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これからです

● ありがち
付き合いはじめて、しばらくして言いましたが、
断られるようなことはなかったです。ただ自分
がアルバイトやサークルなどで忙しく、あまり会
う時間がなくて結局、別れてしまいました。こ
れって病気とは関係ないですもんね。
（本人）

● 今はまだ
結婚しろと同僚から言われるし、親も望んでい
る。自分もしたくないわけではないが、やはり
病気のことがブレーキになって、恋人を作った
り、結婚したりすることには積極的にはなれな
い。だから今は考えていない。
（本人）

● 今後の課題
病気のことを彼女に言ったことはない。隠すつ
もりはないけれど、自分の場合は入院すると
か、彼女が自分の家に遊びに来るとか、何かき
っかけになるものが必要だったと思う。これか
らどうするか分からないが、そのへんは今後も
課題。
（本人）

● パートナー欲しいな
年齢的に結婚の話がでることが多くなった。僕
が結婚をためらう気持ちを母は理解している
が、父は「長男は嫁をもらって一人前」とかす
ぐに口走る。遺伝の病気だし、自分も制約受け
たし辛い想いもしたので、以前は結婚する気
が全くなかった。でも最近、年齢もあるのか
な。今は「できるならしたいな」って思うように
なってきた。今は相手もいないし、未だ自分か
らアプローチする勇気はないけど、理解がある
パートナーが欲しいな。
（本人）

● こたえてます
彼女にふられました。けっこう、こたえていま
す。えっ ? 病気のことが原因かって? それだ
ったら、こんなに落ち込まないんですけどね。
（本人）

● 勇気をください
人も好きになって、相談相手やメル友になって
もらうくらいの友だちにはなれるが、それ以
上、近づくことができない。関節も悪いし、口
下手だし、告白してあっさり撥ね付けられた経
験もある。今は思い切って交際を申し出る勇
気は出ない。
（本人）

● 素(す)の自分
彼女はいたり、いなかったりしていますが、人目
を気にする方なので、素直に自分が出せなく
て、つい、こうありたい自分を見せてしまう。も
ちろん自分で筋トレや勉強などの努力もして
います。普段、肩肘を張っている分、優しい女
性と親しくなるとつい甘えちゃう。でも年下の
女性は大人の自分を求めてくるから素の自分
を見せられない気がする。病気がなかったら
…。自分の一部だから切り離して考えることは
できないですね。
（本人）

● これからは
高校生の時の恋人には言ってない。別に言う
必要もなかったし。でも、これからは付き合い
も長くなって信頼できる相手には、男女関係な
く、言っておきたいとも思っています。
（本人）
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告白のタイミング

● イメージができた時
インターネットを通じて知り合った彼女(出会い
系とかではないですよ)と半年間友達として付
き合ってから交際。1年半の間は言わなかった。
それまで自分は病気があるから一生結婚しない
んだと思ってて、それまでの相手には誰一人言
ったことはなかった。でも何度も会ううちに彼
女との暮らしが、ふとイメージ出来た瞬間があ
った。その時に結婚を決断し、即、告白した。
（本人）

● 準備万端
大学入学後から皆で遊んでいるうちに、気づ
いたら付き合っていたし、周囲も認めていた。
卒業間際の今、“就職してお金が貯まったら結
婚する”というのも自分たちにも友人にも暗黙
の了解になっている。病気についても怪我が
多く、足が悪いのは前から分かってもらってい
たし、自分が入院なんかしているのも隠しては
いなかった。意識して事前に体が弱いことは匂
わせていたつもりだから、“コクる”前から何と
なく分かっていたはず。はっきり言ったのは1
年半ほども付き合ってからかな。これだけ準備
があったから、すんなり受け止めてもらったと
思う。これって思い込み？
（本人）

● 別れた原因
学校時代に病気を先生に言ったら修学旅行に
も連れて行ってもらえず、へんに差別されたり
したことがあった。そんなわけで2年半ほど交
際した彼女はいたが、どうしても言えずにいた。
結局、些細なことでけんかして別れてしまいま
した。今、考えると僕が病気を言えなかったこ
とも、どこかで原因していたかもしれない。僕
が頑固で意地っ張りで、臆病だからいけないの
かな。
（本人）

● 様子を見て
今の恋人は付き合って半年になりますが、病気
のことを何も知らない普通のお嬢さんなので、
たとえばTV番組やドラマを一緒に見たときの
反応や感想を聞いて考えます。これから言え
ないまま付き合いが長くなると、悩むかもしれ
ないし、病気を話してうまく行かなくなる可能
性も考えたら、付き合うのは同僚やクラスメイ
トでない方がいいかもしれない。
（本人）

● 最短記録？
出会って5ヶ月ぐらいしてから病気の説明をし
たんですけど、「ふ～ん」って聞いてくれた。で
も分かってなかったから平気な顔をしていたん
だと思います。今まで三人ぐらいの人と付き合
って話したけど、一人もひかれた(拒否的な態
度を見せられた)ことはない。そう、2週間ぐら
いで話したこともあったっけ。「病気については
子どもの代は大丈夫で、孫の代になるかもし
れない。でもその頃は治せるようになっている
かもしれないし、治らなくても症状は僕ぐらい
だよ」ってサラリと言う。どんなに長く付き合っ
ても、受け入れない人は受け入れないだろう
し、受け入れてくれる人は受け入れてくれる。
時間じゃないと思うから、僕は早めにオープン
にした方がいいと思う。
（本人）

● 今は必要ないし
9ヶ月付き合っているが、別に言ってない。恋
人とか言うよりもガールフレンドって感じだし、
映画見に行ったり、カラオケに行ったり、一緒
にスキーや海水浴に行ったりするぐらいだか
ら、必要もないと思う。
（本人）
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（本人）

● 最短記録？
出会って5ヶ月ぐらいしてから病気の説明をし
たんですけど、「ふ～ん」って聞いてくれた。で
も分かってなかったから平気な顔をしていたん
だと思います。今まで三人ぐらいの人と付き合
って話したけど、一人もひかれた(拒否的な態
度を見せられた)ことはない。そう、2週間ぐら
いで話したこともあったっけ。「病気については
子どもの代は大丈夫で、孫の代になるかもし
れない。でもその頃は治せるようになっている
かもしれないし、治らなくても症状は僕ぐらい
だよ」ってサラリと言う。どんなに長く付き合っ
ても、受け入れない人は受け入れないだろう
し、受け入れてくれる人は受け入れてくれる。
時間じゃないと思うから、僕は早めにオープン
にした方がいいと思う。
（本人）

● 今は必要ないし
9ヶ月付き合っているが、別に言ってない。恋
人とか言うよりもガールフレンドって感じだし、
映画見に行ったり、カラオケに行ったり、一緒
にスキーや海水浴に行ったりするぐらいだか
ら、必要もないと思う。
（本人）
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● 自然な雰囲気で
以前の職場で知り合った彼女とは4年間交際
して、結婚しました。定期的に年休をとったり、
足を少し引きずったりして、どこか悪いと思っ
ていたみたいで、それほどは驚いた様子はあり
ませんでした。芯はしっかりしているんだと思
います。病気のことを言ったのは交際が始まっ
て、4ヶ月ぐらいの時。確かドライブ中に「足の
ことなんだけどさぁ、実は足じゃなくて…」みた
いな感じで話した記憶があります。それから
時々病院にも一緒に来るようになって、病気
への理解も進み、そのへんのトラブルはありま
せんでした。はじめから結婚を意識して交際し
ていたわけではないのですが、交際が続くうち
に、自分も相手も周囲も自然にそうなるもん
だみたいな雰囲気になっていました。ただ彼女
の親には病気のことは言ってませんし、今のと
ころ言うつもりも二人ともありません。
（本人）

● 問い詰められて
いつか言うつもりで、実際に言ったのは付き合
って半年後です。役所から来た申請書類を見
つかって、「それ？ 何」って訊かれたのがきっか
けでした。すぐには言えなくて、食事に出かけ
てごまかそうとしたのですが、部屋に戻るとま
た持ち出されて、問い詰められてしまいまし
た。見つかって白状するまで6時間ぐらいあっ
たでしょうか。ショックを受けた彼女はその後、
暗い表情で3日間インターネットで調べまくっ
ていたようです。その間は何も言えませんでし
た。しかし「一人で抱え込むよりは二人でオー
プンに話し合った方がよいし、有効な治療法が
あるのも分かった」と言ってくれて、今では私
よりもむしろ“何とかなりそうだ”と楽観的に
支えてくれています。
（本人）

● 言いそびれ
大学時代から2、3年交際した人には、何か言
い出せなくて黙っていた。ところが彼女の専門
がたまたま医療系で、冷蔵庫の薬を見られて
バレてしまい、駄目になった。自分の心の中に
長く付き合っていれば分かってくれるだろうと
いう甘い期待もあったんだけど現実は厳しかっ
た。早くに言っておけば続いたのではないか
と、当時は後悔していたが、近頃はそういうも
んでもないような気がしている。やはり早く言
っても受け入れない人はしないし、大丈夫な人
は遅くでも分かってくれるだろう。
（本人）

● 泥縄
職場で知り合い、半年後に言った。もっと早く
に話すつもりだったが、いざ話そうと思ったら
自分自身が病気について勉強不足なことに気
づいて、それからスタッフにも教えてもらいな
がら慌てて準備をした。
（本人）

● 分かってなかったから
風邪で熱出して彼女に看病をしてもらってい
たタイミングだった。付き合って半年だったと
思う。何を言ったか忘れたけど、すぐにOKし
てくれた。よく知らなくて先入観がなかったの
が、かえって良かったのかもしれない。風邪が
治ってから病院でも説明してもらって良く分か
ったみたい。
（本人）

