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「知りたい女性の健康支援法」－リプロダクティブ・ライツ／ヘルス	 

	 

柘植あづみ（所属	 明治学院大学）	 

	  
 
1. 日本における女性と健康をめぐる状況と背景 
	 日本の総人口は 2012年の統計では、およそ 1億 2600万人で、そのうち女性が 6億 4600万
人、男性が 6 億 1300 万人である1。平均寿命は、女性は 86 才、男性は 80 才（2013 年推計）
であり、世界でもっとも長寿な国の一つである。100 歳以上の人口が約 54,000 人（総人口は）
いるが、その 87.5%が女性である2。死因は、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肺炎、老衰が

第 1 位から第 5 位を占めている。しかし、年代別の死因順位をみると、女性では 15～34 歳、
男性では 15～44 歳の死因の第１位が自殺である。自殺率に関する国際的な順位は、日本の女
性は第 2位、男性は第 8位であり、男女どもに深刻な問題である3。	  
	  
1-1.  生涯を通じた女性の健康 
	 1995 年の第 4 回世界女性会議（北京）の行動綱領（総理府仮訳）では、女性の健康につい
てかなりの分量の文章が記載されている。以下は、その一部を引用したものである。 
 

92．…女性は男性と同じ健康状態の多くに影響されるが，その経験の仕方は男性と異なっ
ている。女性の間に広がる貧困と経済的依存，暴力被害，女性及び少女に対する否定的な

態度，人種差別その他の形態の差別，多くの女性の自らの性と生殖に関する生活に対する

限られた権限，並びに意思決定における影響力の欠如は，女性の健康に悪影響を及ぼして

いる社会の現実である。 
 
日本では、「女性の健康」は「母子保健」として認識されることが多く、妊娠・出産・子育

てが女性に対する保健医療政策の中心だった。しかし、1994年の ICPD、1995年の北京におけ
る世界女性会議以降、セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス及びリプロダクティブ・ライ

ツに加えて「生涯を通じた女性の健康」という概念が加わり、子どもを産む・育てる役割に関

わる女性の健康という考えから、高齢化社会における女性の健康、障碍（障害）のある女性の

健康と生活、女性への暴力への対応の必要性が認識されてきた。 
大学病院や総合病院において、従来の「産婦人科」という名称が、「女性科」へと変更され

るようになった。これは「婦人科」という呼称が古めかしいという理由だけではなく、従来の

産婦人科には含まれなかった領域を加えながら、「生涯を通じた女性の健康」という視点を含

めようという動きの象徴である。 
貧困や災害の女性の健康への影響についてもジェンダーの視点から再検討され、社会経済的

な状況が、女性の健康に大きく関わる課題であることが知られてきた。たとえば、女性単親世

帯の貧困や高齢女性の貧困は健康の課題と密接につながっていること、DV（夫または親密な
パートナーからの暴力）やそのほかの性に基づく暴力も女性の健康や生命を脅かす要因となる

                                                        
1  厚生労働省大臣官房統計情報部 2014 『我が国の人口動態平成 26年―平成 24年までの動
向』 
2	 厚生労働省	 2013	 人口動態統計年報平成 25年 
3  ただし、女性の自殺率の国際的な順位は男性の国際的な順位よりも高い。内閣府『平成 26
年版自殺対策白書』http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2014/pdf/index.html閲覧 2014
年 8月 22日。 
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ことなどが認識されてきた。災害のための避難所や仮設住宅での避難生活が女性の健康と安全

