
１．はじめに
子どもを産み育てることはきわめて個人的な事柄である

と同時に、社会的な関心事でもある。近年、「子ども手当」
などの現金給付から、保育施設の拡充、子育て世代への情
報提供など、さまざまな子育て支援が重要な政策課題とし
て扱われているのは周知のことだ。子どもを産み育てるこ
とを社会的に支援すべきである、という主張は、いくつか
の側面をもっている。まず、子育て期にある女性の就労を
促進し、両性で育児負担を分担すべきだという男女共同参
画の推進はそのひとつである。他にも児童虐待等を防止し、
子どもの健やかな育成を願う児童家庭福祉的視点や、日本
社会の人口減少に対する懸念を反映した少子化対策的視点
等からも、対策の充実が求められている。

子育て支援の主要な担い手として、行政が果たす役割は
やはり重要である。行政が公共サービスとして、子育てを
支援するにあたっては個人的な行為とも考えられる子育て
を、広く社会全体で支えて行かなくてはならないという共
通認識が求められる。一例をあげれば、現に子どもを持つ
層に対する働きかけだけでなく、「親になる」ことへの支
援もおこなわれている。これは、現代日本における子育て
は、物心両面で負担が大きいという認識や、子育てに関す
る知識の世代間伝達が必ずしもうまくいっておらず、親に
なるための準備が整っていない者が多いのではないかとい
う危惧によって推し進められている。「親になる」ことへ
の支援は、「プレパパママ教室」といった妊娠初期からの
関わりや、産後すぐの全戸訪問事業といったかたちで多く
の地方自治体が実施している。さらに思春期の青年たちを

「将来、親になる世代」と見なした啓発活動も近年展開さ
れている。兵庫県では、医師や保健師など、子どもの誕生
に関わる専門職による講義や、幼稚園、保育園などとの協
力のもとで行われる乳幼児とのふれあい体験などの取り組
みが積極的に行われている。

一方で、「親になる」ことに対してすぐには積極的に取
り組むことの難しい妊娠が存在する。いわゆる、「望まな
い（意図せざる）妊娠（Unintended Pregnancy）」である。
ところが、望まない妊娠をして葛藤を抱いている人々への
支援は、子育ては社会で支援すべきだという認識の広まり
ほどには、必要であるとは考えられていないようだ。この
背景には、社会的に支援されるべき子育てと違って、望ま
ない妊娠が現在のところ個人的に対処すべき問題と考えら
れていることがある。しかし、望まない妊娠は人工妊娠中
絶につながる可能性が高い。人工妊娠中絶は言うまでもな
く、女性の心身に大きな影響を与える行為である。また、
望まない妊娠は、妊婦検診の未受診等の極端な行動とも結
びつきやすい。一度も検診を受けないで分娩時に初めて医
療機関を訪れる、いわゆる「飛び込み分娩」が大きく報道
されたことも記憶に新しい。言うまでもなく、飛び込み分

娩は母子ともに生命リスクが高く、医療従事者に大きな負
担を与える。また、情報が少なく事後的に対応せざるを得
ないため、結果的に医療費も高くつく。結果として、「望
まない妊娠」は、様々な社会的問題やリスクと結びついて
いる。

さらに、望まない妊娠は、女性の自己管理の甘さによっ
て起こるのだろうか。現在の日本では、以前よりも減少傾
向にあるとはいえ、年間20万件以上の人口妊娠中絶が行わ
れ続けている 。これだけの「望まない妊娠」が生じてい
ることは、必ずしも特定の女性個人の落ち度や失敗に帰す
ることができないという証拠でもある。そうだとしたら、
社会的な支援策を考えることには大きな意義があると考え
られる。

本研究は、望まない妊娠について、単に女性の個人的な
問題としてはとらえずに、その防止やアフターケアに行政
がいかにかかわれるのかを問う。望まない妊娠を減らすた
めの行政介入は、安全で安心な妊娠、出産、育児環境の整
備に直結するものと考える。