スタッ
フから

一言！

♥ 告白のタイミング
“恋人にいつ言うか”これは青年が集まると
必ずと言っていいほど話題になります。入
院、事故や出血などの出来事がきっかけに
なることもありますが、告白までの期間とし
ては大体、数ヶ月から1年あたりがもっとも
多いようです。しかし、これは友人、知人で
いた期間によっても差があり、長く友人、知
人でいれば、交際開始から比較的早い時期
に言いますし、知り合ってすぐに交際が始ま
った方は自分を分かってもらう時間をある程
度必要とします。ただし交際後数週間で言
った方もいますし、長く付き合ったせいで、
かえって何年も言えずに過ごした方もいま
す。人それぞれです。いずれにしても皆さ
んの中で、このパートナーと人生を一緒に
送りたいとの強い想いがなければ、言える
ものではありませんし、パートナーにとって
もその想いがなければ、病気を受け入れる
ことはできないでしょう。

H e a r t y  M e s s a g e
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言ってみて

● 気になるところは他
彼女に話してはいるが、きっちり話しているわ
けではないので、あまり正確なところはわかっ
ていないかもしれない。もしかすると血友病と
かが感染する病気と勘違いされているかも。で
も彼女は病気にはあまりこだわりがないみたい
で、むしろ自分との交際が続くかどうかを気に
している。
（本人）

● 気持ちが急に
若いときは結婚まで考えて付き合ったことがな
かったので、別に誰にも言いませんでした。だ
って、ただ付き合うのに必要はないでしょ。実
は今、付き合って4ヶ月になる彼女がいるんで
す。最初は結婚は考えてなかったけど、いつ言
うかをちょっと考えるようになって、思い切って
言ったんです。「それでもいい」って返事された
後、“こいつと結婚したい”気持ちが急にふく
らんでいます。
（本人）

● わかんないままでも
「持病があるんだ。血液の病気で完治しないん
だ。だから生活していく上で、ずっと付き合わ
なければならないし、製剤や検査が定期的に
必要なんだ」みたいなことを言った。「痛いの
?」とか訊かれて「腫れると痛いよ」と答えた
が、きょとんとしていた。肘が腫れた時にも見
せたけど「よくわからないわ」のまま。本当に状
態が少しは分かったのが結婚してからだと思
う。でも妻は細かいことを気にするタイプでは
なく、「まあ痛いと、いろいろ不便なこともある
のよね」って感じで、かえって動揺しない態度
に救われている。
（本人）

● もっと早く
ドライブで彼女に告白した。結婚しようと思っ
た時だった。「これを言うと結婚できなくなるか
もしれないけど…」って切り出して説明した。
急に言われた彼女は泣いたり、怒ったり、車の
中でパニック状態だった。僕は何も言えなくて、
ただ黙っていた。「なぜもっと早く言ってくれな
かったの」と非難された。謝ることしかできな
い。付き合って半年のことだった。彼女の心の
中では結婚したい気持ちと病気を聞いた現実
が戦っているみたいだった。2、3時間、車の中
にいたと思う。最後に結婚したい気持ちが勝っ
てくれた。何年も前の忘れられない夫婦の出
来事。でももう一度、付き合いからやり直して
も、やっぱり“もっと早く”言えなかっただろう。
（本人）

● あと何年、生きられるの？
知り合って半年、交際を始めて考えていたが、
もともと自分のことをべらべら話すタイプでは
なかったし、何となく過ぎてしまった。2、3年
過ぎた頃、この女性と家庭を持とうと気持ちが
固まり、たまたま就職も決まった直後に入院も
重なったので、チャンスなんだと感じて告白し
た。聞いた方はきょとんとしていた。だいぶ混
乱したのではないかと思う。「あと何年、生きら
れるの？」なんて訊かれて、「すぐ死ぬとかを心
配する病気じゃない」と説明はしたが、納得す
るまでには時間がかかったようだ。
（本人）

● 調子に乗ってはいけません
内緒ですが、仲良くしていた方が二人いて、ひ
とりの方に飲みながら打ち明けたんです。A
子さんは「それでもいいわよ」って言ってくれ
て、とても嬉しかったんですが、よせばいいの
にその後B子さんにも言ったんです。「私も持
病がないわけではないし、別に気にしない」っ
て、その方も受け入れてくれたんですよ。A子
さんも、B子さんもとても優しい女性でした。
ただ二人とも私が“そんなに言いにくいことを
告白したからには、自分に対して本気なんだ”
って考えたようで、なんかとても真剣なお付き
合いの雰囲気になってしまって…。この歳にな
って、こんなことで困るなんて、青春ドラマみた
いで恥ずかしい。
（本人）

8 9

● 少しずつ
部屋にある薬を見て「それ、なあに」と訊かれ
たから、よい機会と思い打ち明けた。確か交際
してすぐだったはず。その時は「ふうん」と何だ
が分からないといった様子で終わったが、心配
になって自分で勉強したらしく、日をおいてから
ちょこちょこと質問され、その度に説明してい
た。義父母には妻から伝えたが、そちらが心配
していたのは病気よりも娘の面倒を責任持って
見られるのかということだったらしく、自分が
“仕事は技術職だから大丈夫” と太鼓判を押
すとすんなり認めてくれた。
（本人）

● 白血病!?
彼女は白血病とごっちゃになったみたい。「似た
ようなもんだけど、少し違うんだ」って説明した
けど、最後まで言い間違えていた。きっと、はっ
きり区別ついてなかったかもしれない。知らな
い人にいきなり説明するのは難しいよね。
（本人）

言ってみて

● 気になるところは他
彼女に話してはいるが、きっちり話しているわ
けではないので、あまり正確なところはわかっ
ていないかもしれない。もしかすると血友病と
かが感染する病気と勘違いされているかも。で
も彼女は病気にはあまりこだわりがないみたい
で、むしろ自分との交際が続くかどうかを気に
している。
（本人）

● 気持ちが急に
若いときは結婚まで考えて付き合ったことがな
かったので、別に誰にも言いませんでした。だ
って、ただ付き合うのに必要はないでしょ。実
は今、付き合って4ヶ月になる彼女がいるんで
す。最初は結婚は考えてなかったけど、いつ言
うかをちょっと考えるようになって、思い切って
言ったんです。「それでもいい」って返事された
後、“こいつと結婚したい”気持ちが急にふく
らんでいます。
（本人）

● わかんないままでも
「持病があるんだ。血液の病気で完治しないん
だ。だから生活していく上で、ずっと付き合わ
なければならないし、製剤や検査が定期的に
必要なんだ」みたいなことを言った。「痛いの
?」とか訊かれて「腫れると痛いよ」と答えた
が、きょとんとしていた。肘が腫れた時にも見
せたけど「よくわからないわ」のまま。本当に状
態が少しは分かったのが結婚してからだと思
う。でも妻は細かいことを気にするタイプでは
なく、「まあ痛いと、いろいろ不便なこともある
のよね」って感じで、かえって動揺しない態度
に救われている。
（本人）

● もっと早く
ドライブで彼女に告白した。結婚しようと思っ
た時だった。「これを言うと結婚できなくなるか
もしれないけど…」って切り出して説明した。
急に言われた彼女は泣いたり、怒ったり、車の
中でパニック状態だった。僕は何も言えなくて、
ただ黙っていた。「なぜもっと早く言ってくれな
かったの」と非難された。謝ることしかできな
い。付き合って半年のことだった。彼女の心の
中では結婚したい気持ちと病気を聞いた現実
が戦っているみたいだった。2、3時間、車の中
にいたと思う。最後に結婚したい気持ちが勝っ
てくれた。何年も前の忘れられない夫婦の出
来事。でももう一度、付き合いからやり直して
も、やっぱり“もっと早く”言えなかっただろう。
（本人）

● あと何年、生きられるの？
知り合って半年、交際を始めて考えていたが、
もともと自分のことをべらべら話すタイプでは
なかったし、何となく過ぎてしまった。2、3年
過ぎた頃、この女性と家庭を持とうと気持ちが
固まり、たまたま就職も決まった直後に入院も
重なったので、チャンスなんだと感じて告白し
た。聞いた方はきょとんとしていた。だいぶ混
乱したのではないかと思う。「あと何年、生きら
れるの？」なんて訊かれて、「すぐ死ぬとかを心
配する病気じゃない」と説明はしたが、納得す
るまでには時間がかかったようだ。
（本人）

● 調子に乗ってはいけません
内緒ですが、仲良くしていた方が二人いて、ひ
とりの方に飲みながら打ち明けたんです。A
子さんは「それでもいいわよ」って言ってくれ
て、とても嬉しかったんですが、よせばいいの
にその後B子さんにも言ったんです。「私も持
病がないわけではないし、別に気にしない」っ
て、その方も受け入れてくれたんですよ。A子
さんも、B子さんもとても優しい女性でした。
ただ二人とも私が“そんなに言いにくいことを
告白したからには、自分に対して本気なんだ”
って考えたようで、なんかとても真剣なお付き
合いの雰囲気になってしまって…。この歳にな
って、こんなことで困るなんて、青春ドラマみた
いで恥ずかしい。
（本人）

8 9

● 少しずつ
部屋にある薬を見て「それ、なあに」と訊かれ
たから、よい機会と思い打ち明けた。確か交際
してすぐだったはず。その時は「ふうん」と何だ
が分からないといった様子で終わったが、心配
になって自分で勉強したらしく、日をおいてから
ちょこちょこと質問され、その度に説明してい
た。義父母には妻から伝えたが、そちらが心配
していたのは病気よりも娘の面倒を責任持って
見られるのかということだったらしく、自分が
“仕事は技術職だから大丈夫” と太鼓判を押
すとすんなり認めてくれた。
（本人）

● 白血病!?
彼女は白血病とごっちゃになったみたい。「似た
ようなもんだけど、少し違うんだ」って説明した
けど、最後まで言い間違えていた。きっと、はっ
きり区別ついてなかったかもしれない。知らな
い人にいきなり説明するのは難しいよね。
（本人）



言ってみて

● 気になるところは他
彼女に話してはいるが、きっちり話しているわ
けではないので、あまり正確なところはわかっ
ていないかもしれない。もしかすると血友病と
かが感染する病気と勘違いされているかも。で
も彼女は病気にはあまりこだわりがないみたい
で、むしろ自分との交際が続くかどうかを気に
している。
（本人）

