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こうのとり相談室より
バックナンバーのご紹介

着床前テストについて

こうのとり相談室より
バックナンバーのご紹介

着床前テストについて

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　　　8：20～ 9：00

＊ 初診時は、ご夫妻でご来院ください。患者さん（妻）だけで来院される方
は、ご主人の保険証の写しをご用意ください。
＊ 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：14：00～ 17：00
 　　　　　　　（土日、祭日、年末年始、盆休みを除く）
○ 窓口へ直接お越しいただいた場合
 受付にて問診票にご記入のうえ、来院日の予約をしてください。
 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、お持ちではない方で、予約枠が異なります。
ご予約の際、紹介状の有無を受付にお伝えください。

　再診の皆さんへ（再診が１年未満の方）

　受付時間　　　8:20 ～ 11:00

＊ アイチケットにて順番を予約してからお越しください。
＊ 妻の再診年齢は、43歳未満までです。

■ 再診が１年以上あいた場合の来院時の注意点
１年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、受診予約をお願いします。
○ 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。

平　日

■外来診療時間変更のお知らせ■

受付時間　　　8：20 ～ 11：00
診療時間　　　8：20 ～ 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　　　8：20 ～ 11：00
診療時間　　　8：20 ～ 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）

毎日大勢の患者さんにおいでいただいてる「こうのとり外来」は、1996年の7月にスタートし、
それから約7年後の2003年3月に「こうのとり相談室」がオープンしました。
おかげ様で今年で16年目となります。
「不妊症治療には、患者さんへの心のケアが必要だ」と、不妊症治療に携わる施設が考え始めた頃でした。
そして、看護師だけではなく、培養士やカウンセラーが１つのチームとなって関わる相談を始めたのは、
当院のこうのとり外来が全国でも先駆けでした。
気軽に相談できる場所が欲しいというのは、当時の患者さんたちからのご希望でした。
さらに、どんな相談室が良いのかを教えていただいた中の1つとしてあったのが、
この倶楽部kounotoriの発行だったのです。
それでは、発行30号目となる倶楽部kounotoriを、みなさまにお届けいたします。

挿絵はFreepik.com のリソースを使用しました。
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着床前テストについて

次世代型シーケンサー（NGS）とは？

次世代型シーケンサーは、着床前テストをおこなうための最も新しい方法で、高い精度で24種類全ての染色体を

検査することが可能です。これにより、より正確な診断をおこなうことができ、健康な胚盤胞を移植するため、着

床率や妊娠率を上げ、流産の確率も引き下げることができます。

当院での適応

① 夫婦の一方または双方に、染色体の構造異常(相互転座、ロバートソン

転座)、性染色体に伴う遺伝性疾患の因子があり、流産を繰り返す、ま

たは産まれてくる子どもに遺伝する可能性が強い場合

② 染色体異常が強く懸念される、または①以外で染色体異常を伴う児を

妊娠したことがあり、その再発が懸念される場合

③ 上記以外でPGTを希望される場合

① メリット

● PGTで正常と判断された胚の妊娠率は一般的に約80％と

いわれており、PGTをおこなわない従来の体外受精の妊

娠率約40%と比べて、高い妊娠率を得る事ができます。

● 流産の原因の約７割が染色体異常によるものであると分

かっており、染色体の異常を持つ胚の割合も年齢ととも

に上昇していきます。そのため、染色体の正常な胚を移

植することで、流産率を10％以下にすることが可能です。

②デメリット

● 凍結保存または移植ができない場合があります。

 ＊ 成長が止まってしまったり、状態が悪くて検査ができない胚

 ＊ 検査結果が出なかった胚

 ＊ 染色体異常が見つかった胚

 ＊ 検査はできて正常であっても、凍結融解後の状態が悪い胚

● 通常の体外受精に比べて高価な検査が必要となります。

● 胚によっては正常な染色体と異常な染色体が混じった、モザイクという状態の胚が約20％認められます。

● この検査では将来胎盤になる一部の細胞を検査するもので、赤ちゃんとなる細胞を直接検査する方法ではあり

ません。多くのデータは、胎盤と赤ちゃんの染色体構成は一致しますが、まれに異なる場合があることも考えら

れます。

諏訪マタニティークリニックでは、

着床前テスト（PGT)に次世代型シーケンサー (NGS)を用いておこなっております。

治療成績（2017.9～2018.8）

 平均採卵数 5.1個

 受精率(顕微授精) 77.1％

 検査可能胚盤胞率 41.3%

 平均正常胚率(モザイク胚を含む) 39.0%(検査した胚盤胞の内の割合)

 妊娠率 85.7%

 治療夫婦組数 57組

 平均年齢（女性） 40.1歳

 妊娠平均年齢 37.8歳(33歳～ 42歳)　※年齢別は人数が少ないため出してません。

胚移植まで進めなかったケースは、57組中23組いらっしゃいます。

検査の流れ

体外受精
（顕微授精：ICSI）

採卵

５～６日目
胚盤胞に成長

凍結保存

凍結融解胚移植

採精

異常あり

異常なし

胚盤胞の一部を取り出し
外部委託にて染色体検査
（およそ１カ月）

費 用

メリット・デメリット

厚生労働省では着床前診断で産まれた出生児の予後について年次調査をおこなっており、当院もその該当施設と

なっております。そのため、お手数ではございますが、出産後はお子様の予後調査へのご協力をお願いいたします。

他院にてご夫婦の染色体検査をおこなっている場合は、検査結果をご持参ください。

出生後の予後調査について

体外受精料 検査可能な胚盤胞１個につき60,000円

検査結果が正常でも異常でも同額となります。 PGT治療をご希望の方は相談室にご相談ください
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「不妊という意味では苦労したかもしれないけれど、 
きっと他の人がもつ別の苦労はしていない」と 
考えられるようになった。

Kさん

〈諏訪マタに出会うまでの経緯〉

　最初から「私は不妊治療をして産みたいんです」
なんて人はいません。みんな「まさか自分が」「な
んで自分だけ」という思いを抱えて、それでもど
うしようもなくて治療に踏み切ります。私の場合
は、若い頃から「私は婦人科系が弱いかも、子ど
もができなかったらどうしよう」という漠然と
した不安を持って生きてきた人間です。結婚前、
夫とも知り合う以前から、婦人科へ通っていまし
た。25歳前後になっても生理周期がバラバラだっ
たこともあり、自分が妊娠できるのかずっと不安
だったからです。
　中学２、３年の頃、転校し、ダイエットし、半年
以上生理が止まりました。母と一緒に病院へ行
き、思春期なのにおしりに注射したあの時の気持
ちを今でもはっきり覚えています。まだ少女でし
たが、自分は生理機能がまともじゃないと不安に
感じた記憶です。また、高校～大学２年の頃、様々
なストレスから過食嘔吐の症状が顕著になり、大
学も行かなくなって、精神科へ通うようになりま
した。生理も１年以上ありませんでした。今思え
ば、あのとき休学して実家に戻り、しっかり治療
できたからこそ、その後何とか就職して社会に適
応できているのだとは思っていますが、ただ、初
潮から30代までずっと、生理周期が定まったこと
はありませんでした。仕事が忙しく不規則な生活

になると、すぐ２～３カ月生理がなくなりました。
ここまでで分かるように、私は少しこころが弱い
タイプでした。それに伴い、婦人科系も弱ってし
まうことがあって、それを自覚して生きてきまし
た。だから、結婚する前から婦人科で診てもらっ
たりして、問題ないことを確かめながら過ごして
きたんです（ずっと特に大きな問題はないと診断
されていました）。
　そんな私でも、実際に結婚するまでは、不妊治
療なんてこと、まだどこか絵空事でした。縁が
あって結婚したのは32歳も終わる頃で、もともと
子どもが欲しかった私はすでに焦っていました。
ですが半年間自然妊娠しないまま33歳も半ば、私
は歩いて通える婦人科で出来る範囲での治療を始
めました。というのも、結婚当時住んでいたのは、
東日本大震災直後の宮城県石巻市。不妊治療の専
門病院はありません。しかしまだ新婚ということ
もあり、出来るかもしれない期待でいっぱいでし
た。それから２年とちょっと、タイミング法でク
ロミッドと注射の治療を続けましたが、授かりま
せんでした。子どもを望む女性は皆そうですが、
生理になる度に落ち込みます。真っ暗闇に飲み込
まれます。親からの何気ない電話にも「子どもの
ことを聞かれたら」とびくびくするようになって
いきました。そんな私に夫もだんだん「落ち込ん
だり暗くなるのはやめてくれ」と言うようになり
ました。
　この頃、つまり子どもを望んで治療を始めてか
ら２～３年目が、精神的に最も苦しかった時期で

支え合って
辿り着けた場所
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した。周りからの「まだ若いから大丈夫だよ」「ま
だ３年でしょ？ 10年でできた人知ってるよ」と
いうことばも、治療中の本人にとっては苦しくな
るだけです。「なんだかんだ言っても１～２年で
子どもに恵まれた人には分からない」と卑屈に感
じていました。これは経験者にしか分からない感
情ですが、子どもを望んでいるのに恵まれないと
いうのは、女性としての本質や、生命活動そのも
のを全否定されながら生きているようなものなの
です。だから、自分を責めるし、産み育ててくれた
両親や義父母に対しても申し訳ない気持ちになり
ます。何より大好きな夫に対して、感情に任せて

「私とは別れてもいいから、若い健康な女性と結
婚してください」と言ったりして、だんだん鬱っ
ぽくなっていきました。でも、夫は自然体でいて
くれました。子どもがいてもいなくても、私は大
事にされていると感じることができたので、なん
とか日常を送れていたのだと思います。
　結婚して３年目、夫の仙台市への転勤を機に、
不妊専門の有名な病院へ転院しました。そこで初
めて私と夫は詳細な不妊検査をしました。結果
はやはり問題なし。すでに35歳だったし、焦りは
あったけど、病院側からタイミングで大丈夫と言
われ、半年で４回ほど試しましたが妊娠せず、そ
のまま長野市へ転勤になりました。東北出身なの
で、長野県の情報は皆無で、まずはＮ病院に、そこ
からＳ病院へ移りました。そこでは、「人工授精
は５～６回は試していいと思いますよ。それから
ステップアップしていくのが普通です」というよ
うなことを言われました。私の拙い知識や世間の
情報からも、それを信じることにしました。36歳
の１年間、人工授精を５回しました。結果が出ず、
体外受精を希望し、夫婦で説明会に出席しました
が、医師の雰囲気などからどうしても病院側との
相性が感じられず、不妊に疲れ果てていた私のこ
ころは折れてしまい、しばらく治療を休むことに
しました。多くの病院で各治療方針に従ってきま
したが、もう病院を信じられなくなってきていま
した。おそらく、何か原因があれば、初めから体
外受精などに踏み切っていたことでしょう。しか
し、原因不明というのが一番やっかいです。ここ

ろはどこにも着地できず、病院の判断に委ねるし
か手の打ちようがないのです。
　ここで、この頃の日常生活のことを少し書きま
す。長野市で人工授精をしていた頃と治療を休ん
でいた半年くらい、パートをしていました。仕事
は楽しく、気が紛れ、とても気に入っていました。
同じパートの主婦仲間たちは、皆さん２～３人の
子育て中で、当時結婚していて子どもがいないの
は私だけでした。治療の都合でシフトを変わって
もらう必要があったため、治療のことを話すこと
もありました。日常の会話の中で、よくこんなこ
とを言われていました。「私の知人に40歳で出来
た人がいるよ」「夫婦２人で気楽でいいんじゃな
い？」「リラックスリラックス、ストレスが一番
よくないよ」「治療やめたら出来るって良く聞く
よ、やめちゃえば？」…。皆さん、悪気があるわけ
ではなく、私を励まそうと言ってくれているんで
す。でも、こころが閉鎖的になっていた私は「結
局すんなり子どもができた人にはこの気持ちは分
からない」としか考えられず、そんな風にしか考
えられない自分が嫌で嫌で仕方なくなりました。
　

