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していることに関する研究
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論文要旨　体外受精・胚移植を選択する人々が増加するに伴い，これらの人々を対象にケアを提供する機会も

増加している。適切なケアを提供するためには，看護の対象となる人々が経験していることを看護者が理解する

ことが大切である。しかし，経験というコンテクストから体外受精・胚移植を受けている人々について言及した

文献は僅かしかない。

本研究は，体外受精・胚移植を受けることをめぐり女性が経験していることを明らかにすることを目的に行っ

た。研究方法は現象学的方法を用いた。Open－ended　interviewを行い，そこから得られたデータをColaizziの現

象学的分析方法に基づき分析を行った。その結果，体外受精・胚移植を受けることをめぐり女性が経験している

ことに関する9つのテーマが明らかにされた。
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■　はじめに

　生殖医療技術の発展により，これまでの治療法

では妊娠することが不可能，あるいは困難な状況

にあった人々が，子どもを望み，補助生殖医療技

術（AssistedReproductiveTechnology＝以後

ARTと略す）の一つである体外受精・胚移植
（ln－VitroFertilization EmbryoTransfer：以
後IVFETと略す）を選択するケースが年々増

加している。また，それを実施する施設も同様に

増加している。平成9年度にARTを受けたクラ

イアントの総数37，451人，治療周期総数54，028人，

出生児数9，211人であり，うちIVF－ETを受け

たクライアントの総数36，931人，治療周期総数

53，497人，出生児数9，044人であった註1〉。そして，

平成9年度までにARTによって36，472人の児が
出生している1）。

　IVF－ETを選択する人々や実施する施設の増

加に伴い，これらの人々を対象に看護を提供する

機会も増している。不妊治療施設の看護職を対象

に患者・家族への関わりについて調査した森ら2）

は，「不妊に対する看護や教育のガイドライン等

が十分に整備されていないのが現状で，多くの看

護者が看護上の問題を十分に整理し解決の糸口を

見出すことが困難であり，とまどいながら患者・

家族に接していることがうかがえた」と報告して

いる。そして，看護者が不妊の看護に関するコン

サルテーションを受けられる体制，看護者問のネッ

トワーキング，助産婦教育における不妊の人々と

その支援に関する学習，現任教育，倫理的視点に

基づく患者・家族の理解と対応（教育）を促進す

ることを含んだ看護の基盤整備の必要性を示唆し

ている。

　不妊治療を選択している人々は，子どもがいな

いことをめぐる経験に加え，治療に伴う様々な経

験をする。特に，IVF－ETを選択している人々

は，これまでの経過も長く，様々な検査や治療を

経験していることが多く，それに伴う負担も大き

い。中でも，IVF ETに伴う検査や処置の大部
分を担うことになる女性の負担は大きい。そして，

決して高いとは6えない成功率のために，保険適

応外でもあるこの治療を繰り返し受けることも多

のぶおか　よしえ
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く，これらの過程を通して多面的で複雑な経験を

することになる。

　「適切な看護を提供するためには，患者が経験

していることを理解することが重要である」とト

ラベルビーら3・4・5）が述べているように，不妊や不

妊治療をめぐる人々の経験を理解することは，適

切な不妊の看護の提供へと繋がる。また，このこ

とは不妊の看護の基盤整備を推進することにも繋

がる。しかし，経験というコンテクストから不妊

治療を受けている人々について言及した文献は少

なく，IVF－ETを受けている人々の経験に焦点
をあてた文献も僅かである。

　従って，本研究では，IVF－ETを受けること

をめぐり人々が経験していることを明らかにし，

理解を深めることを目的に行った。IVF－ETに

おける負担の多さや，看護の対象となる機会が多

い現在の状況を考え，本研究は女性を対象とした。

■　用語の定義

　「経験」とは，何かに関して見たり，聞いたり，

学習したり，あるいは情動的な刺激を与えられた

りするような，生活体の知的機能と情意的機能に

よって把握されている総体をいう6）。

　「不妊（症）」とは，生殖年齢の男女が妊娠を希

望し，ある一定期間，性生活を行っているにもか

かわらず，妊娠の成立をみない場合を不妊という。

その一定期間については1年から3年までの諸説

があるが，2年というのが一般的である7）。

　本研究では，生殖年齢の男女が妊娠を希望し，

ある一定期間，性生活を行っているにもかかわら

ず，妊娠の成立をみない場合を「不妊」という用

語を用いて表す。そして，その状態が医師によっ

て診断された場合を「不妊症」という用語を用い

て表し，暫定的にこの2つを区別して用いる。

　「一般不妊治療」とは，従来から行われてきた

不妊治療で各種ホルモン療法，人工授精，男性不

妊に対する薬物および手術療法，子宮や卵管の手

術療法などを含むが，配偶子操作は精子のみにと

どまるものをいう8）。

　「体外受精一胚移植」とは，採卵後体外で卵子

と精子とを受精させ，2日ほどして4細胞期前後

になるまで体外で培養し子宮腔に移殖するもので
ある9）。

　本研究での対象者は，IVF－ETにあたり，IVF－

ETを受ける前周期の高温相中頃，もしくは治療

周期の月経開始後から毎日GnRHアナログを使

用し，月経開始後数日目から毎日HMG注射に

よる卵胞調節刺激と超音波断層撮影などによる卵

胞発育のモニターを受けていた。卵胞の発育が基

準に達した時に採卵日が決定され，HCG投与後
34～36時間目頃に静脈麻酔の下で採卵を受けてい

た。ET後は，黄体機能を維持するための内服，

もしくは注射を受け，採卵後2週間目に尿中

HCG測定キットを用い妊娠反応の判定を行って
いた。

　日本産婦人科学会の会告lo）において体外受精一

胚移植は，これ以外の医療行為によっては妊娠の

成立の見込みがないと判断されるものを対象とし，

その対象者を，婚姻しており，挙児を希望する夫

婦で，心身ともに妊娠・分娩・育児に耐え得る状

態にあり，成熟卵の採取・着床および妊娠維持が

可能なものとすること，と勧告している。

　「補助生殖医療技術」とは，1978年，世界で最

初の体外受精一胚移植以来開発された新しい生殖

医療技術のことをいう。これは卵子を体内から取

り出して治療に用いる方法である9）。補助生殖医

療技術にはいくつかの方法が存在するが，IVF

ETはその中でも最も多く実施されている方法で
ある1）。

■　文献検討

　森ら11）は，不妊症患者を対象とした看護研究の

動向に関する文献研究を行っている。その結果，

心理に関する文献は本邦では少ないが，海外にお

いては1980年以降増加しており，1990年以降は患

者の体験・意味，対処を主題とした文献が増加傾

向にあることを報告している。しかし，「経験」

というコンテクストから不妊治療を受けている人々

について言及している文献は少なく，中でも

IVF－ETを受けている人々の経験に焦点をあて

た文献は僅かしかなかった。それらに関する文献

は次の通りである。

　Sandelowskiら12）は，不妊治療をめぐり女性

が経験していることを調査するためにVan　Kaam

の現象学的分析法を用いて研究を行っている。治

療は，一般不妊治療からARTまでを含んでいた。

その結果，1）不妊原因や治療とその成果，行く

末等についての不確かさである「両義性」，2）

月経周期による時間設定や生殖期の時間制限の存

在等の「時間性」，3）他者からの疎外感や理解
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してもらえないという感情，妊娠できる人と不妊

