
ライフ・スキル講座：１0 

「胎芽」「胎児」生きる権利はいつから生じる！

＊＊＊＊「「「「皮膚皮膚皮膚皮膚はははは露出露出露出露出したしたしたした脳脳脳脳」」」」

�皮膚皮膚皮膚皮膚はははは発生学的発生学的発生学的発生学的にはにはにはには，，，，

　　　　脳脳脳脳およびおよびおよびおよび中枢神経系中枢神経系中枢神経系中枢神経系とととと同同同同じじじじ外胚葉外胚葉外胚葉外胚葉かかかか
らららら形成形成形成形成されされされされ，，，，

　　　　そのそのそのその広広広広いいいい面積面積面積面積をををを持持持持ってってってって外界外界外界外界からのからのからのからの多多多多
様様様様なななな刺激刺激刺激刺激をををを知覚知覚知覚知覚するするするする。。。。

「「「「HugHugHugHug」「」「」「」「TouchTouchTouchTouch」」」」はははは百薬百薬百薬百薬のののの長長長長
（（（（橋本武夫氏橋本武夫氏橋本武夫氏橋本武夫氏））））

聖聖聖聖マリアマリアマリアマリア病院母子総合医療病院母子総合医療病院母子総合医療病院母子総合医療センターセンターセンターセンター長長長長

�脳生理学的脳生理学的脳生理学的脳生理学的なななな研究研究研究研究からからからから

�こどものこどものこどものこどもの脳脳脳脳をををを育育育育てるのはおてるのはおてるのはおてるのはお母母母母さんのさんのさんのさんの触触触触れれれれ合合合合いいいいとととと
ささやきささやきささやきささやきがががが大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす。。。。

�EBMEBMEBMEBM((((EvdenceEvdenceEvdenceEvdence----based Medicine)based Medicine)based Medicine)based Medicine)がががが浸透浸透浸透浸透するするするする。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

自然科学自然科学自然科学自然科学のののの情報情報情報情報がががが単単単単なるなるなるなる数値数値数値数値のみでのみでのみでのみで置置置置きききき換換換換えらえらえらえら

れないようにれないようにれないようにれないように！！！！！！！！

タッチケアタッチケアタッチケアタッチケアのののの効果効果効果効果（（（（子子子子どもどもどもども））））

1.1.1.1.体重増加体重増加体重増加体重増加がよいがよいがよいがよい

2.2.2.2.過敏症過敏症過敏症過敏症がががが落落落落ちちちち着着着着くくくく

3.3.3.3.睡眠睡眠睡眠睡眠・・・・覚醒覚醒覚醒覚醒ががががスムーズスムーズスムーズスムーズ（（（（早早早早いいいい））））

4.4.4.4.社会性社会性社会性社会性がががが増増増増すすすす

5.5.5.5.相互作用行動相互作用行動相互作用行動相互作用行動がががが発達発達発達発達するするするする

6.6.6.6.ストレスホルモンストレスホルモンストレスホルモンストレスホルモン（（（（コルチゾールコルチゾールコルチゾールコルチゾール，，，，
ノルエピネフリンノルエピネフリンノルエピネフリンノルエピネフリン））））がががが低下低下低下低下

7.7.7.7.セロトニンセロトニンセロトニンセロトニンのののの増加増加増加増加
日本日本日本日本タッチケアタッチケアタッチケアタッチケア協会協会協会協会　　　　www.touchcare.jpwww.touchcare.jpwww.touchcare.jpwww.touchcare.jpよりよりよりより