２．研究の背景
本稿では、「望まない妊娠」を、少なくとも妊娠期間の

一定の時期において、母体が妊娠継続を望まないものと定
義する。望まない妊娠は妊娠葛藤を生み、人工妊娠中絶を
しない場合でも、出産後も子どもの出生に否定的となる可
能性が高い。望まない妊娠のすべてが望まれない子どもの
出産につながるわけではないが、望まない妊娠による子ど
もは、そうでない子に比べて社会的な適応が低いとする報
告がある（デイビッド 1997）。

人工妊娠中絶や望まれない子どもの出産につながる可能
性の高い「望まない妊娠」と、その結果としての「望まな
い出産」は、どのようにして避けることができるのだろう
か。望まない妊娠を減少させるためには、①妊娠を望むと
き以外の性交渉を避ける、②避妊を成功させる、ことが考
えられる。また「望まない出産」を避けるには、③人工的
に妊娠を中絶する、④出産、子育てに前むきに取り組める
よう支援する、のどちらかの対応が必要となる。ここで、
避妊と人工妊娠中絶について、簡単にみておきたい。

まず、人工妊娠中絶とは「胎児が、母体外において、生
命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及び
その附属物を母体外に排出すること」（母体保護法第2条）
であり、身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく
害するおそれのあるとき、または暴行等による妊娠である
とき、指定医による処置を受けることができる。なお、現
行刑法でも堕胎罪は存在しており、母体保護法による人工
妊娠中絶は形式上、堕胎罪の例外という位置付けになる。

人工妊娠中絶に対するこれまでの日本社会の対応を概観
すると、江戸時代には人口増加政策として、間引きや堕胎

兵庫県におけるしあわせな妊娠・出産の関連要因の分析
～「妊娠に関する実態調査」結果から～

　　ひょうごの「しあわせな妊娠・出産」グループ
研究期間：平成 21 年 7 月～平成 22 年 12 月
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が禁止され始めていたものの、実際には広く民俗として間
引きや堕胎がおこなわれていたという。「7歳までは神の
うち」とされていたのである。堕胎が犯罪化されたのは、
1880年の旧刑法においてであるが、人々はすぐに堕胎を

「罪」だと認識したのではなく、この時点ではなお、出生
調整の手段として間引きや堕胎を容認していたとする（荻
野 2008）。また、望まない妊娠を避ける手段としてもっと
も一般的だと現在みなされている避妊については、明治期
当時、女性の自律や解放を阻害するかもしれないとして、
知識階級の女性たちが必ずしも是としていなかったことを
紹介している（荻野 2008）。避妊方法の指導が閣議決定に
より積極的になされるようになる以前は、性感染症予防を
含意した花柳界でのコンドーム流通を代表例として、一般
家庭ではタブー視されていたと言ってよい。

次に人工妊娠中絶数の推移を確認する。本川裕（2009）
は、第二次世界大戦後の、出産可能年齢人口千人に占める
日本の人工妊娠中絶率の推移について整理している。本川
の整理によれば、図1に示すように戦後日本の人工妊娠中
絶は1950年代をピークとして急速に減少しており、およそ
この20年間では横ばいである（本川 2009）。とくに、1955
年のピーク後10年間程度の減少は著しい。現行の母体保護
法の前法にあたる優生保護法は、1949年に経済的理由によ
る人工妊娠中絶を認め、さらに1951年の改正により、事前
認可なしの実施を認めた。この直後に、人工妊娠中絶は急
増している。そこで同年、それまでタブー視されていた避
妊の合法化とでも言うべき、受胎調節の普及に関する閣議
決定がなされた。その後、国だけでなく民間企業を通じて
も、受胎調節の啓発活動が展開されていく。