を脅かすことも認識されるようになった。また、福島の原子力発電所の事故の影響が、今後の

リプロダクティブ・ヘルスにいかに影響していくかについても注視する必要がある。 
 
1-2. 女性のケア役割の負担と社会経済的な位置 
	 日本では女性が家族（拡大家族）におけるケア役割を担うことが強く期待されている。育児

や夫や子どもなどの同居家族への健康への配慮だけではなく、医療や社会福祉等の社会保障制

度はあっても、高齢者のケア、たとえば同居・別居にかかわらず自分の両親や夫の両親に介護

が必要となった際のケアも期待されている。これは女性に身体的、精神的負担に加えて、（も

ちろん、愛情や充実感等が伴うこともあるだろうが）女性のライフコース選択の自由を狭め、

男性よりも女性の平均所得が低く、結果として、生活や健康の不安要因になっている。 
 
1-3. 少子化対策―子育て支援と不妊治療 
	 日本は戦争直後の 1947 年から 1949 年に第 1 次ベビーブームが生じた。そのため、1949 年
に、人工妊娠中絶を経済的理由で認める修正を加え、1950 年から施行した。続いて、つぎに
家族計画（受胎調整・避妊）を普及させ、出生数を減らした。1971年から 1974年に第 2次ベ
ビーブームが生じたが、それ以降は出生数が低下を続け、1990 年には合計特殊出生率が戦後
最低の 1.57となり、少子化対策の必要性が喧伝された。合計特殊出生率は 2004年に 1.26まで
下がってからは、2013には 1.43にわずかに増加した。（以上、図１参照。） 
	 少子化の理由は単純ではないが、国立社会保障人口問題研究所の「第 14 回出生動向基本調
査―夫婦調査」は、晩婚化が夫婦の出生子ども数の低下の一因と指摘している。また、夫婦の

平均理想子ども数よりも平均予定子ども数が少ない理由として、30歳未満の若い世代では「子
育てや教育にお金がかかりすぎる」という経済的理由を選択する割合が高く、30 歳代以上で
は、「欲しいけれどもできない」などの年齢・身体的理由の選択率が高い、と指摘している。

同調査の結果から、子どもが欲しくてもできない不妊の悩みを抱える夫婦が 6組に 1組の割合
であること、女性の就労の有無にかかわらない子育て支援の必要性などが指摘されている。（国

立社会保障・人口問題研究所	 2014） 
	 少子化対策として、子育て支援と不妊治療費の補助が継続的に実施されているが、効果があ

がっていない。公的な子育て支援が不足しているために、妻または夫の母親からの支援がない

場合には夫婦が共にフルタイムで働くのは困難である。職場での妊娠中の女性に対するハラス

メントが「マタハラ（マタニティ・ハラスメント）」という新語として認知されてきたように、

女性が働きながら妊娠・出産・子育てをすることに対する理解と支援の体制は不十分なままで

ある。 
	 夫婦の子ども数が少ない理由として、経済的理由につながっている。さらに男女共に独身生

活の利点が「行動や生き方が自由」とする回答が多いことから、結婚と子育てによって行動や

生き方が制限される社会・文化的な要因も影響している。 
	 不妊治療については、各地方自治体が体外受精など高額な生殖補助医療に補助金を出してい

る。不妊治療への補助金は少子化対策の財源からだされている。しかし、結婚している女性は

子どもがいるのが当然だという視線、あるいは妊娠・出産・子育てを経験していないために「一

人前ではない」という他人だけではなく自分の意識が、女性を不妊治療へと駆り立てている側

面もある（柘植 2012, Tsuge 2009）。こういった社会的・心理的な課題への取り組みが不十分な
ままに、不妊治療への補助金という形で医療的な対応だけが推進されている。 
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1－4．戸籍制度、婚外子、高齢出産の増加 
	 日本は戸籍制度の影響によって、結婚することと子どもをもつことが強い相関をもっている。

その理由の一つが婚外子の相続分を婚内子の半分とする民法の条文である。、これについては、

国連の委員会から差別解消を求める勧告が計１０回出されている。やっと 2013 年に最高裁に
おいて、婚外子の相続分を婚内子の半分とする民法の条文に対して違憲判決が下され、この判

決を受けて、民法上の相続分差別が廃止された。ただし、戸籍に「非嫡出子」と記載される差

別は存続している。 
 
2. 北京行動綱領の戦略目標と日本の現状 
	 2-1. リプロダクティブ・ライツ 
	 北京世界女性会議（1995）以降のリプロダクティブ・ライツをめぐる日本の大きな変化は 2
点ある。第 1 点は、人工妊娠中絶、不妊手術（断種手術）に関する法律が 1996 年に「優生保
護法」から「母体保護法」に改定されたことである。第 2点は経口避妊薬として低用量ピルが
認可されたことである。 
	 1948 年に制定された「優生保護法」は優生学的理由と母性保護のために人工妊娠中絶を限
定的に合法化した。さらに 1949 年には経済的理由での人工妊娠中絶を合法化する改正がなさ
れ、1950 年以降は中絶をする際の手続きも簡略化された。そのため、日本の人工妊娠中絶件
数は 1950 年以降 1955 年まで急増し、出生抑制政策を支えた。この後は、家族計画が普及し、
人工妊娠中絶の件数は 1955年をピークに減少した。（図 2） 
 
 
 
 
 

図 1	 
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資料	 

	 北京行動綱領の戦略目標	 

2-1.	 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ	 

	 94.	 