タッチケアタッチケアタッチケアタッチケアのののの効果効果効果効果（（（（そのそのそのその他他他他））））

�不安不安不安不安・・・・抑鬱抑鬱抑鬱抑鬱のののの軽減軽減軽減軽減

�気分気分気分気分がよくなるがよくなるがよくなるがよくなる

�自尊心自尊心自尊心自尊心がががが増増増増すすすす

�ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルのののの向上向上向上向上

�コルチゾールコルチゾールコルチゾールコルチゾールのののの低下低下低下低下

�エピネフリンエピネフリンエピネフリンエピネフリンのののの低下低下低下低下

�ノルエピネフリンノルエピネフリンノルエピネフリンノルエピネフリンのののの低下低下低下低下

�ナチュラルキラーナチュラルキラーナチュラルキラーナチュラルキラー（ＮＫ）（ＮＫ）（ＮＫ）（ＮＫ）細胞数細胞数細胞数細胞数とととと

　　　　活性活性活性活性がががが増大増大増大増大
日本日本日本日本タッチケアタッチケアタッチケアタッチケア協会協会協会協会　　　　www.touchcare.jpwww.touchcare.jpwww.touchcare.jpwww.touchcare.jpよりよりよりより

本日本日本日本日のののの演習演習演習演習；；；；16枚枚枚枚ののののｶｰﾄｶｰﾄｶｰﾄｶｰﾄﾞ゙゙゙

�A4用紙用紙用紙用紙１１１１枚枚枚枚をををを配配配配りますりますりますります。。。。

�16枚枚枚枚にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。

�はじめのはじめのはじめのはじめの４４４４枚枚枚枚にににに自分自分自分自分のののの役割役割役割役割をををを書書書書いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

�次次次次のののの４４４４枚枚枚枚にににに自分自分自分自分のののの希望希望希望希望をををを書書書書いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

�次次次次のののの４４４４枚枚枚枚にににに自分自分自分自分のののの大切大切大切大切なななな人人人人をををを書書書書いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

�次次次次のののの４４４４枚枚枚枚にににに自分自分自分自分のののの大切大切大切大切なななな物物物物をををを書書書書いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

�いずれもいずれもいずれもいずれも，，，，１１１１枚枚枚枚にににに一一一一つつつつ書書書書いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

「「「「7777つのつのつのつの習慣最優先事項習慣最優先事項習慣最優先事項習慣最優先事項」」」」人生人生人生人生のののの選択選択選択選択とととと時間時間時間時間のののの原則原則原則原則

（（（（スティーブンスティーブンスティーブンスティーブン・・・・コヴィーコヴィーコヴィーコヴィー著著著著　　　　キングベアーキングベアーキングベアーキングベアー出版出版出版出版））））　　　　
情報提供情報提供情報提供情報提供：：：：千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学　　　　看護管理学看護管理学看護管理学看護管理学　　　　手島恵教授手島恵教授手島恵教授手島恵教授

性性性性のののの情報源情報源情報源情報源をををを選択選択選択選択するするするする

・・・・アダルトアダルトアダルトアダルトビデオビデオビデオビデオ

・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌

・・・・TV

・・・・インターネットインターネットインターネットインターネット

誤誤誤誤ったったったった情報情報情報情報・・・・知識知識知識知識をををを見分見分見分見分けけけけるるるる



紹介紹介紹介紹介：：：：岩室紳也先生岩室紳也先生岩室紳也先生岩室紳也先生ののののサイトサイトサイトサイト
　　　　コンドームコンドームコンドームコンドームのののの達人達人達人達人

信頼できる

サイトを

見る！

03030303----3235323532353235----2638263826382638電話番号電話番号電話番号電話番号

月月月月～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日10101010：：：：00000000～～～～16161616：：：：00 00 00 00 

（（（（祝祭日祝祭日祝祭日祝祭日はははは休休休休みみみみ））））
受付時間受付時間受付時間受付時間

思春期思春期思春期思春期のからだのからだのからだのからだ、、、、心心心心のののの悩悩悩悩みみみみ、、、、性性性性のことのことのことのこと、、、、緊急避妊緊急避妊緊急避妊緊急避妊、、、、避妊避妊避妊避妊
全般全般全般全般のののの相談相談相談相談をををを家族計画協会家族計画協会家族計画協会家族計画協会がががが養成養成養成養成したしたしたした思春期保健相談思春期保健相談思春期保健相談思春期保健相談
士士士士がががが受受受受けていけていけていけているるるる。。。。問題解決問題解決問題解決問題解決のためののためののためののための参考参考参考参考になるになるになるになる情報情報情報情報、、、、知知知知
識識識識をををを活活活活かしながらかしながらかしながらかしながら相談相談相談相談にににに応応応応じていますじていますじていますじています。。。。