● 気持ちが急に
若いときは結婚まで考えて付き合ったことがな
かったので、別に誰にも言いませんでした。だ
って、ただ付き合うのに必要はないでしょ。実
は今、付き合って4ヶ月になる彼女がいるんで
す。最初は結婚は考えてなかったけど、いつ言
うかをちょっと考えるようになって、思い切って
言ったんです。「それでもいい」って返事された
後、“こいつと結婚したい”気持ちが急にふく
らんでいます。
（本人）

● わかんないままでも
「持病があるんだ。血液の病気で完治しないん
だ。だから生活していく上で、ずっと付き合わ
なければならないし、製剤や検査が定期的に
必要なんだ」みたいなことを言った。「痛いの
?」とか訊かれて「腫れると痛いよ」と答えた
が、きょとんとしていた。肘が腫れた時にも見
せたけど「よくわからないわ」のまま。本当に状
態が少しは分かったのが結婚してからだと思
う。でも妻は細かいことを気にするタイプでは
なく、「まあ痛いと、いろいろ不便なこともある
のよね」って感じで、かえって動揺しない態度
に救われている。
（本人）

● もっと早く
ドライブで彼女に告白した。結婚しようと思っ
た時だった。「これを言うと結婚できなくなるか
もしれないけど…」って切り出して説明した。
急に言われた彼女は泣いたり、怒ったり、車の
中でパニック状態だった。僕は何も言えなくて、
ただ黙っていた。「なぜもっと早く言ってくれな
かったの」と非難された。謝ることしかできな
い。付き合って半年のことだった。彼女の心の
中では結婚したい気持ちと病気を聞いた現実
が戦っているみたいだった。2、3時間、車の中
にいたと思う。最後に結婚したい気持ちが勝っ
てくれた。何年も前の忘れられない夫婦の出
来事。でももう一度、付き合いからやり直して
も、やっぱり“もっと早く”言えなかっただろう。
（本人）

● あと何年、生きられるの？
知り合って半年、交際を始めて考えていたが、
もともと自分のことをべらべら話すタイプでは
なかったし、何となく過ぎてしまった。2、3年
過ぎた頃、この女性と家庭を持とうと気持ちが
固まり、たまたま就職も決まった直後に入院も
重なったので、チャンスなんだと感じて告白し
た。聞いた方はきょとんとしていた。だいぶ混
乱したのではないかと思う。「あと何年、生きら
れるの？」なんて訊かれて、「すぐ死ぬとかを心
配する病気じゃない」と説明はしたが、納得す
るまでには時間がかかったようだ。
（本人）

● 調子に乗ってはいけません
内緒ですが、仲良くしていた方が二人いて、ひ
とりの方に飲みながら打ち明けたんです。A
子さんは「それでもいいわよ」って言ってくれ
て、とても嬉しかったんですが、よせばいいの
にその後B子さんにも言ったんです。「私も持
病がないわけではないし、別に気にしない」っ
て、その方も受け入れてくれたんですよ。A子
さんも、B子さんもとても優しい女性でした。
ただ二人とも私が“そんなに言いにくいことを
告白したからには、自分に対して本気なんだ”
って考えたようで、なんかとても真剣なお付き
合いの雰囲気になってしまって…。この歳にな
って、こんなことで困るなんて、青春ドラマみた
いで恥ずかしい。
（本人）

8 9

● 少しずつ
部屋にある薬を見て「それ、なあに」と訊かれ
たから、よい機会と思い打ち明けた。確か交際
してすぐだったはず。その時は「ふうん」と何だ
が分からないといった様子で終わったが、心配
になって自分で勉強したらしく、日をおいてから
ちょこちょこと質問され、その度に説明してい
た。義父母には妻から伝えたが、そちらが心配
していたのは病気よりも娘の面倒を責任持って
見られるのかということだったらしく、自分が
“仕事は技術職だから大丈夫” と太鼓判を押
すとすんなり認めてくれた。
（本人）

● 白血病!?
彼女は白血病とごっちゃになったみたい。「似た
ようなもんだけど、少し違うんだ」って説明した
けど、最後まで言い間違えていた。きっと、はっ
きり区別ついてなかったかもしれない。知らな
い人にいきなり説明するのは難しいよね。
（本人）

言ってみて

● 気になるところは他
彼女に話してはいるが、きっちり話しているわ
けではないので、あまり正確なところはわかっ
ていないかもしれない。もしかすると血友病と
かが感染する病気と勘違いされているかも。で
も彼女は病気にはあまりこだわりがないみたい
で、むしろ自分との交際が続くかどうかを気に
している。
（本人）

● 気持ちが急に
若いときは結婚まで考えて付き合ったことがな
かったので、別に誰にも言いませんでした。だ
って、ただ付き合うのに必要はないでしょ。実
は今、付き合って4ヶ月になる彼女がいるんで
す。最初は結婚は考えてなかったけど、いつ言
うかをちょっと考えるようになって、思い切って
言ったんです。「それでもいい」って返事された
後、“こいつと結婚したい”気持ちが急にふく
らんでいます。
（本人）

● わかんないままでも
「持病があるんだ。血液の病気で完治しないん
だ。だから生活していく上で、ずっと付き合わ
なければならないし、製剤や検査が定期的に
必要なんだ」みたいなことを言った。「痛いの
?」とか訊かれて「腫れると痛いよ」と答えた
が、きょとんとしていた。肘が腫れた時にも見
せたけど「よくわからないわ」のまま。本当に状
態が少しは分かったのが結婚してからだと思
う。でも妻は細かいことを気にするタイプでは
なく、「まあ痛いと、いろいろ不便なこともある
のよね」って感じで、かえって動揺しない態度
に救われている。
（本人）

● もっと早く
ドライブで彼女に告白した。結婚しようと思っ
た時だった。「これを言うと結婚できなくなるか
もしれないけど…」って切り出して説明した。
急に言われた彼女は泣いたり、怒ったり、車の
中でパニック状態だった。僕は何も言えなくて、
ただ黙っていた。「なぜもっと早く言ってくれな
かったの」と非難された。謝ることしかできな
い。付き合って半年のことだった。彼女の心の
中では結婚したい気持ちと病気を聞いた現実
が戦っているみたいだった。2、3時間、車の中
にいたと思う。最後に結婚したい気持ちが勝っ
てくれた。何年も前の忘れられない夫婦の出
来事。でももう一度、付き合いからやり直して
も、やっぱり“もっと早く”言えなかっただろう。
（本人）

● あと何年、生きられるの？
知り合って半年、交際を始めて考えていたが、
もともと自分のことをべらべら話すタイプでは
なかったし、何となく過ぎてしまった。2、3年
過ぎた頃、この女性と家庭を持とうと気持ちが
固まり、たまたま就職も決まった直後に入院も
重なったので、チャンスなんだと感じて告白し
た。聞いた方はきょとんとしていた。だいぶ混
乱したのではないかと思う。「あと何年、生きら
れるの？」なんて訊かれて、「すぐ死ぬとかを心
配する病気じゃない」と説明はしたが、納得す
るまでには時間がかかったようだ。
（本人）

● 調子に乗ってはいけません
内緒ですが、仲良くしていた方が二人いて、ひ
とりの方に飲みながら打ち明けたんです。A
子さんは「それでもいいわよ」って言ってくれ
て、とても嬉しかったんですが、よせばいいの
にその後B子さんにも言ったんです。「私も持
病がないわけではないし、別に気にしない」っ
て、その方も受け入れてくれたんですよ。A子
さんも、B子さんもとても優しい女性でした。
ただ二人とも私が“そんなに言いにくいことを
告白したからには、自分に対して本気なんだ”
って考えたようで、なんかとても真剣なお付き
合いの雰囲気になってしまって…。この歳にな
って、こんなことで困るなんて、青春ドラマみた
いで恥ずかしい。
（本人）

8 9

● 少しずつ
部屋にある薬を見て「それ、なあに」と訊かれ
たから、よい機会と思い打ち明けた。確か交際
してすぐだったはず。その時は「ふうん」と何だ
が分からないといった様子で終わったが、心配
になって自分で勉強したらしく、日をおいてから
ちょこちょこと質問され、その度に説明してい
た。義父母には妻から伝えたが、そちらが心配
していたのは病気よりも娘の面倒を責任持って
見られるのかということだったらしく、自分が
“仕事は技術職だから大丈夫” と太鼓判を押
すとすんなり認めてくれた。
（本人）

● 白血病!?
彼女は白血病とごっちゃになったみたい。「似た
ようなもんだけど、少し違うんだ」って説明した
けど、最後まで言い間違えていた。きっと、はっ
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● あれ！？ そうだっけ
職場で知り合って、4ヶ月後には同棲したんで
す。でも同棲はじめてすぐに製剤をうたなけれ
ばならない出血が起きて、説明をする羽目に陥
っちゃいました。はじめは“そうなんだ”って感
じで聞いてくれてたんだけど、俺が誤解をして
いて、子どもが血友病になると言ったもんだか
ら、そこから深刻な雰囲気になっちゃいました。
ひと月して彼女と病院に行って、お医者さんか
ら「血友病になるとしても孫の代だよ」って聞
いて、“あれ！？ そうだっけ”って感じ…。ちゃん
と勉強しておけば良かったとホント反省しまし
た。今は二人して孫の頃にはきっと医学も進
歩しているに違いないって考えてます。
（本人）

● スタッフの力
忘れたけど付き合ってすぐくらいに言ったと思
う。向こうはすぐに自分で調べたみたい。実は
新婚旅行で海外に行くのに製剤をどうするの
か、知りたくて病院に一緒に行ったんですけど、
その時ついでにスタッフから病気についても説
明を受けていました。あとで彼女は「もっと早く
話を聞いていればよかった」と言っていました。
（本人）