〈諏訪マタに転院し吉川先生と出会う〉

　そして、治療を数か月休んだ頃、夫から「諏訪
マタニティークリニックがいいらしいよ」と言わ
れました。夫の職場に、諏訪マタで治療して子ど
もを授かった方がいて、おすすめされたそうです。
それまでも協力的ではあったけれど、夫側からそ
ういう提案をしてくれるなんて、私にとっては最
高に嬉しい瞬間でした。それでもし、子どもが授
からなくても、夫婦がそういう気持ちになれただ
けでも良かったと思っています。2016年頃の話で
す。
　すぐに諏訪マタに電話をして、４カ月後に初診
の予約がとれました。現実的には、病院まで車で
１時間半、高速代もかかるし、金銭的な心配も大
きいですが、諏訪マタに通うためにパートは辞め
ることにしました。45歳になっても仕事は出来る
けど、子どもはあと数年しかチャンスがないから。
迷いはありませんでした。それに、私の望むよう

にさせてくれた夫に対しても、尊敬と感謝の気持
ちが強くなり、夫婦の結束が強まったと思います。
　初診までの４カ月間待ち遠しかったのですが、
実際に診察が始まってみると、トントン拍子に検
査が進んでいき、希望すれば体外受精もすぐ実施
できるということでした。実は、正直に言います
と、最初の頃、私は吉川先生に対してビクビクし
ていました。吉川先生は、静かに淡々と診察を進
めていくので、なんとなく話しかけづらいイメー
ジだったのです。でも、何度か通院するうちに、先
生の目の回るような忙しいスケジュールや、治療
に対する真摯な姿勢が理解できるようになり、そ
れからは、なぜかこちらが先生を応援したくなる
ような、私のことで煩わせたくないような気持ち
になっていきました。本当は誰より私たち患者側
の妊娠を望んでくださっていて、だからこそひと
りでも多くの診察ができるように、わざとクール
にされているのかもしれません。それに、吉川先
生の診察では、今までの病院のように、タイミン
グ→人工授精→体外受精とお決まりの手順を踏む
のではなく、なるべく短期間で個々人に合った治
療を施してくれるということが分かり、「私もこ
こから前進できるんだ」と気が逸りました。その
上、検査では、子宮内膜にポリープが見つかりま
した。過去に何度も子宮がん検診を受けており、
今までの病院での検査も異常がなかったので不思
議でしたが、聞いたことのある「子宮頸管ポリー
プ」とは違い「排卵時にだけ子宮内膜に出現する
ポリープ」とのことでした。これまでどの病院で
も疑いもされなかったものが、最初の検査で見つ
けてもらえたというだけで、私の吉川先生への信
頼は大きくなりました。それに、「原因の一つが
無くなる」と思ったら、除去手術は嬉しくてたま
りませんでした。
　また、体外受精の説明会は特に素晴らしく、そ
れまでの不妊に対する疑問が解消され、吉川先生
に出会えたことを感謝しました。「10年でできる
人は５年で、あとの５年は子どもとの生活に使え
ばいい。５年でできる人は２年で、２年でできる
人は１年でできればいい」という吉川先生の思い
に、説明会序盤から私はこころを奪われました。

先生は、診察時の淡々とした感じではなく、身を
乗り出して、本当に熱心に説明してくださり、理
論的でとても分かりやすかったです。何といって
も、先生の熱意が伝わってきました！夫婦で出席
したのですが、「これは私たちも半端な気持ちで
なく精一杯取り組まなければ」という気持ちにさ
せられました。良いことばかりではなく、残念な
結果の数値についてもはっきりおっしゃってくれ
て、それが信頼にもつながりました。今思い出し
ても涙ぐむほど、吉川先生は私に、情熱と、冷静に
取り組む芯の強さを与えてくれました。
　私自身の治療に関しても、今まで専門的なこと
は理解できないと思っていましたが、吉川先生の
お話を聞いて、納得というか、こころの穴がスト
ンと埋まった感じがしました。夫に問題のない私
たちの場合は、人工授精は必要なく、もっと早く
体外受精をしても良かったということも分かりま
した。もう、治療が不安だとか怖いとかいうより、
チャンスがあるなら早くやってみたいという気持
ちが強くなっていました。不妊に悩み続けていた
中で、久々に授かるかもしれないという希望で視
界が明るくなった瞬間でした。そう、やはり希望
を見い出せたときに、人のこころは前向きに動き
出すのだと、治療を休んでいたからこそ改めて実
感しました。あれから今もずっと、絶対的に吉川
先生を信頼しています。
　諏訪マタの初診時に、こうのとり相談室のプリ
ントをもらいました。前述したとおり、私は自分
のこころの弱さを自覚していましたから、ぜひ相
談室を利用したいと思いました。ですが、数回や
十数回もチャレンジしている方もいらっしゃる
話などを聞くと、私はまだこの病院での治療もこ
れからだし、相談室に行く前にもう少し自分で頑
張って、体外受精にチャレンジしてみようと考え
たんです。（そんなこと思わないですぐに相談し
ても良かったのですが）
　そうして、これまでの治療歴と年齢から、刺激
周期変法という治療で凍結胚移植をすることにし
ました。私の場合、採卵数は少なかったのですが、
幸いにも受精率が高かったのが救いでした。１回
目の採卵で２回の移植、２回目の採卵で３回目の
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移植をしました。が、どれも残念な結果に。判定
日は毎回、帰りの車の中で大声で泣き叫びました。
２～３日は絶望と疲労感で希望を見い出すことが
できずに過ごしました。諏訪マタに通い出して１
年。そんなに簡単ではないと覚悟して治療を始め
たものの、私はこころのどこかで、さすがに２回
くらい移植したらできるだろうと思っていたよう
で、３回目がダメだった時はかなりの虚無感を味
わいました。こころが死ぬかもしれないと思いま
した。それに、治療でつらいと感じたのは、私の場
合は自己注射です（もちろん連日通院して注射し
てもらうこともできますが）。注射は、その効能を
しっかり理解して、慣れてくれば大丈夫なのです
が、やはり最初は何とも言えない屈辱感というか、
なんでこんなことをやっているんだろうという気
持ちになりました。大量の飲み薬も、自分が子ど
もを望んでいるからだと言い聞かせるのですが、
どうしても、ただの楽しい性行為で妊娠に至った
人を思い浮かべては、自分の現実世界を無念に感
じてしまっていたのです。
　ついでに言えば、私は仕事を辞めたけれど、仕
事と治療の両立は非常に困難なのが現実です。制
度の整った理解のある職場・上司に恵まれた人
でなければ、仕事を続けるのはなかなか難しいで
しょう。なぜかというと、診察の結果により、次の
来院日が予定と変更になったり、移植は３日後の
予定だったのにすぐ翌日になったりするので、自
分の予定はもちろん、夫の理解と協力が大前提で、
生活のすべてが治療スケジュールに合わせる必要
があります。夫は、急きょ予定を変更し、何度も仕
事を休んでくれました。きっと会社では肩身の狭
い思いもしていたことでしょう。その上、治療費
は高額です。そうすると私自身は、「仕事を辞め
て稼げない自分」「結果が伴わずにお金だけかか
る自分」に、本当に嫌気が差してくるのです。
　また、以前夫は「正直に言うと、俺の場合だけ
ど、無理して何回もやったとしたら、それで生ま
れてきた子どもに対して、あれだけお金がかかっ
たんだからと必要以上に期待してしまって、幸せ
な子育てができなくなると思う」と打ち明けてく
れました。それを聞いて、なるほどそんな考え方

があるのか、でも真実を冷静に分析できているな
と感心し、私自身も将来そう考えるかもしれない
なと素直に思いました。同時に、体外受精をする
としても数回だな、自分たちの経済状況も冷静に
判断しないとな、と色んなことを覚悟したのです。
しかし、こう考えてしまうのも現実です。「でも、
でも、でも！どうする？今はやめられないよ。わ
ずかでも可能性があるうちは諦めるなんてできな
いんじゃないの？だけどこの先もう１回、もう１
回ってやってたら、かえって諦められなくなるん
じゃないだろうか。私のこころと身体はどうなっ
ちゃうんだろう」…そのうち壊れていくだろう自
分を予感し、とても不安に感じていました。もう、
こころがぐちゃぐちゃでした。疲れ果てていまし
た。自分が不妊治療をしているというその事実
に。体外受精でもなかなか妊娠しないという現実
に―――。なぜ、みんな１～２年で授かるのに、こ
んなに何年も孤独な戦いをしなければならないん
だろう。なぜ？そんな想いを抱えながらも、諏訪
マタに出会えたこと、そして吉川先生に出会えた
ことへの感謝は大きくなるばかりでした。あの説
明会のおかげで、体外受精という希望を見い出し、
自分で決意して行動することができました。良い
結果が出なくても、信頼する吉川先生に治療して
もらっていたからこそ、治療方針にも納得して何
度もチャレンジできたと思うのです。それに、夫
と同じ気持ちで取り組めていることや、私がそう
恵まれていることに対しても、何より深く感謝す
るようになりました。

〈こうのとり相談室〉　

　それから、何とかこころを整えて、３回目の採
卵に挑みました。この時は、「もうダメでも仕方
ない、とりあえずスケジュール通りにこなすだけ
にしよう」と考えていました。それ以上、感情を
アップダウンさせて自分を消耗することが耐え
られなかったんです。すると１個ですが、初めて
の胚盤胞ができました。それでも必要以上に期待
するのを意識的に抑えました。「期待するから落
ち込むんだ、ただ淡々とこなそう」と。そして４

回目の移植周期に入った頃、ふと、こうのとり相
談室に寄ってみようと思いました。本当に何気な
く。空室だったので、前をウロウロしていたら、受
付の方向から渡辺さんが歩いて来られ、「ん ? 入
られますか ? どうぞ、ちょうど今空いてますから」
と誘ってくださったのです。私が勝手に想像して
いた「カウンセラー像」とは違って、良い意味で、
近所や職場など身近にいそうな人で、急にこころ
が緩みました。
　相談室のソファに座ったら「あれ？なんだこれ、
自分どうしたんだ」―――何も話していないのに、
もう、涙がこみ上げてきました。そのまましばら
く話せないままでしたが、渡辺さんは何も言わず、
黙って待っていてくださいました。私は少しず
つ、自分の感情をことばにして出していきました。
そうして話すうち、自分はずっとすごく頑張って
きたんだな、と改めて分かりました。ひとりでぐ
るぐるぐちゃぐちゃとずーっと闇の中で彷徨って
きたんだなあと。そんなこと考えちゃいけない、
黒い汚い自分の感情に、自分を責めて自分を嫌い
になって、でも誰も悪くないのに、もうどうした
らいいかわからないのに…。今までの、様々な嫌
だったことや苦しかったことを、相談室で話して
いました。
　友人の妊娠・出産を、他の友人は知っていたの
に私は知らされていなかったこと。私より後に結
婚した友人や親戚たちがどんどん出産していくこ
と。その話を両親や義父母から聞いた時の、素直
にお祝いできない自分の醜さ。また、同年代なの
に結婚後１カ月で授かった友人や、２度も３度も
できちゃった結婚を繰り返す友人の話を聞いて、
その不平等さにやり切れなさでいっぱいになった
こと。
　また、「お父さんとお母さんも早く孫の顔が見
たいんじゃない？」という恩師からのハガキ。大
好きな先生でしたが、一番痛いところを突かれ、
それ以降あまり連絡をしなくなってしまいまし
た。それから、従妹の妊娠。もちろん良かったね
と思う反面、自分の顔がゆがみ、涙が出てくるあ
の感情は、何だったんだろう？従妹は一度流産を
しています。それを知った時も、母は従妹が可哀