人工妊娠中絶の推移を出生数との関係から整理したもの

が、図2である。1955年当時、出生数の7割程度の数の、
人工妊娠中絶がおこなわれていた。その後、出生数も人工
妊娠中絶件数も減少していくが、人工妊娠中絶件数の減少
幅のほうが相当大きいことがわかる。

以上のことから、次の2点が指摘できる。1点目は、人
工妊娠中絶を回避する方法として、正しい避妊方法を教育
することには、効果が期待できること。2点目は、1950年
代を境として、人工妊娠中絶の位置づけの変化が推測でき
ること。具体的には、ありふれた受胎調節の方法として解
釈されるのではなく、避妊の失敗としてとらえられるよう
になったと考えられる。この時期以降、当初抵抗をもって
迎えられていた避妊に対する人々のとらえかたは、はっき
りと変化したと推測できる。望まない妊娠を避ける方法と
しての避妊が存在し、避けられなかった場合に人工妊娠中
絶を選択することになったのである。現在の人工妊娠中絶
は、ごく一部の人々が選択する事柄になっている。

先にみた図1からは、10代の人工妊娠中絶が増加してき
たこともわかる。この傾向は、塩田浩平他（1997）による、
1961年から1989年までのおよそ30年間の、医学的理由以外
による人工妊娠中絶の記録約8,000件の分析からもわかる。
塩田他（1997）によれば、人工妊娠中絶を受けた女性の年
齢は、調査期間をとおして若年齢化および、高年齢化の両
傾向があった。とくに、若年齢化傾向が1980年以降顕著で
あるという。また、1960年代には、初回妊娠の中絶は全体
の15％以下であったが、1975年以降になると25％程度に増
えている（塩田 1997）。人工妊娠中絶を受ける女性のプロ
フィールは、既婚の経産婦から、若年齢の初回妊娠者へと
変化してきたと考えられる。1950年代に大々的に展開され
た受胎調節の啓発は既婚者に対するものであったが、思春
期にある若者へのアプローチが重要になっており、その内
容を検討する必要がある。人工妊娠中絶は当該女性の心身
に大きな影響を与える。妊娠の中断を女性自身が選択でき
ることに意義を認める議論も存在するが、少なくとも母体
保護の観点からだけ考えても、人工妊娠中絶はできる限り
避けられるべきである。

では兵庫県における、望まない妊娠の実態はどのように
なっているのであろうか。先に示した図2と同様のグラフ
を兵庫県で描画すると、図3になる。1955年当時には、10
出産があったとすると、人工妊娠中絶数もまた7と高い水
準にあったことが分かる。ここから、兵庫県においても人
工妊娠中絶の選択は、かつてはよくあることであったと考

図1 人工妊娠中絶実施率の推移
（出所：http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2248.html）
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図2 出生数および人工妊娠中絶件数の推移（全国）
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図3 出生数および人工妊娠中絶件数の推移（兵庫県）

72 兵庫自治学Vol.17 2011



えられる。2008年にはこれが、出産10に対して人工妊娠中
絶1.7という比率にまで下がっている。こうした数値から、
兵庫県においても人工妊娠中絶の社会的な位置づけが変化
したこと、何らかの働きかけをとることによって、人工妊
娠中絶の減少は可能であることが分かる。

３．方法
2009年8月、県健康増進課と（財）ひょうご震災記念21

世紀研究機構は、「かかりつけ医を持たない妊婦」「妊娠葛
藤」等の課題に対応し、健やかな出産を迎えるための思春
期及び妊娠期の支援体制の構築、推進の基礎資料を得るこ
とを目的として、「妊娠に関する実態調査」を実施してい
る。調査概要と主な結果は次のとおりである。まず調査対
象者は、2009年8月に県内で分娩した産婦で、有効回収数
は2,526票（同回収率60.5%）であった。調査票は出産後の
産婦へ医療機関または助産所を通じて手交付され、自記の
ちに回収箱へ投函された。本稿に関連する主な調査結果は、
①今回の出産は、予定外の妊娠だったと考えている人は
8.3%存在したこと、②今回の妊娠を含めて過去に、産むか
産まないか迷ったことがある人は19.4%にのぼること、③
人工妊娠中絶の経験者は、11.3%であったことである。