● 支える気概
交際してすぐに言った。彼女は「あぁ、そうな
の。へぇ」って言っただけ。医療者だったから病
院での経験で知っていたようだ。結婚後の生
活もたぶん予想通りの感じで驚きはなかった
んじゃないかな。病気って私の一部でしかない
んだし、それも含めて正直に自分を見せて、受
け入れてくれるかどうか。受け入れてくれなけ
れば仕方がない。ただ“私は病気があっても貴
方を支えていけるんだ”という気概を見せるこ
とが必要だと思う。まあ、体調の悪い最近はこ
ちらが支えて欲しいと思っているんですが…。
（本人）

10 11

● 心の澱(おり)
小さい頃は遊べず「おみそっかす」で、学校時代
にはいじめられた体験もある。それに加えて病
気を言ってふられたもんだから、かなり落ち込
んだ。自分は不良品なので本当は生きていては
いけない存在なのだとまで考えた。自殺したい
気持ちは全くないが、結婚した今でも、その想
いは心のどこかに澱のように溜まっている。
（本人）

● 良い彼
告白してOKしてもらえたものの、どこか自信
がなかった。関係が駄目になるかもという不安
がいつもつきまとって、つい遠慮したり、気遣っ
たりしている気がしていた。連絡がないと嫌わ
れたかなとか考えて、「良い彼」でいようとちょ
っと無理もしていた気がする。結婚して今は関
係が壊れる不安は薄れているが、彼女の良い
パートナーでいようという気持ちは持ち続けて
いる。
（本人）

● そもそも
彼女と付き合い始めて1年後に言った。“肝炎
など感染するようなものと遺伝の問題はしっか
り言っておかなければ”と告白する時には作戦
を練っていた。そうしたら反応は「ああ、そう」
って肩透かしをくった感じ。人にもよると思うけ
ど、“病気だからって何か変わるわけじゃないで
しょ ”と言われた。分かってないから落ち着け
るのかもしれないと半分思いながら全部説明し
たが、最後まで聞いても彼女の態度は変わらな
かった。そもそも病気で動揺するぐらいの人な
ら付き合わなかったろうと後で気づいた。
（本人）

● 不安にさせた
大学時代から付き合っていた彼女には、入院し
たのを機会に打ち明けた。その時は理解して
もらえたし、彼女の親にも話して認めてもらっ
た。実は彼女にも持病があり、その点で親御さ
んにも受け入れてもらえたところはある。た
だ、その彼女が最近、暗い。いろいろ不安らし
く毎日のように電話がかかってくる。自分の病
気が一因になっているのだと思うと、どうした
らいいのか、申し訳ない。
（本人）

● 本当のショック
いとこが病気を告白したら恋人と別れることに
なったらしい。それを聞いた父親が「お前は大
丈夫か」と訊いてきた。自分は平気と思って告
白したら、夜中に突然、電話がかかってきてふ
られた。彼女の実家が建築職人で跡継ぎがで
きないと駄目らしい。俺は今までは人に大きな
事を言ってたし、強い人間だと思っていたが、
半年たった今も何もやる気が出ず、知人の女
の子には「やはり安心できる人じゃないと一緒
になれない」みたいなことも言われて自信をな
くしている。ふられたこともショックだけど、病
気を理由に駄目だと一方的に世間に決め付け
られたこともショックなんだ。
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聞いてみて

● 謎が解けた
聞いてびっくりしましたが、納得もしました。た
だ彼はほとんど出血がなかったので、同棲して
いても病気があるとは全く予想していませんで
した。ある時、彼が車のトランクに市役所から
の封書をたくさん隠しているのに気づき、尋ね
ました。彼は言いにくそうにしていましたが、私
は借金や女性関係とか、あるいは親族のトラブ
ルとかを連想していたので、結構、厳しく問い
詰めてしまいました。話を聞いて、そういえば以
前に「私、学生時代に薬害のこと、勉強したこ
とがあって…」なんて話した時に表情が硬くな
ったり、血友病のことが書いてある冊子を持っ
ていたことを思い出し、シグソーパズルのピー
スがはまったような気持ちがしました。厳しく問
い詰めてかわいそうなことをしたなという想い
と、大変だったんだとは思いましたが、別れよう
とか、ひく気持ちは浮いてきませんでした。
(恋人)

● 自分で勉強
聞いた時は「血友病」なんて病気、全然知らな
かったし、それまで病気だなんて微塵も感じさ
せなかったし、「へ？」って感じ。夫は病気のこ
とを言われるのが嫌みたいだったし、痛い顔も
しなかったし、普通にやれることにプライドも
持っていたから、その後も私からは詳しいこと
が訊けないままでいた。少しは自分で勉強した
けれど、今日、病院へいっしょに来て話を聞け
てよかった。
(妻)

● デートだけが不満
お付き合いは3年前ぐらいから。アルバイトを
たまに休むけど何だろうとは思ってた。病気の
ことを知ったのは付き合い始めて数ヵ月後ぐら
い。最初はよく知らないし、びっくりっていう
か、そうなんだって感じ。でも小さい頃のアル
バムなんかを見せてくれた時に頭に装具つけ
たりする写真があって「けっこう、大変な病気な
んだ」って思った。でも彼のお母さんも普通に
しているし、彼も病気の話は病院へ一緒に行っ
た時ぐらいしかしない。別に調子が悪くなけれ
ばみんなと同じで、考えてみれば、何か外に出
る(外見でわかる)ような病気じゃないし、注射
すれば平気って今は思っている。そうね、足の
調子が悪いと何処にもデートにいけなくなるの
がちょっとストレスかな…。うちの親には話して
ません。
(恋人)

12 13

● 世の中には
ちょっと関係あるような仕事はしているし、聞い
たときは、そうなんだと思っただけで、受け入
れることはできた。自分でも不思議なほど動揺
はなかった。彼のせいではないし、他の病気や
事故で若くして亡くなったり、体が不自由にな
ったりする人だって、世の中にはたくさんいる。
彼が信頼できる大事な人である事実に変わり
はない。
(恋人)

● 迷いも残りますが
びっくりした。普段は明るくて冗談ばかり言っ
ている人だから、話があると言われて、どんな
深刻なことがあるのだろうと思っていたが、半
分泣き顔で真剣に話してくれた。そういうこと
があったんだって知って納得した。正直、今も
迷っているところもあり、いつまで交際が続く
か確信もないが、聞いた自分以上に、彼は辛か
ったと思う。
(恋人)
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した。ある時、彼が車のトランクに市役所から
の封書をたくさん隠しているのに気づき、尋ね
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● 誤解？
病名を聞いた時は目の前が真っ暗になりまし
た。あの人がすぐ死んじゃうと思いました。悲
しいとか、悔しいとかいう以前に、自分の身に
ふりかかった現実とは信じられず、ぼうっとして
いました。今、考えれば「白血病」と混同してい
たんです。彼から時間をかけて説明を受けて少
し落ち着いたのですが、本当に安心できたのは
病院へ一緒に行って、先生から大丈夫と言わ
れた時でした。
(妻)

● ほっとした
無口な彼から「電話でできない話がある」と呼
ばれた時は、プロポーズか、別れ話かのどちら
かだという気がして、その晩から寝られなくな
った。失礼な話だが、告白されても、最初何も
知らないのでピンと来ず、「なんだ、そんなこと
か」と拍子抜けしたような、ほっとしたような気
持ちで聞いていたのを憶えている。中身ははじ
めてきいたので良く分かりませんでしたが、別
れようとは何故か思い浮かばなかった。
(妻)

14 15

● 大した問題じゃない
交際して3ヶ月、彼が体調を崩して病院で診
察室に入ったときに先生と彼の話を聞いてい
て、「あぁ、そうなんだ」って、はじめて知った。
“騙された”とか、“本人から言って欲しかっ
た”とかいう気持ちは全くなかった。“本人が
言いにくかったんだな。周りから言ってくれて
も私はよかったのに”ってぼんやり思っただけ。
介護関係の仕事をしていたこともあるかもし
れないけど、私にしたら大した問題じゃない。
他に女性がいたとか、子どもがいたとかいうな
ら大変だけど、これなら“一緒に治しましょ ”
って感じでやってけると思った。その後も病気
については彼はあまり話したがらないので、自
分でインターネットで調べたり、病院で冊子を
もらったりして勉強している。
(妻)

● これだけは
求婚された時にひとつだけ条件付けました。
それは「自分で注射してね」ってこと。彼ってす
ごい痛がりだし、私、彼の腕に針を刺す勇気は
ない。血見るのも苦手だし、ごめんね。
(妻)

スタッ
フから

一言！

♥ 告白の中身
“何をどう言うか”を考える上では、それま
で相手にどのような姿を普段、見せていた
のかがポイントになります。他の方と全く変
わらない姿しか見せていなければ、相手は
当然、予期していません。したがって｢言わ
なくてはいけないことがある｣というような
正面から切り出す形にならざるを得ないで
しょう。また足が悪いとか、体が弱いといっ
た印象を持たれていれば、｢○○のことなん
だけど｣という話でも納得してくれるかもし
れません。ただ、恋人に弱さを見せたくない
気持ちは誰にでもあるものですから、体が
悪いところをわざわざ見せるようなことはし
にくいものです。しかし好きな人のことです
から、パートナーの方は結構、気づいている
場合も少なくありません。一度に伝えるか、
小出しにするかは別にして、ごまかしのな
い、真摯な態度が告白には大切でしょう。
なお、中身については“血が止まりにくい血
友病であること”、“製剤輸注という対処法
があること”、“伴性劣性遺伝であること”、
“自分の現在の身体状況”が主な伝達事項
になっているようです。まずはご自身で一所
懸命、考えてみてください。なお、一人で煮
詰まることもあるでしょう。そんな時は医師
やスタッフに相談、追加説明などの支援を
お願いしてはいかがでしょうか。
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った。失礼な話だが、告白されても、最初何も
知らないのでピンと来ず、「なんだ、そんなこと
か」と拍子抜けしたような、ほっとしたような気
持ちで聞いていたのを憶えている。中身ははじ
めてきいたので良く分かりませんでしたが、別
れようとは何故か思い浮かばなかった。
(妻)
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● 大した問題じゃない
交際して3ヶ月、彼が体調を崩して病院で診
察室に入ったときに先生と彼の話を聞いてい
て、「あぁ、そうなんだ」って、はじめて知った。
“騙された”とか、“本人から言って欲しかっ
た”とかいう気持ちは全くなかった。“本人が
言いにくかったんだな。周りから言ってくれて
も私はよかったのに”ってぼんやり思っただけ。
介護関係の仕事をしていたこともあるかもし
れないけど、私にしたら大した問題じゃない。
他に女性がいたとか、子どもがいたとかいうな
ら大変だけど、これなら“一緒に治しましょ ”
って感じでやってけると思った。その後も病気
については彼はあまり話したがらないので、自
分でインターネットで調べたり、病院で冊子を
もらったりして勉強している。
(妻)