想でかばう発言ばかりすることにも少し反発心が
芽生えました。でもそのとき、父は私に言ったん
です。「妊娠できるって分かっただけいいじゃん
なぁ～」と。何気ないひとことでしたが、私の気
持ちを代弁してもらえたようで、私は自分の醜い
こころを少し許すことができました。従妹の妊娠
中は、地元へ帰省する勇気がありませんでした。
私の初めての体外受精が残念な結果に終わった
頃、ようやく帰省して従妹とその赤ちゃんに会っ
て抱っこしてきました。とても可愛かったけれ
ど、自分でも不思議なくらい、冷静に沈んでいく
こころを感じました。そんな自分が本当に嫌で、
早くその場を去りたくなりました。でも、会いに
行けた自分のことは褒めてあげたいし、会ってお
祝いを言えて良かったと思っています。それに、
じゃあ果たして、従妹や姉が私のように何年も不
妊治療で苦しむことになったらどうなのだろう
か？それは嫌だし、だったらそれが私で良かった
とも思えます。決してみんなの幸せを喜べない私
ではないのに、こんなにつらくなるなんて、どう
したら良かったのでしょうか。
　夫の実家への帰省もこころを奮い立たせて頑
張って行っていました。夫の従姉妹たちも私より
後に結婚して、皆が1年ほどで妊娠していき、私は
会ったらきっと醜い感情になると分かっていたの
で、それが嫌で怖くて仕方ありませんでした。た
だ、義父母が本当に人格者で、私の負担になるよ
うなことは一切言わずに歓迎してくれていたのに
は、本当に感謝しています。でも、だからこそ余計
に申し訳ない気持ちが大きくなっていくのも本心
でした。
――そのようなことを、ことば足らずに、順不同
に泣きながら話す私を、渡辺さんはただ静かに頷
いて見守っていてくださいました。
　そうしたら「私が悪いわけじゃない。私はよく
頑張っている。治療については、淡々とこなして
いくだけ。淡々と。頑張っている自分をこれ以上
責めないで、ちゃんと認めて、許して、愛してあげ
なくては」こんな気持ちが湧いてきて、私のここ
ろの波も静かにおさまっていきました。その後渡
辺さんとは、次の診察時にまた少しお話できただ
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けで、移植～判定日以降ずっとお会いできません
でしたが、週１回ほど、メールで不安なことを相
談していました。相談というか、ひとりごととい
うか。でも必ず返ってくるメールで、どれほど安
心できたことか。わかってくれる人がいるという
のが、こんなに楽になるなんて。もっと早く、初診
の頃からこうのとり相談室の扉をノックしていた
ら、様々なストレスから解放されて、治療の結果
も変わっていたかもしれません。
　そんなある日、学生時代の友人から、2人の子育
て中の息抜きに、子どものいない私と旅行に行き
たいとメールがありました。私は、治療中である
ことを打ち明け、いつ大丈夫か分からないと伝え
ました。すると、「また悩んでるんでしょ～、悩み
たがりだね。治療って起き上がれないほどなの？
精神的に辛いからとか？」と直球で聞かれ、それ
以上こころをエグられるのが嫌になり返事を保留
にしました。この出来事を相談室にメールで相談
すると、渡辺さんからこのことばをいただきまし
た。「逃げるが勝ち。自分を苦しめるものからは
逃げていい」このひと言で、こころがすーっと晴
れていきました。渡辺さんからことばをもらうた
び、私のこころは少しずつ変わっていきました。

「嫌なことからは逃げてもいい。そうすることに
罪悪感も持たなくていい。自分のこころを自分が
守ってあげなきゃ」と。

　そして、移植４回目の判定日になりました。吉
川先生の「妊娠してますよ」のひと言、そして優
しい笑顔。しかし、私はすぐには喜べませんでし
た。信じることができませんでした。帰宅後、夫
も喜ぶよりも「まだわからないよ、油断するな」
と言い、しばらくはふたりとも妊娠していないつ
もりで平常心で過ごそうと決めました。きっと、
年齢的にも、今まで何年もできなかった「期待→
落胆」を繰り返した経験からも、本当に確信が持
てるまで期待しない方がいいと分かっていたから
です。その後、６週・８週と経過順調に診察日が
過ぎて行きましたが、どうしても流産への不安は
消えず、喜ぶタイミングをつかめずにいましたが、
10週も順調で、あれよあれよという間に諏訪マタ

卒業の日を迎えました。
　卒業の日、移植前からずっとお会いできなかっ
た渡辺さんとやっとお話しできました。経過を報
告した後、最後の相談をしました。「妊娠が分かっ
てからも負の感情が消えない。この数年間に感じ
た様々な思いは、一生消えないんじゃないか。何
かの拍子にどこかの場面で、苦労なく授かり産ん
だ人との間に、ドロドロした感情が溢れて、また
汚い自分に直面するんじゃないか」と。もしかし
たら、妊娠できたのにこんな感情になってしまう
のは、誰よりも私自身が、「不妊治療してきたこと」
にこだわっているからかもしれません。でも、そ
んな自分もすべて抱きしめて生きていく決心がで
きず、相談しました。
　その時渡辺さんは、いつものように私のこころ
を受け止めてくれた後で、このことばを紙に書い
てくれました。「あれもこれも、終わった終わっ
た！」
これを見て、自然と喜びの涙が出ました。あの人
のあのことばも、あの娘とのあの出来事も、全て
過ぎたこと。これからの私と夫と子どもの未来に
は関係ないのです。そう考えることができたら、
こころがすっと明るくなりました。やっと、ここ
ろの底から、妊娠できたことを嬉しく喜べた瞬間
でした。

　とにかく、私とは違う部分で苦労されている
方々もたくさんいます。離婚してひとりで子育て
する大変さや、糖尿などの持病があったり、身体
が不自由だったり、家族の介護などで旅行にも行
けなかったり。でも、私は思うんです。子どもが
いれば、頑張れる、頑張るしかない、だからあまり
無駄な卑屈なことを考えずとも毎日が過ぎてい
く。子どもがいてくれることで自分の生きる価値
を見い出せるし、自分の人生を子どもの人生に重
ね合わせて考えることで明るい未来もみえてくる
―――。
　しかし、子どもがいない人は、自分自身と対話
する時間が増えます。特に私のように子どもを強
く望んでいるにも関わらずなかなかできなかった
場合など、どんどん自分の黒い悪い部分が表に出

てきて、そんな自分と見つめ合わなければなりま
せん。そういう意味では、独身の方や子どもに恵
まれていない夫婦のほうが、子育てで大変なこと
よりも、「いかに自分を認められるか、誰かのた
めでなく自分のためにどう生きるか」という、よ
りつらくて厳しい現実を生きている面もあるのだ
ということが分かるようになりました。それが実
感として理解できただけでも、これまでの不妊治
療期間は無駄ではなかったと思っています。

〈子どもの前に夫婦の絆〉

　夫は一番の親友で、私は頼り切っています。私
の安定剤です。不妊治療に取り組むことで、治療
をする前より何倍もお互いを信頼できて愛情を確
認できました。結婚について、子育てについて、将
来のこと、あるいは治療にどれだけお金を掛けら
れるか、どういう気持ちで治療をすればいいか、
夫がどう考えているのか、または何も考えてな
かったのか―――。
　もし、子どもを授かることができず夫婦ふたり
で生きていくことになっても、この人となら大丈
夫だという確信が持てました。そんな気持ちにな
れた頃に、妊娠できたのです。

　実は、３回目の移植がダメで泣き崩れてしまっ
たとき、夫は「まだ３回じゃないか」と言ってく
れたんです。あれは本当に助けられました。私の
中では、そろそろ最後を決めておかなきゃな、と
も考えて、4回目以降をどうするか、迷いがあっ
たからです。それでもあきらめずにチャレンジで
きたのは、私と夫の治療に対する熱量がほぼ同じ
だったからです。「子どもを望む強さ」という意
味では、夫より私の方が断然高い熱量でしたが、
夫の場合は、「妻が悲しんだり泣いてばかりなの
で、その望みを叶えて笑わせてやりたい」という
のが治療の動機だったのだと理解しています。こ
の人だからここまで頑張れたと思うし、この人の
子どもをここまでしても欲しいと思わせてくれる
魅力を見せてくれた人です。そして今、夫婦の信
頼が絶対のものになったタイミングで授かったこ

とは、これからの子育てに必要な夫婦の協力関係
にも、きっと良い方向に働いて行くだろうと思い
ます。

　３回目の移植の後くらいから、「私は不妊とい
う意味では苦労したかもしれないけれど、きっと
他の人がもつ別の苦労はしていない」と考えられ
るようになりました。そう考えると、目の前にあ
る今の幸せが、より一層大切に思えるようになっ
たのです。
　今、私のお腹の中にいる小さな命は、私の38歳
の誕生日に受精した命です。私たち夫婦に、これ
からの人生を一緒に生きてくれる仲間が加わって
くれました。きっと今が一番いいタイミングだっ
たのでしょう。
　しかし、本当は、本来は、本音を言えば。子ども
を望んだらすぐに自然に妊娠できたら、それが最
高です。心身も、懐も、“無傷” です。しかし、自分
で治療しようと決断し、心身のツラさを経験し、
自分の傷をエグりいたわり、夫の愛を実感でき、
そして辿り着いた今だからこそ、見えてくる、感
じることのできる優しい光があるのだと思いま
す。
　今、このように自分のこころを整理し、トゲト
ゲのこころを静め、冷静なこころでいられるのは、

「こうのとり相談室」でカウンセリングを受けた
ことが大きく影響しています。不妊治療のこころ
の苦しさは、親や友人には相談できない、経験し
た人でないと分かり合えない現実があります。ど
うしてもひとりで考え悩む時間が長くなってしま
います。でも、「ここなら話してもいい。泣いても
いい。分かってくれる人がいる」という場所が、

「こうのとり相談室」だと思います。そういう頼
れる場所があることで、こころは安定します。冷
静になれます。一緒に考えてくれる仲間ができま
す。そんな「こころの拠り所」があることで、治
療への不安や負担も少し軽減できたり、希望や前
向きな気持ちを思い出すこともできます。私は本
当に助けられましたし、今でも「こころが折れそ
うになったら相談室がある」と思って毎日を過ご
せています。
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不妊治療中、３人家族になれることを願って 
車のナンバーを３にした。 
40歳で不妊治療を辞めてからは 
車のナンバーを見るのがむなしい時もあったけれど、 
養子を迎えて３人家族になってこの車で自宅に帰れるのは 
なんて幸せなことだろうと思うと涙がでた。

Y さん

　夜中にふと目を覚ますと、隣に大の字で寝てい
るかわいい娘の寝顔。そしてその隣には主人…10
年前まさかこんな幸せな日が迎えられるとは想像
もしませんでした。それが特別養子縁組…という
形でということも。

　私たち夫婦は私が26歳、主人が30歳の時に結
婚しました。２人とも健康そのものだったので

「子供ができすぎたらどうしよう」と心配するく
らいで、まさか自分たちが10年以上不妊治療を続
けるとは思いもよりませんでした。
　結婚して３年がたち、同じ時期に結婚した友達
がどんどん出産していくことにも焦りを感じてい
た私たちは、諏訪マタニティークリニックでの不
妊治療の説明会に参加しました。説明会で体外受
精や顕微授精の話を聞くと楽観的な私たちは「良
かった。やっと子供ができる」と思い、通院を始
めました。時期を同じくして主人が子供の頃から
の夢であった自営業を始めました。私も一緒に働
き始めたわけですが、小さな組織の中で不妊治療
のため急に休みをとる…ということは予想以上に
難しいことでした。タイミング、体外受精、顕微授
精…とステップアップしていきましたが、年に２
回体外受精をするのがやっとの状態でした。

　その頃、私にとって大きな問題が起こりました。
実家の母が若年性の認知症と診断されたのです。
私は一人っ子で父はすでに亡くなっており、母は
高齢の祖母と２人で暮らしていました。母はその

頃まだ50歳、何かの間違えであってほしいという
思いでいっぱいで「これから先どうやって母を介
護していくのだろう」と思うと奈落の底に突き
落とされた心境でした。その頃から母と祖母の介
護のために毎週１～２回、２時間ほどかけて実家
に帰省する生活が10年以上続きました。この間、
義父が手術中の事故で他界したり、義母ががんに
なったり…と主人の家族にも色々なことがあり、
自分の30代を振り返るといつも頭に介護と仕事
とそして不妊治療があった気がします。体外受精
をくり返す中でどうしても子供が欲しい反面、妊
娠したら母や祖母の介護ができなくなる…という
不安もありました。妊娠判定で「ダメだった」と
いう話を聞くとがっかりすると同時に「これで今
週も帰省できる」とほっとするような複雑な気持
ちでした。10年に及ぶ不妊治療中に母は徐々に症
状が進み、在宅での生活が厳しくなってきました。
不妊治療がうまくいかないこと以上に母の認知症
の悪化が当時の私にとっては切実な問題で、母の
介護があったから不妊治療がうまくいかなくても
気持ちが切り替えられたのかも知れません。40歳
になったのを機に不妊治療を打ち切り、主人と「こ
れからは２人の生活を楽しもう」と話し合いまし
た。
私が不妊治療を辞めた翌年、母が他界、祖母と義
母も後を追うように１年後に他界しました。今ま
で自分を必要としてくれていた家族がいなくなる
と、生きがいを失ったようで子供が欲しいという
思いを再び強く持つようになりました。
　その頃私は諏訪マタニティークリニックが主催
した養護施設で暮らす子供たちについて考えるシ

