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令和３年度東京都医師会グループ医学賞を受賞させ
ていただいたのでご報告致します。
この賞は東京都医師会が地域において活躍するグ
ループを支援する目的で設けた賞で、優れた業績をあげ
たグループを表彰し助成金を贈るというものです。この
度、我々の東京都公立高等学校・中学校における性教育
の取り組みを評価頂きました。
東京産婦人科医会学校保健部では2006年から学校教
育に協力する活動を開始しています。
個人として活動されている先生は以前よりおられま
したが、産婦人科医会として活動することにより行政と
の信頼関係が構築され義務教育である中学校での性教
育にまで活動の幅を広げることができました。性教育は
一人一人が思ったような人生を歩むためのライフスキ
ル教育です。我々産婦人科医の活躍が益々期待されてい
ます。この活動にさらに多くの先生方にご協力頂けるこ
とを期待しております。
今後とも皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいた
します。

令和４年１月22日（土曜日）
、令和３年度の第２回ブ
ロック代表者会・会長協議会が書面にて開催されまし
た。当初はAP市ヶ谷での開催を予定しておりましたが、
新型コロナウィルス感染拡大のため、残念ながらこのよ
うな形式とさせていただきました。庶務報告として、会
員数（令和３年12月31日現在1266名）・令和３年度に行
われた各事業・令和４年度の各事業予定案を報告致しま
した。東京都医師会への要望として、新型コロナウィル
ス第５波の状況を踏まえたうえで、１．新型コロナ感染
妊婦の全体数把握と情報提供・２．新型コロナウィルス
感染妊婦の対応について・３．一般救急搬送と周産期搬
送の連携強化・４．妊婦とその家族へのワクチン優先接
種について提出致しました。その他、各部署から書面に
て報告させていただきました。尚、おぎゃー献金イベン
トは残念ながら中止となっております。また、各支部か
らのご要望・連絡事項は事前に提出していただき、当医
会担当理事より回答をさせていただいております。来年
は新型コロナウィルス感染が落ち着くことを期待し、皆
様とお会いできることを楽しみにしております。
総務部担当理事 中林 稔