● これだけは
求婚された時にひとつだけ条件付けました。
それは「自分で注射してね」ってこと。彼ってす
ごい痛がりだし、私、彼の腕に針を刺す勇気は
ない。血見るのも苦手だし、ごめんね。
(妻)

スタッ
フから

一言！

♥ 告白の中身
“何をどう言うか”を考える上では、それま
で相手にどのような姿を普段、見せていた
のかがポイントになります。他の方と全く変
わらない姿しか見せていなければ、相手は
当然、予期していません。したがって｢言わ
なくてはいけないことがある｣というような
正面から切り出す形にならざるを得ないで
しょう。また足が悪いとか、体が弱いといっ
た印象を持たれていれば、｢○○のことなん
だけど｣という話でも納得してくれるかもし
れません。ただ、恋人に弱さを見せたくない
気持ちは誰にでもあるものですから、体が
悪いところをわざわざ見せるようなことはし
にくいものです。しかし好きな人のことです
から、パートナーの方は結構、気づいている
場合も少なくありません。一度に伝えるか、
小出しにするかは別にして、ごまかしのな
い、真摯な態度が告白には大切でしょう。
なお、中身については“血が止まりにくい血
友病であること”、“製剤輸注という対処法
があること”、“伴性劣性遺伝であること”、
“自分の現在の身体状況”が主な伝達事項
になっているようです。まずはご自身で一所
懸命、考えてみてください。なお、一人で煮
詰まることもあるでしょう。そんな時は医師
やスタッフに相談、追加説明などの支援を
お願いしてはいかがでしょうか。
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● お義母さん、すごい
病気を知れば知るほど、お義母さん（夫の母
親）って、すごいと思うんです。私の子どもだっ
たら、きっと“駄目”とか、“しないで”とか、
“無理”とか、絶対に言うはず。でも主人はボ
クシングしたり、カーレースしたり、やりたい放
題にして大きくなったみたいなんです。お義母
さんは「どうせ言ってもきかないから好きにさ
せたの」って、あっさり言っていたけど、本当に
すごい。そんな楽天的な育て方があったから、
今の普通の人に負けない主人の性格ができた
んだと思う。
（妻）

● 時期を失して
私は結婚前から一緒に病院に行って話を聞い
ていたりしていたので、病気のことはよく分か
っていた。ただ妹の結婚と前後した(万一、知
られて妹の迷惑になってはいけないと思った)
こともあって親や親族に病気のことを話す機
会はなんとなく失った感じです。今は話す必要
も感じていません。
（妻）

● 今はもう
交際して数ヶ月で彼女には病気のことを話し
た。彼女はOKしてくれましたが、病気のこと
をあまりよく知らない様子でした。また自分は
足をちょっと引きずってしまうので、初対面でも
相手の親に伝えざるを得ないと思っていまし
た。彼女は「自分の口からは言えない」という
し、困ったのを憶えています。結果として初対
面の時には何も訊かれなかったので、そのまま
ですませて、言ったのは8ヶ月後でした。その
時には既に結婚式も決まっていたし、あきらめ
たのかな？ ちょっとズルかったかな？ まあ子ども
が生まれてからは、そんな罪悪感も薄れて、普
通にやっています。
（本人）

● 直接は未だ
お付き合いを10年ぐらいして、結婚。義理の
両親に話すことは彼女に任せてあったから、必
要なら責任を持って対処するつもりでいたけ
ど、未だ先方のご両親様に直接、話してはいな
い。お義母さんには知ってもらっているようだ
けど、お義父さんは知らないかもしれない。結
婚に別に反対はなかった。
（本人）

お義父さん、お義母さん

● 継続は力なり
嫁さんの実家に挨拶に行った時、両親に告白
したら、話は一転、反対された。時間をかける
しかないと一旦引き下がり、付き合いだけは
続けた。そのうちに“交際するな”から“交際
はいいが結婚は駄目”、“いい加減な付き合い
はするな”、最後は相手の親から連絡があっ
て、“式ぐらい、きちんとして欲しい”と変わっ
てきた。そこまでくれば「分かりました」しか
ない。嫁さんが気持ちをしっかり持って一緒
にいてくれたことが、いちばん大きいと思う。
（本人）

● 時間がかかった
家内が先に実家の親に話し、僕がその説明
をする形になったが、はじめは分かってもらえ
ず、理解してもらって、結婚を許してくれるま
で2、3年かかった。でも今はお義父さんやお
義母さんとの関係も良いですよ。
（本人）

● 患者じゃない！ 
結婚のときは相手の両親に反対された。妻が
看護師だったので、別に病院で知り合ったわけ
ではないのに、「(交際相手、つまり私を)患者
さんとしてみているのではないか」なんて言わ
れたそうです。今は孫をかわいがってくれてい
ますし、お義父さんやお義母さんとの関係は良
いですけど、当時は大変だった。
（本人）

● あっさり、でも
先方の両親に結婚の申し込みをしに行く時に
併せて病気のことを打ち明けるつもりだったの
で、すごく緊張していた。相手のお父さんは頑
固で言い出したらきかないとも言われていたし
…。でも、どうやら彼女が根回しして、親御さ
んも自分で調べていたようで、一応はどんな病
気か訊かれたけれど「娘がいいなら、いいんじ
ゃないのか」ってあっさり許可されて、拍子抜け
した。ただ心の底では心配していたんでしょう
ね、病院に一緒に付いて来て、主治医からきち
んと説明を受けた後に「安心した」みたいなこ
とも言っていた。
（本人）

● 二人で決めて
義理の両親には二人で話し合って、今は話す
必要はないと決めた。でも今までの恋人には
全員に言ってましたよ。病気が原因で二人の仲
がトラブルになった経験はありません。
（本人）
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すばらしいパートナー

● 僕の丸ごと
僕の場合、一対一で付き合う前から彼女は病
気のことを知っていました。というのは彼女は
僕の兄弟の知人で、年中、家に遊びに来ていま
したし、その間には僕が長期間入院したり、平
日に安静にしている姿もみていました。彼女は
そんな僕に興味を持って、自分で調べ、何かで
きることをしてあげたいと思っていたそうです。
そんな彼女と付き合うことになった時は、病気
も含めて僕を丸ごと受け入れてくれた気がし
て、とても嬉しかったです。
（本人）

● デートしよ
病気のことを知ってからの彼女は、上手に気を
遣ってくれる。宴会などで足が痛そうな僕を察
すると、「ちょっとデートしよ」と言って、その場か
ら連れ出してくれて注射を打つ機会を作ってく
れたり、遅刻や欠席の時に周りにうまいこと言
い訳をしてくれたり、最高の協力者です。
（本人）

● 能天気
思わず「(自分が)この病気がなかったらよかっ
たのに」と愚痴ってしまった時に「私の親も高
血圧だし、親族にも多い。私も高いといわれて
いるから遺伝だよね。一緒よね」って言われまし
た。能天気な性格もあるんでしょうけど、この女
性となら共に生きられるって思いました。
（本人）

● 隠し事はなしね
分かってもらっていたつもりだけど、やはりどき
どきした。病気を告白して僕自身を見て付き合
ってくれると尋ねたところ、「たとえ一年ちょっ
とで貴方が死ぬ病気であっても、付き合う。（今
回、病気のことを伝えたのは）同情して欲しい
訳ではないんでしょ？ だから私も同じにするか
ら、これからも私に隠し事だけはしないで」と
の返事。遺伝、関節の具合、通院・入院のことな
ど全部話した。その上でお義父さんやお義母
さんに話すか悩んでいると言った僕に「親のこ
とは私が好きで選んだんだから関係ない」って
言ってくれた。（本人）

● 助かりました
以前の恋人の話ですが、偶然、彼女の同級生
に同じ病気の人がいて、「そうなの」の一言で
すんなり理解してくれました。それどころか積
極的に協力してくれたんです。学校近くにあっ
た彼女の下宿には製剤を置いてもらい、調子
の悪いときに休ませてもらうなど、とても助か
りました。
（本人）

● そんな人だから
「実は俺、血が止まりにくい病気で血友病って
言うんだ」こんなことを言ったのは付き合って
半年後ぐらいだったと思う。そしたら彼女は
「病気なんだもん、仕方ないじゃない。生まれつ
きなんだし、一生付き合っていくもんだし…。」
って返事をしてくれた。今の家内です。
（本人）

● 男らしい性格!?
同期入社の彼女と知り合って2年半ぐらいして
から、交際するようになりました。病気のことは
付き合って3ヶ月ぐらいかな、言ったと思います。
“言って駄目になるのなら、お互い傷が浅いう
ち”という気持ちもあったのは確かです。幸い
彼女は男らしい(?)性格で、割り切って理解を
示してくれました。彼女自身は「健康だって悪
い人もいるんだし、一緒にいたい人だから」って
決断したと言っています。感謝！でも未だ彼女
の親は知りませんから、今度は自分が彼女を支
えていかなくてはと思っています。
（本人）
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Column 3Column 1
海外旅行について
新婚旅行や家族旅行で海外に行く機会も多いでしょう。血友病患者さんも多数、海外に行っています。