の人とのタイプ分けによる他者との区別や比較等

の「他者性」という3つのテーマが抽出された。

その中でも，「両義性」は不妊の経験において表

現される最も主要なテーマであった。

　01shansky13）は，高度不妊治療技術を受けるカッ

プルの反応の特徴を，グランデッドセオリーを用

いて研究を行っている。高度不妊治療技術の中に

は，IVF－ET，配偶者間人工授精，非配偶者間人

工授精，注射による排卵誘発が含まれていた。そ

の結果，1）妊娠するまで何でも試みざるを得な

い，追いつめられた状態，2）不妊治療のために，

自分達の生活が妨げられ，うまく生活して行きに

くい状態，3）夫婦関係や性関係の崩壊，4）カッ

プル各々の不妊や，治療に対する個人的意味に関

連する個別な反応，5）財政上のストレス，6）

希望と失望の繰り返しという6つのテーマが抽出

された。

　Imersonら14）は，体外受精を受けているカップ

ルが，不妊や不妊治療を通して経験することを，

現象学的アプローチを用いて研究を行っている。

その結果，1）ライフスタイルの変化，多くの身

体的および情緒的変化，人間関係の変化を含む

「人生の変化」，2）人生の多くの局面でコント

ロールを失ったと感じる「無力感」，3）月経周

期毎に繰り返される「希望と失望のサイクル」，

4）不妊であることを通して感じる「社会的孤立」

という4つのテーマが抽出された。

　森ら15）は，不妊治療を受けている女性の治療・

生活・家族に関する認識の構成因子を，質問紙を

用いて得られたデータを基に内容分析を行い，研

究をしている。治療は，一般不妊治療からART

までを含んでいた。その結果，治療・生活・家族

に関して次のような構成因子が抽出された。「治

療に関する因子」については，治療施設の変更，

治療の中断，治療への意思，医師との関わり，

「生活に関する因子」については，日々の生活リ

ズムやサイクル，長期的な人生設計，経済的側面，

身近な人との人間関係，不妊体験の意味づけ，

「家族に関する因子」については，夫婦の絆の深

まり，夫の治療への関心・理解，治療への意思の

夫婦問の相違，治療に伴う負担度の夫婦間の相違

が明らかにされた。

　森ら16〉は，夫婦各々が不妊および治療をめぐり

体験していることをどのように認知しているかを，

女性は半構成的面接を用い，男性は質問紙を用い

て得られたデータを基に内容分析を行い，研究を

している。治療は，一般不妊治療からARTまで

を含んでいた。その結果，女性に関しては，「不

妊・治療は，特に職業生活，性生活，他者との関

係に影響を与える」，「治療に関する情報が医療者

と十分に共有されないことにより，精神的なスト

レスを感じる」，「治療に制限を設けたり，子ども

のいない人生を並行して考えたりしながら治療に

臨んでいる者がいる」，「不妊体験を肯定的な側面

から評価している者がいる」等が明らかにされた。

男性に関しては，「不妊原因の認識と自分に行わ

れている治療とが一致していない者がいる」，「夫

婦の間で治療をめぐり考え方の違いを感じている

者がいる」等が明らかにされた。

　遠藤ら17）は，初めて体外受精を受ける女性が認

識する不確かさについて，半構成的面接を用いて

得られたデータを基に内容分析を行い，研究をし

ている。その結果，1）妊娠しない状態を明確に

評価したり，解釈したり，正確な予測をすること

ができないという「状態に関する不確かさ」，2）

不妊の原疾患についての診断，原疾患と不妊であ

ることの関連やその重篤性を明確に評価したり，

解釈できないという「診断や重篤性に関する不確

かさ」，3）過去や今後の治療を明確に評価した

り，解釈したり，正確な予測をすることができな

いという「治療に関する不確かさ」，4）治療の

経過や予後，妊娠という結果に関し，正確に予想

できないという「結果や経過に関する不確かさ」

という4種類の不確かさが抽出された。

　これらの文献が示すように，不妊治療をめぐり

人々は様々な経験をしていることが分かる。その

中には，治療法を限定せずに不妊治療という広い

枠で捉え，研究している文献もあった。治療法を

限定しない文献も，不妊治療を受けている人々が

経験していることを包括的に理解するための重要

な文献である。しかし，不妊治療には様々な方法

が存在している。そして，不妊の人がそれらの治

療法を必ずしも選択するわけではない。不妊治療

の選択においては，たとえある治療法が適切であ

ると医学的に認められても，それを選択するか否

かはクライアントの意志で決まる。不妊治療の中

でも，選択するか否か意見の分かれる方法として，

ARTであるIVF－ETを挙げることができ
る18・19・20，21）。IVF－ETを選択している人々は，そ

れを選択するまでに長期間に亙って他の不妊治療

を受けており，不妊治療の最後の切り札として
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IVF－ETを位置づけている人が多い21・22）。従っ

て，不妊治療の中でもIVF－ETを選択している

女性に焦点を絞り，彼女達がIVF－ETを受ける

ことをめぐり経験していることを明らかにするこ

とは，不妊の人々に添える看護を提供する上で意

義があると考えた。

■　研究対象および方法

1．研究対象

　平成11年6月より7月までの2ヶ月間，関西圏

内の某大学病院産婦人科外来・婦人科病棟におい

てIVF－ETを受ける目的で入院し，インタビュー

およびアンケート調査に同意の得られた女性8名

を対象に調査を行った。

2．研究方法

　本研究ではColaizziの現象学的分析方法に基

づいてデータ分析を行った。現象学的方法は対象

者の生きている世界の直接的叙述を通して対象者

の体験の意味を明らかにし，我々がすでに黙示的

には理解しているような諸々の物事を露にして明

示的理解とすることを目標とする23）。従ってこの

アプローチは，IVF－ETを受けることをめぐり

女性が経験していることを明らかにし，理解を深

めるという本研究の主旨に適していると考えた。

　Colaizziの示唆する分析手順には表1に示した

7つの段階がある24・25）。これらの段階毎に，研究

者が行った分析の妥当性を看護研究者2名とで検

討すると共に，分析が終了した時点で連絡を取る

ことができた対象者4名に分析結果を提示し，そ

れらが自分自身が経験している側面を含んでいる

ことへの同意を得た。

3．データ収集手順

　フィールドとなった病院では，クライアントは

採卵日からET日まで入院し，病棟でIVF－ET

を行っていた。採卵日の翌日は，クライアント自

身への処置等が特になく，落ち着いて話が伺える

時間や空間が確保できることから，その日にイン

タビューおよびアンケート調査を行うこととした。

調査期間中，IVF－ETを受ける目的でHMG注
射を開始した全てのクライアントに調査協力を依

頼した。初めに研究者の自己紹介を行い，同時に

研究の目的および倫理的配慮について口頭および

文章で説明を行った。その上で調査協力を依頼し，

11名全員からインタビューおよびアンケート調査

への同意が得られた。しかし，その内3名は卵胞

の発育が不良なために採卵が中止となり，最終的

に8名が対象者となった。

　対象者の関心に基づき，経験していることを自

分の言葉で自由に話してもらうことが最も生きた

経験を引き出せると考え，導入部分の質問以外は

予め質問項目は定めないopen－endedinterview

を選択した。但し，インタビューの流れの中で不

明な点や関心のある場合にはその都度質問を行う

ようにし，話を掘り下げるという方法をとった。

対象者への質問は「不妊治療中の生活や，治療の

ご経験を通して感じていらっしゃることついてお

話して頂けませんか」とした。対象者の承諾を得

られた場合に限り，インタビュー内容をテープに

録音した。面接は個室で個別に行い，その平均時

間は92分で，合計12時問15分であった。

　研究者は週2回のART外来時に医師の診察に

同席すると共に，採卵およびETに立ち会うこと

により，対象者との信頼関係を築くように努めた。

これらの時点においても，適宜非公式なインタ

ビューを行った。また，研究開始前の5ヶ月間，

表1　Colaizziの現象学的分析方法

（1）対象者の記録またはテープをおこしたものを、全体の意味が理解できるまで何度も繰り返して読む。

（2）研究課題に直接関係する重要なステートメントを抜き出す。

（3）重要なステートメントが浮かび上がる意味を系統立てて述べる。そこでは、元のデータに忠実でありながら、創造的に

　洞察していく。

（4〉いくつかのテーマ毎に、意味のあるクラスターができるまで上記を繰り返す。

（a）データが無視されたり加えられたりしていないか、たえず元のデータに戻りながら、テーマクラスターを確認していく。

　（b）もし矛盾したテーマがあったら、リアルな確かな体験かもしれないので、無視したり放棄したりはしない。

（5）これまでの分析結果を、研究課題にふさわしい完壁な記述にまで統合する。

（6）現象の完壁な記述を、基本的な構造を表現している文章にまで統合する。

（7）分析結果を統合する。それぞれの対象者に戻して、分析が彼らの体験を正確に記述しているかどうか確かめる。もし

　対象者が情報を加えたり消したりしたら、この新たなデータを最終結果に組み入れる。
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フィールドとなる病院の状況や不妊治療過程を把