ンポジウムに参加し、養子縁組という制度につい
て初めて知りました。私は養子縁組には “特別な
こと” のようなイメージがあったので、不妊治療
中も養子縁組については考えたことがありません
でした。しかし、シンポジウムで養子縁組をされ
た方の話を伺い、「子供を持つには養子縁組とい
う方法もあるのか…」と視界が少し開けた気がし
ました。
　そのシンポジウムと前後して新聞にこんな人生
相談が掲載されているのを読みました。「息子が
妻の浮気相手の子供では…」と疑う父親からの相
談に、回答者の美輪明宏さんは「血縁があるのが
家族ではなくて、絆があるのが家族。血縁の有無
にこだわるのは愚かなこと、一緒に生活し喜怒哀
楽を重ねて絆を深めることで家族になれる」とい
うような回答を寄せていました。“家族のつながり
は血縁でなくて絆”そんな言葉にも背中を押され、
主人と初めてこうのとり相談室のドアを叩きまし
た。そこで渡辺さんから養子縁組の現状や養子縁
組された方の話を伺い、養子縁組の意志を固めた
私たちは、児童相談所と民間団体に養子縁組の申
請を行いました。

　娘を迎えたのはその翌年、私が43歳、結婚17年
目の時でした。年齢的なこともあり期待していな
かったので、民間団体から「養子縁組を希望して
いる実母さんがいる」という電話を頂いたときは
“信じられない” という思いでした。数日後、「実
母さんが破水したからすぐに来てほしい」との連
絡があり、飛行機で実母さんが入院している熊本
の病院へ。分娩室の隣で待機している私のところ
に助産師さんが娘を連れてきてくれました。生ま
れたばかりの娘は羊水を飲んでいたため産声を上
げず心配しましたが、初めてみた娘の穏やかな優
しい顔は昨日のことのように覚えています。喉か
ら手が出るくらい欲しかった子供でしたが、娘を
見た時、単純に「嬉しい」という気持ちにはなり
ませんでした。「実母さんは出産した子供には一
切会わない」という病院の方針により、実母さん
は娘とは対面しておらず、娘は実母さんに抱っこ
されることもなく私のところへ来ました。もしか

したらこの隣の部屋で実母さんは号泣しているか
もしれない…そう思うと胸が押しつぶされそうで

「妊娠・出産という苦労もせずにこんなにかわい
い子供を育てる幸せを実母さんから奪ってしまっ
ていいのだろうか」と複雑な心境でした。同席し
たソーシャルーワーカーさんにそんな想いを伝え
ると「実母さんにとっては出産することがゴール
で、養子に出した子供の幸せを毎日祈りながら生
活すると言っています」と言われ、娘を育てる責
任の重さを実感しました。娘と実母さんは一生会
うことがないかもしれませんが、娘の容姿も才能
もすべて実親さんから受け継いだもの、娘の大切
なお母さんです。何か一つ実親さんとつながるも
のを残してあげたい…と思い、娘の名前には実母
さんの名前の漢字を一文字頂いて命名しました。
数日後、主人も病院に来てくれました。主人は熊
本へ向かう飛行機の中で「( 赤ちゃんを見て ) か
わいいと思えなかったらどうしよう」と心配して
いたそうですが、初めて娘を見た瞬間あまりの可
愛さにこころを奪われたようで、病院でもずっと
抱っこしてくれていました。不妊治療中、私たち
は３人家族になれることを願って車のナンバーを
３にしました。40歳で不妊治療を辞めてからは車
のナンバーを見るのがむなしい時もありました
が、３人家族になりこの車で自宅に帰れるのはな
んと幸せなことだろうと思うと涙がでました。

　子育ては思った以上に楽しいものでした。介護
と育児とでは、食事介助・おむつ交換など似てい
るところがたくさんありますが50キロの人のお
むつを替えることを考えたら、３キロの赤ちゃん
のおむつ交換は楽なものです。また介護は死に向
かっていくのに対し、育児は子供の成長という楽
しみがあります。もし介護を経験することなく子
育てをしたらこんな風に楽観的に考えらなかった
かもしれませんが、介護のおかげで育児を楽しむ
ことができ、そんな意味でも母に感謝するように
なりました。私たち夫婦はすでに両親が他界して
しまっているので自分たちがどんな子供で、どん
な風に育ててもらったのか知る由もありません。
でもきっと自分たちも手をかけ言葉をかけ愛情を
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かけ育ててもらったと思うと「もっと親孝行して
あげればよかった」と思う毎日です。
　娘を迎えてから私達の生活は激変しました。休
日の外出先も娘が喜びそうな場所を選び、２人で
話すことも娘の話題ばかり…２歳になった娘は

「ママ、あっち行って！」など生意気なことも言
うようになりましたが、“ママ” になることをあき
らめていた私にとっては “ママ” という可愛い声
を聞くだけで幸せをかみしめる毎日です。娘の寝
顔を見るたび主人と「この子にどんなに幸せにし
てもらっているかわからないね…」と話していま
す。

　真実告知について他の養親さんのお話を参考
に、実母さんの名前を日常的に口にしながら産ん
でくれたお母さんがいることを伝えています。熊
本がテレビで映ったら「〇〇さん、（実母さん）
元気かな？いつもＡ（娘）のこと応援してくれて
るよ」と伝えたり、出生時の写真を見ながら「〇〇
さん、一生けん命Ａのこと産んでくれたよ。感謝
しようね」と話したり…この方法がよいのかわか
りませんが、娘が物心つくようになってから「実
はね…」と話すのは勇気がいることですし、娘も
戸惑うと思います。私たちが明るく実親さんのこ
とを口にすることで、実親さんが “遠いところに
いる知らない人” ではなく、“会ったことはない遠
い親戚” くらいの存在でいてほしいな…と思って
います。養子を迎えたことについては近所の方や
友人には隠さず話したところ、皆、細かいことは
何も聞かずに「良かったね。おめでとう！」と言っ
てくれました。説明の言葉を用意していた私たち
は拍子抜けするとともに、人の温かさを感じまし
た。

　私の好きな言葉に森信三さんの「人生で出会う
べき人には必ず出会える。それは遅すぎもせず、
早すぎもしない時に」というものがあります。娘
を思う時、いつもこの言葉が浮かびます。孫の誕
生を楽しみにしていた家族に顔を見せられなかっ
たのは残念でしたが、来るべき時に娘は来てくれ、
私たちは家族になれました。頼れる親族が誰もい

ない中での子育ては大変な時もありますが、娘は
亡くなった義父母や母・祖母、みんなの生まれ変
わりのような気がして子育てをしています。大家
族、核家族、ひとり親家庭…家族にはいろいろな
形があります。養子縁組が特別なことでなく普通
の家族の形としてもっと世の中に浸透することを
願ってやみません。

　最後に今に至るまでいつも温かく見守ってくだ
さった諏訪マタニティークリニックの渡辺さんは
じめスタッフの皆様にこの場を借りてこころより
感謝申し上げます。

この手に主人の子供を 
抱きしめたくて

F さん

　不妊治療をしている方であれば誰もが願う、主
人の子供を授かるということ。そのためには莫大
な努力と理性を必要とし、想像以上に日を追うご
と心身ともに追い詰められていきました。話には
聞いていましたが本当に想像以上でした。
　タイミング法、人工授精と段階を経て、体外受
精を４回チャレンジしても結果が出ず、心をバキ
バキと折られた時に私は思い切って相談室のドア
を叩きました。なぜ行動を起こそうと思ったのか
分からないのですが、一人で考えていても今まで
と変わらないので、何か変えたかったからかもし
れません。相談室に入ったら渡辺さんはすぐに、

「中にどんな人が居るか分からないような部屋の
ドアを、よく叩いてくれたね」と言ってくださり、
この瞬間で涙が溢れ出しました。
　不妊治療を始めて５年、病院は２か所目。ここ
数年は治療のため旅行や娯楽を控えてきました。
結婚して疎遠になっている友人とも、誰かしらの
出産話を聞くのが辛くて会うことを避けてきまし
た。さらに特殊な持病とも12年付き合っており内
服薬は何種類もあります。持病による日光アレル
ギー、むくみ、脱毛、血栓症、挙げればきりがない
症状を抱えつつ、それでもめげずに治療してきた
つもりでした。２年前に子宮筋腫・内膜症の摘出
手術をしました。身体を休める期間に１年が必要
と言われ、昨年治療を再開しました。ですが結果
が出ず、家族や親戚に顔を合わせることすら避け
るようになりました。主人に話を聞いてもらって
も男性の立場だと感じ方が違うのでさらにヒステ
リックになっていき、自分でも自分の感情をどう
していいか、なんで自分ばかり望むものが手に入
らないのか、毎日ダメダメだとマイナスになりま

した。治療に専念するためにパート勤務を辞めま
した。日常生活に必要な買い物と病院には出かけ
ましたが、それ以外に外出することは無くなって
いきました。おかげで体重は増え悪循環となり、
さらに人に会いたくなくなりました。完全にミノ
ムシの様に閉じこもり笑えなくなっていました。
相談室に行った時の私はこんな状態でした。
　話が一通り終わったところで、渡辺さんから２
つの提案がされました。まず１日を振り返ってど
んな些細なことでもいいので自分を褒めることを
書いてみよう、ということ。もう１つは、散歩を勧
めてくれました。過去ではなく「今を生きよう」
と言ってもくれました。他人の目が怖くなってい
た私はなんて怖い事を言うのだろうと思ったので
すが勧めてくれたからには何か意味があるのか
な ? と思い、半信半疑ながら試してみようと思い
ました。
　散歩の最中に、前を向いて歩いていたはずなの
に気付くと下を向いていました。また前を向いて
いるつもりが、やっぱり下を向いていたんです。
その時私が下を向いてばかりだから何も気付けな
くなっているのかと感じました。ならばと思い、
今度はぐっと空を見上げてみたら涙が溢れてきて
しまいました。当たり前だけど、こんなに空は広
くて澄んでいる、雲も流れていたんですよね。「普
通」のことが見えなくなっていたと思いました。
　散歩コースは川沿いで鴨が群れで居ることに気
付くまでにも数日かかりました。徐々に長い時間
歩けるようになったので、イヤホンで音楽を聞き
ながら歩くようになりました。昔好きだった前向
きな歌詞の音楽を聞くとさらに涙が溢れました。
なぜそんな事をしたのかと言うと、以前ならその
曲を聞くと辛い記憶ばかり思い出し、こんな前向
きな言葉は今の私には合わないし自分はそんなに
幸せではないと悲劇に浸っていましたが、敢えて
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毎日聞くことによって気持ちの限界に辿り着ける
可能性を確かめたくて、どこまでも泣いてやろう
と思いました。何日そんな日を過ごしたのか分か
りません。この様な、自分の限界を見極めてやる
ぞ ! のチャレンジ散歩を恥ずかしくて主人には話
せませんでしたが、こうして思い返すと笑える様
にもなりました。ひとつ進歩した自分を褒められ
ますね。
　散歩は毎日30分と決めていたのが１時間、１時
間半と増えていきました。徐々に足の筋肉も付い
て歩くことが苦痛ではなくなっていきました。さ
らに「今を生きる！」と声に出したくなり、不思
議と大地を踏みしめている感覚が心地よくなりま
した。生きていく為には筋肉は大事、妊活にも筋
力がないと継続出来ないと考え始めました。10年
以上も卑屈に生きてきてしまったので、体力が衰
えて膝や股関節が痛く、筋肉の使い方も分からな
くなっていました。ついに３、４週間目から位で
しょうか、散歩をしていると気持ちのモヤが晴れ
始め呼吸がしやすくなり自分の今の姿が見えてき
ました。
　根底にあるのは自分の幼少時代から続く、特殊
な家庭環境だと両親を責めていたのかもしれませ
ん。誰のせいでもなく、仕方のない現実なのだと
思い込ませてきました。喧嘩が絶えない家庭で、
私は泣いて逃げる事しかできませんでした。兄姉
は早くに自立しているため、母を自分が守らない
といけないと思い込んでいました。そんな事誰に
も頼まれていなのに自分が犠牲になっていると
思っていました。20代に発症した持病も元は親か
らの遺伝でした。恋人が出来ても、家庭環境や持
病の事を話せず、婚期を逃して晩婚となりました。
こんな家庭環境が私の人生を狂わせて、だからコ
ウノトリすら来ないのだ！と。ですが、なんだか
んだ親に言われる言葉に振り回されていると思い
込み、人のせいにして生きている末期的な考え方
を自分自身で植え付けているだけだったと今更な
がら気づくことができました。母はいつも自分の
事はいいから自分自身を大事にしなさい。と言っ
てくれていたのを思い出しました。晩婚になった
おかげで主人に出会い結婚もしました。持病は神

