセリングの現場から
〜大切なことは患者さんが教えてくれた〜」講演

第28回不妊カウンセラー・体外受精コー
ディネーター養成講座

2011 不妊患者にみられる抑うつ状態とカウンセリング効果 第62回南信医学会

2012  「カウンセリングを通じて学んだこと ―心悩む人々と共に―」  講演 下諏訪町学校保健会

2013 「人は人で傷つき人で癒される〜心の立ち直りのプロセス〜」  講演 松本建設労働組合

2014 「こうのとり相談室の願い」講演 新潟市上越文化会館大島クリニック　不
妊講座

2014 「提供精子による非配偶者間体外受精の実際とカウンセリング」講演 第35回不妊カウンセラー・体外受精コー
ディネーター養成講座

2015
不妊治療現場におけるカウンセリングの意義について（1）
ー乳癌治療後の凍結卵移植で妊娠が叶わなかった
1症例のカウンセリングを通してー

第14回日本不妊カウンセリング学会学
術集会

2015 不妊治療現場におけるカウンセリングの意義について（2）
ー他院通院中の乳癌患者との長期に亘る相談に応じた例を通してー

第14回日本不妊カウンセリング学会学
術集会

2015 「大切なことはみんな患者さんが教えてくれた
〜諏訪マタニティークリニックこうのとり相談室の実践」講演

不妊に悩む方々と生殖医療専門家との第
7回公開講座 in 札幌

2016 不妊治療現場における養子縁組相談についての一考察（学会奨励賞受賞） 第15回日本不妊カウンセリング学会学
術集会

不妊治療に関する

学会発表と講演録
こうのとり相談室が開室してから 13 年間が経過します。
その間に院長、吉川先生や検査室のスタッフと相談室のカウンセラーが学会などで
発表してきた内容を御紹介したいと思います。