握すると共に，直接クライアントから治療中の経

験等を伺うことを目的に病院実習を行った。

■　結果

1．アンケートの結果

1）対象者の属性

　対象者の平均年齢は35。6（31－41，SD3．4）歳で

あり，夫の平均年齢は38．6（3150，SD52）歳で

あった。平均結婚年齢は対象者26．6（22－32，

SD32）歳，夫29．6（26－43，SD5．9）歳であった。

対象者が不妊を意識し，病院を受診するまでの平

均期間は1．9（1 4，SD1．1）年であった。対象者

が不妊治療を開始してから現在までに平均して

4．7（2－10，SD2．5）年経過していた。夫も治療し

ている，あるいは過去に治療していたケースは4

組であり，治療していないケースも4組であった。

夫が治療している，あるいは過去に治療していた

場合，その平均治療期間は1．6（0．5 4，SD1．4）年

であった。不妊原因は原因不明が3名，女性因子

が2名，男性因子が3名であった。原発性不妊，

続発性不妊共4名ずつで，出産経験のある者が1

名いたが，現在子どものいる者はいなかった。

IVF－ETを開始してから現在までの平均経過は

LO（1－3，SDLO）年であった。今回を含めたIVF－

ETの平均回数は3．5（1－9，SD2．3）回であった註2）。

不妊治療のために受診した平均医療機関数は2．9

（2－6，SD1．3）施設，IVF－ETを受けた平均医療

機関数は1．3（1－2，SDO．4）施設であった。対象

者の就労状況は，無職1名，非常勤2名，常勤3

名，自営業手伝い2名であった。不妊治療のため

に仕事を変更したことのある者は2名で，職種変

更をした者が1名，職場変更をした者が1名であっ

た。夫の就労状況は，常勤6名，自営業2名であっ

た。家族形態は全て夫と2人暮らしであった。夫

婦の平均年収は878．6（500－1400，SD297．4）万円

であった。対象者の最終学歴は大卒2名，短大卒

2名，高卒4名であり，夫の場合は大学院卒1名，

大卒4名，専門学校卒1名，高卒2名であった。

2）対象者が不妊症・不妊治療について一番相談

　　できる人

　対象者は，「あなたが不妊症・不妊治療につい

て一番相談できる方はどなたですか」という質問

に対して表2のように夫，実母，友人，同じ治療

をしている人・していた人の何れかを挙げていた。

3）対象者が不妊症であることを一番気にしてい

　　る人

　対象者は，「あなたが不妊症であることを一番

気にしている人はどなたですか」

という質問に対して表2のように夫，本人，夫婦

の何れかを挙げていた。

4）IVF－ETに積極的なのは誰か

　対象者は，「どなたが体外受精に積極的ですか」

という質問に対して表2のように夫婦，もしくは

本人と答えていた。

5）対象者の子どもを望む思い

　対象者の子どもを望む思いについて，アンケー

トおよびインタビューから表3のような思いが伺

えた。彼女達は，様々な思いから子どもを望んで

おり，個人においてもその思いは複数存在してい

た。

2．データの分析結果

1）IVF ETを受けることをめぐり女性が経験

　　していることに関する9つのテーマおよびテー

　マ毎の網羅的記述

前述したColaizziの分析段階（1）～（5）までの

表2 不妊症・不妊治療について一番相談できる人，不妊症であることを一番気にしている人

およびIVF－ETに積極的な人は誰か

対象者（不妊原因）

Aさん（原因不明）

Bさん（女性因子）

Cさん（男性因子）

Dさん（女性因子）

Eさん（男性因子）

Fさん（原因不明）

Gさん（男性因子）

Hさん（原因不明）

　不妊症・不妊治療に

ついて一番相談できる人

　　　　夫
　　　　夫
同じ治療をしている人・

　　していた人
　　　　夫

　　　実母
　　　　夫
　　　友人
　　　　夫

不妊症であることを

一番気にしている人

　　　夫
　　本人
　　本人

本人

夫婦

本人

本人

夫婦

lVF－ETに積極的

　　なのは

　　夫婦
　　夫婦
　　本人

本人

本人

本人

本人

夫婦
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表3　子どもを望む思い

自分達夫婦の子どもが欲しい

子どもを育ててみたい

子どもを産んでみたい

自分の子どもの顔を見てみたい

子どもと一緒に遊びたい

子どもが好き

自分の子どもだと可愛い

子どもと話がしたい

生活が楽しくなると思う

子どもがいないと寂しい

老後のことを考えると欲しい

墓守をして欲しい

財産を継がせたい

子どもは生きがい

夫婦の証が必要

子どもがいるのが夫婦の形

子どもがいると人間的に成長すると思う

世間体を考え欲しい

夫の家族と自分との関係のために欲しい

（複数回答）

過程に基づき導き出した9つのテーマおよびテー

マ毎の網羅的記述を以下に記す。対象者の生の声

は最も生きた経験を表わすものであるので，テー

マを代表するようなステートメントを表4に示し

た。その際，プライバシーの保護には十分に心が

けた。尚，括弧内の言葉は，ステートメントの前

後を参考に研究者が記述したものである。

テーマ1＝IVFETを受けることに対して複雑な

　　　　思いを持ちながらも，自分達夫婦の

　　　　子どもができる可能性を求めたいと

　　　　感じている。

　子どもを望む思いは人様々で，個人においても

その思いは多岐に亙っていたが，対象者に共通し

た思いは「自分達夫婦の子どもが欲しい」という

ことであった。全ての対象者が，結婚したら子ど

もはいつでもできると思っていたと語っていた。

しかし，その思いも，子どもを望んでも妊娠しな

い，もしくは妊娠が継続しない状態が続くことで

揺らぎはじめ，やがて病院を受診するようになっ

ていった。そして，検査および一般不妊治療等を

受けた後にIVFETを選択するという経過を辿

っていた。彼女達は皆，現行のIVF－ETを受け

ることに対して特に抵抗はないと話しており，自

分達夫婦の子どもができる可能性の高い最終的な

不妊治療法としてIVF ETを捉え，その可能性

を求めていた。しかし，IVF－ETを受けること

に抵抗はないとしながらも，障害児が生まれるか

もしれない，現在や将来，自分の体に副作用がで

るかもしれない，治療してはいけないものを治療

しているのかもしれないという思いを抱きながら，

IVF ETを受けている者もいた。

　彼女達の中には，子どもがいないことを将来に

亙って後悔しないためにも，自分達の子どもがで

きる可能性の高いIVF－ETを試みていると話す
者もいた。

テーマ2：女性である自分の加齢は妊娠率の低下

　　　　を惹起するために，妊娠する可能性が

　　　　高い内にIVF－ETを試みたいと感じて

　　　　いる。

　対象者は皆，女性の年齢と妊娠率との間には関

連があること，即ち一定の年齢を越えてからの女

性の加齢は妊娠率の低下を惹起するために，IVF－

ETを受けるには限りがあるということを認識し

ていた。彼女達は，自分の年齢を意識しながら

IVF－ETに臨んでおり，妊娠率が低下する将来

よりも可能性の高い今，IVF－ETを試みていた。

彼女達の中には，妊娠率と年齢との関係も然る事

ながら，子どもができた後のことも考えて，少し

でも若い内に子どもが欲しいと話す者もいた。

　また，順を追って治療法をステップアップして

いくことに理解を示しながらも，年齢と妊娠率と

の関連から，もっと早くにIVF－ETを受けたかっ

たと過去を振り返りながら話す者もいた。

テーマ3：自分達夫婦の子どもができる可能性が

　　　　ある故に，IVF－ETは終りのつけ難い

　　　　治療であると感じている。

　対象者は皆，自分の年齢かIVF－ETの回数に

対して，少なくとも一回はいっまでIVF－ETを

続けるかの期限設定をしていた。回数で設定する

場合，必ず自分の年齢を考慮した上でのものであっ

た。期限を設定しなければきりがない感じがする

と話す者は1人のみで，他の女性は，妊娠する可

能性がある間は続けたい，期限が来た時点で続け

るかどうかをまた考えたいというように話し，期

限延長の可能性を示唆していた。
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表4　1VF－ETを受けることをめぐり女性が経験していることに関する9つのテーマおよび各テーマを代表するステートメント