様が自分の身体を大事にして向き合いなさい、と
進言してくれるためだったのかもしれません。善
きも悪きも、全てに意味があるのだと思えるよう
になりました。人は一人では生きていけないと言
うように、細やかな幸せこそ感謝したいと感じて
います。渡辺さんとの毎日のメールのやりとりと
継続した散歩が、以上のような思考の転機となり
ました。
これから自分がどう生きていきたいのかの基礎
と、不妊治療と向き合う精神力を築いてくれる結
果に繋がりました。
　吉川先生の事は必要最低限の話しか出来なかっ
たため、最初怖く感じていました。クリニックの
読み物をあさってみると吉川先生のこころの温か
さを感じ、安心しました。沢山の患者さんと向き
合っているので大変な分、身体を大事にしてほし
いです。いつも本当にありがとうございます。看
護師さんたちも笑顔で質問に答えてくれて安心で
きます。温かい人達ばかりで、本当にありがとう
ございます。
　現在私の不妊治療については希望の結果を掴む
ことは出来ていません。あと何回出来るか分から
ないのですが、チャンスを貴重な体験として後悔
をしないようにしたいです。漠然と子供は授かる
ものだと思っていたけど、もし授からなかった場
合、家族は夫婦２人、それで人生を歩むことになっ
ても大丈夫だと思えるようになりました。思い返
せば、主人はいつもそう言って私に寄り添ってく
れていたのに、同情しているだけだと卑下してい
ました。最悪でしたね、旦那さん、いつもありがと
う。
　温かい方々が沢山いらっしゃるこの諏訪マタで
治療が出来ることを幸せに思います。正直、通院
し始めた頃にはこんな風にポジティブ思考に転
向できる自分を想像できませんでした。ですが今
は、今を、一瞬を大事に、精一杯生きる事が明日に
繋がると信じ、私は空を見上げていきます。この
手に主人の子供を抱きしめる日が来ることを願っ
て…。

子どものない人生をどう生きていけばいいのか 
考えると恐ろしさで足がすくむけど 
43歳までは治療をやりきろう

I さん

　もし不妊であればすぐに体外受精をしようとス
ワマタを受診してから５年以上。検査、タイミン
グ法を経て体外受精にステップアップしました。
採卵は６回、妊娠しても途中で流産、年齢も40を
越え最近では卵そのものが取れなくなり完全に行
き詰まっていました。諦められない気持ちでいっ
ぱいだけれど、加齢による機能の衰えはどうする
ことも出来ない、と答えが出せない日々が続いて
いました。
　こうのとり相談室は事前のメール登録をすれば
いつでもメールで質問をすることが出来ます。私
は治療に関して聞きそびれてしまったことや、わ
ざわざ電話までして確かめるには気がひけるよう
な質問がある時、これまで幾度かメール相談の窓
口を利用していました。そんな中で、実際に相談
室に足を運ぼうと思うまでは時間がかかりまし
た。
　卵が採れないことを訴えられても困ってしまう
のではないか、治療の辞め方を聞いても自分たち
で決めることだからと言われるだけなのではない
か、そんな漠然とした相談をしても大丈夫なのか、
結局答えは出ないのではないか、相談当日の車の
中で私達夫婦はどんよりした気分で病院に向かっ
ていました。
　治療に行き詰まっている事と迷宮入りしている
気持ちの事の２点について、看護師さんと培養士
さん、カウンセラーさんの３人で対応してくださ
りそれぞれの分野で真摯に相談に乗ってください
ました。治療についての話が終わってからカウン
セラーさんにかわりました。「話を聴いて欲しい、
助言が欲しい、どちらにでも対応できます。Ｉさ
んのご希望はどちらですか ?」と言ってもらい、
はっとしました。私たちの求めるものはまさに助

言の方でした。そして実際にしてくださった助言
はびっくりするほど明確で的確で、ものすごい助
けになりました。
　帰ってきてから話していただいた内容を改めて
紙に書き出してみて、それを見ながら何度もその
時のことを思い返しました。
　私たちは夫婦完全一致で、治療を43歳までは続
けるとはっきり決めることが出来ました。
　“肉体的限界”の前にはぐうの音も出なくなる現
実、それを前にしたら “諦めるしかない” こと、そ
してこの紙面に掲載するものでまだ編集中だけ
れど、と読ませていただいたＲさんとＦさんの手
記は、胸にがしがし刺さりました。参考になると
いう言い方は合ってないかもしれませんが、間違
いなく私達のこの先の１つの指標になりました。
他にも同様の手記で綴られた「こうのとり相談
室」という本があることも教えていただき、後日
Amazon で注文しました。( スワマタの受付でも
売っていてすぐに購入出来るのを後から知りそち
らで買えばよかったなあ )
　何年も診て頂いてお世話になっているのに未だ
に吉川先生を目の前にすると緊張してうまく話せ
なくなってしまいますが、流産した時に先生はた
だ静かに残念がってくれました。( それ以外言い
ようがないというのもあるかと思いますが )
　いろいろな人達にいろいろなことを言われたけ
れど、あの時の吉川先生の対応が自分にとって“一
番救われた”のをよく覚えています。
　今は子供のない人生のどこに拠り所や目的を見
出してどう生きていけばいいのかまったく分から
ず、考えると恐ろしさで足がすくみますが、私は
このこうのとり外来で吉川先生にお世話になって
“43歳までは治療をやりきろう”と思います。
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精神疾患を患いながら 
“５人の医師”に支えられて子どもを手にできた私

Tさん

　私は、幼い時に辛い過去を経験したトラウマが
原因で精神疾患を発症し、今も病気と付き合いな
がら、日々の生活を送っています。そんな私が不
妊治療を経て１児の母となった人生のヒストリー
を書こうと思います。私と同じように精神の病気
を持ってここの外来で不妊治療を頑張ろうとして
いる方に、少しでも勇気と希望を伝えることがで
きたらと思います。

〈これまでの病状歴〉

　今私は42歳ですが、精神疾患の兆候が出たのは
28歳の時です。幻覚や幻聴が酷くなり、昼夜の区
別がつかず、カレーライスしか食べられない。外
出が怖くて出来ず、極端に入浴を怖がる。坂を転
げ落ちるように症状が悪化し、身体中が原因不明
の痛みに襲われベッドから身体を起こすことがで
きず寝たきりになり、日常生活は介護が必要なほ
ど困難になりました。
　これは何の病気なのか？すぐに病院に行きまし
た。しかし、主治医からはどのような病気なのか、
診断名はなく曖昧な答えしか返ってきませんで
した。それでも薬を服用していれば必ず治ると信
じ、処方どおりに服用しましたが症状は全く改善
しませんでした。毎日、自分は何の病気なのか？
と不安に悩まされ格闘していました。
　発症から２年間、治療が上手くいかない時には
医師から怒鳴られることもあり、信頼できる医師
を求めて転々と病院が変わっていきました。処方
薬が合わず過食になり、体重は100㎏を超えてし
まい絶望の日々でした。いっそのこと死んでしま
いたい…いつも「死」を考えるようになり、リス
トカットを頻繁にするようになりました。そし

て、30歳になった時に私の病気のことを知った故
郷の友人から「H 先生ならあなたの話を絶対聴
いてくれるよ！」と連絡をもらったのです。
　私は「精神科って名前だけでまた医者から酷い
事を言われたり叱られたりして、病院を変えたと
ころで一緒でしょうよ」そう思いながらも友人が
折角、私の為に病院を探してくれたのに行かない
のは申し訳がないと渋々行きました。

〈Ｈ先生との出会い〉

　初めて入ったＨ先生の診察室はシンプルで居心
地が良い空間でした。私は治療をしてきても全く
良くならないと、どうにもならない気持ちを話し
ました。Ｈ先生は「２年間、良く頑張りましたね。
あなたは波打ちながらでも必ず良くなりますよ」
と笑顔で答えてくれました。
　その後、当時の夫と離婚し、現在の夫と出会う
までの４年間、時間をかけてゆっくりと私に向き
合って精神の治療を進めてくれました。Ｈ先生は
私にとって一番の理解者であり、私は先生に症状
から日常生活の喜怒哀楽まで全てを話しました。
　仕事がみつからず社会復帰が出来ないと落ち込
んでいる時には「あなたの職業はなんですか？と
聞かれたら人間です！と答えなさい」と言われま
した。焦ってなんでもあわててやろうとするとき
には「人生はマラソンだ！」と笑顔で答え、そっ
と気持ちにブレーキをかけて落ち着かせてくれま
した。症状に波はありましたが、徐々に日常生活
が送れるようになっていました。
　私は、元夫との間に６年間子どもが出来ません
でした。以前から子どもが欲しいと願っていまし
たが、今までの先生には「タイミングをみてから
だよ」と子どもを作ることには OK を出しても
らえませんでした。34歳で再婚したとき、年齢的

に焦っていた私はＨ先生に「不妊治療をしたいで
す」と思い切って話をしてみました。そうしたと
ころ今までの先生と同じように OK の返事が貰え
なかった私は、Ｈ先生に「どうして、私が子ども
を産んではいけないんですか！先生は私の気持ち
を全く解っていない !!」と声を荒げて大声で泣き、
診察室から飛び出して帰ってしまいました。Ｈ先
生との間に初めて溝が出来た瞬間でした。
　そして次の診察日Ｈ先生は静かに口を開きまし
た。
　「調子はどうだい？私が普通のおじさんだった
ら子どもを産みたいと相談されたなら喜んで産み
なさいと答えると思う。でも私は医者だからね。
簡単に産みなさいとは言えないよ。でもね、私は
妊娠出来ない薬は出していないからね。後、母親
との関係も他では無理して言う必要はないから
ね」。
　Ｈ先生の本当の気持ちと、これまで誰にも話す
事ができなかった実母に虐待された過去を全て理
解してもらっていたことを知り、涙が止まりませ
んでした。
　そして、ここから私の長い不妊治療生活が始ま
るのです。

〈吉川先生との出会い〉

　子どもが欲しかった私は、色々な産婦人科へ相
談に行きました。しかし、「精神疾患の人が子ど
もを産んでも育てられないだろ…」「精神の薬を
完全に飲まなくなったら…」などと酷い事を言わ
れて全て門前払いでした。そして、落ち込んでい
る私に「諏訪の先生の所で相談しよう！」と主人
が言ってくれて諏訪マタニティークリニックに行
くことになりました。
　吉川先生に初めて会う時は本当に緊張しまし
た。「こんな私でも妊娠出来ますか？…」６年間
不妊に苦しんだこと、そして、精神疾患があり薬
を飲んでいることを伝えました。
　吉川先生は「薬を飲んでいても問題ありません。
２年の内に子どもが出来るようにしましょうね」
と言ってくださいました。正直、またダメかも…

と思っていた私には大きな希望になりました。
　初めての体外受精、採卵は順調にいきいよいよ
胚移植をする前日、突然の腹痛を発症しすぐに諏
訪マタニティークリニックを受診しました。吉川
先生は病院へ入るとすぐに診察し、経過観察のた
め入院になりました。残念ながら胚移植は中止に
なったのですが、入院したときに初めて先生の人
柄を知ることが出来ました。
　吉川先生がとても激務であることは知っていま
した。早朝から採卵し、その後は診察から胚移植、