１月22日第７回おぎゃー献金イベント

医療的ケア児への支援について
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景としてNICU等
に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使
用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的
に必要な児童のことです。全国の在宅で生活する医療的
ケア児数は直近10年で約２倍に増えており、約２万人と
推計されています。特に、人工呼吸器を必要とする児童
数は直近８年で約2,000人から約5,000人へと約2.6倍に増
加しており、０～４歳児が最も多く、経年での増え方も
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大きくなっています。
い場合は医療的ケアの判定スコアの調査は省略可能）
、
障害児者が日常生活又は社会生活を営むために必要
当該判定スコアの調査項目欄に規定するいずれかの医
な障害福祉サービス等については、障害児者のニーズに
療行為を必要とする状態の場合には、通常の発達を超え
対応したサービス提供と制度の持続可能性を確保するた
る介助等を要するものとして通所給付決定を行うこと
め、３年に１度の報酬改定を実施しています。令和３年
として差し支えないとする運用の改善を行いました。こ
度報酬改定（以下、本改定）については、厚生労働省「障
の運用の見直しにより、NICU等からの退院直後の医療
害福祉サービス等報酬改定検討チーム」において、令和
的ケア児が新生児期から円滑に必要な障害福祉サービ
２年２月から、関係者のご意見を伺いながら議論を進め、 ス等の支援を受けられるようになることが期待されて
令和３年２月に改定内容のとりまとめに至りました。
います。
本稿では、本改定のうち主な医療的ケア児への支援に
また、議員立法により令和３年６月11日に成立した
ついてご紹介します。
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法
NICUから退院して在宅生活をスタートする時期から
律」（以下、本法）が同年９月18日に施行されました。
乳幼児期については、医療的ケア児の家庭では、慣れな
本法では、「医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会
い医療的ケアの実施だけではなく、医療的ケア児の側か
全体で支援」「個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ
ら24時間、医療的ケアのためにひとときも離れられず
目なく行われる支援」
「居住地域にかかわらず等しく適
に、睡眠時間を十分に確保できない等の生活上の様々な
切な支援を受けられる施策」等の５つの基本理念が掲げ
課題を抱えていることが調査結果により明らかになり
られており、国および地方公共団体はこの基本理念に則
ました。また、障害児が障害福祉サービス等を利用する
り、医療的ケア児およびその家族（以下、医療的ケア児
ための給付決定等については、自治体が障害の種類や程
等）に対する支援を実施する責務があることが明記され
度、心身の状態などを総合的に勘案して給付費の支給の
ています。さらに本法には、医療的ケア児等に対する相
要否を決定していますが、NICUから退院して在宅生活
談支援等を行う「医療的ケア児支援センター（以下、支
をスタートする時期の医療的ケア児について、自治体
援センター）」を都道府県が設置できる旨の規定が設け
（※１）
のみで
職員による５領域11項目の障害児の調査
られています。支援センターの設置は義務づけられてい
は、それが乳幼児としての通常の発達の範囲の介助なの
ないものの、５つの基本理念の実現のため、医療的ケア
か、それを超える内部障害等による通常の発達を超える
児等に対する相談支援の「情報の集約点」となる支援セ
介助なのかということを判断することが難しいために、 ンターが多くの都道府県で設置されることが期待され
障害福祉サービス等の給付決定等が得られにくいとい
ており、厚生労働省としても、医療的ケア児等総合支援
う課題が指摘されました。
事業等を通じて、医療的ケア児等の支援体制の整備の推
このような現状を踏まえ、本改定ではNICU等での集
進に努めて参ります。
中治療を経て退院した直後の医療的ケア児については、
執筆：厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
５領域11項目の調査（※１）に加えて医療的ケアの判定ス
障害福祉課障害児・発達障害者支援室 北澤直美
コア（※２）における医師の判断を踏まえて支給の要否や
支給量を決定することとし（ただし、保護者が希望しな 【参考】
◦厚生労働省HP「令和３年度障害福祉サービス等報酬改
※１「食事」「排泄」「入浴」「移動」「行動障害及び精神症状」の
定について」
５領域（11項目）について、必要な介助等の状態等につい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
て評価する調査。
/0000202214_00007.html
※２ 本改定で、医療的ケア児に係る判定基準の項目や点数を見
直し、障害児通所支援における新判定スコアとして新たな
「医療的ケアスコア」表を作成。医療的ケアスコアは14項目
の医療的ケアの「基本スコア」と「見守りスコア」の合計
点数から成る。
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◦厚生労働省HP「介護給付費等に係る支給決定事務等の
事務処理要領」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17797.html

キャッシュレスに関するアンケート結果

アンケート結果
１．施設規模についてお答えください
有床診療所

12.5％
Ⅰ 実施期間：令和３年12月３日より同年12月15日
Ⅱ 実施要領：東京産婦人科医会会員でメールアドレス
の届けのある会員にグーグルフォームによるアンケー
病院
トを行った。
45.8％
無床診療所
Ⅱ 回答数：アンケート送付793名中回答件数96件（令
41.7％
和３年１月５日時点会員数1271名）
Ⅲ 考察：１）施設規模（結果１）では、キャッシュ
レス導入は病院93.2％、有床診療所66.7％、無床診療所
57.5％で、キャッシュレス化の順位としては予想通りで
＜備考＞無床診療所40件のうち、ART実施医療機関の数は２
件となり、２件ともキャッシュレスの導入には「い
あったが、ARTをしていない無床診療所で、回答され
いえ」の回答であった。
た半数以上で導入されているのが意外であった。
２）導入しているキャッシュレス手段（結果５）と
４．キャッシュレスを導入していますか
しては、全体でクレジットカードのみが75％、クレジッ
トカードと電子マネー、QRコード決済すべてに対応が 【有床診療所：12件】
12.5％、クレジットカードと電子マネーのみが9.7％で
あった。クレジットカードのみに対応は病院で87.8％、
有床診療所で75％、無床診療所で52.2％であり、医業対
いいえ
策委員会では、安全性や簡便性からクレジットカードに
33.3％
絞るという対応も有意義であるという指摘があった。し
かし、若い世代を中心に少額の支払いでも電子マネーや
はい
QRコード決済を好む傾向は明らかで、少額決済の多い
66.7％
無床診療所で30.4％がどの決済法も扱っているのは興味
深かった。
３）保険診療の支払いでキャッシュレスを導入して
【無床診療所：40件】
いるか否かについて、病院では100％、有床診療所で
62.5％、無床診療所で87％が導入していると回答。
４）キャッシュレスの流れについて、「当然と思う」、
「やむを得ない」、があわせて83.4％を占めた。
いいえ
５）以前、ご紹介した日本医師会のオルカによる決済
42.5％
はい
以後、他にも低手数料を謳うシステムがでてきており、
57.5％
以下を参照されたい。
１．三井住友銀行×GMO stera pack
２．三井住友カード×Ciメディカル stera
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５．導入している方にお伺いします。導入している
キャッシュレス方法についてお答えください（当てはま
るもの全て）
【全体：72件】
1.4％