そこで心配になるのが、入出国時の製剤の持ち込みと海外での医療体制です。

ここでは簡単に準備すべきことを記載いたします。

海外血友病関連医療機関については
● インターネットの
(http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=1264)を参照してみてはいかがでしょう。

● 国際情勢が不穏になると税関や入国審査が厳
格化します。可能なら主治医が署名した説明文書
(滞在先言語は無理でも英文のもの）や患者カー
ド（※右ページ)をいただいておいて、提示できるよ
う準備するのがよいでしょう。

● 旅行保険は原則、現在症・既往症の治療ではな
く、旅行中の怪我や病気に対して支払われる内容
のものですから注意してください。旅行時の医療
保険の中には血友病でも加入できる保険もありま
すが、保障額、掛け金が変わってくるようです。し
かし事故などを考えるのであれば、疾病申請が必
要ない保険もありますし、旅行会社のオプションの
保険、カード会社が自動的につける保険など様々
なプランもありますので、チェックしてみてはいか
がでしょうか。

● 持参する製剤の量はできれば普段よりも多めに
用意します。最低量は緊急帰国する際に間に合う
量となります。

このページは主治医に記入してもらいましょう

■ 主治医の先生へ
必要項目を（裏・表とも）記入
の上、点線に沿って切り抜き、
パウチするなどして患者さん
に渡してください。

患者カード

キ
リ
ト
リ
セ
ン

● 製剤は手荷物と機内預けのふたつに分散しま
す。荷物の誤配と置き引きやひったくり被害への用
心です。特に欧州便・南米便などは長時間乗機い
たしますので、出血に注意しましょう。

● 基本的に北米・欧州・豪州・韓国・台湾以外で
は、製剤は入手できないものと考えておきましょう。
またそれらの国々でも製剤は大変に高価です。

● 現在の製剤は大変に高性能ですので、旅行期
間中であれば常温(人が快適に過ごせる温度範囲
と考えてください)携行は十分可能です。ただし浜
辺やダッシュボートに放置することは禁止です。

● 長期間の海外赴任については、国内の健康保
険の有無、住民票の移動、帰国可能間隔等によっ
て対応が異なります。病院の主治医、コーディネー
タナース、メディカルソシアルワーカーやカウンセ
ラーにご相談ください。

病院
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生年月日：
住所：

病名：

TEL:

科

欠乏因子：           因子活性            %
(必ず裏面の注意事項をご参照ください）
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Column 3Column 1
海外旅行について
新婚旅行や家族旅行で海外に行く機会も多いでしょう。血友病患者さんも多数、海外に行っています。

そこで心配になるのが、入出国時の製剤の持ち込みと海外での医療体制です。

ここでは簡単に準備すべきことを記載いたします。

海外血友病関連医療機関については
● インターネットの
(http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=1264)を参照してみてはいかがでしょう。

● 国際情勢が不穏になると税関や入国審査が厳
格化します。可能なら主治医が署名した説明文書
(滞在先言語は無理でも英文のもの）や患者カー
ド（※右ページ)をいただいておいて、提示できるよ
う準備するのがよいでしょう。

● 旅行保険は原則、現在症・既往症の治療ではな
く、旅行中の怪我や病気に対して支払われる内容
のものですから注意してください。旅行時の医療
保険の中には血友病でも加入できる保険もありま
すが、保障額、掛け金が変わってくるようです。し
かし事故などを考えるのであれば、疾病申請が必
要ない保険もありますし、旅行会社のオプションの
保険、カード会社が自動的につける保険など様々
なプランもありますので、チェックしてみてはいか
がでしょうか。

● 持参する製剤の量はできれば普段よりも多めに
用意します。最低量は緊急帰国する際に間に合う
量となります。

このページは主治医に記入してもらいましょう

■ 主治医の先生へ
必要項目を（裏・表とも）記入
の上、点線に沿って切り抜き、
パウチするなどして患者さん
に渡してください。

患者カード
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Column 3

初めは ① 死亡保険
一般的な生命保険のイメージです。亡くなったら決めら
れた保険料が支払われるもので、感染症や血友病の人
が断られたというケースの大半がこれを指します。しか
し、これには無選択終身保険といって既往症を持ってい
る方が入れる保険、限定告知型終身保険といって保険
会社の定める条件（例．最近二年以内に入院歴がない
等）をクリアすれば加入できるという保険もあり、選択に
よっては血友病の人でも十分使えます。自分が不慮のこ
とで亡くなった場合に妻子に何か残したいと考える人向
きでしょう。ただし保険料が割高ですし、加入年齢も
50-80歳ぐらいが中心になり補償額も５００万円程度と
少ないことが欠点です。

次が ② 医療保険
入院・手術した際に一日2,500～10,000円程度の補
償がされるもの。血友病患者さんの場合は、その医療
費に関して無料、あるいは軽い負担ですみます。しかし
近年は、血友病医療の進歩にともない患者さんの平均
寿命も飛躍的に延びたことから、血友病以外のガンや
心臓疾患、生活習慣病などで入院する心配も出てきて
います。この場合、原則的に普通の方と同じ負担が生
じることになります。実はこれにも限定告知型医療保
険があって、保険会社の定める条件をクリアすれば加
入でき、それらの疾病にかかる医療費を軽減すること
ができます。保険期間は10年間設定や自動更新が主
流。ただし持病があることを想定しているために加入
可能年齢は高めで、保険料も多めで掛け捨てであるこ
とが多く、さらに、更新する毎に年齢が上がって保険料
も高くなるのが欠点です。

最後が ③ 貯蓄性のある保険
どちらかと言えば貯蓄に保険がついてくるようなもの。
特に一時払い終身保険（最初にすべての掛け金を支払
い一生または満期過ぎまで補償される）の加入は難し
くありません。一定期間を過ぎれば死亡時の保険金も
普通に出ますし、満期になれば利子のついた返戻金が
返ることになります。ただ、②で紹介した医療保険を兼
ねるような商品（たとえば郵便局の学資保険）ですと、
加入を拒否されることも出てきます。またこの場合の
死亡時保険金は数十万円のこともありますので期待は
できません。

「血友病というだけで生命保険会社は取り合ってくれな
い」。よく聞く話です。「血液凝固異常症のQOLに関す
る研究」の平成22年度の調査報告書の結果でも、社
会人の1/4以上の人が、生命保険に加入できないこと
を不安に思っています。
ところが、調べてみると生命保険には様々な商品が出
てきており、一部には皆さんの希望に合った保険もあり
そうです。本コラムではそのあたりについて触れたいと
思います。その前に一言。とりあえず、既に加入してい
る生命保険があれば継続してください。支払い時にも、
最悪掛け金分ぐらいは戻ってくる例がほとんどです。
まして血友病判明以前に加入した契約であれば、何の
問題もありませんので，ぜひ継続をしてください。但し
補償額を上げようと再契約すると新たに申告書が必要
になり、たとえ保険勧誘員の大丈夫という口約束があっ
ても、支払いトラブルを生む危険性も考えられますから
ご注意ください。新たに保険に入ろうとしても，その特
徴はまちまち。ここでは勝手に分けて話を進めたいと思
います。

※「血液凝固異常症のQOLに関する研究」 平成22年度調査報告書 25ページより
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◎出血傾向を有する患者です。
◎出血や頭部など強打した際は凝固因子製剤の輸注などの
治療が必要です。

◎アスピリン、インドメタシン系薬剤は禁忌です。
◎凝固因子製剤を投与しない状況下では筋肉内注射は原則
としてお控えください。

◎交通事故・意識消失など緊急の場合は支給下記にご連絡
ください。

病院　TEL

（平日昼間）　　　　　　　　　科外来（内線　　　　　　）

（休日・夜間）　

Patient CardAttention: I have a disorder of Bleeding tendency

◎ I require coagulation factor concentrate bifore 
stitches, intramuscular injection or any invasive 
proxedure.

◎ Where possible, please avoid giving me 
intramuscular injections.

◎ Please do not give me any medicine contraining 
acety salicylic acid(aspirin) or indometacin.

◎ Could you get in contract with the closest 
hemophilia treatment center if I am unconscious.

Column 2
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

血液凝固異常症のQOLに関する研究とは？

「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

生命保険について

血友病患者さんと家族の生活の質の向上を
図る目的で、数年に一度調査が行われていま
す。これは厚生労働省の科学エイズ対策研
究事業「血友病の治療とその合併症の克服
に関する研究」の分担研究として、血液凝固
異常症QOL調査委員会が担当して実施し、
報告書にまとめられています。

平成26年度版の「血液凝固異常症のQOL
に関する研究」調査報告書が最新のもので
す(平成27年12月現在)。報告書では、な
かなか知り得ない他の患者さんの生活の一
端が見られ、多くの患者さんと家族が参考に
しています。それだけでなく、血友病専門医
らが、国に対策を求めたり、医療体制を考え
たりする際の出発点にもなっています。
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る研究」の平成22年度の調査報告書の結果でも、社
会人の1/4以上の人が、生命保険に加入できないこと
を不安に思っています。
ところが、調べてみると生命保険には様々な商品が出
てきており、一部には皆さんの希望に合った保険もあり
そうです。本コラムではそのあたりについて触れたいと
思います。その前に一言。とりあえず、既に加入してい
る生命保険があれば継続してください。支払い時にも、
最悪掛け金分ぐらいは戻ってくる例がほとんどです。
まして血友病判明以前に加入した契約であれば、何の
問題もありませんので，ぜひ継続をしてください。但し
補償額を上げようと再契約すると新たに申告書が必要
になり、たとえ保険勧誘員の大丈夫という口約束があっ
ても、支払いトラブルを生む危険性も考えられますから
ご注意ください。新たに保険に入ろうとしても，その特
徴はまちまち。ここでは勝手に分けて話を進めたいと思
います。
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◎出血傾向を有する患者です。
◎出血や頭部など強打した際は凝固因子製剤の輸注などの
治療が必要です。

◎アスピリン、インドメタシン系薬剤は禁忌です。
◎凝固因子製剤を投与しない状況下では筋肉内注射は原則
としてお控えください。

◎交通事故・意識消失など緊急の場合は支給下記にご連絡
ください。

病院　TEL

（平日昼間）　　　　　　　　　科外来（内線　　　　　　）

（休日・夜間）　

Patient CardAttention: I have a disorder of Bleeding tendency

◎ I require coagulation factor concentrate bifore 
stitches, intramuscular injection or any invasive 
proxedure.