リプロダクティブ・ヘルスとは，人間の生殖システム，その機能と（活動）過程のすべての側

面において，単に疾病，障害がないというばかりでなく，身体的，精神的，社会的に完全に良

好な状態にあることを指す。したがって，リプロダクティブ・ヘルスは，人々が安全で満ち足

りた性生活を営むことができ，生殖能力をもち，子どもを産むか産まないか，いつ産むか，何

人産むかを決める自由をもつことを意味する。この最後の条件で示唆されるのは，男女とも自

ら選択した安全かつ効果的で，経済的にも無理がなく，受け入れやすい家族計画の方法，なら

びに法に反しない他の出生調節の方法についての情報を得，その方法を利用する権利，および，

女性が安全に妊娠・出産でき，またカップルが健康な子どもを持てる最善の機会を与えるよう

適切なヘルスケア・サービスを利用できる権利が含まれる。上記のリプロダクティブ・ヘルス

の定義に則り，リプロダクティブ・ヘルスケアは，リプロダクティブ・ヘルスに関わる諸問題

の予防，解決を通して，リプロダクティブ・ヘルスとその良好な状態に寄与する一連の方法，

技術，サービスの総体と定義される。リプロダクティブ・ヘルスは，個人の生と個人的人間関

係の高揚を目的とする性に関する健康も含み，単に生殖と性感染症に関連するカウンセリング

とケアにとどまるものではない。	 

95.	 

上記の定義を念頭に置くと，リプロダクティブ・ライツは，国内法，人権に関する国際文書，

ならびに国連で合意したその他関連文書ですでに認められた人権の一部をなす。これらの権利

は，すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの数，出産間隔，ならびに出産する時を責任

をもって自由に決定でき，そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利，なら

びに最高水準の性に関する健康およびリプロダクティブ・ヘルスを得る権利を認めることによ

り成立している。その権利には，人権に関する文書にうたわれているように，差別，強制，暴

力を受けることなく，生殖に関する決定を行える権利も含まれる。この権利を行使するにあた

っては，現在の子どもと将来生まれてくる子どものニーズおよび地域社会に対する責任を考慮

に入れなければならない。すべての人々がこれらの権利を責任を持って行使できるよう推進す

ることが，家族計画を含むリプロダクティブ・ヘルスの分野において政府および，地域が支援

する政策とプログラムの根底になければならない。このような取組みの一環として，相互に尊

敬しあう対等な男女関係を促進し，特に思春期の若者が自分のセクシュアリティに積極的に，

かつ責任を持って対処できるよう，教育とサービスのニーズを満たすことに最大の関心を払わ

なければならない。世界の多くの人々は，以下のような諸要因からリプロダクティブ・ヘルス

を享受できないでいる。すなわち，人間のセクシュアリティに関する不十分な知識，リプロダ

クティブ・ヘルスについての不適切または質の低い情報とサービス，危険性の高い性行動の蔓

延，差別的な社会慣習，女性と少女に対する否定的な態度，多くの女性と少女が自らの人生の

中の性と生殖に関し限られた権限しか持たないことである。思春期の若者は特に弱い立場にあ

る。これは大部分の国では情報と関連サービスが不足しているためである。高齢の男女は性に

関する健康およびリプロダクティブ・ヘルスについて特有の問題を抱えているが，十分な対応

がなされていない場合が多い。 
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図２	 日本の人工妊娠中絶件数 
 