※アンケート結果、その他意見はHPにも掲載しております。

SNSに関するアンケート 【回答数79件】

1.4％

9.7％

・手数料が馬鹿にならないが、未収金対策の一環だと思って
あきらめている。

■75.0％：①クレカ

Ⅰ 実施期間：令和３年12月３日より同年12月15日
Ⅱ 回答数：アンケート送付793名中回答件数79件（令
■ 9.7％：③クレカ、電子マネー
和３年１月５日時点会員数1271）
75.0％
■ 1.4％：④クレカ、デビットカード
Ⅲ 概要：令和２年に行ったアンケート後の現状を把握
■ 1.4％：⑤クレカ、QR決済
すべくアンケートを行った。今回は、簡便性のためグー
グルフォームを使用。
<備考>
Ⅳ 考察：１）SNS上の評価（結果１）について、閲覧
・電子マネー（Suica nanacoなど）
したことがあるという回答は86.1％でそのうち63.3％が
・QRコード（スマホ）決済（Paypay, LINEpay, au pay, d払い,
適切ではないまたは中傷であると感じたと回答。
など）
２）書き込みに対し、65.8％は何もしなかったか無視
をしたと回答、何らかのアクションは、
「書き込みに返
８．導入していない医療機関（23件）にお伺いします。
信」
「SNS管理者に抗議または削除依頼」が8.9％ずつで、
今後、導入する予定はありますか？
「自身または第三者に依頼して削除」は2.5％であった。
（閲覧してない方でも対処をしたという回答されている
数年以内に導入予定
17.4％
ので、それを含んでいます。
）
３）書き込みにより業績の変化があったかどうかに
ついては、「特に変わらなかった」が68.4％を占めた
1 年以内に導入予定
が、一方、自身やスタッフの「気分の低下があった」と
17.4％
導入予定はない
31.1％から回答があり、何らかの規制が必要であるとい
65.2％
う回答は77.2％であった。
12.5％

■12.5％：②クレカ、電子マネー、QR決済

９．医療機関におけるキャッシュレス化についてどう思
いますか
【全体：96件】
反対である
6.3％

やむをえないと思う
31.3％

ない
13.9％

ある
86.1％

当然、または賛成
52.1％

未回答
4.2％
どうとも思わない
6.3％

10．キャッシュレス化について何かご意見がありました
らお書きください
・当院は健検診施設で保険外の会計が主体なのでやむなくク
レジットカード使用可にしているが、保険診療の支払いに
ついては抵抗がある。
・医療施設もサービス業であり、特別視される必要もないと
思います。キャッシュレス化を政府が推進している以上、
それに反駁する必要もないかと思います。
・手数料が発生するため、自費診療のみ導入予定です。
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アンケート結果
１．ご自身の医療機関についての評価をインターネット
上で閲覧したことはありますか？

２．１で「ある」とお答えの方にお伺いします。その評
価は適正だと思われましたか？
【ある：68件】
特に何も感じなかった
23.5％
適正ではないと感じた
47.1％
適正だと感じた
13.2％
中傷だと感じた
16.2％

６．SNSのかきこみについて何らかの規制が必要だと感
じますか？
【全体：79件】
必要でないと感じる
7.6％
未回答
2.5％
なんとも思わない
12.7％

必要だと感じる
77.2％

７．何かご意見がありましたらご自由にお書きください。
・６については、規制は困難だと思われるが、中には一方的
な見方や虚偽の内容を書き込む患者も珍しくない。しかし
病院側は医師法（秘密厳守）や個人情報保護の観点から反
論ができないことが多い。そこで、自己防衛、意思表明が
可能なようになれば良いと思う。