テーマ1　1VF－ETを受けることに対して複雑な思いを持ちながらも、自分達夫婦の子どもができる可能性を求めたいと感

じている。

◆「夫は養子をもらう方法もと言ったが、子ども私好きだけどそこまでして欲しいとは…と思う。妹の子とか血が繋がっている

のならまた違うかもしれないけど。私は夫と自分の子だから欲しい。」

◆「ただまあねえ、不妊治療…っていう、何かよう分かりませんね。治療してはいけないのを治療してんのかなとも思うし。昔

やったら絶対こんなね、子どもなんかできないでしょ。」

◆「体外受精受けるじゃないですか。受けて、うん、もう何年何十年か（経て発症する）というような副作用はあるんですか？j

◆「まあ、自分自身としても、今しなくって、40（歳）ぎりぎりですけれども。せずに、もっと50（歳）位になって、どうしようもなく

なった時に、あ、やっぱり赤ちゃんが欲しかったと後悔するならば、今の内、うん、最後の際ですけども。できるだけ努力し

て、後から後悔しないように。それでだめだったら仕方がないという感じで、治療をお願いしている形です。」

テーマ2　女性である自分の加齢は妊娠率の低下を惹起するために、妊娠する可能性が高い内にIVF－ETを試みたいと
感じている。

◆「私としては、この治療3回か5回するのが限度かなと思っている。今後どうするかは、今回の受精の結果を見てから決め

ると思う。年齢的には40歳が目安かな。できれば38歳までに欲しい。あんまり歳いくと体もしんどいと思う。でも、最初は35

歳までと思っていたの。何歳になっても妊娠する率が同じなら別だけど、この治療には年齢に限りがあるしね。」

テーマ3　自分達夫婦の子どもができる可能性がある故に、M－ETは終りのつけ難い治療であると感じている。

◆「この治療は終りがない。最初30歳までとか思ってたけど、あと1年あと1年とか思っている内に34歳になった。」

◆「私ら殆どもう気持ちで行ってるようなとこもあるし。半分は多分諦めている人もいるんですよ、はっきり言って。その、それ

でもまだちょっと行くってのがね。ちょっとの希望にかけて。」

◆「はっきりと医師から治療の可能性について告げて欲しいと思う。本当に可能性があるのかどうか。そんな無理よね。絶対

無理だなんて言えないよね。でも、そう言われるときっぱりと諦められると思う…。」

◆「第一子のことがなければもっと早くに治療を諦めていたのかもしれない。それに原因不明というのがもしか

したらできるのではと思ってしまう。はっきりと原因が判った方が治しようもあるし、諦めようがあると思う。」

テーマ4　1VF－ETをめく○り、期待と落込みの感情を感じている・

◆「治療が終わって、2週間後妊娠せずに生理が来たらすごく落ち込むけど、しばらく経ったら今度はいつ頃しようかなとも

思ってる自分がいる。気分がすごく落ち込んだり、また盛り返したり…それを10年繰り返している。」

◆「1回目（のIVF－ET）ですごい、あ、絶対できるんだって思うけど。2回目はまたあかんのかもしれんなとか思ったら。だって

（1回目は）絶対できるって思ってましたもん。培養してくれて、戻してくれるねんからって思ったら。（医師より説明を受け妊

娠率は）分かってるんですけど、気持ち的にね。」

テーマ5　1VF－ETを受けることと、それ以外の生活に折り合いをつけることは困難なものであると感じている。

◆「今は2年生の担任をしている。仕事が忙しく、本当に治療と仕事の両立が難しく、これが一番大変。治療は学校が休み

の時期にするようにしている。仕事は何度か辞めようと思ったが、学生時代からずっと教師になりたかったし、仕事を辞めて

自分に何が残るんだろうとも考えた。それにマンションを購入しローンのこともあって仕事を今も続けている。仕事を辞めて

不妊治療に専念したとして、それで子どもができたら良いけど、できなかったら辞めなければ良かったと後悔すると思う。治

療は来年一杯かなと思っている。来年は担任を外してもらい、家庭科を担当しながら治療に専念しようと思っている。」

◆「この治療は複雑。実は半分は諦めの感情もある。ここで治療をやめたら美味しいものも食べれるし、今までより良い暮ら

しができるし、ちょっとした旅行にも行ける。でも、そういうのを選ぶか、子どもかと言われたら子どもだもんねえ。反面、人生

には色々あって何を幸せと思うかにもよるんだろうなあと思うことがある。」

◆「いつ妊娠するかもしれないというので、2年越しの仕事とかを引き受ける時に悩んだ。妊娠するかもしれないという理由

で仕事を断ることはできないし、引き受けて妊娠してその仕事を降りた場合、みんなに迷惑をかけてしまうから。結局受け

て、その間妊娠しなかった。」

◆r仕事とかでもねえ、あの、全部どっちつかずで。何かこの状態がずっと続いたら…それが一番嫌かな。」

テーマ6　1VF－ETを受けるには多くの費用が必要であると感じている。

◆「クリニックの料金は70万だった。余りにも高いので夫には20万と言っていたの。でも、パンフレットの料金とか見て20

万ではできるはずがないとばれたけどね。夫はその値段にショックを受けていたみたい。また、内職のへそくりでやってた

し。（夫から）よくそんなお金があったなと言われた。」「これまでの不妊治療に300万はかかった。」

◆r家のローンとかあるし、私が仕事を諦めたら治療は続けれられないと思う。」

テーマ7　不妊であることや不妊治療を受けていることにより、そうでない他者と自分は異なる存在であると感じている。

◆r周りの（妊娠する）人は、あ、自分とは違うんだなっていうのがつくづく分かりましたけどね。」

◆「実の父母だけに治療をしていることを言っている。他の人には一切言っていない。友人にも言っていない。…中略…義

理の両親にも言ってない。なぜ義両親に言わないか…多分私の劣等感からだと思う。」

◆「結婚して子どものいない人とかに、子どもの話とか、向こうが言わない限り言わない。聞かないようにしてるし、うん。そう

いうのはね、もし、自分がもし、子どもを産んでも、もし子どものいない人に、いないっていうかそういう人には、もう、うん、そう

いう言葉を…。自分がもう傷っいていることなんぼでもありますからね。」

◆「同僚に治療をしてることは言っていない。言わないのは体外受精でできたと偏見を持ってみられないよう子どものことを

思って。分かってしまった時にはしょうがないと思うけど。もっと沢山この治療でできた子がいて、それが普通になったら又考

えも違うと思う。実の父母だけに治療をしていることを言っている。他の人には一切言っていない。友人にも言っていない。」
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テーマ8　医療従事者に対して肯定的な思いと否定的な思いを感じている。