＜こうのとり相談室＞

＜ドクター・検査室＞

年 発表 学会名

2002 胚移植のコツ 第4回長野県生殖不妊症研究会

前培養時間に関する一考察 第4回長野県生殖不妊症研究会

培養室クリーンルーム化の効果 第4回長野県生殖不妊症研究会

凍結胚移植の際の Assisted Hatching の有用性 第47回日本不妊学会学術講演会

2003 精子凍結保存用メディウムの検討 第5回長野県生殖不妊症研究会

Vitrification 法による凍結未受精卵を用い妊娠出産に成功した一例 第48回日本不妊学会学術講演会

胚移植法の解析 第48回日本不妊学会学術講演会

各種メディウムによる胚盤胞発生率の検討 第25回日本不妊学会中部支部学術集会

2004 流産組織染色体異常についての検討 第6回長野県生殖不妊症研究会

自然周期凍結胚移植の有用性 第49回日本不妊学会学術講演会

short protocol 法における早期黄体化の妊娠率への影響 第49回日本不妊学会学術講演会

2005 胚の形態的評価と胚発育の関係 第7回長野県生殖不妊症研究会

Two-round FISH 法による染色体分析 第7回長野県生殖不妊症研究会

2006 ヒト2PN胚のhaloの出現様式　媒精25h後のPN消失の有無と良好胚・
胚盤胞発生率の関係 第51回日本生殖医学会学術講演会

short protocol 法における早期黄体化全胚凍結の検討 第8回長野県生殖不妊症研究会

流産染色体異常についての検討 第8回長野県生殖不妊症研究会

2007 ICSI 時の紡錘体の位置、また有無による受精率・分割率・良好胚発生率
の検討 第25回受精着床学会学術講演会

当院での体外受精成績と eSET へ向けての検討 第9回長野県生殖不妊症研究会

short protocol 法における早期黄体化治療周期の検討 第9回長野県生殖不妊症研究会

2008 実母による代理出産 第26回受精着床学会学術講演会

2009 Donor egg による非配偶者間体外受精137組に関する検討 第27回受精着床学会学術講演会

流産染色体異常についての検討 第122回長野県産婦人科医会学術講演会

夫婦双方に均衡型転座が認められた症例の PGD 臨床結果 第10回長野県生殖不妊症研究会

当院における選択的単一胚移植 (eSET) の臨床成績 第10回長野県生殖不妊症研究会

2010 17α -Hydroxylase 欠損症合併妊娠の1例 第11回長野県生殖不妊症研究会

刺激方法による妊娠率の検討 第11回長野県生殖不妊症研究会

多胎妊娠に対する減胎手術873例の検討 第28回受精着床学会学術講演会

2011 減胎手術（PR）の実際 -910の手術例の全容から - 　特別講演 第12回長野県生殖不妊症研究会

当院における Anti-Müllerian hormone と妊娠率 第12回長野県生殖不妊症研究会

ミネラルオイルによる胚発生の比較 第12回長野県生殖不妊症研究会

代理母による生殖医療 - 相互扶助社会における扶助生殖医療の必要性 - 第29回受精着床学会学術講演会

2012 軽度高圧高濃度酸素カプセル（石原式酸素カプセル）の利用により妊娠
に至った1例の報告 第13回長野県生殖不妊症研究会

移植日による Embryo Glue の効果の比較 第34回中部生殖医学会学術集会
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年 学会 発表名

2013 軽度高気圧高濃度酸素カプセル（石原式酸素カプセル）の不妊治療への
応用の検討 第14回長野県生殖不妊症研究会

妊娠成立した nonmosaic Klinfelter's syndrome の一例 第130回信州産婦人科連合会学術講演会

IMSI と ICSI について比較検討 第58回日本生殖医学会

今からでも間に合う一般的不妊症治療の ABC　特別講演 第15回長野県生殖不妊症研究会

ICSI と IMSI の臨床成績の比較検討 第15回長野県生殖不妊症研究会

加湿，無加湿インキュベーターによる培養成績および臨床結果の比較 第15回長野県生殖不妊症研究会

軽度高気圧高濃度酸素カプセル（石原式酸素カプセル）の不妊治療への
応用の検討 第15回長野県生殖不妊症研究会

減胎手術1,001例の検討 第31回日本受精着床学会学術講演会

同一検体の FISH 解析と24sure aCGH による着床前診断の結果につい
ての検討 第31回日本受精着床学会学術講演会

凍結融解 Day2胚移植による Embryo Glue の効果の比較 第31回日本受精着床学会学術講演会

2014 夫の実父からの提供精子による非配偶者間体外受精110組の妊娠率
86.4% について 第32回日本受精着床学会学術講演会

Rescue-ICSI の有用性 第16回長野県生殖不妊症研究会

CAVI を用いた妊娠中の動脈弾性能についての検討 第51回日本臨床生理学会総会

2015 Time laps による初期胚の動的解析 第17回長野県生殖不妊症研究会

女性の悪性腫瘍治療開始前に行う卵の凍結保存についての一考察 NPO 法人日本不妊カウンセリング学会
第14回学術集会

胎児診断による減胎手術 - 総減胎手術1,130例中の最近例において - 第33回日本受精着床学会学術講演会

軽度高気圧高濃度酸素カプセル（石原式酸素カプセル）の不妊症治療へ
の有効性 第33回日本受精着床学会学術講演会

こうのとりの贈り物 改訂第７版 発売のお知らせ
吉川先生の外来診療についての内容が詳細に記載されている最新版、
こうのとりの贈り物第7版の販売を受付にて行っております。
是非新しいテキストで情報を得て診察にお役立てください。

長野県と隣県の医療機関別

2014年治療実績
2016 年 2 月 7 日付けの読売新聞の中南信版〈病院の実力長野編 96〉
に当院吉川文彦副院長先生の記事が掲載されました。

＜図表について＞
新聞掲載時には、長野県５、群馬県
８、山梨県３、愛知県21の施設の
実績の表が掲載されていました。記
事転載許可のルール上、表を載せる
ことができませんが、当院の延べ妊
娠数は長野県で１番、４県全体では
２番目に多い数字でした。

＜訂正＞
本文下から２段落目、左から１行
目「平均年齢は39歳だ。」は、正
しくは「体外受精を受ける方の平
均年齢は39歳だ。」です。
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2015 年５月 不妊に悩む方々と生殖医療専門家との第７回公開講座 in 札幌より

大切なことはみんな
患者さんが教えてくれた
〜諏訪マタニティークリニックこうのとり相談室の実践〜

渡 辺 み は る

　私の勤務しております諏訪マタニティークリニック
は産科・婦人科・小児科・不妊治療施設として今年で
開院40年を迎えます。私の所属する不妊外来に併設
されているこうのとり相談室では診察時間中はどなた
でも自由にお入り頂けます。しっかり時間をとってお
話しされたい場合の予約の枠もございます。治療に関
する事は日本不妊カウンセリング学会の認定を受けた
看護師や培養士が、こころの面は私がというように患
者さんがご相談されたい内容に応じてスタッフを選ぶ
事ができるシステムです。相談室で関わる治療内容と
して一般では体外受精治療の方が多く、特殊生殖医療