この結果から、妊娠葛藤は回答者の５人にひとりが持っ
たことのある感情であり、特殊なことではないことがわか
る。そして、そのうちの半数程度が実際に妊娠を中断した
経験を持つ。つまり、実際におこなわれる人工妊娠中絶の
背景には、少なくともその2倍程度の妊娠葛藤が存在する。
そこで本研究では「妊娠に関する実態調査」を用いて、広
く全体的な傾向をとらえるために②「安心できる妊娠や出
産のために必要なこと」の自由回答から県民ニーズの分析
をおこなう。これはいわば、しあわせな妊娠、出産実現の
ためのポピュレーションアプローチであって、共通の基盤
は何かを探るものである。そして「望まない妊娠」の代理
指標として「人工妊娠中絶経験の有無」を取り上げ、そこ
からとらえられる傾向を分析することにする。こちらはハ
イリスクアプローチであって、人工妊娠中絶を選択する、
直接の関連要因を探るものである。

本稿では、「妊娠に関する実態調査」を用い、大きく分
けて2つの分析をおこなった。まずひとつめは、①全有効
回答2,526票のうち、問29「安心して妊娠や出産ができる
ために、どのようなことが必要、また大切だと思います
か。あなたのご意見を，ご自由にお書きください。」に回
答のあった1,337票を用いた、KH Coderによるテキスト分
析である。具体的な手続きは次のとおりである。まずKH 
Coderを用いて頻出語を抽出し、意味内容が同じものに同
一のラベルを回答者ごとに付与していった。ラベルはひと
つの回答に対して複数付与される場合もある。次いで、②
人工妊娠中絶体験の有無による違いを確認するため、全有
効回答2,526票のうち、人工妊娠中絶経験不明者を除く2,410
票を用いた分析をおこなった。具体的には、「年齢」、「学
歴」、「世帯収入」、「今回の妊娠に対する否定的な感情の有
無」、「予定外の妊娠かどうか」、「自己肯定感の高低」、「不
安に感じている事柄」といった項目について、クロス表の
分析および、平均値の比較をおこなった。

４．結果及び考察
4.1 自由回答の分析

まず、自由回答の分析から、子どもを育てている、また
今後育てていく母親が、行政や社会に対し、何を期待して
いるのかを見ていこう。
①過半数がニーズを表明

自由回答欄に記入があったのは、全回答者の過半数
（52.9%）である。関心やニーズの高さがうかがえる。本回
答は県民の生の声として重要なデータであり、内容を検討
するに値するものであると言えよう。また、過半数から回
答を得たことは、安全で安心な妊娠・出産・育児は、現時
点で達成されていないという評価として解釈が可能であ
る。

なお、記述の有無および内容の分布ともに、人工妊娠中
絶体験の有無による有意な差はなかった。これは今回の調
査時期が、人工妊娠中絶後ではなく出産後であったことに
よる影響であると考えられる。中絶経験者の特徴や潜在的
なニーズについては別途分析の必要がある。この点につい
て考慮する必要はあるが、安全で安心な出産をめぐる基本
的なニーズは、女性全体に共通すると考えることも可能で
ある。まずは出産、育児をおこなう人、おこなう可能性
がある人全体に対する基盤整備を実施する必要があるだろ
う。
②「 経済的支援」「制度の充実」「職場等の周囲の理解」「相