◎ Where possible, please avoid giving me 
intramuscular injections.

◎ Please do not give me any medicine contraining 
acety salicylic acid(aspirin) or indometacin.

◎ Could you get in contract with the closest 
hemophilia treatment center if I am unconscious.

Column 2
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

血液凝固異常症のQOLに関する研究とは？

「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

生命保険について

血友病患者さんと家族の生活の質の向上を
図る目的で、数年に一度調査が行われていま
す。これは厚生労働省の科学エイズ対策研
究事業「血友病の治療とその合併症の克服
に関する研究」の分担研究として、血液凝固
異常症QOL調査委員会が担当して実施し、
報告書にまとめられています。

平成26年度版の「血液凝固異常症のQOL
に関する研究」調査報告書が最新のもので
す(平成27年12月現在)。報告書では、な
かなか知り得ない他の患者さんの生活の一
端が見られ、多くの患者さんと家族が参考に
しています。それだけでなく、血友病専門医
らが、国に対策を求めたり、医療体制を考え
たりする際の出発点にもなっています。



Column 3

初めは ① 死亡保険
一般的な生命保険のイメージです。亡くなったら決めら
れた保険料が支払われるもので、感染症や血友病の人
が断られたというケースの大半がこれを指します。しか
し、これには無選択終身保険といって既往症を持ってい
る方が入れる保険、限定告知型終身保険といって保険
会社の定める条件（例．最近二年以内に入院歴がない
等）をクリアすれば加入できるという保険もあり、選択に
よっては血友病の人でも十分使えます。自分が不慮のこ
とで亡くなった場合に妻子に何か残したいと考える人向
きでしょう。ただし保険料が割高ですし、加入年齢も
50-80歳ぐらいが中心になり補償額も５００万円程度と
少ないことが欠点です。

次が ② 医療保険
入院・手術した際に一日2,500～10,000円程度の補
償がされるもの。血友病患者さんの場合は、その医療
費に関して無料、あるいは軽い負担ですみます。しかし
近年は、血友病医療の進歩にともない患者さんの平均
寿命も飛躍的に延びたことから、血友病以外のガンや
心臓疾患、生活習慣病などで入院する心配も出てきて
います。この場合、原則的に普通の方と同じ負担が生
じることになります。実はこれにも限定告知型医療保
険があって、保険会社の定める条件をクリアすれば加
入でき、それらの疾病にかかる医療費を軽減すること
ができます。保険期間は10年間設定や自動更新が主
流。ただし持病があることを想定しているために加入
可能年齢は高めで、保険料も多めで掛け捨てであるこ
とが多く、さらに、更新する毎に年齢が上がって保険料
も高くなるのが欠点です。

最後が ③ 貯蓄性のある保険
どちらかと言えば貯蓄に保険がついてくるようなもの。
特に一時払い終身保険（最初にすべての掛け金を支払
い一生または満期過ぎまで補償される）の加入は難し
くありません。一定期間を過ぎれば死亡時の保険金も
普通に出ますし、満期になれば利子のついた返戻金が
返ることになります。ただ、②で紹介した医療保険を兼
ねるような商品（たとえば郵便局の学資保険）ですと、
加入を拒否されることも出てきます。またこの場合の
死亡時保険金は数十万円のこともありますので期待は
できません。

「血友病というだけで生命保険会社は取り合ってくれな
い」。よく聞く話です。「血液凝固異常症のQOLに関す
る研究」の平成22年度の調査報告書の結果でも、社
会人の1/4以上の人が、生命保険に加入できないこと
を不安に思っています。
ところが、調べてみると生命保険には様々な商品が出
てきており、一部には皆さんの希望に合った保険もあり
そうです。本コラムではそのあたりについて触れたいと
思います。その前に一言。とりあえず、既に加入してい
る生命保険があれば継続してください。支払い時にも、
最悪掛け金分ぐらいは戻ってくる例がほとんどです。
まして血友病判明以前に加入した契約であれば、何の
問題もありませんので，ぜひ継続をしてください。但し
補償額を上げようと再契約すると新たに申告書が必要
になり、たとえ保険勧誘員の大丈夫という口約束があっ
ても、支払いトラブルを生む危険性も考えられますから
ご注意ください。新たに保険に入ろうとしても，その特
徴はまちまち。ここでは勝手に分けて話を進めたいと思
います。
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◎ Where possible, please avoid giving me 
intramuscular injections.

◎ Please do not give me any medicine contraining 
acety salicylic acid(aspirin) or indometacin.
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図る目的で、数年に一度調査が行われていま
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究事業「血友病の治療とその合併症の克服
に関する研究」の分担研究として、血液凝固
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報告書にまとめられています。

平成26年度版の「血液凝固異常症のQOL
に関する研究」調査報告書が最新のもので
す(平成27年12月現在)。報告書では、な
かなか知り得ない他の患者さんの生活の一
端が見られ、多くの患者さんと家族が参考に
しています。それだけでなく、血友病専門医
らが、国に対策を求めたり、医療体制を考え
たりする際の出発点にもなっています。
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異常症QOL調査委員会が担当して実施し、
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す(平成27年12月現在)。報告書では、な
かなか知り得ない他の患者さんの生活の一
端が見られ、多くの患者さんと家族が参考に
しています。それだけでなく、血友病専門医
らが、国に対策を求めたり、医療体制を考え
たりする際の出発点にもなっています。



パートナーからも一言

● 関節が傷む？
妻になってから、血友病って切り傷が怖いんじ
ゃなくて、中の出血が怖いと知った。関節が傷
むってどんな感じだろうとか、曲がらなくなる
のはどうしてだろうとか、なかなか理解し難か
った。
（妻）

● ちょっと寂しい
1年交際して、結婚して1年。出血で困ったこ
とはないし、付き合ってすぐに病気のことを言
ってはくれたが、その後、病気のことをあまり
話してくれない。普段はサーフィンやスノーボ
ード仲間と楽しく過ごすのが大好きな人で、病
気のことで、まわりに同情されるのが嫌みた
い。私にも話してくれないのはちょっと寂しい
かな。自分の親にはひどい喘息と鼻炎という
ことになっている。
（妻）

● 逆だった
結婚してみて、思ったより膝が悪いんだなって
感じた。扉に足をぶつけても、ちょっと捻ってもい
つまでも痛がる。結婚前は単に痛がりなんだと思
ったこともあったが、その状態を見て痛みに弱い
人ではなく、むしろ我慢強い人だったと知った。
（妻）

● ちょうどいい
結婚後、体調はいいみたいだけど、最近、外出
した後は寝ていることが多い。歳のせいで疲れ
やすくなったのかな。運動不足もあると思いま
す。でも私も体力ないから、実はちょうどよかっ
たりして。将来の不安? 体調を崩して食事制限
や特別な介助が要るようにならないといいな。
（妻）

● 体が心配
結婚2年。血友病にはすっかり慣れた。出血に
ついても主人が上手に対処しているので、安心
している。自分も注射できたら何かの時に安心
かな。いつかやれるように病院で練習してみた
い。それよりも肝炎を持っているので、そちらの
方が心配。仕事柄、連日午前様になることもあ
って、無理をしていないかと気になる。そういえ
ば新婚時に主人が太り、出血が増えた時期も
あって、責任を感じてしまったこともあった。
（妻）

● 女の意地
以前から病気のことは知っていました。でも彼
の落ち着いた様子、礼儀正しさや誠実さに惹
かれていましたので、気にしませんでした。私
の親が病気や障害の方と関わる仕事をしてい
たことも、私が気にしなかった理由かもしれま
せん。そんな私の親に説明する時に「風邪み
たいなもので、注射を打てば治りますから」な
んて、一所懸命に話していたのが、今、思い出
しても微笑ましい気がします。私がこだわって
いたのはひとつだけ。絶対に彼から「付き合っ
て欲しい」と言わせることで、先に好きになっ
たのは私かもしれませんが、これだけは彼に
先に言ってもらいたかった。
（妻）

● 私の方は？
外から見て全く普通なので、病気を言われて
も現実感は全くなかった。自分なりに調べて、
遺伝するとか、治らないとかは分かったけど、
関節出血とかのイメージがよくわからなかった
し、“滑膜炎って何”っていう状態でした。私で
もそんな具合だから、夫はうちの両親に結婚
の許可をもらいに行く時、なんて説明しようか
と考えて、相当に緊張して来ていた。おかげさ
までうちの両親はよく納得していたけれど。で
もね、今だから言うけど、彼から私への正式な
プロポーズは記憶にないんだけど、そっちはど
うなってたの～
（妻）

● 彼の秘密、私の秘密
実は注射痕があったり、デートが突然キャンセ
ルされたり、どこか痛そうな顔していたりして、
何かあるなとは思っていた。信頼はしていたの
で、問い詰めはしなかったが、たまに「これなあ
に」って訊いても適当にかわされていた。たま
たま職場の関係で血友病の人と話す機会があ
って、どんな病気かを知る機会もあって、そう
なのかなって思っていた。ただ確証はないし、
本人からはっきり聞きたかったので、黙ってい
た。こんなふうに段階が心の中であったから、
結婚の話が出て彼が秘密を打ち明けてくれた
時は「やっぱり、そうなのか」と思って、いろん
なことに合点がいった感じでした。でもね、私
がそこまで気づいていたことを、きっと彼は今
でも知りません。
（妻）