◆「私働いてるんですよ。…中略…もう…注射は毎日じゃないですか、大学まで…。そんなに休み取れないし…て言った

ら、じゃあ、あの一、近く（の病院で注射は行いたい）…て言ったら、先生が調べてくれたんですよ。で一、あの一、その…ヒュ

メゴンとか、うん、ある…うん、薬あるとこ調べてもらったら、本当家の近くだったんですよ。で、じゃあそこに紹介状書きます

って言ってくれたのも、良い先生じゃないですか。あ、こっちのこと中心に…うん、考えてるって。」

◆「（この病院は）良いですよね。（でも）先生がね、すぐ替わるのはね。で、結構やっぱ先生によって全然言うこと違うじゃな

いですか。どうか…いや、どうか分から…ちょっと…分かるからへん。結構迷ったりして。で、その…周りに、そういうの（不妊

治療）してないから私の。どこに聞いて良いのか分からへんから…っていうのでちょっと悩む…結構悩むんですよ。」

◆「（外来で）看護婦なんか話したことないですよ。うん。本当に本当に。病棟はね…こっちでは、ありますけど。…中略…担

当のナースはつきますけど、また三交替だから替わりますよね一。うん、だから別…に嫌な思いもしたことも…ないですけ

ど、うん。別に普通ですね。ただね、今回、体外受精、うん、で入ってきたから、前はだめだったんですけど、前の時に一、

いや今回卵一個だけしか採れなかったって言われたんですよ一とかって、看護婦に話すじゃないですか。そしたら、いや

一
、

あの量より質やからね一、その一個の卵が良かったら良いんちゃうの一とかって。そういう言葉をかけてくれる。うん、看

護婦さんもいるんで、そう、だからそういう、うん、言葉は嬉しいと思うんですけど。j

◆rここ（この病院）では（看護婦と）接しないですね。うん。私がまあ、甘えが激しいからかも分からんけど、ちょっとでも私に親

切な言葉をかけてくれる看護婦さんでもいたら、私は（ここで治療を）続けられた。…中略…本当に大学病院にいるのは、や

っぱり親切な専門の看護婦さん一人でも…クリニックで学んだんだけど、おいて欲しい。その…気持は救われると思う。」

テーマ9　M－ETは夫婦二人で取り組むものであると感じている。

◆「本当に不妊治療っていうのはね、旦那さんもいて、奥さんも（いて成り立つもの）。」

◆「この治療は2人のことだから2人の意見が違ったらできない。夫を押し切って体外受精をして、万が一障害のある子や

奇形のある子が生まれた時、だから治療をやめておけば良かったのにということになるし。」

◆「夫はこの治療をしてゲーゲー吐いている私や、しんどがっている私を知っている。そんな思いをしてでも治療をしている

私を見ているから、夫は何も言えないのだと思う。夫は、お前が終わる時に治療は終わると言っている。私も、治療をやめる

と私が言わない限り続けると思う。」

aルF一ε7を受1ナるごとκ美は抵紘オ堕ひまナる署台

◆「10回人工授精をしても妊娠せず、自分達で体外受精をしてみよう、何でも可能性があるのならやってみようと話し、その

ことを先生に伝えた。」

◆「男の人はいいですよ。別にその（IVF）時1回（病院に）来りゃいいんですからね、なんやかんや言うてもね。女の人はもう

またね一、毎回毎回通うじゃないですか。それがね一。」「今目も注射行ってきてんって（夫に）言ったら、ふ一ん、ようがんば

ったな一とかって（夫が対象者に言う）。…中略…で、体外受精、採卵する前に、えっと夜中に来るやつ（HCGの注射）ある

じゃないですか。あの時、帰ってくれるんですよ、ちゃんと。…中略…だから、他のね一、あの一、不妊の友達とかに聞いて

ると、旦那さんが協力的でないという話を…よく耳に…する…。そうやから一、うちとこはいいかな一って。」

◆「この問題は夫婦二人の問題。夫は診察はできないけど、薬をもらいに行くとか、話を聞きに行くとかなら俺がいくらでも

行くと言ってくれるし、実際可能な限り診察に付いて来てくれる。」

わ1匹一ε7’を受1プるこまκ美ば擬撹力肪るとする房台

　わ一1ノ夫々身の気寿ちよヴ着妻の気寿ちを雄6．1匹。∠r7κ協力して’仇そ5房台

◆「夫の方は最初やる気だったけど、でも私の体が心配になっているみたい。子どもはいないよりいた方が良いとは思って

いるけど、それをすることで私の体に変調が出たり、子どもが変な子が生まれたりしたらと言う。」

◆r子どもできなくてもと思う。ものすごく欲しいという感じではない。ただ、やることやらずに努力せずに終わるのが嫌。40歳

位になって後悔するのが嫌。この気持ち夫も汲んでくれ、じゃあ体外受精1回やって見てそれで諦めがつくならと言った。」

◆「旦那が採卵の日に病院で精子を出さないといけないじゃないですか。環境も違って、日は高いし、それを病院スタッフ

に渡さなくちゃいけないし。そういうのを見るとかわいそうになって、もう治療やめようかなと思う時がある。」

　b－2ソ美官身の気寿ちよ％妻の気券ちを優発ずる力丈美な’何乱，よラど乙な61房台

◆「精子がありさえすればいつか妊娠することがある。うん、絶対に、絶対にというか、あの一全くない、ゼロじゃない限りあり

ますよね、一匹でもいてたら。で、そういうことをあの一、主人も病院に通ってた時に先生がそういう風に言って。で、男の人

の治療法は基本的に無いって考えてくれ、みたいに言われて。で、何か主人もほっといたらいつかできんのちがうかって思

ってるみたいなところがあって。」

◆r（IVFETを受けることに）抵抗あるみたいですね。人工授精も抵抗あったみたいですね。自然が良い感じですけど。…

中略…そんな、神の領域を侵すような真似…みたいなんはあるみたいですけど。」

◆「まあ、昔の人か分からんけど、そんな不妊一自分でするとか全然せ一へんし。だから、自分の実力でやるとかって言っ

て。そんな5年も6年やないし（5，6年経っても子どもができないのに）。できへん言うてんのに、何か。ほんで、不妊の本で

も読んでくれて言うと、もう全然読んでくれないし。」

◆「何かここまで痛い思いして、しんどい思いしてて、私にも原因があるのかもしれないけど、今分かってる時点では主人

（の精子）が少ないって、動きが悪いってことですよね。それで全部が全部私が痛い思いをしているのに、なんでそんなこと

（採卵後、夫が何をしんどがってるんだと対象者に言ったこと）言われなあかんと思って。」「男の人も何かそれに引っかかっ

たんやったら（男性も不妊原因があると言われたのなら）教室開くか何かして、しっかり話し初めから終りまで聞いて欲しいな

と思いますよ、本当。全然分かってないから。」「言いません？この相手とだったらできへんのやったらもう離婚して他の人と

やり直したいって。それはないですね。」
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　彼女達の中には，回数を重ねる毎に妊娠する可

能性が高くなっていると感じ，期限設定をしなく

なった者や，妊娠する可能性が低くなっていると

感じていても，その可能性がある故に期限を決め

られなくなった者もいた。期限を越えた者におい

ては皆，自分達夫婦の子どもができる可能性を求

めて期限を延長しつつIVF－ETを継続していた。

　いっまでIVF－ETを続けるかという期限設定

においては，期限を延長した者も含めて40歳前後

とするか，期限として設定しない場合でも40歳を

治療の一つの節目として捉えている者が殆どであっ

た。40という歳は，妊娠する可能性から導き出さ

れたものであり，その歳を妊娠率が格段に低下す

る歳であると捉える者もいれば，まだ妊娠する可

能性がある歳として捉える者もいた。

　継続してIVF－ETを受けている対象者の中に

は，諦めの感情を持ちながらも，自分達夫婦の子

どもができる可能性を求めて受けている者がいた。

その中には，妊娠する可能性がある故にIVF－

ETを諦めることができないと話す者もいた。

　また，別の理由もあり，IVF ETを諦めるこ
とができないでいる者もいた。それは出産後一週

間で児を亡くしている女性と，不妊原因が不明と

言われている女性であった。前者の女性は，「子

どもが欲しいと考える理由についてお聞かせ下さ

い」というアンケートに対して，「出産経験がな

いなら，あきらめていると思いますが，子どもが

いないのがとてもさみしい。職業が子どもを育て

る仕事なので，他人の子どもを一生懸命教育する

ことに時々むなしさを感じる（限界があるので）。

自分の子なら…と，いつも思ってしまう。」と心

の内を記していた。後者の不妊原因が不明と言わ

れている女性においては，もしかしたら妊娠する

かもしれないし，しないかもしれないというその

両義性により，IVF－ETを諦めることができな

いと話していた。その他に，諦めることができな

いとする理由を「願いごとはがんばれば叶うと思っ

ている。だからがんばれるし，諦めれない。」と

話す女性もいた。

テーマ4＝IVFETをめぐり，期待と落込みの感

　　　　情を感じている。

　対象者は皆，IVFを行ってもETまでいかな

い場合や妊娠に至らなかった場合に，二つの相反

する感情を経験していた。治療過程で妊娠を期待

する感情と，妊娠に至らなかった場合の落ち込み

の感情である。IVF－ETを継続して受けている

者は，この二つの感情を繰り返し経験していた。

彼女達の中には，医師から妊娠率の説明を受けて

理解していたものの，初めてIVF－ETを受けた

時は特に妊娠する期待も大きく，その分，妊娠し

なかった時の落ち込みも激しかったと話す者がい

た。

　また，不妊原因が不明と言われている女性の中

には，自然に妊娠する可能性も期待してしまい，

自然妊娠が期待できる月に月経が来てしまうこと

によっても落ち込んでしまうと話す者がいた。

テーマ5：IVF－ETを受けることと，それ以外の

　　　　生活に折り合いをつけることは困難

　　　　なものであると感じている。

　対象者は，治療と生活を両立するように努めた

り，治療以外の生活を先送りしながらIVF－ET

に臨んでいた。これらが実行できない場合，彼女

達は治療以外の生活を我慢してIVF－ETに臨ん

でいた。彼女達が最も多く語ったことは，仕事と

治療との関係についてであった。また，いつ妊娠

するかもしれないという状態が，仕事の選択の妨

げとなることもあった。彼女達の中には，自分達

夫婦の子どもができる可能性を求めて不妊治療に

臨んでいるが，中々成果をみることができない上

に，治療のために他の生活を我慢している状況を，

「どっちつかず」と表現したり，そのような生活

を送ってきた過去を振り返り，「もっと違う生活

が送れたかもしれない。」と話す者がいた。

テーマ6＝IVF－ETを受けるには多くの費用が必

　　　　要であると感じている。

　フィールドとなった病院でのIVF－ETの費用

は1回約10万円であった。これ以外に，外来での

注射，処置代等が必要であった。他の施設で

IVF－ETを受けたことのある者が2名おり，偶

然同じ施設を受診していたが，そこでは他の処置

等を含み1回約70万円かかっていた。両者共，初

めの内は余りの高さに本当の費用を夫に言えず，

自分自身の蓄えから費用の全額，もしくは一部を

支払っていた。1人は，夫がその費用を知れば反

対すると思い言えなかったと話していた。

　彼女達は，続けてその施設に通いたいと思いな

がらも，費用の高さから断念しており，不妊治療

に保険が適応されることを強く希望していた。し

かし，それには不妊を病気と捉えるかどうかとい
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う問題が関わってくるので難しいであろうとその