	 「優生保護法」の問題点は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的

に不妊手術（法律では優生手術と表記）と人工妊娠中絶を認めていたことであり、これは疾患

や障害者の人権を侵害していた。障害者運動、とりわけ女性障害者が妊娠・出産する権利の主

張、そして女性運動の共闘によって、「優生保護法」が改正され、「母体保護法」となった。 
「母体保護法」では人工妊娠中絶ができる要件は、「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」がある妊娠の場合か、レイプによる妊娠の場合である。「経済的理

由」の解釈はあいまいであり、女性が希望すればほぼ中絶手術を受けることができる。また、

法律では中絶は本人の同意だけではなく、指定医師による認定と配偶者がいる場合には配偶者

の同意が必要だと定められている。指定医師による認定と配偶者の同意に対しては、女性のリ

プロダクティブ・ライツを認めていない条件だとして、女性たちが修正を働きかけてきたが、

現在も存続している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

優生保護法 
法律第百五十六号（昭二三・七・一三） 
 
第一章	 総則 
（この法律の目的） 
第一条	 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護す
ることを目的とする。 

母体保護法 

（医師の認定による人工妊娠中絶）  

第十四条  都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師（以下「指定医

師」という。）は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うこ

とができる。  

一  妊娠の継続又は分娩が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もの  

二  暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの  

２  前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶

者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。 
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	 	 もうひとつは、経口避妊薬のピルの解禁である。日本	 

 
中絶が認められる妊娠週数は法律では定められておらず、厚生労働省の通達によって決めら

れている。現在は妊娠満 22週未満（21週 6日まで）である。図３に示したように、20歳代（20
－24 歳、25－29 歳）の人工妊娠中絶実施率が他の年代よりも高い。図４のようにほとんどの
中絶手術は妊娠 12週までに実施されている。 

 
図３ 

 

 
 
 
	  
北村4は、全国 3000 人（16~49 歳）への層化二段階抽出法での質問紙調査の結果を報告して

                                                        
4 北村邦夫	 2011	 「第 5回男女の生活と意識に関する調査」（分担研究者：北村邦夫）『平成
22年度厚生労働科学研究費補助金	 望まない妊娠防止に関する総合的研究』（主任研究者：竹
田省） 

図４  「母体の健康」を事由にした人工妊娠中絶の年齢別・実施週数別実施件数 

（H22 衛生行政報告より柘植作成） 
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いる。また、この調査結果では、人工妊娠中絶経験者は調査対象者の 15.5%であり、そのうち、
35.6%が反復中絶（中絶を繰り返し行うこと）の経験者だった。反復中絶の経験者は、「婚姻関
係にある」「子どもがいる」率が高かった、という。中絶理由は「相手と結婚していないので、

産めない」（27.4%）がもっとも多く、次いで「経済的な余裕がない」（13.3%）、「相手との将来
を描けないから」（11.9%）、「自分の仕事・学業を中断したくない」（7.4%）という結果を報告
している。さらに「相手と結婚していないので、産めない」と答えたなかで一番多かった年齢

層は 35~39歳、「経済的な余裕がない」は 30歳～34歳、「相手との将来を描けないから」は 30~34
歳、「自分の仕事・学業を中断したくない」20~24歳だった。 
人工妊娠中絶に対する意識について、北村の調査結果では、「胎児に対して申し訳ない気持

ち」（54.8%）が多く、その他は「自分の人生において必要な選択」（13.3%）、「自分を責める気
持ち」（12.6%）となっていた。日本では水子供養という慣習がある。「水子」の中に、流産、
死産や生まれてすぐに亡くなった子とともに、中絶された胎児も含まれる。この慣習は 1960
年代末から 70 年代にかけて人工妊娠中絶を経験した女性が多く、また中絶に反対する勢力が
政治的な活動が活発になっていたころと重なる。供養には少なくない金銭的な負担が必要とな

るため、仏教寺院の収入とも関係している。「胎児に申し訳ない」といった気持ちを抱くのは、

この水子供養の慣習の影響があるかもしれない。 
20 歳未満の人工妊娠中絶件数は、1995 年以降に目立って増加し、人工妊娠中絶実施率が上

昇した。この理由としては若年者への避妊や人工妊娠中絶に対する正確な知識が伝わっていな

いこと、また、男性との関係においてコンドームによる避妊を要求することができないことも

推察される。2001年から 2010年には 10代の人工妊娠実施率を低下されることが政策5目標の

ひとつに掲げられ、10代の中絶率が低下していたが、2010年以降、ほぼ横ばいになっている。 
人工妊娠中絶率は地域間の差があり、各年代とも大都市圏以外の地域の中絶率の方が高い傾