談できる人」が必要
回答の内容を表1に示す。もっとも多かったのは、経

済的支援が必要だとする意見で、自由記述回答者の32.7％
だった。具体的には健診、出産費用や子育て費用が高額だ
とする意見が多かった。安心して子どもを産み育てるため
には、経済的安定が必要だとする意見である。次に、安心
できる医療供給（21.8%）・保育の充実（8.8%）など「制度
の充実」を求める意見が多かった。医療については、まず
周産期医療体制の整備に関心が集まっている。安心して出
産できるためには、周産期医療の安定的供給が必要である
が、現在兵庫県では産科医療を中止する医療機関も少なく
なく、不安となっているようだ。また、小児科医療や保育
施設の充実のニーズが多かったことは、これらの施設が、
子どもを育てていくにあたっての重要な社会資源として認
識されていることをうかがわせる。

さらに、妊娠・出産・育児に対する職場の理解を求める
人は23.5%であったが、パートナーや家族、周囲の理解も
必要という意見も同程度あった。経済的支援や理解や相談
できる人へのニーズが高いことは、妊娠・出産、育児が女
性にとって、孤独で不安ななかでおこなわれていることを

内容 個数 率
経済的支援が必要 435 32.5%
出産費用が高い 371 27.8%
職場の理解が必要 314 23.5%
周囲の理解が必要 296 22.1%
医療機関が不足している、増加してほしい 292 21.8%
相談する人が必要 243 18.2%
パートナーの協力が必要 211 15.8%
安心して出産したい 184 13.8%
健診費用の助成 165 12.3%

文書数：1,337

表1 安全安心な出産のために必要なこと
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示唆している。
ここであげた支援へのニーズは、今後子育てを担ってい

く女性たち全体に共有されたものである。しかし、妊娠時
に葛藤があった産婦であれば、子育てにあたってさらに強
く孤独や不安を持つと推測できる。現在兵庫県では、相談
窓口の設置や「地域で子育て」を政策課題に挙げているが、
出産後の「母子」にとどまらない、妊娠期からの女性に対
する支援が必要だと考えられる。

4.2 人工妊娠中絶経験あり群の特徴
次いで、人工妊娠中絶経験を持つ層が、どのような特徴

を持っているのかを分析していく。ここから、どのような
要因が人工妊娠中絶のリスクを上昇させているのかを明ら
かにし、その要因を取り除くための対策を探ることが期待
される。

まず平均年齢は、経験あり群の29.3（±5.3）歳に対して、
経験なし群では30.8（±4.7）歳であり、経験あり群のほう
が低くなっている（p<.01）。なお、年齢の分布は図4の箱
ヒゲ図に示すとおりである。箱は、全体の50％の人たちが
入る大きさで表現されており、箱の中央の横線は中央値を
示している。図５をみると、経験あり群の年齢層は、経験
無群に比較して箱が下方に位置しており、大きくなってい
る。つまり、全体としては若年層によっているが、中央値
を中心に、比較的幅広い年齢層から成っていることが確認
できる。

①低学歴・低収入であること
学歴や世帯収入は、社会階層を推測するためによく利用

される項目である。人工妊娠中絶経験は、特定の社会階層
と関連があるだろうか。本調査では、経験あり群の方が、
より学歴および世帯収入が低いという結果を得た。年齢層
は、経験あり群が低くなっている影響で世帯収入が低く出
ている可能性があるため、本人の年齢を30代に限定して分
析したところ、結果は図５、図６のようになった。若年期
の妊娠により、学業継続が難しく結果として低所得となっ
ている可能性も考えられる。また、旧刑法下で堕胎罪に問
われた女性たちの分析をおこなった岩田重則（2009）によ
ると、貧しい農家出身の工員等の、社会的に立場の弱い女
性たちが少なくなかった。人工妊娠中絶の選択が学歴や収