の方では相談件数の多い順にいくと、精子提供、減胎
手術、着床前診断、卵子提供の方々となっております。
今日この場には治療をお考えになられている、または
すでに治療を始めておられるご夫婦の方々と、実際に
治療現場で患者さんに関わっておられる皆さんがおい
でと伺っております。相談室を開室して12年が経ち
ますが、その間、大変多くの患者さんとの出会いがご
ざいました。今日はこの場でのお話しに許可をいただ
いてある患者さんのエピソードを中心にしてお話させ
ていただこうと存じます。

1、誰にも言えない　ここでしか言えない

　人の持つ感情の中で、ヒガミ、嫉妬、羨望などは日
常出来る事ならあまり持ちたくない類のものですが、
不妊治療の中では、自分と他者を比較してしまい、そ
んな感情と向かい合わなければならない時が否応なし
にあるようです。まずはそんなケースからお話致しま
す。
 A さん 　自分と同じように不妊治療を頑張っていた
友人が一足先に妊娠出産をし、その友人からお正月に
かわいい赤ちゃんの写真入り年賀状が送られてきた A
さんは、その時のことについてこうお話しされました。
 「私、体だけじゃなく、こころも駄目になっちゃった

みたいです・・・。友達だって辛い治療を乗り越えて

妊娠できたんだから、ほんと良かったねっては思うん

だけどでも私はまだ不妊治療を卒業出来ていない、私

の家には赤ちゃんがいない。そんな私の状況を知って

るくせに、何で赤ちゃんの写真付き年賀状なんか送っ

てこれるの ?! って、私、思わずその年賀状を破ろう

としたんです。彼女の幸せをねたんで、そんなことす

るなんて。どれだけこころが歪んだ私になっちゃった

んだろって・・・」

 B さん 　「今日5回目の挑戦も駄目でした。実は近日

中に妹が出産するんです。妹も体外受精をしていて、

お互い励まし合いながら治療をしてたので妹の妊娠は

こころから嬉しかったのにまた私は妊娠できなかった

から自分だけ一人取り残されていくようで悲しくて悲

しくて。赤ちゃんはもうじき生まれて来ちゃうし、一

体どんな顔をして妹に逢いに行ったらいいかのかわか

りません」

　同じように不妊治療をしていて、先に妊娠した相手
に対して、おめでとう、良かったねという素直な気持
ちを持てる自分と、その逆の、うらやましい、悔しい、
そんな感情を持つ自分。それは当然のことだと思いま
すが、そう思うことを自分のこころのゆがみと感じて
しまい、別の悲しみを抱えてしまう・・・。このように、
治療中患者さんを取り巻く様々な環境の中、親や兄弟
姉妹、夫にさえこころの内を言えず、一人で思い悩む
ことはたくさんあります。そんな時、今こんなことが
苦しい、今こんなことが辛い、さらには口に出しては
いけないと思うような感情こそを口に出して、ありの
ままの気持ちを吐き出すことができたなら、患者さん
のこころはどれだけ楽になる事でしょうか。A さん B
さんのその後です。A さんは泣くだけ泣いた後
 「私が先に妊娠していたら、ひょっとして友人と同じ

ことをしてしまったかもしれない。自分が治療を卒業

できても、周りに治療中の人がいたら、私と同じよう

な思いをさせることがないように気をつけていきた

い。今回の事は、そんなことを教えてもらったいい機

会だと思います」

　とスッキリした顔つきでお帰りになりました。
　また B さんは、妹さんの出産とその後のご自身に
ついて後日こんなメールをくださいました。
　〜あの時相談室で妹の妊娠が羨ましいってことを言

