


　はじめに

妊娠のタイムリミットは、年齢だけでは決まらない

近年、テレビなどでタレントさんが妊活や不妊治療の
経験をオープンに語るようになり、妊娠までの道のりが
けわしいこともある、ということが世の中の共通認識と
して知られるようになりました。

一方、特に若い人の間では、どこかで「いつかは自然
に妊娠できる」「不妊治療は自分には関係ない」という
気持ちを持っている人も多いのではないでしょうか。

たしかに、妊娠のしやすさは年齢とともに低下するた
め、一般論でいえば若い人ほど妊娠しやすいというのは
事実です。

ところが、妊娠のしやすさには個人差が大きく、一度
のタイミングですぐに妊娠する人もいれば、若くてもな
かなか妊娠しない方もいます。

不妊治療のクリニックでは、卵巣のなかにある卵子の
数を測る「AMH 検査」という検査をおこなっています
が、この値は個人差が大きく、20 代でも AMHの値が
40 代と同じくらいの数値という場合もあり、これは検
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査しなければわかりません。
AMHが低くても、いい卵子がひとつでも精子と出合

えば妊娠できる可能性があるので、厳密にいえば AMH
は「妊娠しやすさ」を測るための検査ではありません。
ただ、年齢が若い方が「私はまだ大丈夫」とのんびりし
ていると、実はその時点で卵子の数が思ったより少な、
数年後になくなってしまう、ということもあり得るので
す。

さらに、「いつかは子どもがほしいけど、いまは仕事
を優先させたい」「20 代は仕事に集中して、30 代になっ
たら妊活しよう」とライフプランを立てている方もい
らっしゃるでしょう。女性は、仕事が充実し始める時期
と妊娠・出産しやすい時期が重なっているので、どうし
ても妊娠・出産の優先順位を下げざるを得ない気持ちも
理解できます。

しかし、先ほどもお伝えした通り、妊娠のしやすさは
必ずしも年齢とイコールではありません。「この年齢ま
でなら妊娠できるだろう」とご自身で計画を立てていた
としても、実際にその年齢になって検査をしてみたら、
すでに手遅れな状態になっていたということもありま
す。
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ですから、「いつかは自然に妊娠できる」「いつかは子
どもがほしいけど、いまは仕事を優先させたい」と思っ
ている方にこそ、本書を通じて「妊娠のしくみ」と「ご
自身の妊娠のしやすさ」を知ってほしいと考えています。
それらを正しく把握したあと、「何歳まで仕事に集中す
るか」「何歳までに妊娠できなかったら不妊治療を始め
るか」など、今後のライフプランを考えても遅くはあり
ません。

不妊治療のネガティブイメージは、
　知識があれば避けられる
「不妊治療って、つらそうだからできれば避けたい」「不
妊治療を始めたら、夫婦仲が悪くなりそう」など、不妊
治療によくないイメージをお持ちの方もいらっしゃるか
もしれません。正直にお話しすると、実際に不妊治療を
進めていくなかで、つらい思いをされる方や、夫婦仲が
悪くなってしまう方はいらっしゃいます。

しかし、私はこうした不妊治療の負の側面は、妊娠や
不妊治療についての正しい知識が広まっていないことか
ら起こるものだと感じています。

まず、不妊治療のつらさの大部分は「一体いつまで治
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療が続くのだろう……」というゴールの見えなさから来
るものです。そのため、不妊治療にはどんなステップが
あり、どのくらいの時間・費用・痛みが発生するのか、「子
どもをなかなか授からない……」と悩む前に知っていた
だきたいと考えています。不妊治療の全体像さえ知って
いただければ、ご自身のライフプランに合わせて「不妊
治療をするなら、いつからいつまで」と決めることがで
きるので、実際に不妊治療を始めた際のつらさを減らせ
ると考えています。

次に、「不妊治療を開始すると夫婦仲が悪くなる」と
いうイメージがあるのは、性行為が義務化して、セック
スが楽しめなくなったり、セックスレスになったりする、
と考える方が多いからです。

これは、一般的に不妊治療が「妊娠しやすい特定の日
に性行為をしなければいけないもの」というイメージか
ら来るものです。たしかに、不妊治療のなかには「タイ
ミング法」といって、医師が妊娠しやすいタイミングを
指導して妊娠確率を上げるというものもあります。

しかし、不妊治療はこれだけではありません。夫婦関
係なども考慮して、適切に治療を選んでいくことができ
れば、性行為の義務化による夫婦仲の悪化を避けること
ができます。



6

また、治療や妊娠に対する意見の食い違いや、意識の
ズレによって不仲になるのではないか、と心配する人も
います。しかし、これからの人生についてパートナー
と話し合い、意見交換をしながら必要なことを整理し、
未来のライフプランを立てながら妊娠を目指すことは、
パートナーとの絆を深めることになるはずです。

パートナーと目線を合わせ、ふたりで素敵なライフプ
ランを描いていくために、ぜひ本書をお役立ていただけ
れば幸いです。

「もう少し早く始めていれば……」をなくしたい
私は産婦人科医師として長年、大学病院や大小の病院

に勤務してきました。産婦人科医は、子
し

宮
きゅう

筋
きん

腫
しゅ

や卵巣
がんなど女性特有の病気から、妊娠・出産まで、女性の
身体を幅広くサポートする仕事です。そのなかでも、妊
娠・出産までの過程では、生命の誕生という奇跡に立ち
会うことができます。医師として、何よりのやりがいと
使命を感じてきました。

一方、妊娠を望んでも、なかなか赤ちゃんができない
方にもたくさん出会ってきました。少しでも多くの人の
力になりたいと、私は生殖医療専門医として不妊治療の
実績を積み、2019 年に不妊治療専門クリニックをオー
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プンしました。
詳しくは本書のなかでご説明しますが、不妊治療専門

クリニックは、一般の産婦人科ではおこなえないような
高度な設備や技術を使って治療をしています。「子ども
を授かりたい」と考えている患者さんにとって、いわば
最後の砦のような場所だといっても過言ではありません。

そんな不妊治療専門クリニックでの治療をもってして
も、患者さんの妊娠のタイムリミットを過ぎてしまうと、
何もできなくなってしまいます。実際に「もう 1 年早
く検査を受けていれば……」「もう 1 年早く治療を開始
していれば……」という患者さんはたくさんいらっしゃ
いました。そのたびに、医師として不甲斐なく、悔しい
気持ちでいっぱいになります。

子どもを授かりたいという願いを、ひとつでも多く叶
えたい。妊娠について正しい知識を持ってもらい、適切
なタイミングで不妊治療に踏み切ってほしい。そんな思
いから、筆をとりました。

ぜひ本書をきっかけに、最短距離で希望のライフプラ
ンを実現していただければ幸いです。
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