内の1人は話していた。

　対象者は皆，IVFETを受けるには多くの費
用が必要であると認識しており，現在受診してい

る病院は他の施設と比べて費用が安いとも認識し

ていた。

テーマ7：不妊であることや不妊治療を受けてい

　　　　ることにより，そうでない他者と自分

　　　　は異なる存在であると感じている。

　インタビュー中に対象者が，妊娠している人や

子どものいる人と自分を比較したり，区別して話

す場面がみられた。その際，不妊治療をしないで

妊娠することや子どもがいることを普通という言

葉で表現したり，不妊であることに劣等感を感じ

るというように，子どものいることが価値判断の

基準となっている場合があった。また，子どもを

産むことや子どもがいることで人は変わっていく

というように話す女性もいた。彼女達の中には，

不妊や不妊治療の経験を通して他者の気持ちが分

かるようになったと話す者もいた。

　対象者は，不妊であるということを他者に知ら

れたくないという思いを持っており，不妊治療を

受けていることを話す場合には必ず相手を選択し

ていた。その際にも，不妊治療を受けているとだ

け話すのか，IVF－ETを受けていることまで話

すのかの選択を行っていた。基本的には，選択し

ている治療法に理解を示し，それを選択している

自分を受け入れてくれる相手に話をしていた。

テーマ8＝医療従事者に対して肯定的な思いと否

　　　　定的な思いを感じている。

　対象者は，医療従事者，特に医師に対して肯定

的な思いと否定的な思いについて語っていた。彼

女達は，肯定的な思いよりも否定的な思いの方を

多く語っていた。医師に対する肯定的な思いとし

て，医師が替わらない，配慮してくれる，話を聞

いてくれることが語られた。医師に対する否定的

な思いとして，医師がよく替わる，医師によって

話すことが異なる，個人の状況も考慮して欲しい，

一患者としてではなく「私」という人間に専心し

て欲しい，分かり易く説明して欲しい，話が聞き

難い，配慮に欠けることが語られた。最も多く語

られたことは，医師がよく替わる，医師によって

話すことが異なる，注射を近医で行えるように配

慮してくれるであった。看護婦については，肯定

的・否定的という思いというよりも，関わりが殆

どないことを語っていた。

テーマ911VF－ETは夫婦二人で取り組むもので

　　　　あると感じている。

　夫の子どもに対する思いについて1人の女性以

外は，夫は子どもを望んでいると話していた。そ

の1人の女性は，「夫は，子どもは別にいなくて

も良い，できないのならそれが運命なんだからと

いう感じで受けとめている。」と話していた。

　対象者は皆，IVF－ETは夫婦二人で取り組む

ものであると考えていた。しかし，IVF－ETを

受けることに対して，夫は特に抵抗がないと答え

る女性と，抵抗があると答える女性がおり，IVF－

ETを受けることに対して夫との間に受入れの差

を感じている者がいた。

∂　’図F一』≡7’を受∫ナること’ご．夫は；抵抗ンがないとす

　　る場合

　この場合の女性4人は皆，自分と同じように夫

もIVF－ETを治療法の一つとして捉えていると

話していた。彼女達は，IVF－ETにおける女性

の負担の多さについて言及しながらも，夫はその

負担を気遣いながら，夫婦二人のこととして協力

してくれていると話していた。

わ　1匹一ε7を受けることに夫は哲撹があるとす

　　る場台

　この場合の女性は，妻の体が心配，障害児が生

まれるかもしれない，お金がかかる，治療に行く

のが嫌，治療しなくても子どもはできる，自然へ

の摂理への抵触ではないかという理由から夫が抵

抗していると話していた。彼女達の中には，夫自

身の気持ちよりも妻の気持ちを優先し，IVF－

ETに協力してくれると話す者と，夫自身の気持

ちよりも妻の気持ちを優先するが，夫は何もしよ

うとしないと話す者がいた。

わ一1　夫自身の気持ちよヴ6妻の気持ちを働

　　　し，川F一εTに協力してぐ力る場台

　夫自身の気持ちよりも妻の気持ちを優先し，

IVF－ETに協力してくれると話していた女性2

人は，両者共，IVF－ETのために採精しなくて

はならない夫に対して，同情的な思いを語ってい

た。

わ一2　夫自身の気持ちよヴ6妻の気持ちを蹴

　　　するカ～』夫は何6しよラとしない場台

　夫自身の気持ちよりも妻の気持ちを優先するが，

夫は何もしようとしないと話していた女性2人の
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場合は，夫に対して同情的な思いは語られなかっ

た。両者共，不妊原因は男性側にあると言われて

おり，別の相手なら妊娠するかもしれないという

思いが冗談交じりにではあるが語られる場面がみ

られた。

　全ての対象者が，最終的にIVF－ETを続ける

か否かの決断を，夫は自分に委ねるであろうと話

していた。

2）IVF ETを受けることをめぐり女性が経験
　　していることに関する基本的構造

　Colaizziの分析段階（1）～（6）までの過程に基づ

き導き出した，IVFETを受けることをめぐり

女性が経験していることに関する基本的構造を以

下に記す。

【IVF－ETを受けることをめぐり女性が経験して

いることに関する基本的構造】

　対象者は，自分達夫婦の子どもを望む思いから

病院を受診し，検査および一般不妊治療等を受け

た後に，子どものできる可能性の高い治療法とし

てIVF－ETを選択していた。彼女達は，IVF

ETを受けることに対して特に抵抗はないと話し

ていたが，障害児が生まれる可能性や，自分の体

に副作用が生じる可能性等についても言及してお

り，複雑な思いを抱えながらもIVF－ETに臨ん

でいた。また，女性の加齢は妊娠率の低下を惹起

するので，IVFETを受けるには限度があると

いうことを認識し，自分の年齢を意識しながら臨

んでいた。彼女達は，妊娠率が低下する将来より

も可能性の高い今，IVF－ETを試みていた。

　対象者は，子どものできる可能性があるからこ

そIVF－ETを試みていたが，それ故に終りのつ

け難い治療であることも感じていた。彼女達は，

治療過程において妊娠を期待する感情を，そして

妊娠が成立しなかった場合には落ち込みの感情を

経験しており，IVF－ETを受ける度にその二つ

の感情を繰り返し経験していた。

　対象者は，治療と生活を両立するように努めた

り，治療以外の生活を先送りしたり，我慢しなが

らIVF－ETに臨んでおり，治療と生活に折り合

いをつけることの難しさを経験していた。

　対象者は，不妊であることや不妊治療を受けて

いることにより，そうでない他者と自分は異なる

存在であると感じるときがあった。彼女達は，不

妊であるということを他者に知られたくないとい

う思いを持っており，不妊治療を受けていること

を話す場合には必ず相手を選択していた。その際

も，不妊治療を受けているとだけ話すのか，IVF－

ETを受けていることまで話すのかの選択を行っ

ていた。基本的には，現在選択している治療に理

解を示し，治療を選択している自分を受け入れて

くれる相手に話をしていた。

　対象者は，医療従事者，特に医師に対して肯定

的な思いと否定的な思いを感じていた。彼女達が

最も多く語ったことは，医師がよく替わる，医師

によって話すことが異なる，注射を近医で行える

ように配慮してくれるということについてであっ

た。看護婦については，肯定的・否定的という思

いというよりも，関わりが殆どないことを語って

いた。

　対象者は，IVF－ETを受けるには多くの費用

が必要であると認識しており，現在受診している

大学病院は他の施設と比べて費用が安いとも認識

していた。

　殆どの対象者が，夫も子どもを望んでいると答

えていた。しかし，IVF－ETを受けることに夫

は抵抗があると答える女性と，自分と同じように

抵抗がないと答える女性がおり，夫との問に受け

入れの差を感じている者がいた。どちらの女性も，

IVF ETは夫婦二人で取り組むものであると考

えていたが，IVF－ETを受けることに夫は抵抗

があると答えた方の女性は，必ずしもそのような

状況に在るわけではなかった。彼女達は，最終的

にIVF－ETを続けるか否かの決断を，夫は自分
に委ねるであろうと話していた。

■考察

　分析の結果，IVF－ETを受けることをめぐり

女性が経験していることに関する9つのテーマが

明らかにされた。以下にテーマ毎の考察を行う。

テーマ1＝IVF－ETを受けることに対して複雑な

　　　　思いを持ちながらも，自分達夫婦の

　　　　子どもができる可能性を求めたいと

　　　　感じている。

　対象者は，自分達夫婦の子どもができる可能性

があるからこそ不妊治療を選択し，IVF－ETに

も臨んでいた。彼女達の中には，子どもがいない

ことを将来に亙って後悔しないためにもIVF－

ETが利用できる今，それを試みていると話す者
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もいた。子どもがいないことを後悔したくないと