向にある。この原因として、社会経済的な格差が指摘されており6、この要因の分析と対応が

課題となっている。 

 
 
                                                        
5 「健やか親子 21」（2001～2010年）、 
6 池田	 2012	 人工妊娠中絶の地域格差に関する研究 
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第 2点の経口避妊薬（低用量ピル）の日本での認可は 1999年である。また、2011年には緊
急経口避妊薬も承認された。当時の国連加盟国の中で、日本はピルの認可がもっとも遅かった。

その理由はいくつか指摘されている。その一部を紹介すると、1)ピルが中容量だった 1960 年
代に日本でも使用されたが副作用が大きかったことからの反対、2)人工妊娠中絶が開業産婦人
科診療所の大きな収入源であったため、ピル解禁によって収入が減少することへの危機感から

の反対、3)ピル解禁によって女性の性的な行動が活発化することへの政治家などからの危惧に
よる反対、4)HIV/AIDの感染防止の対策には、ピル解禁よりも日本でもっとも使用されている
コンドームを推奨すべきであるという意見からの反対、5)ピル解禁による出生率低下のおそれ
からの反対、などが指摘されている（北村	 20027、松本 20058）。 
	 北村の調査では、日本の避妊方法でもっとも使用されているのは男性用コンドームで約 8割
を占める。ピルは、解禁されて 10年以上を経て、その使用率は 3.7%である。とくに、10代の
避妊方法はコンドーム以外にはなく、これも今後の課題である。 
 
2-2.	 セクシュアル／リプロダクティブ・ヘルス 
2－2－1．思春期 
先に紹介した北村の調査では、性交経験者が 50%を超えるのは男性 18歳、女性 19歳となっ

ており、男女差は小さい。調査時点で 16~19 歳に尋ねた 15 歳時点での性交経験率は、男性は
6.6%、女性は 1.6%で、若干の差があるが、いずれも低い。 
日本では若い女性が産婦人科に行くのは、妊娠したときか、望んでも妊娠しない（不妊）と

き、婦人科系の疾患のときである。思春期外来をもつ婦人科の数も少ないため、思春期の女性

が婦人科や産科、あるいは女性科に行くのは、月経のトラブル（月経不順、無月経、月経痛な

ど）のときになる。逆に言えば、妊娠かトラブルがなければ、性交を継続的にしていても産婦

人科にかかる人は少ない。これは、医師の処方が必要なピルやその他の避妊方法、性行為感染

症の検査から女性を遠ざける結果になっている。 
 
2－2－2．妊娠・出産 
日本の妊産婦死亡率は 2012 年が 4.0 である。これは 2007 年 3.1、2008 年 3.5 から若干上昇

している。この要因はいろいろあるが、少子化と出産における医療事故の訴訟が増えたことに

よって出産を担う産科の医師が減少したこと、現役の産科医師の労働時間が長くなったために

さらに産科を志望する医師が減り、産科を有する病院・診療所が減少したことが大きな要因と

して挙げられる。このための対策として、厚生労働省は出産事故を防ぐために出産施設の集約

化で対処しようとしている。集約化については妊婦健診や産婦の緊急搬送など集約化を進める

ことによって移動距離が長くなり時間がかかるようになること、さらに妊娠・出産が高度に医

療化されていくことなどの問題指摘がある。これには、1950年代から 1970年代にかけての自
宅出産から施設（開業医院、助産所）さらに病院へという出産場所の変化、帝王切開率の上昇、

医療管理の進展などが、女性の希望・快適さではなく、安全の追求からのみ進められることへ

の疑問を含んでいる。 
さらに、産科での医療事故訴訟への対応として、2009年に産科医療補償制度が導入された。

これは、分娩に関連して発症した重度脳性まひの子どもへの経済的補償のために、産婦が保険

料を負担して民間の保険に加入する制度である。運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構

が行っている。	  
	  
                                                        
7 北村邦夫	 2002	 『ピル』集英社 
8 松本彩子	 2005	 『ピルはなぜ歓迎されないのか』勁草書房 
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2－2－3． 妊娠・出産の高齢化と不妊 
日本の妊娠・出産の特徴のひとつとして、妊娠・出産の高齢化がある。年齢が高くなるとと