葉に出して泣かせてもらい、とても不思議だったので

すが、相談室を出た直後、あんなに苦しかった妹の出

産に関しての思いは何もなく、次の生理が早く来て治

療がしたいなと思う私がいました。それから３日後に

妹は無事に出産しました。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』と言いました。

生まれた赤ちゃんもただただ愛おしかった。相談室に

入って良かったです。そうしてなければ、私は妹にバ

トンタッチって素直に言えなかったと思うから。〜

　治療の中で感じてしまう複雑な思いがここでだった
ら言える、そんな場所が治療現場に在ることは患者さ
んにとって大きな意味があることと思います。

2、“ひとりの人”である患者さん　

　治療歴10年の C さんとのお話しで、彼女の言葉に
はっとしたことがありました。
 「不妊、っていうのは辞書を引くと、妊娠できないこ

とって書いてあった。世間では私達のことを当たり前

に「不妊患者」って言い方をするけど、私達は妊娠で

きない人ってことじゃなくて、治療をすれば妊娠でき

るかもしれない人なんだから、不妊患者ってあの呼び

方はおかしいですよね。それに不妊不妊て言われると、

何だか人として事が足りないダメ人間なのかなって落

ち込む時があります。不妊である私が、私の全てでは

ないのに…」

　不妊である私が私の全てではない、C さんの言葉
は全くその通りでした。赤ちゃんが授かりにくいとい
うのは、今時点その方に起きている一つの事象であり、
それを乗り越えるためにみなさんは相当の努力をされ
治療においでです。人として何か欠落している訳でも
ましてダメ人間なんかであるはずがありません。
　初診でお入りになった D さんが「この病院は、治療

にこころを持ち込んでもいいのですか ?」と泣きなが
らおっしゃいました。私はとても驚いてなぜそんなこ

とを ? とお尋ねしたところ、これまでかかっていた
施設で「不妊治療にこころを持ち込むような甘い考え
だと妊娠しない」と言われていたそうです。
　D さんのお話しはこう続きました。
 「治療がうまくいかなければこころは折れ、当たり前

に悲しいし切ない。不妊治療をするのに感じないここ

ろを持つなんてこと、私には到底無理でした。」

 “ 不妊治療にこころを持ち込むような甘い考えだと
妊娠しない ” この言葉の根拠は一体何なのでしょう
か。現場にいる医療者だといって、何の権限があって
そのような言葉で患者さんを不安にさせるのでしょう
か。患者さんも施設を一歩出れば「ひとりの人」です。
現場では患者さんの個の尊厳を大切にし「ひとりの人」
として接する意識を常に持っていく必要を感じます。
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3、治療を継続していくのにはどんな環境やこころ持ちがいいのか ? 　

　不妊治療10年目にして待望の第一子を授かり、数
年後第二子の治療においでになった E さんがお久し
ぶりの相談室でこんなお話しをして下さいました。
 「前回の10年間の治療のことをいろいろと振り返っ

てみたんですが、私、治療以外のことって何かしてい

たかな ? って思ったら何も浮かんでこなかった。不

妊治療だけに捕われて過ごしてたって気づいたんで

す。例え治療の成果が上がらなくても、○○では頑張

れた、×× はいい思い出になった年だったって言える

ような “何か” を日々の中に意識して取り込んでいか

ないと、人生の時間がもったいないと思えたんです。

治療を頑張るっていっても学校の勉強みたいに努力が

報われることじゃない訳だから、それが全てにならな

いように、不妊治療をしている私、から不妊治療もし

ている私、そういう感じでやっていけたらって思いま

す」

　なんと力強く爽快な言葉だったでしょうか。不妊治
療をしている私、から不妊治療もしている私。このよ
うに考えられたら、幾分気持ちが楽になることもある
かと思います。

4、子どもが欲しいという思い

　4○歳の時に癌がわかった F さんは、数個の受精卵
のストックをされてがん治療に入られました。再発の
心配もひとまず大丈夫ということでその卵を戻す為に
久しぶりに病院においでになりました。F さんにとっ
てこの数個の卵の存在は辛い抗がん剤治療に耐えて生
きる希望そのものであり、妊娠への可能性の全てでし
た。1回目は反応なしで迎えた2回目の妊娠判定日、
泣きながら相談室に入られた F さんのカルテを見る
と、妊娠を示す数値は「HCG2.0」。この HCG とは移
植2週間後に妊娠を調べる為の血液検査の値で、当院
では1.0以上あれば妊娠と判断されますが、判定日で
は100位あればまずは安心できる数値としているも
のです。しかし F さんの値は1.0以上ではあるものの
2.0、100からはほど遠い数値です。
 「何で ? 何で ? 何で2なの ? こんなことなら 反応な