・事実でなくとも個人の感想だけで評価されてしまうのが怖
い。

・SNSというツールでも、自由と責任は表裏一体である。自

由に発言していいが、一定の責任の下に発言するべきだと
思う。

※アンケート結果、その他意見はHPにも掲載しております。

「令和３年度 性犯罪・性暴力被害者支援のための
医療従事者向け研修」について
内閣府男女共同参画局にて令和２年から４年までの
３年間を「性犯罪・性暴力対策の集中強化期間」とする
ことが決定され、東京都では、性犯罪性暴力被害者支援
に力を入れている。本会も令和元年度より東京都務局人
権部の主催の研修会に共催し、積極的に会員に参加を呼
び掛けている。令和３年度も下記の要領で医療従事者向
け研修が開催されたので報告する。
１．研修名
「令和３年度 性犯罪・性暴力被害者支援のための医療
従事者向け研修」
２．目的
・医療従事者等を対象として、性犯罪等被害者支援の重
要性や診療上の留意点、性犯罪等被害者ワンストッ
プ支援センターで行う取組の内容について理解を深
めること。
・性犯罪等被害者が身近な地域で安心して診療を受けら
れるよう、協力医療機関を確保すること。
３．開催日・方法
令和３年11月29日（月）９時～同年12月24日（金）17