入の面で社会階層の低い女性たちに多くみられるものなら
ば、なんらかの社会的介入が必要だと考えられる。

②今回の妊娠・出産に対する否定的な感情
人工妊娠中絶経験の有無にかかわらず、多くの人が今回

の妊娠がわかったとき、喜ばしく感じている。質問は出産
後の産婦に対してのものであることから、肯定的な感情が
増幅されている可能性を考慮する必要がある。しかし全体
からみると少数ではあるが、「どちらともいえない」、「あ
まり喜べなかった」、「喜べなかった」を選択した「喜ん
だ」と積極的に感じられない人は、経験あり群で多かった

（χ2=15.9（p<.01））。このことは、出産にいたった妊娠で
あっても、妊娠葛藤を抱えていた者が存在すること、人工
妊娠中絶の経験がある者では、その葛藤のリスクが若干高
いことを明らかにする。

③「予定外の妊娠」傾向
今回の妊娠・出産が「自然に妊娠」「予定外に妊娠」だっ

た人は、経験あり群で有意に多かった（図7）。②および
③より、経験あり群で、今回の妊娠・出産を「予定外」「喜
べない」が多く、人工妊娠中絶をはじめとする「望まない
妊娠」は繰り返される傾向があるのではないか 。あるいは、
全中絶に占める初回妊娠の人工妊娠中絶の割合が高くなっ
てきた傾向を考慮すると、人工妊娠中絶の体験が、その後
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図4 人工妊娠中絶体験の有無と年齢
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図5 人工妊娠中絶体験の有無と学歴
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図6 人工妊娠中絶体験の有無と年収

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n=2089）

（n=268）

自然に+予定外
計画的+不妊治療

χ2 =10.07(p<.005)

あり

なし

図7 人工妊娠中絶体験の有無と妊娠のコントロール

74 兵庫自治学Vol.17 2011



の妊娠体験に影響を与えているとも考えられる。
いずれにしても、人工妊娠中絶体験そのものから自身で

学習し、その後行動を中絶回避へと変化させるのではない
ことが推察できる。現状のパターンの維持かあるいは、強
化が疑われる。人工妊娠中絶実施後のケアが重要である。
④ 自己肯定感が低く、自律することや対人関係に対する不

安が高い
自己肯定感は、経験あり群で有意に低く、人工妊娠中絶

体験と自己肯定感は関連があることがわかった（図8、図
９）。自己肯定感の低い人が人工妊娠中絶を選択する傾向
にあるのか、逆に、人工妊娠中絶体験が自己肯定感の低下
をもたらすのかはこの分析からは判断できない。しかし、
自己肯定感が低いと、性交渉を持つかどうかあるいは、避
妊するかしないかという重要な意思決定場面で、自分を尊
重することが困難になることが推測できる。単に避妊知識
を伝達することを越えて、自己肯定的な行動を支援する
プログラムが必要である。また妊娠中や産後の生活におけ
る「体調の管理（χ2=9.10（p<.005））」、「たばこや酒を断
てるか（χ2=20.65（p<.005））」、「パートナーとの関係変
化（χ2=11.57（p<.005））」、「両親との関係変化（χ2=3.92

（p<.005））」「妊娠出産の費用負担（χ2=7.92（p<.005））」
等の内容に関して、経験あり群はより高い不安をもってい
た。経験あり群は、妊娠中および産後について、自己をコ
ントロールすること、親密な人間関係維持への不安が強い
と考えられる。

⑤家族に相談しない傾向
安全で安心な妊娠・出産実現にむけたニーズとして、相

談できる相手が挙がっていることを先に紹介した。相談先
があることは、妊娠中の女性にとってとても重要なことで
ある。「妊娠に関する実態調査」では、問12④で、出産す
るかしないか迷ったとき（迷ったことのない人は仮に迷っ
た場合に）、誰に相談するか、その相手を選択肢から複数
回答で求めている。この回答傾向から、経験あり群の特徴

を探ることにしよう。経験あり群の女性たちは、家族等の
親密な人間関係維持に不安を持っている。不安が高いと、
相談はおこなわれにくいのではないか。以上のことから「経
験あり群は、出産を迷う事態に家族にあまり相談しない」
という仮説を立て、検討した。