しで今日でマタニティーを卒業出来た方が良かった。

2から数値が上がっていくことなんか絶対ないのに。

吉川先生も何で薬を追加して出すの ?! 何で2、何で2」

と、ソファを叩きながら激しく泣かれました。
　そのまま15分位時間が経ったでしょうか。泣き止
まれた F さんに私は「この2は F さんにとってどんな

意味のある数字なんでしょう」といいました。
　そこから更に20分位の沈黙ののち、先程とは打っ
て変わってとても穏やかな口調で F さんはこんなこ
とをおっしゃったのです。
 「5年間も冷凍庫の中で私のお迎えを待っていてくれ

た私の赤ちゃんが、冷凍庫は寒くてお母さんのお腹は

温かくて居心地が良かった。だから、せめてもうちょっ

とだけお腹に居たいよってことを、2という数字で伝

えてくれたんじゃないかって気がしてきました。そし

て吉川先生も私の最後の治療だから、例え数値的な妊

娠だとしても大切に扱ってくださりお薬を追加してく

ださったんですよね」

　A さんが受精卵に対してすでに母親の気持ちでおら
れることを強く感じ、涙が止まりませんでした。長い
沈黙の先にあった貴い気づきの言葉に本当に感動しま
した。常日頃、みなさんの大切な受精卵を何気なく一
個二個とカウントしてしまう意識を改めなければと痛
感したと同時に、人の変化する力の素晴らしさをあら
ためて感じた、貴いカウンセリング体験となりました。

5、養子縁組という選択　

　そろそろ治療にピリオドを打とうかと考え始める
方々のカウンセリングの際、私は「養子縁組について
はお考えになったことがありますか ?」というお話し
をどなたにも必ずさせていただいております。私が１
番最初に縁組みのお手伝いをさせて頂いた H さんは、
現在小学生二人のお子さんのお母さんになっているの
ですが、当院での治療ののち養子を迎えた方達の里親
会 in 諏訪マタ集まりの席でこんなお話しをしてくだ
さいました。
 「私自身は妊娠出産しなくて本当に良かったと思って

います。だって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です。1年生

になった下の子にあなたは養子なんだよという事実を

話した時、ママのお腹から生まれたかったよ、と泣い

て言われました。本当に本当に我が子が愛おしかった

です」

　もうおひと方、I さんは治療の終わりを見据えて養
子縁組も併行して進めていた方でした。養護施設見学
に行かれる前の相談室で「血の繋がらない子どもでも
愛せるでしょうか」とおっしゃったので「とにかく行っ
てみましょう。現実をご自分の目で見て、感じて来て

下さい」とお答えしました。それから I さんは施設見
学に行かれその時のことをこうお話しされました。
 「養護施設で２歳の女の子がじっとこちらをみている

ので、“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。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 ?” そんなことが頭をよぎった瞬間、私の体のど

こかでカチッと母性のスイッチが入ったんです。血の

繋がらない子どもでも愛せるのか、あの不安と疑問は

あの女の子に触れられた瞬間、見事に消えてしまいま

した」

　その後 I さんはこの女の子ではなく別のあかちゃん
とのご縁があり今では育児に翻弄するお母さんになっ
ています。他にも15組の皆さんが養子縁組の道を選
ばれ、血の繋がりを超えるところの愛情で、血の繋が
り以上の家族になって幸せにくらしておいでです。ど
のお子さんもご両親にそっくりなのが不思議でなりま
せん。来るべくして我が家に来た正真正銘の我が子で
す、そんな皆さんのお言葉に深く納得してしまいます。
これから養子縁組を考えたい方達と先輩方が情報交換
する機会で、このような形の家族作りが伝承されてい
ることも私施設の特徴であるかと思います。

6、卵子提供治療

　ここまでは一般不妊治療の方のお話しでした。ここ
からは、配偶子が生まれつきない、またはご病気、事
故などで途中から生殖能力を失った方々の不妊治療に
ついてのお話しを続けたいと思います。
　昨年は卵子提供についてのお問い合わせは27件。
そのうち4件の方が治療に入りました。卵子提供をご
希望になる方の疾患としては、卵巣不全と呼ばれるも
のがほとんどで、それに継いで卵巣癌であれば卵巣の
摘出により、またその他の癌であれば抗がん剤や放射
線治療を受けたことによって卵巣本来の機能を失って
しまったという方もおいでです。結婚後すぐに卵巣が
んがわかった J さん。ご主人はその時のことをこうお
話しになりました。
 「妻は結婚してすぐ病気にかかっている事が分かり片