いう思いは，妊娠可能な今，利用できる治療法を

試みたいという思いを引き起こすと共に，子ども

ができるまで治療を試みてしまう状態を作り出す

ことと関連していた。このことは，高度不妊治療

技術を受けている人々は，妊娠するまで何でも試

みざるを得ない追いつめられた状態を経験してい

るというOlshansky13），Imersonら14〉の研究結

果を支持するものであった。

　白井20）は，IVF－ETに賛成する者の大多数は

IVF ETを不妊治療であると捉え，反対する者

の大多数は自然への摂理への抵触であると捉えて

いることを報告している。本研究の対象者も皆，

最終的な不妊治療法としてIVF ETを捉え，そ

れを受けることに抵抗はないと答えていた。しか

し，彼女達の中には，不妊治療としてIVF－ET

を捉える一方で，自然への摂理への抵触ではない

かと述べる者もおり，それら二つの価値観の問で

揺れていることが窺えた。更には，IVF ETを
受けることにより障害児が生まれる可能性や，自

分の体に副作用が生じる可能性について思案する

者もいた。

　このように，彼女達はIVF－ETを受けること

に対して複雑な思いを持ちながらも，自分達夫婦

の子どもができる可能性を求めてIVF－ETに臨

んでいるのである。

テーマ21女性である自分の加齢は妊娠率の低下

　　　　を惹起するために，妊娠する可能性が

　　　　高い内にIVF－ETを試みたいと感じて

　　　　いる。

　対象者は，女性である自分の加齢は妊娠率の低

下を惹起するために，IVF－ETを受けるには限

りがあると感じており，自分の年齢を意識しなが

らIVF－ETに臨んでいた。彼女達は，妊娠率が

低くなる将来よりも可能性が高い「今」，IVF－

ETを試みていた。しかし，IVF ETを試みる人

全てが妊娠し，子どもをもつことができるわけで

はない。1回のIVF ETにつき妊娠出産に至る
のは2割にも満たないのが現状である1）。IVF－

ETを継続して受けている者は，「妊娠率が低く

なる将来よりも可能性が高い『今』」という思い

を時間軸に沿ってスライドさせながらIVF－ET

に臨んでいた。この思いは，子どもができる可能

性があるまで治療を試みてしまう状態を引き起こ

していた。彼女達の中には，妊娠率と年齢との関

係も然る事ながら，子どもができた後のことも考

えて，少しでも若い内に子どもが欲しいと話す者

もいた。これらのことは，IVF－ETの問隔を余

りあけることなく，継続して臨むという状態を作

り出すことと関連していた。たとえIVF ETの
間隔をあけることが妊娠する可能性を高めると考

えられる時でさえも，妊娠の保証が確実ではない

ために，もしかしたらその間，妊娠できるかもし

れないという迷いや焦りを生じさせていた。

　このように，彼女達は妊娠できる生物学的な時

間を強く意識しながら，妊娠する可能性の高い

「今」，IVF－ETに臨んでいるのである。

テーマ3：自分達夫婦の子どもができる可能性が

　　　　ある故に，IVF－ETは終りのつけ難い

　　　　治療であると感じている。

　対象者は，必ず一回はいつまでIVFETを続
けるかの設定をしていた。彼女達の殆どが，その

期限を40歳前後に設定するか，期限として設定し

なくても40歳を治療の目安としていた。体外受精

を受けた女性への調査で，卵回収率および受精率

は，35～39歳の群より低下しはじめ，40歳以上の

群では著明に低下することが報告されている26）。

彼女達は，妊娠する可能性から40歳という年齢を

導き出していた。このことは，その年齢まで自分

達夫婦の子どもができる可能性を求めて，IVF－

ETを継続する可能性を示唆するものである。実

際，彼女達の中には加齢と共に妊娠率が低下して

いると感じながらも，その確率がゼロではないた

めに，子どものできる可能性を求めてIVF－ET

を続けている者がいた。一度は設定された治療期

限も，子どもができる可能性を考え，延長の可能

性を示唆したり，延長したり，決めなくなったり，

決められなくなったりしていた。彼女達は，自分

達夫婦の子どもができる可能性があるからこそ
IVF ETに臨んでいるが，その可能性がある故

に終りのつけ難い治療であるとも感じていた。一

度子どもをもった経験のある女性と，不妊原因が

不明といわれている女性は，それが原因で更に

IVF－ETに終りをっけることを困難にさせてい

た。これらのことは，不妊原因や治療の成果等の

不確かさ（両義性）は妊娠するかもしれないとい

う希望を持続させるが，逆に妊娠する試みを中止

することを困難にさせるものにもなるという
Sandelowskiら12）の研究結果を支持するもので

あった。
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　このように，自分達夫婦の子どもができるかも

しれないという可能性は，IVF－ETに終りをっ

けることを困難なものにもさせているのである。

テーマ4＝IVF－ETをめぐり，期待と落込みの感

　　　　情を感じている。

　対象者は皆，IVFを行ってもETまでいかな

い場合や妊娠に至らなかった場合に，二つの相反

する感情を経験していた。治療過程で妊娠を期待

する感情と，妊娠に至らなかった場合の落ち込み

の感情である。IVFETを継続して受けている

者は，この二つの感情を繰り返し経験していた。

これらの結果は，高度不妊治療技術を受けている

人々は希望と失望の繰り返しを経験しているとい

う01shanskyl3），Imersonら14）の研究結果を支

持するものであった。IVF ETによる妊娠に失
敗した時の衝撃は，従来の治療法と比べて最後の

手段と位置づけているために強くなることが報告

されている27）。対象者の中には，医師から妊娠率

の説明を受けて理解していたものの，初めて
IVF ETを受けた時には特に妊娠する期待も大

きく，その分妊娠しなかった時の落ち込みも激し

かったと話す者がいた。この状況は遠藤ら17）も指

摘していることである。これらは，初めてIVF

ETを受け妊娠に至らなかった場合の衝撃は，不

妊治療の中でも特に強いものになることを示唆す

るものである。

テーマ5＝IVFETを受けることと，それ以外の

　　　　生活に折り合いをつけることは困難

　　　　なものであると感じている。

　対象者は，治療とそれ以外の生活を両立するよ

うに努めたり，治療以外の生活を先送りしたり，

我慢しながらIVF ETに臨んでいた。彼女達は，

治療とそれ以外の生活に折り合いをつける困難さ

を感じていたが，その中でも特に，治療と仕事に

折り合いをつけることの難しさを感じていた。彼

女達の殆どが職業を持っており，仕事と治療を両

立するように努めたり，それが不可能な場合は，

職種変更をしたり，職場変更をしていた。中には，

就きたい仕事を不妊治療のために我慢したり，い

つ妊娠するかも知れないという状態が仕事の選択

の妨げとなっている場合もあった。このことは，

「妊娠するための仕事」に向けられる時間と労力

のために，職業を継続し，追求することが困難に

なるというOlshansky28），森ら15）の研究と一致

していた。また，IVF ETにかかる費用のため

に旅行等の余暇や，今より良い暮らしをするため

の生活の投資を我慢していると話す者もいた。彼

女達の中には，自分達夫婦の子どもができる可能

性を求めて不妊治療に臨んでいるが，中々成果を

みることができない上に，治療のために治療以外

の生活を我慢している状態を，「どっちつかず」

と表現したり，そのような過去を振り返り，「もっ

と違う生活が送れたかもしれない」と話す者がい

た。これらのことは，高度不妊治療技術を受けて

いる人々は，不妊治療のために自分達の生活が妨

げられ，うまく生活して行きにくい状態を経験し

ているというOlshansky13），Imersonら14）の研究

結果を支持するものであった。

　このように，IVF－ETを受けることは，現在

の生活に折り合いをつけ難い状況にさせるだけで

なく，長期的な人生設計にも影響を及ぼすものに

もなっているのである。

テーマ6：IVF－ETを受けるには多くの費用が必

　　　　要であると感じている。

　対象者は皆，IVFETを受けるには多くの費

用が必要であることを認識していた。しかしその

中でも，現在受診している病院は，他の施設と比

べて治療費が安いことも認識していた。本邦の不

妊症に係わる治療は，排卵誘発に関する場合を除

いて自費で行われているのが実状である。日本産

科婦人科学会社会保険学術委員会29）の調査による

と，一回の体外受精技術料は20～40万円（63％）

が一番多く，その次に20万円以下（28％），40～

60万円（6％），60万円以上（1％）となってい

る。彼女達は，現在の病院を選択した理由の一つ

として治療費の安さを挙げており，治療費は病院

を選択する際の基準の一つとなっていた。平成8

年の一世帯当たりの平均所得金額を世帯主の年齢

（10歳階級）・世帯構造別で見た場合，夫婦の

みの世帯で，30～39歳で678．1万円，40～49歳で

833．6万円，50～59歳で802．0万円であった30）。対

象者夫婦の年収をそれらと比較すると，6名は平

均所得金額を上回り，2名は下回っていた。しか

し，後者の2名は両者共500万以上の年収であっ

た。IVF－ETにかかる費用を考えると，それを

選択し，継続している彼女達は，たとえ経済的に

負担でも，それだけの費用を捻出できる人達で

あった。

　対象者の中には，一度クリニックに移ったが，
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治療費の高さから大学病院に戻るケースもみられ