● やってみたけど　
彼はほとんど出血しないから、私は何も苦労し
ていません。肘や膝の関節はかなり曲げ伸ば
しが不自由になっていますが、彼は慣れている
せいか、上手に生活しています。私も真似をし
たことがありました。でも肘が曲がらない状態
では顔が洗えません。肩を上げないで上着を
着ることができません。膝をたたまないと靴下
も履けませんでした。彼が自然にやっているこ
とでも、実はすごい苦労と努力があったんだな
と実感しました。
（恋人）
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● 関節が傷む？
妻になってから、血友病って切り傷が怖いんじ
ゃなくて、中の出血が怖いと知った。関節が傷
むってどんな感じだろうとか、曲がらなくなる
のはどうしてだろうとか、なかなか理解し難か
った。
（妻）

● ちょっと寂しい
1年交際して、結婚して1年。出血で困ったこ
とはないし、付き合ってすぐに病気のことを言
ってはくれたが、その後、病気のことをあまり
話してくれない。普段はサーフィンやスノーボ
ード仲間と楽しく過ごすのが大好きな人で、病
気のことで、まわりに同情されるのが嫌みた
い。私にも話してくれないのはちょっと寂しい
かな。自分の親にはひどい喘息と鼻炎という
ことになっている。
（妻）

● 逆だった
結婚してみて、思ったより膝が悪いんだなって
感じた。扉に足をぶつけても、ちょっと捻ってもい
つまでも痛がる。結婚前は単に痛がりなんだと思
ったこともあったが、その状態を見て痛みに弱い
人ではなく、むしろ我慢強い人だったと知った。
（妻）

● ちょうどいい
結婚後、体調はいいみたいだけど、最近、外出
した後は寝ていることが多い。歳のせいで疲れ
やすくなったのかな。運動不足もあると思いま
す。でも私も体力ないから、実はちょうどよかっ
たりして。将来の不安? 体調を崩して食事制限
や特別な介助が要るようにならないといいな。
（妻）

● 体が心配
結婚2年。血友病にはすっかり慣れた。出血に
ついても主人が上手に対処しているので、安心
している。自分も注射できたら何かの時に安心
かな。いつかやれるように病院で練習してみた
い。それよりも肝炎を持っているので、そちらの
方が心配。仕事柄、連日午前様になることもあ
って、無理をしていないかと気になる。そういえ
ば新婚時に主人が太り、出血が増えた時期も
あって、責任を感じてしまったこともあった。
（妻）

● 女の意地
以前から病気のことは知っていました。でも彼
の落ち着いた様子、礼儀正しさや誠実さに惹
かれていましたので、気にしませんでした。私
の親が病気や障害の方と関わる仕事をしてい
たことも、私が気にしなかった理由かもしれま
せん。そんな私の親に説明する時に「風邪み
たいなもので、注射を打てば治りますから」な
んて、一所懸命に話していたのが、今、思い出
しても微笑ましい気がします。私がこだわって
いたのはひとつだけ。絶対に彼から「付き合っ
て欲しい」と言わせることで、先に好きになっ
たのは私かもしれませんが、これだけは彼に
先に言ってもらいたかった。
（妻）

● 私の方は？
外から見て全く普通なので、病気を言われて
も現実感は全くなかった。自分なりに調べて、
遺伝するとか、治らないとかは分かったけど、
関節出血とかのイメージがよくわからなかった
し、“滑膜炎って何”っていう状態でした。私で
もそんな具合だから、夫はうちの両親に結婚
の許可をもらいに行く時、なんて説明しようか
と考えて、相当に緊張して来ていた。おかげさ
までうちの両親はよく納得していたけれど。で
もね、今だから言うけど、彼から私への正式な
プロポーズは記憶にないんだけど、そっちはど
うなってたの～
（妻）

● 彼の秘密、私の秘密
実は注射痕があったり、デートが突然キャンセ
ルされたり、どこか痛そうな顔していたりして、
何かあるなとは思っていた。信頼はしていたの
で、問い詰めはしなかったが、たまに「これなあ
に」って訊いても適当にかわされていた。たま
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● 切羽つまりました
付き合うようになって、すぐ彼女は妊娠。こっち
もびっくりして、どう話せばいいのか困っている
うちに時間だけが過ぎ、いよいよ中絶も難しく
なってきちゃうし…。やっとの想いで彼女に病
気のことを話したものの、案の定、即答はなく、
結婚承諾の返事が来たのは、それから1、2ヵ
月後。あわてて式の手はずを整えた。子どもが
生まれて“母子共に健康”の知らせを聞くまで
は、緊張の連続だった。聞いた時には本当に全
身の力が抜けた。子どもも元気で、夫婦仲も良
いが、今でも、その頃の話だけは何となく避け
ている感じ。
（本人）

● 娘への告知
自分は軽症でほとんど製剤を使ったこともあり
ません。妻はもちろん知っていますが、娘には
私の病気のことをはっきりと伝えていませんし、
娘に出血傾向もありません。でも保因者という
ことになるので、そろそろ言わなければならな
いと思っています。先日、彼氏を連れてきまし
た。妻とも話し合って、次に病院に行った時に
検査を受けさせることなどを相談しようと思っ
ています。でも、これはとても辛い仕事になり
そうです。
（本人）

● 親として
お互い大人なので、あちらのご両親に話すか
どうかは、任せている。まだ先方様は知らない
ようだ。調子が悪くなるようなら申し訳ないと
思っている。本人たちはそのへんは分かってい
て、二人で話し合っていると言っているが…。
（親）

● 長続きのコツ
仕事もそうだけど、お付き合いでも自分で管理
しつつ、相手に助けてもらわないと駄目。相手
に申し訳ないからといって背伸びすると、後で
もっと周囲に迷惑をかけることになる。無理す
れば一人でできることでも、相手にちょっと手
伝ってもらったり、きつい時は正直に言ったり
することも必要。長い付き合いですから…。
（本人）

● 結婚しないわけ
5年間、同棲を続けてる。入籍しないのは別に
独身を気取っていたいとか、病気で結婚が怖い
という理由じゃなくて、彼女の仕事上の都合で
名前を変えたくないだけ。他に些細な理由とし
ては、万一出血などで自分が仕事を続けられ
なくなった場合、彼女の扶養家族に入ると彼女
の職場に知られ、迷惑かけちゃうかもしれない
という不安もあるかも…。入籍することのメリ
ットも今は別ないし、自分も彼女の両親も納得
している。
（本人）

● 親心
ほんと、うちの子に彼女なんてできるのかし
ら。心配だわ。彼女になってくれるような心の
広い優しい女の子さんに出会えれば、いいん
ですけど。口ばかり達者なお調子者で…。
えっ、うちの子ですか？ 今、幼稚園です。
（親）

● 姑
子どもが辛い想いをしたことがあるのは知って
いましたが、こればかりは親ができることはあ
りません。見守るしかないのは分かっています
が、失恋した時は見てて本当に辛かった。お嫁
さんには息子を選んでくれて、言葉にできな
いほど感謝しています。自分も親として気持ち
が分かりますので、病気を知っても二人を認め
てくれた相手の親御さんには足を向けては寝
られません。もっとも最初は何があってもあり
がたいお嫁さんには絶対に口を出すまいと思
っていたのですが、いろいろなことが目に付い
て「口うるさいお姑さん」になりかけます。どう
しても息子のことには神経質になってしまうの
ですね。不自然に我慢することはしたくありま
せんので、しばらくは近づかないようにいたし
ます。
（親）

いろいろあります
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娘に出血傾向もありません。でも保因者という
ことになるので、そろそろ言わなければならな
いと思っています。先日、彼氏を連れてきまし
た。妻とも話し合って、次に病院に行った時に
検査を受けさせることなどを相談しようと思っ
ています。でも、これはとても辛い仕事になり
そうです。
（本人）

● 親として
お互い大人なので、あちらのご両親に話すか
どうかは、任せている。まだ先方様は知らない
ようだ。調子が悪くなるようなら申し訳ないと
思っている。本人たちはそのへんは分かってい
て、二人で話し合っていると言っているが…。
（親）

● 長続きのコツ
仕事もそうだけど、お付き合いでも自分で管理
しつつ、相手に助けてもらわないと駄目。相手
に申し訳ないからといって背伸びすると、後で
もっと周囲に迷惑をかけることになる。無理す
れば一人でできることでも、相手にちょっと手
伝ってもらったり、きつい時は正直に言ったり
することも必要。長い付き合いですから…。
（本人）

● 結婚しないわけ
5年間、同棲を続けてる。入籍しないのは別に
独身を気取っていたいとか、病気で結婚が怖い
という理由じゃなくて、彼女の仕事上の都合で
名前を変えたくないだけ。他に些細な理由とし
ては、万一出血などで自分が仕事を続けられ
なくなった場合、彼女の扶養家族に入ると彼女
の職場に知られ、迷惑かけちゃうかもしれない
という不安もあるかも…。入籍することのメリ
ットも今は別ないし、自分も彼女の両親も納得
している。
（本人）

● 親心
ほんと、うちの子に彼女なんてできるのかし
ら。心配だわ。彼女になってくれるような心の
広い優しい女の子さんに出会えれば、いいん
ですけど。口ばかり達者なお調子者で…。
えっ、うちの子ですか？ 今、幼稚園です。
（親）

● 姑
子どもが辛い想いをしたことがあるのは知って
いましたが、こればかりは親ができることはあ
りません。見守るしかないのは分かっています
が、失恋した時は見てて本当に辛かった。お嫁
さんには息子を選んでくれて、言葉にできな
いほど感謝しています。自分も親として気持ち
が分かりますので、病気を知っても二人を認め
てくれた相手の親御さんには足を向けては寝
られません。もっとも最初は何があってもあり
がたいお嫁さんには絶対に口を出すまいと思
っていたのですが、いろいろなことが目に付い
て「口うるさいお姑さん」になりかけます。どう
しても息子のことには神経質になってしまうの
ですね。不自然に我慢することはしたくありま
せんので、しばらくは近づかないようにいたし
ます。
（親）

いろいろあります
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