方の卵巣を摘出しその後抗癌剤治療をしました。１年

後、残った卵巣での採卵を試みましたが妊娠できる可

能性は1% 以下と言われてしまいました。妻は「病気

になってごめんね。子供産めなくてごめんね」と何度

も私に言ってきました。子どもが大好きな妻、１番辛

いのは自分なのに何度も私に謝ってきました。愛し

合って結婚し２人の子供をもちたいという普通の事

が、私達2人にとっては人生のどんな事よりも難しい

事になったのでした」

　もうおひと方Kさんは、子どもの頃白血病にかかり、
後の放射線治療によって卵巣の機能を無くしてしまわ
れた方です。
 「子どもが産めない体を理解して結婚してくれた夫の
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優しさを、一緒になってから更に感じるようになり、

夫と子どもを育ててみたい、夫をお父さんにしてあげ

たいという気持ちが私の中にふつふつと湧いてきてし

まい、ほんのわずかな望みをかけて不妊治療の病院に

行ってみたのです。しかしそこの医師から「もう閉経

したおばあちゃんに子供が欲しいと言われても無理な

話。あなたは考えが甘すぎる。うちで出来る事は何も

ない」そうきっぱりと断られてしまい、当時20代だっ

た私にとってその医師の言葉はあまりにも残酷でくや

しくて、１人車の中で泣きました」

　K さんが医師に言われたという言葉は診断としては
確かにその通りなのかも知れません。が、しかし、K
さんがなりたくてなった病気でも結果でもないのに、
そこでの医師の言葉は K さんにとってはあまりにも
酷な言い方だったと思います。
　その後、J さん K さんは共に当院の卵子提供のガイ

ドラインに即した提供者、お２人の場合は姉妹でした
が、その方の協力を得てお子さんをもうける事ができ
ました。K さんが出産後に寄せて下さったお便りには
こんな切実な想いが記されていました。
 「自分に配偶子がないんだから最初から諦めるべきだ

とか、人を巻き込んでまで子どもを望むのはわがまま

だとか、産まれてくる子供の事をきちんと考えている

のか、など卵子提供を良く思わない人達からの批判の

声はずっと聞いてきましたが、そんな事は私たち自身

が一番よく分かっているんです。愛する人との子ども

が欲しいとそんな当たり前の感情を口に出す事すらも

咎められてしまうこの社会の現状を本当に悲しく思い

ます。私のような状況におかれている多くの女性、ご

夫婦のために1日も早く社会の体制が変わってくれる

ことを願います」

7、精子提供治療

　続いて精子提供の方のお話しです。昨年は89件の
お問い合わせがあり22件の方が治療に入りました。
こちらの原因としてはほとんどが原因不明と言われ
ています。無精子症と診断を受けたのちは、精子ま
たは細胞の段階で受精を試みる為の精子細胞を探す
TESE、 MD-TESE という手術を受けられ、それでも
細胞が見当たらない絶対不妊という状態の方々です。
当院に来られるまでに他人の精子での人工受精治療
AID をされていた方は1/4で、それ以外の方は AID
治療をされず、当院で行っている非配偶者間体外受精
治療を直接求めておいでになっています。

　無精子症とわかった時の L さんのお気持ちです。
 〜期待と不安で手術を受けたが「残念ですが、精母細

胞がみつかりませんでした」と言われた。もう何の言

葉もでなかった。自分が何のためにこの世に居るのだ

ろう、何か悪いことでもしたのか？なんで俺が…まっ

たく何がなんだか分らなくなった。ひたすら妻に謝り

続け、自分の不甲斐無さを思いつめた。死にたい。し

かし実際には死にきれない私だった〜
　L さんのように、無精子症と告げられた方々が、命
を絶とうとまで考えることを皆さんはどう思われるで
しょうか。私は当初、何もそこまでと思ったこともあ
りました。しかし150人を超える無精子症の患者さ
ん方と日々お会いしてくる中で、L さんのように死を
考えたという方は他にもおいででしたし、奥さんに離
婚を申し出たという方も相当数でした。それより何よ
り、私とのファーストコンタクトである電話口で、ま
た初めてお会いした時に「これまでどこにも泣くとこ
ろがなかった」と、ほとんどのご主人が涙を流される
現実に、男性にとって精子がないということはそれ程