「いつ休んでらっしゃるのか…」本当に心配をし
ていました。
　そんな忙しい先生が、入院中に私の病室に日に
３回も様子を診に来てくださったのです。今まで
の精神疾患の治療歴から「病院」をどこか信用し
ていないところがあったので、その時、本当に感
動し吉川先生とこの病院は信用出来る、と大きな
安心をしました。
　その後も胚移植後に突然腹部に激痛を発症し
救急搬送されたときにも、諏訪マタニティークリ
ニックのスタッフの皆様には本当にお世話になり
ました。体外受精の挑戦は何回も行いました。自
然周期変法から刺激周期変法まで自分にあった治
療方法を探り続けました。先生はいつも私の希望
に沿った診療をしてくださいました。
　しかし不妊治療は思った以上に私を苦しめまし
た。採卵から何回も繰り返す胚移植、着床せず先
が見えない未来、勤務先への配慮、年齢と経済的
負担、それらの不安に襲われ希望を持って始めた
はずの治療だったにも関わらず、精神面に大きな
不調をきたしました。心因性の膀胱炎に始まり、
精神が解離して心身喪失状態になり深夜に街を徘
徊したり、川へ入水するなどして自殺企図も強く
なりました。そのためＨ先生の指示で不妊治療を
止められました。そしてこの窮地に追い打ちをか
けるように、主人が半年間単身赴任で家を空ける
ことになったのです。どちらにしても半年間は不
妊治療を休止しなければならなくなりました。年
齢はもう37歳…。
　不妊治療を続けたかったけれど精神的に不安定
になってしまった私に吉川先生は「今は精神の安
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定を図ってください。旦那さんが帰ってきてから
また治療をしましょう。あとは少しウエイトを落
としてみたらどうでしょう」と言われ、普段は無
表情なのに、顔が「待ってます！」と力強く訴え
ていらっしゃるように見え「必ずまた諏訪マタへ
帰るんだ！」そうこころに決めて、半年間真剣に
ダイエットに励みました。（私の欠点でもあるの
ですがストイックにやり過ぎてしまいましたが）
　半年後、主人も単身赴任から戻り吉川先生の元
へ診察に行きました。体重は90kg から52kg まで
ダイエットに成功し、吉川先生は私の姿を見て驚
かれましたが、頑張った私を褒めてくださいまし
た。そして再び不妊治療を開始。その結果が出て
初めて着床したのです。
　長い長い不妊治療のトンネルから出てきたよ
うで、ようやく光が差した瞬間でした。妊娠を示
す数値も134あったので「これでやっと妊娠出来
た」と安堵していました。しかし次の診察日に、

「袋がない！どうしてだ！」と、吉川先生の言葉
に私は理解できずにいると「今回は化学的な妊娠
だったと考えられます。絶対いけるとおもったの
に！」こんな風に感情的に話をする吉川先生は初
めてでした。（先生がこんなに感情を出される事
は珍しい…）妊娠出来なかった事は残念でした
が、吉川先生が私に真剣に向き合って治療してく
ださっていることに感動し更に不妊治療に力が
入りました。次回は絶対大丈夫！やる！私は絶対
やってみせると思えました。しかし不妊治療に成
果がでないまま月日が流れていきました。Ｈ先生
は「焦らずゆっくり行きなさいよ」と私を励まし
てくれていました。大雪が降ったある日のこと、
私にとって大事件が起きるのです。Ｈ先生から突
然「精神科医をこの春に勇退する」と伝えられま
した。
　これから私一体どうなるのか、不安の中で春を
迎えＨ先生の最後の診察になりました。先生がお
辞めになると言われた時からずっと考えていて、
最後にどうしても先生と頑張ってきた思い出を残
したくて「色紙にメッセージを下さい」とお願い
したところ「恥ずかしいからな…これにしよう…」
目の前のメモにサッと『このあわてんぼう！あわ

てんぼうはおやめなさいな！』と書いてくれまし
た。メッセージは不妊治療で不安を感じた時に頑
張れるように写真立てにＨ先生の病院の診察券と
一緒に家に飾ってあります。

〈M 先生との出会い〉

　「私が診ましょう」そう言ってくださったのが
今の主治医であるＭ先生です。Ｈ先生から申し送
りを受けた次の医師と相性が合わず、これからど
うしたらよいのか不安だった私に「Ｈ先生の患者
さんはみんなＨロスですからね」と笑顔で言われ
ました。さらにＭ先生はＨ先生が残してくれた７
年分の膨大な量のカルテを全て診ていてください
ました。Ｍ先生を信用して、治療を続けようと決
めました。
　Ｍ先生に会った事で、これからの女性としての
生き方、不妊治療に対する気持ちも変わりました。
もしこのまま子どもが出来なかったなら40歳で
不妊治療を終了しよう。先生みたいに社会の為に
仕事をして輝きたい！と考えるようになりまし
た。それほど、私が憧れるカッコイイ女性です。
不妊治療には引き際を決める事が本当に難しいの
ですが、Ｍ先生は女性としての生き方の１つを提
示してくれました。
 それから、胚移植を続けましたが妊娠すること
が出来ず、年齢は39歳になっていました。受精卵
も残りが2つ。私は40歳になったら諏訪マタニ
ティークリニックを卒業する事を決めていまし
た。そして妊娠判定日、これで妊娠していなかっ
たら吉川先生に残り１回で卒業する事を言おう
…。妊娠判定の結果より吉川先生や病院とこれで
お別れになることがなによりも辛く悲しかったで
す。妊娠判定よりも卒業する悲しみを抱えて診察
室へ入った直後、私は驚きと嬉しさで吉川先生の
顔を見ることになりました。吉川先生は言葉に出
して言われませんでしたが“ほ～ら出来たでしょ”
とでも言うような笑顔で私を見たあと妊娠を告げ
てくださいました。「無理はしないように」と言
葉を付け足してくださいました。
　「Ｍ先生、私妊娠しました」そう報告するとＭ

先生はとても喜んでくれました。心音が確認でき
る前に突然の出血で緊急入院した時も不安で押し
潰されそうな私に「大丈夫。いつでも連絡取れる
ようにしときますから」と、言ってくださいまし
た。
　諏訪マタを退院後、「Ｍ先生、私、実は怖いんで
す。赤ちゃんの足が無かったり手が無かったりし
たらどうしようと思うと眠れなくなり頭がおかし
くなります」と薬を服用しながらの出産が怖い事
を話ました。不妊治療をしている時には “どんな
事があっても私は我が子を受け止める事ができ
る！” と決めていたのにいざ妊娠してみるとここ
ろの不安が倍増していきました。そんな私にＭ先
生が力強く「大丈夫です。何故だと思いますか？」
と笑いながらこう言われました。「本院では妊婦
専用なくらい私は妊婦を診てきています。私が診
ている患者さんは皆さん元気に赤ちゃんを産んで
いますよ」。その言葉にすっかり安心した私は、娘
を出産するまでの間、気持ちに波はあるものの薬
の量は減り、診察も２カ月～３カ月のペースで過
ごす事が出来ました。それはＭ先生がいつも私に
安心感を与えてくれたからだと思います。

〈根津先生とかほり先生との出会い〉

　吉川先生の外来から院長先生の方に移って初め
ての診察日に先生は「よくここまで頑張ってきま
したね。私がしっかり運転していくので途中下車
しないようにしっかりつかまっていなさい」と笑
顔で私に言ってくださいました。突然の出血で受
診した時もすぐに入院の手続きをおこなってくだ
さり、医療がいつでも提供出来る環境を整えて頂
きました。あの時もし自宅療養していたならば精
神疾患の悪化と共に赤ちゃんも流産していたかも
しれません。入院期間中、諏訪湖の花火大会があ
りました。私は諏訪湖の花火を見た事がなかった
為、一度見てみたいと思っていました。事前に主
人が見つけてきた屋上テラスから花火を見る事に
しました。その時、先生が屋上へ上がるらせん階
段から降りてこられました。こんなところで階段
を上り下りして、先生に流産したらどうするんだ

と叱られるかもと思っていた私に「ここから良く
見えるからね。ゆっくりしていきなさい」と意外
な言葉に驚きました。私にとって入院期間中のス
トレス発散になり先生からのプレゼントを頂いた
ような気がしました。
　その後は、かほり先生にも診察して頂きながら
２回の流産の危機を乗り越えて21週まで元気に
育っていき分娩先の病院へ転院になりました。諏
訪マタニティークリニックで分娩したかったので
すが、個人的な諸事情により違う病院での分娩に
なりましたが、いつも私のそばで温かく見守って
いてくださる諏訪マタニティークリニックの３人
の先生方から勇気を頂くことができたので無事に
娘を出産する事が出来ました。

〈渡辺さんとの出会い〉

　渡辺さんとの出会いは不妊治療を始めてからす
ぐの事です。私が、最初に相談したのは精神では
なく仕事の事でした。不妊治療をしながら仕事が
出来るのか？治療を受け入れてくれる会社はある
のかどうかと相談しました。渡辺さんは「受け入
れてくれる所に行くしかない。受け入れてくれな
い所にわざわざ行く必要はないよね」と言ってく
ださいました。不妊治療＝仕事は出来ないという
壁を乗り越えさせてくれました。それからは体外
受精についてのことだけでなく私が長年苦しんで
いる精神の事も相談するようになりました。こう
のとり外来には私のように元々精神を病んでいる
患者さんが他にも来院している事を知りました。
相談室でのカウンセリングは不妊治療をしている
方達ばかりではなく精神患者の人達にとってもこ
ころの拠り所となっている事に私も共感しまし
た。診察や治療が終わった後は必ず相談室に寄っ
て近況報告をしました。精神科の先生とのやりと
りや最近の自分自身の様子、私が長年苦しんだ母
親の事などいろいろなことを聴いていただきまし
た。どんな話でも受容し共感し傾聴してくれまし
た。特に母親の事に関しては幼少期から現在に至
るまで色々な事を話しました。精神科の先生も知
らない事も話しています。主人の単身赴任期間１
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人で家に居る時にも、渡辺さんとは頻繁に連絡を
とりカウンセリングに行きました。ダイエットし
ていた私を応援してくださり、そのお陰でこれま
で着床しなかった私の身体も劇的に変わり未来に
希望が持てるようになりました。緊急で入院した
時も毎日部屋に来て、診察にも必ず付き添ってく
ださいました。その後転院して出産し娘が産まれ
てからも連絡を取り報告や相談をしてきました。
ずっと繋がっていてくださったことが本当に救い
でした。

〈娘が産まれてからの事件と１本の電話〉

　私は娘が産まれてからワンオペで一生懸命１カ
月育児をした結果、体調が劇的に悪くなり精神も
不安定になりました。産後うつになってしまい、
限界をむかえた私は家から失踪してしまいまし
た。娘を一時的に乳児院に預かってもらい心身共
に休める環境を作りましたが、精神の状態は良く
ならず身体の不調は悪くなるばかりでした。Ｍ先
生からは入院し療養することを提案されました。
受診後、家に帰る途中車の中で考えました。娘を
残して入院する事への不安と情けなさと悔しさで
どうしていいのかわからなくなり「この気持ちを
誰かに聞いてもらいたい！」そう思った時、車を
止めてすぐに渡辺さんに電話をしていました。「Ｍ
先生から入院を勧められました。子どもを乳児院
なんかに入れるなんて、なんてダメな母親なんで
しょう。もう死にたい」渡辺さんは「子育て辛い、
そっか…。精神科の先生が入院した方が良いと言
うならその指示には従った方がいいと思う。ま
ずしっかり身体を休めて元気になって、子育てに
戻ったらいい。乳児院の先生達はみんな良い人だ
から大丈夫。そんな苦しい時に私を思い出してこ
うして電話をかけてくれてありがとう」と、その
言葉に本当に安心をし、かけて良かった、と思い
ました。もし繋がっていなければ私はあのまま死
んでしまったと思います。何故なら、乳児院＝虐
待（育児放棄）ではないかと、自分勝手な思い込
みがあったからです。そして乳児院で待っている
娘の所に急いで向かい乳児院の相談員さんとも話

をしたら「今、一番お母さんが大変で辛い時」と
先生方も一緒に泣いてくださいました。その日の
夜、家に帰って大声で泣きました。「私は、こんな
風になる為に娘を産んだんじゃない！たくさんの
人達に支えてもらいながらここまでやっときたん
だ！こんな私では助けてくれた皆さんに申し訳が
なさ過ぎる。腐ってたまるか !!」そうこころを震
わせながら泣きました。そしてその日を境にして
私は強くなりました。そこから二度と乖離の状態
に陥ることもなくなり、精神科からのお薬も入眠
剤だけとなりました。