結果、相談の有無で経験あり群と経験なし群で差がある
のは、「夫・パートナー」、「自分の父母」、「兄弟姉妹」であっ
た。結果はいずれも、経験あり群で相談する人が少なかっ
た（図10、図11、図12）。友人への相談には差がないため、
インフォーマルな相談先の中でも、ごく身近な親類関係で
差が生じていると考えられる。経験あり群は、家族との関
係構築に不安を持ち、悩みをひとりで抱え込む傾向がある。

５ おわりに
県内の医療機関で出産した女性たちの、安全で安心な妊

娠や出産に関するニーズは、まず経済的な安定であった。
次いで、医療施設や保育施設の充実が求められていた。こ
れらのニーズは、行政による支援を期待するものであると
言えよう。さらには、相談できる相手を得たいというニー
ズの表出があった。

また、人工妊娠中絶経験あり群の特徴を探る分析からは、
経験あり群では、今回の妊娠に対する否定的感情が高く、
予定外の妊娠が多かったことがわかった。さらに、自己肯
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定感が低く、自律することや対人関係に対する不安が高い
こと、おそらくこのことと関連して、身近な相談先を活用
しないこともわかった。

以上の結果をふまえて、以下2点の政策提言を行う。

① 「望まない妊娠」による人工妊娠中絶の、予防プログラ
ムの開発とアフターケアの実施
今回の結果からは、人工妊娠中絶経験が、女性に大きな

負担を強いるものであることが確認された。自己肯定感低
下に関連するこのような体験をなるべく減少させること
が、県民のしあわせな妊娠・出産の実現のために必要なこ
とであると考える。そこで、思春期から望まない妊娠を避
けることについて自ら考えることのできる予防プログラム
の開発が必要である。たしかに、中絶にはハイリスク群が
存在するが、女性全体として、主体的な性行動が必ずしも
とれていない現状を考えると、予防プログラムの実施は女
性全体に適用できるものであることが望ましい。例えば、
兵庫県では2007年より、神戸市看護大学等の大学生を中心
に、一部の中高校等で、生と性の自己決定能力の向上を目
的とした「思春期ピアカウンセリング」を実施しているが、
これをより広範にプログラムとして確立していくことがで
きる。また、小学校を対象としたライフスキル教育プログ
ラムと連動した「性に関するプログラム」の開発等、兵庫
県独自の施策展開を検討すべきである。

また、中絶を選択した場合、現在一部の医療機関で取り
組まれているような、自己肯定感を高めることができるケ
アが広く実施されることが必要である。

②ニーズに合せた多様な相談先の確保と広報
実態調査の結果から、行政窓口の認知の低さが明らかに

なった。相談先についてニーズがあることから、まずは既
存の相談先について、周知徹底することが必要である。さ
らに、求められている相談先は公的なものだけでないこと
が推測される。相談できるための前提として、不安やトラ
ブルを抱えた妊産婦が「味方である」と思える相手である
こと。単純に「相談窓口」の増加やＰＲだけでなく、匿名
性や相談場所、時間帯等、プライバシーや緊急性等を配慮
するとともに、相談支援者のカウンセリング能力等、資質
向上が望まれる。

③今後の課題
「望まない妊娠」であったとしても、適切な時期に適切

な支援を得られることで、妊娠葛藤が解消され、しあわせ
な出産、育児につながることが期待できる。そのような対
策も必要ではないかと考える。

＜注＞
1） http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/09/

dl/kekka5.pdf
2） 厚生労働科学研究費による北村邦夫らの調査によれば、

人工妊娠中絶を受けたことがあるという女性は15.5％
にのぼり、そのうち繰り返し中絶を受けたことがある

「反復中絶者」は35.6％であったという。

　　http://nk.jiho.jp/servlet/nk/release/pdf/1226502324050
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