の辛さであることを思い知ったのです。けれど、世間
では無精子症のこのような現実はこれまでほとんどと
いっていい程語られてはいません。
　次に示すのは、無精子症と診断された際に医療者に
言われたという信じられない言葉の数々です。
» 精子がない男とは離婚すればいい
» クラインフェルターだと告知された時に、医師から

「君は事故で生まれた」と言われた
»TESE の治療を希望したら「あなたは染色体異常で精
子がないのだからそんな遺伝子を残してはいけない。
だから TESE はしない」といわれた。
　これらは極一部です。無精子症という絶望の診断に
加えて、人としての存在意義すら否定されかねないこ
んな言葉を、頼って行った先の施設で言われてしまっ
た皆さんの、体の傷もさることながら心の傷の深さは
計り知れません。卵子提供の K さんのところでもお
話ししましたが人に向けるべき言葉かどうかの判断も
できず、最前線の医療に携わっている一部の医療者に
は憤りすら覚えます。
　精子提供治療の実際として今から19年前に始めら
れた非配偶者間体外受精の精子提供治療は昨年末で
155組を数えました。その内の76％の方が実父から
の精子提供を受けて治療を行い、73.5％の方が出産
に至りました。精子提供者としてはご本人の実父がベ
ストである理由として純粋に夫に似た子どもを夫と育
てたい、誰かわからない匿名の第三者からの提供より
も出自が明確である分安心、また精子提供者にあたる
のは夫にとっての両親であるので、精子のない息子を
産んでしまったという親としての苦しみや呪縛が提供
に協力することで解き放たれる等、種々の理由から精
子提供者としてはご本人の実父がベストであり、また
妊娠率の低い人工授精ではなく、提供者の負担も鑑み
た上で体外受精で行ってまいりました。
　2014年の夏に開かれた受精着床学会で当院の根津
院長が実父による提供精子治療の実際としてこれまで

の19年間のデータを発表した際、世間では「家族関
係が複雑になる」とか「お嫁さんと舅の間の子という
と卑猥な感じがする」とか「お嫁さんが強要されてい
ないか ?」などという声があがりました。それに関し
て実父からの提供精子により出産された患者さん方が
おっしゃったご意見です。
 M さん夫  「生まれた子どもについて、ここはパパ似、

ここはママ似などという何気ない会話は普通に授かっ

た人達からしたら当たり前で大したことではないんで

しょうが、自分達にとっては本当に言葉にできない程

の幸せな会話なんです。これはあくまでも私達家族と

しての問題です」

 N さん夫  「家族関係が複雑という心配には大きなお

世話と思います。嫁と舅で ? とそのようなことを思

い巡らす人達の感覚の方が逆に心配になってしまいま

す。障害を乗り越えて家族になっている僕達にとって

は、当たり前の中にどっぷり居る世間とは心や家族の

ステージが違うんです」

 O さん妻  言い方はとても悪いと思いますが無精子

症は『目に見えない障害者』だと思います。私は目が

見え耳が聞こえ手足がある。そのいずれかが不自由な

方の気持ちや苦労は本当にその立場の人にしか解らな

いことです。その事実を当事者家族が補う、助けると

言う事にどうして後ろめたい気持ちにならなくてはい

けないのでしょうか？まったく何も知らない人達が

「家族関係が複雑になる」とは無精子症の何を知って

何を根拠にそう言っているのでしょうか？ 

 “ あくまでも家族の問題 ”“ 当事者にならなければわ
からない事がある ” 皆さんのご意見にあるように、事
実はこれらの言葉につきることなのです。
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8、全ては人間愛のもとでなされている　

　配偶子の提供治療を受けられるご夫婦、ご家族は私
たちの想像を超える深い愛と絆を育まれておいでで
す。そんな皆さん方から聞かせていただく言葉は本当
に温かいものばかりです。卵子提供の治療に入る直前
に提供者である P さんのお姉さんがおっしゃった言
葉です。
 「妹が年頃になっても生理にならず結婚して本格的に