〈最後に〉

　最後の診察から、もう２度とお会いする事がで
きないだろうと思っていたＨ先生が、いつまでも
私を見守っていてくださっている事を思いもよら
ない形で知ることになりました。出産するために
入院をした病院の精神科の医師から「Ｈ先生から
もお手紙を頂きましたよ」と主治医のＭ先生のお
手紙と共に、出産前に私のためにお手紙が寄せら
れていたことを伝えられた時の驚きと感動は今で
も忘れられません。Ｈ先生への感謝と共に本当に
Ｈ先生の患者で良かったと今でもこころから思っ
ています。
　この長い長いトンネルの中から今こうして出
てこられたのも “愛のある人達との出会い” と繋
がりによってだと思います。どんな時にも私を見
守って粘り強く治療をしてくださった精神科のＨ
先生、Ｍ先生や諏訪マタニティークリニックの院
長先生、吉川先生、かほり先生、そして渡辺さんに
本当に感謝しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「あなた達の子供を抱かせてあげたい」という 
先生の熱い思いが言葉の一つ一つに込められていたから、 
こころに響いて涙があふれた治療説明会だった

Ｒさん

　挫折をあまり経験したことがなかった私にとっ
て、人生で最大・最悪の挫折が不妊でした。仕事
や旅行などの計画を立てるのは得意なのに、１度
しかない人生の計画を立てることをおろそかにし
てしまったのです。
　高校時代憧れていた家庭科の先生が「今やりた
いことを子育てが終わった後にやろうとしても出
来ないから、私達夫婦はやりたいことをやりきっ
てから子供を作ろうと思っている。子供なんてそ
の気になればすぐ出来るしね」と言っていたのを
聞き、私も先生のような夫婦生活を送りたいと思
いました。
結局、先生夫婦のところにも私達夫婦のところに
もコウノトリは来ませんでした。
　３年７カ月。私達夫婦が暗くて長くて出口が見
えないトンネルを抜けるまでにかかった時間。ト
ンネルを抜けて見えた景色は想像していたものと
は違ったけれど、諏訪マタを卒業して約１年経っ
た今はこころから「私はとても幸せです」と言え
ます。
　私がこういう気持ちでいられるのは、ちゃんと
納得して諏訪マタを卒業出来たからだと思いま
す。子供を授かって卒業出来たら一番良かったの
ですが、私の場合は主人から「最近あんまり笑わ
なくなった気がする。２人だけで仲良く楽しく
やっていくっていうのはダメなの？」と言われた
ことがキッカケでした。
　その頃の私は主人側の親戚の集まりに呼ばれて
も “自分が誰とも血が繋がっていないこと” がツ
ラくて、ウソをついて行かないことも多くなり、
白血病を克服した後に結婚し３児の母になった義

妹に会う度に、人生計画が甘かった自分を責めま
した。40歳で自然妊娠し「妊婦が陣痛の最中に描
いた富士山の絵をもらった人は子宝に恵まれるっ
ていうウワサがあるよ！」と、痛みに耐えながら
私の為に絵を描いてくれた親友とも距離をおくよ
うになっていました。
　私は主人に私達の子供を抱かせてあげたかっ
た。でも主人は「お前が落ち込み、笑顔も言葉数
も減っていくのを見るのがツライ」と言ってくれ
たのです。
　もともと２年授からなかったら諦めると夫婦で
決めていたのに、私の欲が出て１年延長。延長期
限が迫って来た時に主人にこの言葉を言われ、ぼ
んやりとだけどトンネルの出口が見えた気がし
て「年末まで頑張ってダメなら今度こそ諦めるか
ら」と言えました。結局１度もおなかに卵を戻す
ことが出来ませんでしたが、単身赴任中の主人か
ら「一緒に行けなくてごめんね。良く頑張りまし
た。おつかれさま」とメールが届いた時は、家に
帰る電車の中で顔をマフラーで隠しながら嗚咽し
ました。「子供が出来なかったら私に気を使わず
離婚しても良いからね」と言ったことがありまし
たが、主人が単身赴任先から一時帰宅し「これか
らもよろしくね」と言ってくれた時は、自分が誰
かに必要とされている喜びを感じられた瞬間でし
た。諏訪マタに通った３年７カ月は、お互いの気
持ちを全て打ち明け、時にはぶつかり、時には励
まし合い、夫婦の絆を深められた大切な時間とな
りました。この時間がなかったら本当の家族にな
れなかったかもしれません。
　諏訪マタを卒業してから激変したのは母親との
関係です。私は母親のことが苦手で、車でたった
15分の距離にある実家に行くのは年に数回だけ
でした。
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約６年半前に兄が原因不明の突然死をしてから母
親の行動は更にエスカレートし、発言や行動や長
文のメールに悩まされました。今思えば娘が家に
寄りつかず寂しかったのかなと思いますが、当時
の私は母親に優しい言葉をかけることが出来ませ
んでした。父親に「自分もあぁいう母親になって
しまうかもと思うと母親になる自信がない」と打
ち明けると、「お前は（私が敬愛していた）ばぁちゃ
んの孫だし俺の娘でもあるんだぞ。大丈夫。自信
を持て」と背中を押してくれ、「頑張ってみよう
かな」と思えるようになりました。諏訪マタを卒
業した直後、今さら遅いけどこれからは出来るだ
け親孝行をしようと考え、思い切って両親に日帰
り旅行を提案してみたところ母親から「何を着て
行こうかな？何時に起きようかな？」と、まるで
遠足に行く前の日の子供のようなメールが来まし
た。やっと普通の母と娘の会話が出来た気がしま
した。両親の金婚式のお祝いで金沢に１泊旅行に
行き、約18年ぶりに母親と２人だけの写真を撮っ
たのですが、隣りに並んだ母親は少し小さくなっ
ていました。夕食が始まる前に「私の希望で私立
高校に通わせてもらい、今の会社に入れたから主
人に会う事が出来ました。本当にありがとう」と
両親へ感謝の気持ちを伝える事が出来たのも、新
しい命が誕生するということが奇跡なんだという
ことを諏訪マタで教えてもらえたからだと思いま
す。両親にも主人にも子供を抱かせてあげられな
かったのは本当に申し訳ないと思いますし、私も
主人との子供の母親になれなかったのはとても残
念です。でも精一杯頑張った結果だと受け止めて
います。
　何事も心配をかけずに夫婦仲良く暮らしていく
事が、一番の親孝行であり旦那孝行であると考え、
健康で平和で穏やかな生活を送っていきたいと思
います。

吉川先生へ

　お忙しい日々をお過ごしだと思いますがお元気
でしょうか？初診時に「今まで不妊治療をせず、
どうしてこの病院を受診しようと思ったのです

か？」と質問されました。
　「結婚して10年経った頃マイホームを検討する
中で子供部屋はどうするかという話になり、新婚
当時、私が知人と会話している中で『今は子供は
いらない』と言ったのを主人が『子供はいらない』
と聞き間違え、長年傷ついていたと分かりました。
本当に無知でお恥ずかしい話ですが、私の年齢で
は自然妊娠が難しい事を最近知り、こちらにお世
話になるのが妊娠への近道だと思いました」と伝
えると、ひと呼吸おいて「難しいかもしれないけ
ど頑張ってみましょう」と言ってくださいました。
　「そんな気持ちで来られても困る」「お金をかけ
れば簡単に子供を授かれると思っていないか」な
どの言葉が返って来たらどうしようと思っていた
ので、受け入れてもらえたことで安堵し涙が出て

「よろしくお願いします」の声が震えました。
　体外受精の説明会で「例えば他の病院で３年か
かるところを１年で、残りの２年は子育てに使っ
て欲しい。看護師も掃除のスタッフも植物を管理
しているスタッフも、この病院で働くみんな同じ
気持ちです」というお話を聞いた時、本当にこの
病院で良かった、吉川先生と出会えて良かったと
思いました。

「あなた達の子供を抱かせてあげたい」という先
生の熱い思いが言葉の一つ一つに込められていた
から、こころに響いて涙があふれたのだと思いま
す。
　朝から晩まで秒単位で患者と向き合う先生の事
がいつしか気になるようになり「お昼ご飯は食べ
られているのかな？」「長期休暇の時はちゃんと
休めているのかな？」と考えるようになりました。
髪型が変わっていた時は「床屋に行く時間があっ
て良かった」と思ったこともあります。
　今回ダメなら先生に握手をして頂き卒業しよう
と決めて診察室に入った時のこと。「タマゴが出
ていないので年始のお休み明けに来てください」
と言って頂いたのですが、「もう十分です。今日
で治療を終えたいと思います」とお伝えたところ、
先生は少しうつむきかげんに「そうですか…」と
おっしゃいました。
　先生は次の患者さんの為に必ず手を洗います。

私の診察を終えて手を洗い終えていたのに、私と
握手することで次の患者さんの為に余計に1回手
を洗わせてしまうことがとても申し訳なかった
ですが、「先生、最後に握手して頂けませんか？」
とお願いすると優しい顔で「もちろんです」と握
手してくださいました。
　これからも不妊に悩むご夫婦の救世主になって
ください…でも、たまには息抜きしてくださいね。
　不妊治療中に子宮頸がんの手術もして頂きあり
がとうございました。
　吉川先生に診て頂き私は本当に幸せ者でした。
　もし男子を授かったら「ふみはる（文彦＆みは
る）」と名付けようと思っていましたよ！（笑）

渡辺さんへ

　「私は母親のことが苦手で、自分が母親になる
自信が持てませんでした」と打ち明けた時、初対
面の私の為に泣いてくれましたね。
　子宮頸がんの手術の為に入院していた病室に訪
ねて来てくれた時、不思議と初めて会った気がし
ませんでした。
　白衣を着ていなかったせいか、いい意味でカウ
ンセラーのオーラがなかったから…（すみません）
　この日を境に” 相談中” になっている時以外は
必ず相談室に寄るようになり、主人から「最近何
だか楽しそうだね」と言われたこともあったっけ。
　渡辺さんはいつも適格な意見やアドバイスをく
れましたね。良い結果が出ずに「皆さんどうやっ
て卒業のタイミングを決めているのかな？」と相
談した時は、「年齢だったり、お金だったり、仕事
との両立だったり、人それぞれ違うけど、最終的
にはどうやって気持ちとの折り合いをつけるかだ
と思うよ」と言ってくれました。
　夫婦ゲンカをして「本当にあの人との子供が欲
しいか分からくなってしまった。子供は諦めてワ
ンコでも飼おうかな」と言った時は、「そんな気
持ちならこの病院に来ないで欲しい。診察を待っ
ている患者さんはたくさんいるし、みんなもっと
真剣だよ。何と言っても吉川先生に失礼」と叱っ
てくれましたね。そして続けて「子はかすがいと

言うけれど、かすがいの意味を知っている？かす
がいは材木と材木を繋ぎ留める為の大きな釘のこ
と。かすがいが無くても繋がっていられる夫婦は
それでいいんだよ。いろんな家族の形があってい
いってこと」と言ってくれた時は鳥肌が立ちまし
た。私は最低でも子供が２人（出来れば男女１人
ずつ）いる家庭を”幸せな家庭”と思っていました。
誰に言われた訳でもないのに、私達夫婦に「かわ
いそうな夫婦」というレッテルを貼っていたのは
自分自身だった事に気づかされ、肩の力が抜け気
持ちがラクになりました。
　悪気があった訳ではないけれど上司に「子供は
いつ頃になりそうですか？」と言われ、妊活に集
中する為に休職するか退職するかを迷っていた時
も、「家にいて良くない事を考えるくらいなら会
社に行っていた方が良いと思う。どうしても両立
出来ないならともかく、辞めてしまったらここま
でのキャリアがもったいない」と言ってくれまし
た。あの時の言葉のおかげで諏訪マタを卒業した
後も引き続き仕事を続けられています。スタッフ
の皆さんも本当に優しくしてくださいました。
　人生で最大・最悪の挫折を乗り越えられたのは、
もちろん主人の存在が一番ですが、相談室の存在
がなければ今頃まだ「あぁしていれば良かった」