た。彼女達は，今までの不妊治療に160・170万円，

300万円位費やしたと話しており，不妊治療が保

険適応になることを望んでいた。彼女達はまた，

クリニックでのIVF－ETにかかる費用が余りに
も高いために，初めは夫に本当の費用を言えず，

自らの貯金から治療費の一部もしくは全額を支払っ

ていた。ある女性は本当の費用を知ると夫は反対

するだろうと思ったと話していた。

　このように，IVF－ETにかかる費用は，テー

マ5のところで述べた治療以外の生活に影響を及

ぼすということ以外に，夫婦の関係にも影響を及

ぼすものにもなるのである。

テーマ7＝不妊であることや不妊治療を受けてい

　　　　ることにより，そうでない他者と自分

　　　　は異なる存在であると感じている。

　対象者は，不妊であるということを他者に知ら

れたくないという思いを持っており，不妊治療を

受けていることを話す場合には必ず相手を選択し

ていた。現代は女性も結婚するか・しないか，子

どもを産むか否かにとらわれずに，多様な生き方

を選択している時代になったといわれている。し

かし，依然として母となることが女性の人生の価

値を測る基準となっているのが現実であり，不妊

女性は様々な偏見や抑圧に苦しめられているこ

と31）や，結婚した女性にとっての産むことの抑圧

は，それが女性の社会的評価にもなっているこ

と32）が指摘されている。このような社会状況の中

で，彼女達のように不妊であることを他者に知ら

れたくないという思いを持つことは当然のことと

もいえよう。対象者自身はIVF－ETを不妊治療

として捉え，様々な思いを抱きながらもそれを受

けることに抵抗がないと答えていたが，全ての人

達がそのようには思っていないことを彼女達は認

識していた。「偏見を持ってみられないように」，

「理解してもらえない人に言っても仕方がない」

等の思いが働き，不妊治療を受けていることを話

す場合でも，不妊治療を受けているとだけ話すの

か，IVF－ETを受けていることまで話すのかの

選択を行っていた。基本的に，彼女達は現在選択

している治療に理解を示し，治療を選択している

自分を受け入れてくれる相手に話をしていた。

　このように，彼女達は不妊であることを他者に

は知られたくないという思いを持っており，不妊

治療を受けていることを話す場合には必ず相手の

選択を行っているのである。

テーマ8＝医療従事者に対して肯定的な思いと否

　　　　定的な思いを感じている。

　対象者は，医療従事者，特に医師に対して肯定

的な思いと否定的な思いについて語っていた。彼

女達は，肯定的な思いよりも否定的な思いの方を

多く語っていた。彼女達が最も多く語ったことは，

医師がよく替わる，医師によって話すことが異な

る，注射を近医で行えるように配慮してくれると

いうことであった。具体的には，医師がよく替わ

ることと，医師によって話すことが異なるという

ことは，同時に表出されることが多かった。医師

が替わる度に，話すことが異なるという具合であ

る。医師が替わる度に，自分達の状況をまた説明

したり，新しい医師との人間関係を築くことに戸

惑いを覚える者もいた。彼女達は，医師によって

話すことが異なることでその度に迷ったり，悩ん

だりしていたが，そのことを直接医師には言わず

に内に留めている者が多かった。注射を近医で行

えるように配慮してくれると話した者は，治療に

費やす時間が少なくなることで，治療以外の生活

への負担が軽減できると話していた。看護婦にっ

いては，肯定的・否定的という思いというよりも，

関わりが殆どないことを語っていた。そのように

話す彼女達の中には，「話を聞いてくれた」と話

す者や，「話を聞いてくれたら」と話す者がいた。

　IVF－ETを受けることをめぐり女性は様々な

ストレスを伴う経験をしていることは，他のテー

マを見ても明らかである。その上更に，医療を提

供する場が，ストレスを生み出す場ともなってい

るのである。これらの女性の思いを医療従事者は

認識する必要がある。

テーマ9：IVF－ETは夫婦二人で取り組むもので

　　　　あると感じている。

　テーマ1で述べたように，対象者は皆，IVF

ETを受けることに対して様々な思いを持ちなが

らも，それを受けることに抵抗はないと答え，自

分達夫婦の子どもができる可能性をIVF－ETに

求めていた。しかし，夫は必ずしもそのように考

えているわけではないことが彼女達の話から窺え

た。彼女達の中には，夫は必ずしも子どもを望ん

でいない，もしくは子どもを望んではいるが

IVF－ETを受けることには抵抗があると思って

いると答える者がおり，夫と受け入れの違いを感
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じている女性がいた。IVF－ETを受けることに

夫は抵抗がないと話す女性は，自分と同じように

夫もIVF－ETを治療法の一つとして捉え，夫婦

二人のこととして協力してくれていると感じてい

た。IVF－ETを受けることに夫は抵抗があると

話す女性は，子どもや治療に対する夫自身の考え

方よりも，妻である自分の方の気持ちを優先して

くれていると感じていた。妻である自分の方の気

持ちを優先しIVF－ETに臨んでいると話す女性

の中には，夫はIVF－ETに協力してくれると感

じている女性と，夫は自分では何もしようとしな

いと感じている女性がいた。対象者は皆，IVF－

ETは夫婦二人で取り組むものと考えていたが，

必ずしもそのような状況に在るわけではなかった。

夫のIVF－ETに対する受け入れ状態，参加の状

態によって，対象者の夫に対する思いは異なって

いた。これらのことは，高度不妊治療技術を受け

ているカップルは不妊治療に対していつも同じよ

うな反応をするとは限らないというOlshansky13），

夫婦の間で治療をめぐり考え方の違いを感じてい

る者がいるという森ら16）の研究結果を支持するも

のであった。

　夫の側に不妊原因があると言われている女性は

皆，アンケートの「不妊症・不妊治療について一

番相談できる人はどなたですか」という質問に対

して夫以外の人物を挙げていた。夫に相談し難い

理由を，ある女性は夫に遠慮してしまうからとイ

ンタビューで話していた。夫の側に不妊原因があ

ると言われている女性は，夫に治療のことを相談

し難い状況におかれていることが窺えた。

　このように，必ずしも夫婦が同じ思いを持って

IVF－ETに臨んでいるわけではなく，受け入れ
の違いが夫婦の関係に影響を及ぼすものにもなっ

ているのである。

子どもができるという可能性をもたらすだけでな

く，上記のような経験をもすることになるという

ことを看護者は認識する必要がある。

■　研究の限界と今後の課題

　現象学的方法を用いた研究に共通することであ

るが，本研究でも対象者の人数は少なく，またそ

の選択も一施設のクライアントだけを対象として

おり，かなり限定されたものである。従って，今

回の調査での結果を一般化することは難しい。し

かし，本研究は調査結果を一般化することを目的

とはしておらず，IVF ETを受けることをめぐ
り女性が経験していることについて明らかにし，

理解することを目的としたものであった。今回，

8名の女性から治療中の経験を伺うことができ，

それらは前述した目的を実行する上で大変貴重な

資料となった。

　本研究は女性を対象に調査を行ったが，IVF－

ETに臨むのはカップルである。両者に添える看

護を提供して行くためには，IVF－ETを選択し

ている男性側の調査も行っていく必要がある。今

後は，本研究で得られた結果が多数の人に共有さ

れるものかどうかについて研究を積み重ね，看護

者として具体的にどのように関わっていけばよい

のかを検討していきたい。また，IVF－ETの一

時点だけでなく，人々が不妊や不妊治療をめぐっ

て経験していることを縦断的研究により明らかに

していくことが必要である。そうすることで，人

生における不妊や不妊治療をめぐり経験している

ことを看護者が深く理解できるようになり，不妊

の人々に添える看護が今まで以上に提供できるよ

うになると考える。
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　本研究の要旨は，第20回日本看護科学学会学術　　　阪大学大学院医学系研究科保健学専攻看護学領

集会において発表した。尚，本研究は1999年度大　　　域に提出した修士論文に修正を加えたものである。
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註1：治療周期総数，出生児数においては重複者を減じた数である。

註2＝ETまで行われないこともあるため，厳密にはIVFの平均回数である。

英文抄録

　Women’sexperiences　with　in－vitrofertiIization　andembryotransfer

Yoshie　Nobuoka

　　As　an　increasing　number　of　persons　opt　for　in vitro　fertilization　and　embryo　transfer，the　opportunities

to　provide　care　for　these　persons　are　also　increasing。In　order　to　provide　appropriate　care，it　is　important

that　the　caregivers　understand　the　experiences　of　the　people　they　are　caring　for．However，there　are

extremely　few　materials　which　concem　in vitro　fertilization　and　embryo　transfer　from　the　context　of

personal　experiences．

　　The　purpose　of　this　research　was　to　illuminate　women’s　experiences　regarding　in－vitro　fertilization　and

embryo　transfer。The　research　used　a　phenomenological　approachl　open ended　interviews　were　conducted

and　the　collected　data　analyzed，using　methods　based　on　Colaizzi’s　phenomenological　methodology．As　a

result，9themes　were　identified　in　women’s　experiences　regarding　in－vitro　fertilization　and　embryo　transfer．

Key　words＝nursing－motherhood，infertility－women，in－vitro　fertilization
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