時までの約１か月間
Youtubeの限定公開機能を用いて、専用チャンネルに
てオンデマンド配信された。
４．研修内容
１．都の性犯罪・性暴力被害者支援ワンストップ支援事
業の概要について
（乗木亜子氏）
○民間支援団体、医療機関、警察等との連携により、
「性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業」
（H27
年７月～）を開始・被害者から24時間365日体制で
相談を受付 ⇒被害者の心身の負担軽減・早期回復、
警察への通報・届出促進を目的としている
○都は性犯罪被害者支援に関する医療関係者向け研
修会の開催（産婦人科・精神科）
○必要に応じて、医療機関（産婦人科等）や警察等に
同行支援医療費やカウンセリング費用を助成。
⇒東京都には、性暴力等被害者に対する医療費・カウ
ンセリング費助成金交付制度があり、性暴力等の被
害者が身体に受けた被害の治療等に要する医療費
について、警視庁の公費支出制度など他の公的な金
銭給付を受けられない場合に助成金を交付し、被害
者の経済的負担の軽減を図るもの。被害者が「特定
非営利活動法人性暴力救援センター・東京（SARC
東京）」の支援員に相談を行うことが助成金の交付
対象となる。
⇒対象医療費・支出額・診察料、処置料、治療費につ
いては以下の通りである。
・３つ以内の診療科に限り、診療科ごとに３万円を
限度
・診断書料…上記の規定による診療科に限り各１通
を限度
・緊急避妊薬費用…１回を限度・妊娠検査費用…１
回を限度
・性感染症検査費用（検査項目：HIV、B型肝炎、
クラミジア、梅毒、淋病、その他）…１つの検
査項目について２回を限度
・ 心理療法費用・・・心理臨床機関等の請求額の
うち、10万円を限度とする。
～～～医療機関へのお願い 性暴力等の被害者に
あった方が直接受診され、何らかの相談があった場
合は、警察への届け出又は、
「性暴力救援ダイヤル
NaNa」を受診者にご案内ください～～～～
２．東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援セン
ター・東京（SARC東京）の取り組みについて
（平川和子氏）
SARC東京は2012年６月１日に開設された民間団体
で、24時間365日のホットライン（Not alone, Not afraid
ひとりじゃないよ、おそれないで 03-5607-0799）を窓
口にして被害直後からの総合的支援を行っている。すな
わち、被害者を専門機関にワンストップでつなぐ活動を
行っている組織である。2015年７月より「東京都性犯
罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業」に参画・協定
を結んでいる。支援員44人が３人（夜間は２人）体制、
４交代で業務を行う。被害者を一人にしない同行支援を
実施している。
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げたくない気持に対して、性暴力被害を疑う場合には、
性犯罪・性暴力被害にあっても、被害者が警察に届
とりあえず正確な記録を残して、後日落ち着き次第対
けるのは3.7％程度と推定され、６割の被害者はどこに
応を検討。性器の所見だけでなく、全身のあざや外傷
も相談できていない。SARC東京では、ホットラインで
についても所見をとる必要があるが、必要性を丁重に
つながった後は、支援員が被害状況を丁寧に親身に聞き
説明してもなお拒否される場合は、無理強いしない。
とり、「相談シート」を作成、その後医療機関への同行
本人の申告と外傷の所見が一致しない場合、被害者
をはじめとして、医療費・精神的ケア・弁護士相談、東
が警察に被害届を出している場合、被害届を出すかど
京都からの助成金申請事務等を行っている。この「相談
うか迷っているとき、子どもへの性暴力を診察した場
シート」は各機関で共有されることにより、被害者が各
合、それぞれについて、詳細に解説。
機関でその都度、被害について反復聴取されることによ
診察にさいしての注意として、診察自体が被害のフ
る二次被害を削減できる。責めているわけではないが、
ラッシュバックになりかねず、被害者の十分な理解と
ポロッとでてしまう言葉（「こうすれば良かったね」
）が
了解を得てから行う必要があり、もし被害者が診察を
被害者にとっては、
「悪いのは自分」「ひどい目にあった
ためらうようならば、被害が落ち着いてからの診察に
のは自分も悪かったのではないか」と聞こえてしまう。
する。その場合、告訴のための証拠保全はしにくくな
医師等に本当のことは言えないが心の中で思うことに
ることも説明しておく。
なる。ワンストップ支援センターの意義は大変大きい。
緊急避妊、性感染症、人工妊娠中絶について、詳細
３．産婦人科における性犯罪・性暴力被害者の診療につ
に解説、性犯罪性暴力被害による妊娠について人工妊
いて
（丸本百合子氏）
娠中絶を希望された場合の母体保護法における「配偶
１）性暴力被害者の診察の前に、心がけておくこと
者の同意」の取扱について、
「DV被害者は配偶者の同
同意のない性行為はすべて性暴力であり、刑法で定
意を得ることが困難な場合は本人の同意のみで足り
められた性犯罪は性暴力の一部にしか過ぎない。性暴
る」とした令和３年３月10日の厚労省の回答が紹介さ
力は人間としての尊厳を脅かし、被害者の性的自己決
れた。
定権を奪う人権侵害である。いかなる環境下でも、性
最後に、医療の提供に当たっての心得として、心身
暴力被害の責任は被害者にはなく全ての責任は加害
ともに傷ついている被害者への配慮を忘れずに性暴
者にある。性暴力とは何か、デジタル性暴力や、ポル
力被害者が必要とする医療を提供すること、SARC東
ノを見せること、デートDVなどは、どこまでが性暴
京との連携は必須であることが強調された。
力といえるのか、境界が難しいと言う人もいるが、本
４．性犯罪・性暴力被害者支援のための医療従事者対象
人が望まない性的行為を行うことは、すべて性暴力と
研修
（小西聖子氏）
認識すべき。
医療機関で行う性暴力被害者への心理的対応は、ま
診察の実際診察の基本は、「あなたが悪いのではな
ずはTrauma informed care（健康にかかわる専門家が、
い」と伝え、診察、治療などの全てにおいて被害者が
対象者にかかわるときに、トラウマを意識し、適切に扱
選び決めることができる状況をつくることである。安
うことで、安全、エンパワメント、癒しを増進する実践
易な励ましや同情は被害者を傷つける。被害者の言葉
すること）の視点で行う事。
を事実として、深く受け止めることが大切。
トラウマ反応は、被害後の時期によって異なるため、
２）性暴力被害者に必要な婦人科診療
それぞれに適した対応が必要である。急性トラウマ反応
大量出血や骨折、内臓損傷など生命への危険がある
ケースでは、救急対応や緊急手術ができる病院への連 （2.3日目から１ヶ月後）では、被害記憶の（生々しい、
繰り返す、止められない）侵入症状や、思考・感情の回
携受診になる。しかし被害者は受傷時の状況を正確に
避や解離の持続などがみられる。１ヶ月から３ヶ月以上
話せず自損事故と申告することも多い。被害状況を告

私た ち神澤 医学研 究振興財団は、 子供
を生 み育て る女性及 び高・老年期の 女性
に発現するさまざまな疾患に関する
成因、予防、診断、治療等の多角的な研究
に対して助成を行なっています。
助 成募集 の詳細に つきまし ては、 財団
ホームページをご参照下さい。

絶えることなき
その温もり
その優しさを
応援したい

公益財団法人 神澤医学研究振興財団
〒399-8710 松本市芳野 19 番 48 号
TEL 0263-25-9644 FAX 0263-25-9982
https:// kanzawa-f.kissei.co.jp/
E-mail:fund＠kissei.co.jp
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画／(故)坂元 正一 神澤医学研究振興財団設立発起人・元理事
元社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター所長・元東京大学名誉教授