「新婚時代に戻りたい」とか言っているかも。た
だ、最近飼い始めたワンコを愛でる主人を見ると、
これが我が子だったらスーパー育メンになってい
ただろうになと、ちょっと複雑になることはあり
ます。
　単純に整理整頓が苦手なだけですが（未練が
あった訳ではない）、この原稿を書き終えて妊活
関係の書類を全部捨てたら引き出しが１つ空っぽ
になってスッキリしました。ここにワンコのオモ
チャを入れよ～っと！
　今回、吉川先生にも渡辺さんにも感謝の気持ち
をお伝えする機会を与えて頂き、本当にありがと
うございました。私の経験がどなたかの参考にな
れば幸いです。
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12年ぶりのお里帰り 

Nさん

　「お母さん、『いのちの泉』って書いてあるね」
2019年３月、私たち家族は息子が小学校を卒業
したことを報告するため、諏訪マタニティークリ
ニックを訪れました。12年ぶりの「いのちの泉」
の文字。息子にとっては初めての、私にとっては
何度も目にしたこの文字。深呼吸をして、玄関に
向けて一歩を踏み出した場所…。たくさんの思い
出が一気に蘇ってきて、ああ帰ってきた、と思い
ました。

　私が地元のクリニックを経て、諏訪マタニ
ティークリニックに通い始めたのは、今から18年
前のことです。説明会に参加し、検査や治療を受
けてまもなく妊娠しましたが、その妊娠は継続し
ませんでした。その後も仕事と治療の日程を調整
しながら通院しましたが、なかなか子どもを授か
ることができませんでした。自分に足りないもの
は何だろうと問い、アクセルとブレーキを同時に
踏むような生活となり、時間の経過とともに苦し
い思いが積み重なっていきました。その頃は仕事
上の心配もあり、自分の気持ちと仕事と通院の調
整に悩んで、心身が固くこわばっているのを感じ
ました。
　ある日の診察後、「相談室」の表示を見かけ、
思い切ってドアをノックしてみました。まだ相談
室ができたばかりの頃でしょうか。中にはカウン
セラーの渡辺さんがいて、温かく迎えてください
ました。ソファーに座ると、それまでの間にどこ
にも出せず、大きな塊のようになっていた気持ち
がさらさらと解けていくような感じがして、自然
に言葉が次々と出てきました。渡辺さんはただた
だ聞いてくれて、ほっとしたのを覚えています。

その後は、通院のたびに相談室で迷いや不安な気
持ちを話してから帰宅するようになり、するとし
だいにこころを縛っていたものがゆるんで、楽に
呼吸ができるような感覚が持てるようになりまし
た。
　それからしばらくお休みした後、再びこうのと
り外来を訪れ、妊娠しました。そして諏訪マタニ
ティークリニックで出産の日を迎えました。院長
先生の「がんばれよー」という声に励まされ、思
わず先生の手につかまり、その温かさを感じて、
元気な男の子を出産しました。振り返ると、結婚
から干支が一巡りするほど時間が流れていまし
た。

　そして、その子が小学校を卒業する年齢になり
ました。
　少し寒さを感じる透き通るような青空の日、私
たちは「いのちの泉」に帰ってきました。
　玄関では、渡辺さんが以前と変わらない笑顔で
迎えてくれました。懐かしい相談室に通され、し
ばらくすると院長先生が来てくださいました。笑
顔の先生の前に進み挨拶をすると、息子と握手を
してくださいました。12年前には、息子は先生の
腕の中にすっぽり包まれていたのに…。しばらく
先生のお話をうかがい、今も変わらず、さまざま
な取り組みをされているお姿から、改めて人への
深い愛情を感じ、背筋が伸びる思いでした。
　その後、渡辺さんの案内で、吉川先生の診察室
に通されました。
　中に入ると、先生は以前と同じように静かに迎
えてくださり、ニコニコして「あなたの顔を覚え
ていますよ」とおっしゃいました。本当にびっく
りしました。13年の時を経ても、一人の患者のこ
とを覚えていてくださっていたのです。診察室に
入る前はたくさんのお礼の言葉を用意していたの

に、もう胸がいっぱいになってしまいました。こ
うのとり外来に通っている時は苦しいことの方
が多くて、それでも、ここにきて何度も先生の前
に座ったなあ。診察結果を聞くときの緊張した空
気。結果がよくなかった時の、先生とスタッフの
方の申し訳なさそうな表情。タイムスリップをし
たように、わずかな時間に次々といろんなことが
思い出されました。気持ちを今に戻し、吉川先生
に近況を少し報告して、息子は吉川先生にも握手
をしていただきました。
　それから、渡辺さんと一緒に病院の最上階に行
き、諏訪の景色を眺めました。あのころにも見た
諏訪の景色と空気が、変わらずそこにありました。
玄関に戻る途中、当時受付におられた方をお見か
けし、今もお変わりなく仕事をされていることを
知り、嬉しかったです。温かさに包まれ、言葉では
表しきれない感動がわき上がってくるのを感じな
がら、渡辺さんに見送っていただいて諏訪マタニ
ティークリニックを後にしました。
４月はじめの中学校の入学式には、この日に先生
方と撮影した写真をそっと鞄に入れて持っていき
ました。息子は、保護者席から院長先生、吉川先
生、渡辺さんに見守られ、新たな一歩を踏み出し
ました。

　治療の結果が思わしくないときも、妊娠を告げ
るときも、吉川先生はしっかり向き合って伝えて
くださいました。18年前、安静のための入院中に
おなかの子の心臓が止まっていることがわかった
時も、先生は慎重に確認して静かにその結果を伝
えてくださいました。数日後、もう一度診察をし
て同じ結果だったら手術をすることになりまし
た。次の診察日までの間、もう出ないと思う程、涙
が出ました。目を腫らして呆然としている私の様
子を、吉川先生は何度も部屋に様子を見に来てく
ださいました。
　わが子をこの手で抱きたい願いに、ずっと寄り
添ってくださった先生方、渡辺さん、スタッフの
みなさん。改めて、本当にお世話になりました。
私は、通院中に拝見した先生方のお姿から、人と
どう向き合いどう生きていくべきかを学び、その

学びを支えに今、職場で、大勢の中に長い時間い
られない子や、持病の症状をコントロールしなが
ら生活しているといった、少数派の子と多くの時
間を過ごしています。
　12年たっても、変わらぬ笑顔と温かさで迎えて
くれるこの場所は、私たち患者の「ふるさと」で
す。悲しいことを、苦しいことを、うれしいことを
見守っていてくださったことを忘れることはでき
ません。本当にありがとうございました。今日も、
この空の続いたところにみなさんがいることを励
みに、自分の場所で頑張ります。
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vol 01 2003.06 『仕事と治療の両立　看護師をしながら 16 年間続けた私』

vol 02 2003.08 『頑張り神話　〜二度の流産の体験から〜』

vol 03 2003.10 『二人目が欲しい私達　〜二人目不妊〜』

vol 04 2003.12 『いつか私もきっと　〜 T さんの場合〜』

vol 05 2004.02 『40 代、私達のメッセージ』

vol 06 2004.04 『諏訪マタを卒業する日　〜夫婦の絆と〜』

vol 07 2004.06 『治療をステップアップをしてみて』

vol 08 2004.08 『治療に付き添ってきた僕たちの思い』

vol 09 2004.10 『仕事と治療の狭間で感じてきた事』

vol 10 2004.12 『相談室のスタッフの思い、聞いて下さい』

vol 11 2005.02 『幾度かの転院を体験して来た私達』

vol 12 2005.04 『40 代になっての治療について』

vol 13 2005.06 『諏訪マタニティーについて』

vol 14 2005.08 『夫の立場としての治療とは』

vol 15 2005.11 『妊娠にたどり着くまでの道程』

vol 16 2006.02 『心が緩むということ　〜カウンセリング体験談より〜』

vol 17 2006.06 『夫婦、気持ちの伝え合い』

vol 18 2006.09 『40 代、私達の選択』

vol 19 2007.01 『決断の時』

vol 20 2007.05 『なぜ、私が不妊治療をはじめたのか？』吉川文彦 
『大事にしたいこと』

vol 21 2008.05 『それぞれの挑戦』

vol 22 2009.01 『諦めるまでは可能性』

vol 23 2009.11 『治療を通じて学んだこと』

vol 24 2010.09 『治療の終わりが見えて来た時』

vol 25 2010.09 『話す　気づく　変化』

vol 26 2010.09 『乗り越えて見えてきたもの』

vol 27 2011.04 『こうのとり相談室 10 周年記念号』

vol 28 2014.12 『養子縁組についてのお話』

vol 29 2016.08 『不妊治療に関する学会発表と講演録』

過去３回分の倶楽部 K のバックナンバーは、こうのとり外来待合に置いてあります。
置いてないものにつきましては、病院 HP よりダウンロードしてください。
http://e-smc.jp/reproduction/center- information/k/

倶楽部 K　バックナンバーのご紹介
こうのとり相談室より
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思うことについて、
随時お答えいたします。

診療時間内の相談

来院した日の診察で感じた不安や疑問、質問ができます。
看護師および培養士に直接聞くことができますが、業務に携わりながらとなりますので、
相談時間は10分程でお願いしております。ご利用になりたい方は、第二相談室へお越しください。
ゆっくりお話しになられたい方は、午後の予約相談をご利用ください。
（相談中の札がかかっている場合は、ノックしてお知らせください）

午後の予約相談

午後に予約相談の枠を設けております。
時間は14時から15時の1時間で、週2日または3日予約ができます。
ご予約は、午前中の診療時間内に直接相談室においでになるか、お電話をください。
料金は、１時間2000円（30分1000円）です。

メール相談

こんなことが相談できます

メールでの相談もできます。
病院ホームページより、こうのとり相談室のメール相談に登録してください。

ht tp ://e - smc . jp

諏訪リプロダクションセンター

左メニュー上から４つ目「相談室」

「相談登録フォーム」を開く

必要事項を入力し「送信」

登録完了（登録完了メールを受信）

相談室から届く返信用メールに「返信」

一週間以内に相談室から返信があります。

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、など

培養士には...
○IVF説明会での疑問・不明点
○なぜ卵が採れなかったか
○なぜ受精しなかったか
○分割卵や凍結卵の状態
○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、など

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
◯養子縁組、など

TEL. 0266-28-6101〔内線282〕（受付時間8:30～12:00）
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こうのとり相談室より
バックナンバーのご紹介

着床前テストについて

こうのとり相談室より
バックナンバーのご紹介

着床前テストについて

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　　　8：20～ 9：00

＊ 初診時は、ご夫妻でご来院ください。患者さん（妻）だけで来院される方
は、ご主人の保険証の写しをご用意ください。
＊ 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：14：00～ 17：00
 　　　　　　　（土日、祭日、年末年始、盆休みを除く）
○ 窓口へ直接お越しいただいた場合
 受付にて問診票にご記入のうえ、来院日の予約をしてください。
 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、お持ちではない方で、予約枠が異なります。
ご予約の際、紹介状の有無を受付にお伝えください。

　再診の皆さんへ（再診が１年未満の方）

　受付時間　　　8:20 ～ 11:00

＊ アイチケットにて順番を予約してからお越しください。
＊ 妻の再診年齢は、43歳未満までです。

■ 再診が１年以上あいた場合の来院時の注意点
１年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、受診予約をお願いします。
○ 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。

平　日

■外来診療時間変更のお知らせ■

受付時間　　　8：20 ～ 11：00
診療時間　　　8：20 ～ 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　　　8：20 ～ 11：00
診療時間　　　8：20 ～ 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）

毎日大勢の患者さんにおいでいただいてる「こうのとり外来」は、1996年の7月にスタートし、
それから約7年後の2003年3月に「こうのとり相談室」がオープンしました。
おかげ様で今年で16年目となります。
「不妊症治療には、患者さんへの心のケアが必要だ」と、不妊症治療に携わる施設が考え始めた頃でした。
そして、看護師だけではなく、培養士やカウンセラーが１つのチームとなって関わる相談を始めたのは、
当院のこうのとり外来が全国でも先駆けでした。
気軽に相談できる場所が欲しいというのは、当時の患者さんたちからのご希望でした。
さらに、どんな相談室が良いのかを教えていただいた中の1つとしてあったのが、
この倶楽部kounotoriの発行だったのです。
それでは、発行30号目となる倶楽部kounotoriを、みなさまにお届けいたします。

挿絵はFreepik.com のリソースを使用しました。