もに妊娠しづらくなり、出産の身体的なリスクもあがる。しかし、その情報は女性にもほとん

ど伝えられてこなかった。また、その結果として、望んでも子どもができない夫婦が増えつつ

あるとされる。 
政府は少子化対策という視点から、体外受精などの高度生殖補助医療を利用する際に補助金

を出している。しかし、不妊という状態の問題は、子どもがいないことだけではなく、不妊と

いう状態にあることについての悩みも小さくない。医療技術を使うことへの経済的支援だけで

はなく、心理的支援と社会的な理解が必要である。 
 
3	 セクシュアル・マイノリティ 
	 テレビ番組や新聞・雑誌記事、書籍など、セクシュアル・マイノリティをテーマにした情報

はかなり増えた。セクシュアル・マイノリティ自身（当事者）がカミングアウトして、意見・

情報を発信することも増えた。これまで不可視化されていたセクシュアル・マイノリティの

人々が、身近な存在となったことによって、意識の変化が生じている。 
自分の身体的な性別に違和感を抱く人、性別再指定手術を受けて性別変更をした人について

の認識も高まってきた。しかし、同性婚への抵抗、偏見の解消が課題である。 
 

4	 HIV/AIDS 
厚生労働省のエイズ動向委員会9の報告によれば、2013 年に新たに報告された HIV 感染者

数は	 1,106	 件、AIDS 患者数は	 484	 件であり、両者を合わせた新規報告件数は	 1,590 件であ

った。このうち、男性は 96％を占める。2013	 年に累積報告件数（凝固因子製剤による感染例

を除く）は	 2.3	 万件に達し、2013	 年末の時点では	 HIV	 感染者	 15,812	 件、AIDS	 患者	 7,203	 

件で計	 23,015	 件となった。HIV	 新規感染者報告数は、2008	 年をピークとしてその後横ばい

傾向にあるが、2013	 年はこれまでで	 2	 番目に多かった。新規感染者の過半数は男性同性間性

的接触によるが、男性及び女性異性間性的接触による感染者に HIV 感染に気づかないまま新規

のエイズ発症する割合が高い傾向があった。異性間性的接触では HIV 感染への注意が低下する

と考えられる。年齢では、新規 HIV	 感染者は	 20	 歳代、30	 歳代に集中しており、新規 AIDS	 患

者では	 20	 歳以上に幅広く分布し、30	 歳代、40	 歳代に多かった、という。	 

塚原10の報告によれば、2012 年末までの	 HIV	 感染妊娠の報告総数は	 803	 例あった。1995 年

以降毎年	 30	 例前後から 40	 例前後あり、HIV	 感染妊婦の減少には至っていない。HIV	 感染妊

娠では、抗ウイルス療法と選択的帝王切開の組み合わせにより母子感染率は	 0.4％であった。 
 
まとめ  

	 日本のリプロダクティブ・ヘルスについての教育や情報提供の必要性は、低年齢層から、高

年齢層にまで必要な状況にある。避妊や人工妊娠中絶についての知識、ＳＴＤ予防についての

知識、妊娠・出産および不妊についての知識など、日本の女性の知識の乏しさが露呈している。

学校、女性センターや男女共同参画センター、保健センターなど、いろいろな場所とメディア

での正確な情報発信が必要である。 
この項では、買売春、人身取引、性的暴力、DV についてはほとんど言及しなかったが、こ

                                                        
9 厚生労働省エイズ動向委員会 2014「平成２５年エイズ発生動向－概要－」
http://api-net.jfap.or.jp/status/2013/13nenpo/h25gaiyo.pdf	 2014年 8月 27日閲覧 
10	 塚原優己	 2014	 「HIV	 母子感染の疫学調査と予防対策および女性・小児感染者支援に関す
る研究」平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業（研究代表者	 塚原優己）	 
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れらが日本社会の女性の健康をめぐる大きな課題であることはいうまでもない。	 

 