い対策として以下の各項目について詳細な解説があっ
たつと慢性トラウマ反応となり、思考・感情の回避の持
た。１予防教育：加害者を生まない ２救援・支援制度
続や解離の持続、アイデンティティの不統合・感情不安
の充実：安心して駆け込める医療機関を確保 ３市民啓
定・対人関係の不調などがでてくる。
発：子どものSOSに気づき、適切に介入できる大人を育
被害の話を聞く時には以下の点に注意。一見、冷静な
成する。
ように見えても、大きな恐怖感があったり、恐怖から記
また、被害者の心の回復度のためにも警察に届ける
憶に対して回避的になることが多い。今の状態をきくこ
と、話題にすることで、現実に引き戻すことができる。 重要性を解説、警察での対応について詳細に説明があっ
た。また、救命救急センターにおける性暴力被害の対応
身体を動かすことも役に立つ。（身体的刺激）話す大変
について、状況別に解説、医療従事者が性暴力被害につ
さを理解するが必要。本人の勇気を認める。また回避的
いて学ぶことにより被害者理解が深まり支援につなが
であったり、怖がっていたりすることも認める。
ることを述べられた。勉強となる様々な資料や文献の紹
PTSDでは、被害者自身が思い出すことや治療を回避
介があった。
するため、見逃されやすい。
６．警視庁の犯罪被害者支援制度 ～医療機関の皆様へ
被害者の精神病理の理解と心理教育、サポーティブカ
のお願い～
（杉岡正也氏）
ウンセリング等を紹介。
警視庁における犯罪被害者支援室の業務内容説明の
・・・・・（さらに、精神科における治療が解説され
後、東京都における公費支出制度の解説があった。
・
「診
たが、性暴力被害者の精神的支援の困難さを強く感じさ
断書取得費用」とその際の「診察料」
・緊急避妊薬費用・
せられた）
性感染症検査費用・人工妊娠中絶費用・カウンセリング
５．子どもを性被害から守る～私たち大人がすべきこと～
（小笠原和美氏） 費用（部外カウンセラー）・一時宿泊施設利用費・ハウ
スクリーニング費用・転居費用・御遺体修復費用（当然
令和３年４月16日政府がとりまとめた「性暴力根絶の
「支出除外事由」も「審査」もある）
教材」を紹介。
また、医療機関との連携制度について、医療機関に対
こどもを性暴力性犯罪の当事者にさせないため幼児
しては「被害者に対して普段以上に丁寧な対応をお願い
期から高校まで年代別に使われるように作成されてい
したい」
「夜間・休日等、どこの医療機関で被害者を受
る。幼児には「水着で隠れるところは自分だけの大事な
け入れていただけるかわからない」とのことであった。
ところだよ」と教える。2019年10月日本救急医学会にも
警察への連絡を躊躇せずに行ってほしいこと、警察へ
「性犯罪被害対策特別委員会」が発足した。
の連絡が即事件化ではないことなども語られた。
13歳未満の子どもを対象とした性行為は全て性暴力
７．総括：今回は、６研修を約１ヶ月で視聴すると言う
であり、13歳以上に対して暴行脅迫を用いて性交等をし
ことで、大変内容の濃い充実した研修だった。性被害者
たものは強制性交等罪に問われ、18歳未満のものに対
支援協力医療機関も100を超える予想とのことであり、
し、監護者が性交等を行った場合は監護者性交等罪に問
今回研修後のアンケートがまとまり次第、後日報告予定
われる。この際、「傷」の有無が罰の重軽に影響するの
である。多数の会員の皆様のご参加有り難うございま
でカルテの記載、写真が重要である。
した。
被害者は半数が未成年で被害を受けており、また、加
医業対策部 中島由美子
害者は顔見知りが９割で、教員、スポーツのインストラ
クター、職場の関係者、医師等、NOと云えない立場を利
ホームページの「会員向けご案内」の名前とパスワード
用した犯罪も多く見られた。被害者アンケートからは立
ユーザー名（名前）
taog
件されない性被害が多数存在することがうかがわれた。
パスワード
taog2021
子どもを性被害から守り被害者にも加害者にもしな
※令和４年４月１日より、パスワードはtaog2022に変更いたします。
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東産婦医会筆伝
この度立川相互病院の張暁慧先生よ
り襷を受け取りました、杉並区の荻窪
病院産婦人科の宇都博文と申します。
私の出身地は鹿児島県です。地元の医
学部を卒業しそのまま地元の大学医局
へ入局。サブスペシャリティを取得す
るために宮城県で修行し、東京へ。徐々
に南下して最後は地元に帰る予定でしたが、荻窪病院に
はもう10年以上お世話になっております。普段は主に周
産期・良性婦人科疾患・生殖医療に従事しております。
50歳が目前になってきた今、同僚から“50過ぎたら社会
のために生きる”との宣言をうけ、感銘を受けたばかり
です。
そこで、唐突ですがこの場を借りてプラン・インター
ナショナル® の活動についてご紹介したいと思います。
あらかじめ申し上げておきますが、COIはございません。
三姉妹を持つ父親として思春期の女性医学について
興味があり対処法について検索していると、ある広告を
見つけました。プラン・インターナショナルの広告です。
そこには数字でみる女の子の現実として４項目が掲載
されていました。
①世界の非識字人口の約 2/3 が女性
②途上国では約３人に１人の女の子が18歳未満で結婚
③身体的暴力を受けたことのある女の子は約４人に１人
④人身取引の被害者の71%は女の子か女性
女性に関わる産婦人科医として、また３人の女子の父
親としてこの数字をみて、心を痛めました。
プラン・インターナショナルでは、世界の女の子たち
の「生きていく力」と「未来を変える力」を育てますと
いう理念のもと、様々な支援活動を行っています。
私も微力ながら、この活動に賛同し、継続支援してお
ります。会員の先生方にも興味をもっていただければ幸
いです。
いよいよ４月から体外受精の保険適応が開始します。
賛否両論あるとは思いますが、個人的にはこれまで経済
的に体外受精をあきらめていた方にとってそのハード