始めた不妊治療では、痛い注射をし続けても卵子は全

く見えて来ない。そんな状況を誰より近くで見続けて

きた私なので、妹に卵子を提供できる事は、唯一私が

妹にしてあげられることだと長い事思っていたことで

した。やっと、やっとその日がきた。この日を待ち望

んでいたんです。」

　精子の採取を終えた Q さんのお父さんがそっと私
に近づいてきてこう言われました。
 「採れた精子が少なめだったと今吉川先生から聞いた

んだけども、俺が精子をよくするには、何を食べたら

いいとか、こんなことを生活で気をつけたらいいとか、

何か息子夫婦の為自分にできることがあったら教えて

欲しいんだけど」

　R さんのご主人の言葉です。
 「無精子が発覚した時、僕は妻に自分とは別れた方が

良いと言いました。妻は絶対に別れないと言ってくれ

ました。妻は僕に１人で考え込まないでと言ってくれ

ました。精子を何度検査しても悪い結果が出る僕に「私

はあなたと一緒にいる」と言ってくれました。別れた

方が良いと言うのはいつも僕。妻は別れようなんてこ

と、これまで一度も言いませんでした」

9、足りない所を補い合う相互扶助の精神で　

　以上のように卵子、精子の無い方達の治療は相互扶
助という名の下にほとんどが血縁関係の中で実施して
きています。だからそこに生まれてくるお子さんは「似
る」訳ですし、家族関係は複雑になるどころか、誰か
らの因子であるかがわかっている、血の繋がりがある
故の安心感に溢れます。しかしこの問題を論ずる時、
必ずといっていい程告知や子どもの福祉や権利はどう

なのかということを問われますが、それらについては、
当院の HP に患者さんの生の声を綴った機関紙や特殊
生殖に関するテキストも販売しております。詳細が書
かれておりますので、是非そちらをお読みいただけた
らと思います。

10、先駆者としてすべきこれからのこと

　配偶子の提供治療をもってお子さんをもうけること
はその方々が選んだ人生の選択肢です。それが幸せの
全てだと言いきれるものではありませんが、少なから
ず当院には、この人生において生殖能力を有しない状
況であったという心の重しを、崇高で真摯な夫婦、家
族の人間愛によってお子さんをもてて、幸せの重みに
変えて来られた皆さんが数多くおいでです。当院での
治療希望者は後をたたず、今現在特殊生殖分野の面談

は10 ヶ月先まで埋まっている現状です。
　これからは先駆者として、今までの経験で良かった
こと、悪かったことをオープンにして、それをシェア
する場を作り、困っておられる患者さん方が国内どこ
でもこの治療が行われるように医療現場に働きかけて
いくことにも一生懸命取り組んでいきたいと思ってい
ます。

11、こうのとり相談室の役割

　私がこうのとり相談室でお目にかかってきた多くの
患者さんからは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かということを教えて
いただいてきました。カウンセラーとしての今が在る
のは患者さんのお陰。こうのとり相談室は、私という
人間は、患者さんとの出逢いによって生かされていま
す。感謝の気持ちを忘れる事無く、これからも、お役
に立てる事を精一杯やっていこうと思っています。



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
　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

＊ 妻の再診年齢は 43 歳未満です。

■ 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。

こうのとり外来の機関紙『倶楽部 kounotori』は

患者さん方のエール交換、相談室をお気軽にご利用いただけることを目的として作成し、

お陰様で今回で 29 号の発行となりました。

不定期発行のため皆さんにはご不便や御迷惑をおかけして申し訳ございませんが、

引き続きより良い情報提供や心地の良い紙面作りに努力して参りますので今後ともどうぞよろしくお願い致します。

29 号はいつもの患者さんからの寄稿に加えて、

相談室が開室してからの 13 年間の検査室と相談室が行ってきた各学会への研究発表の御紹介と、

昨年北海道で講演した際のお話しを掲載したいと思います。

2016年９月12日より、こうのとり外来の診療時間が変更されます。

平　日

■外来診療時間変更のお知らせ■

受付時間　　　８：30 ～ 11：00
診療時間　　　８：30 ～ 12：00
※ 胚移植と処置のため中断12:00
　 診療再開　12:40 ～ 13:30の間に再開
　（胚移植と処置の人数により時間変動有り）

休　日
受付時間　　　９：30 ～ 11：00
診療時間　　　９：30 ～ 12：00
※ 胚移植と処置のため中断12:00
　 診療再開　12:40 ～ 13:30の間に再開

（胚移植と処置の人数により時間変動有り）
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