ルがぐっと下がると思われ、経済的弱者のより若い世
代、言い換えれば、より体外受精の妊娠率が高い世代の
ニーズを促してくれるものと期待します。もちろん安易
な体外受精は賛成いたしかねますが、治療を望まれる
カップルには朗報ではないかと思います。今回の保険適
応が、多くの子供を持ちたいご夫婦にとっての助けとな
ることを切に願っております。
くしくもこの原稿を書いているまさに最中にウクラ
イナ危機が起こってしまいました。
ロシアやウクライナは代理母出産のsurrogate mother
として日本人が利用している現状があります。また、コ
ロナ禍での渡航制限で国内では実施不可能な代理母や
提供卵による治療はますます困難になっております。子
を持ちたいと願うカップルにとって寛容な社会と容易
なアクセスの実現のための議論をこれからも継続して
いく必要があるのではないでしょうか。
最後にHPVワクチンの積極的な勧奨がようやく再開
しました。これまでワクチン普及にボランティアで活動
していまいした『みんパピ！』運営の先生方に謝辞を述
べさせていただきます。
次の襷は、私にとって腹腔鏡下手術の指導医である
佐々総合病院産婦人科部長の勢多真理子先生にお渡し
します。
2022年1月〜 2022年3月
佐野 靖子
袖本 武男
宮川理華子
伊藤 瑞葉
野島美知夫
佐藤 亜美
武谷 千晶
浜谷 敏生
壽圓 裕康
平田 幸広
関口 将軌
佐山 晴亮
利光 正岳
藤井 達也

入会者

ミラザ新宿つるかめクリニック
（医社）レニア会 篠宮正明記念 アルテミスウイメンズホスピタル
東京北医療センター
（医社）レニア会 篠宮正明記念 アルテミスウイメンズホスピタル
医療法人社団静産会 あらかわレディースクリニック
聖路加国際病院
赤羽中央総合病院婦人科
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室
杉山産婦人科新宿
東京慈恵会医科大学附属病院
東京医科歯科大学病院
東京大学医学部産婦人科学教室
東京大学医学部産婦人科学教室
東京大学医学部産婦人科学教室

母乳栄養児の腸内にはビフィズス菌が多いことが知られています。
世 界 で 乳 児 に 使 用 さ れ て い る ビ フ ィ ズ ス 菌 B . l a c t i s （ Ｂ Ｂ - １ ２ＴＭ ） を
植物油に混合したサプリメントです。

１日６ 滴で１０ 億 個の生きて届くビフィズス菌がとれます。
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