思春期思春期思春期思春期・・・・ＦＰＦＰＦＰＦＰホットラインホットラインホットラインホットライン

日本家族計画協会日本家族計画協会日本家族計画協会日本家族計画協会　　　　www.jfpa.or.jpwww.jfpa.or.jpwww.jfpa.or.jpwww.jfpa.or.jpよりよりよりより 妊娠妊娠妊娠妊娠のののの仕組仕組仕組仕組みみみみhomepage3.nifty.com/mhomepage3.nifty.com/mhomepage3.nifty.com/mhomepage3.nifty.com/m----suga/menstrualcycle.htmlsuga/menstrualcycle.htmlsuga/menstrualcycle.htmlsuga/menstrualcycle.htmlよりよりよりより

OC（（（（オーシーオーシーオーシーオーシー：：：：
oral contraception＝＝＝＝経口避妊薬経口避妊薬経口避妊薬経口避妊薬））））

�ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン改訂改訂改訂改訂ののののポイントポイントポイントポイントはははは２２２２つつつつ。。。。

�１１１１つはつはつはつはOC希望者希望者希望者希望者へのへのへのへの検査検査検査検査がががが大幅大幅大幅大幅にににに簡略簡略簡略簡略

化化化化しししし，，，，必須必須必須必須なのはなのはなのはなのは血圧血圧血圧血圧，，，，体重体重体重体重のののの測定測定測定測定のみのみのみのみ。。。。

�もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは月経状態月経状態月経状態月経状態やややや喫煙歴喫煙歴喫煙歴喫煙歴などなどなどなど，，，，問診問診問診問診

　　　　　　　　重視重視重視重視がががが大大大大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴。。。。

Dr.Dr.Dr.Dr.北村北村北村北村ののののJFPAJFPAJFPAJFPAクリニッククリニッククリニッククリニック
www.jfpawww.jfpawww.jfpawww.jfpa----clinic.orgclinic.orgclinic.orgclinic.org/ / / / よりよりよりより

低用量低用量低用量低用量ピルピルピルピルをををを服用服用服用服用しているしているしているしている女性女性女性女性はははは
世界中世界中世界中世界中でででで約約約約9000900090009000万人以上万人以上万人以上万人以上ですですですです。。。。
日本日本日本日本でもでもでもでも、、、、1999199919991999年年年年からからからから発売発売発売発売されされされされ、、、、
現在現在現在現在ではではではでは約約約約33333333～～～～37373737万人万人万人万人のののの女性女性女性女性たちがたちがたちがたちが

使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。
（（（（推定推定推定推定：：：：OCOCOCOC情報情報情報情報センターセンターセンターセンター調調調調べべべべ））））

2001年

出典：World Contraceptive Use 2005, United Nations, Department of Economic and Social Affairs,Population Division,
http://www.un.org/esa/population/publications/contraceptive2005/WCU2005.htm 

2005年

＊＊＊＊OCOCOCOCはははは卵胞卵胞卵胞卵胞ホルモンホルモンホルモンホルモン
（（（（エストロゲンエストロゲンエストロゲンエストロゲン））））
　　　　とととと黄体黄体黄体黄体ホルモンホルモンホルモンホルモン
（（（（プロゲスチンプロゲスチンプロゲスチンプロゲスチン））））
　　　　をををを含含含含んだんだんだんだ合剤合剤合剤合剤。。。。

OCOCOCOCとはとはとはとは何何何何かかかか？？？？

OCOCOCOC OCOCOCOC

OCOCOCOC

OCOCOCOC
体重測定体重測定体重測定体重測定

＜＜＜＜OCOCOCOC処方時処方時処方時処方時，，，，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必必必必ずするずするずするずする検査検査検査検査＞＞＞＞

＜＜＜＜希望希望希望希望時時時時のののの検査検査検査検査＞＞＞＞
○○○○血液凝固系検査血液凝固系検査血液凝固系検査血液凝固系検査
○○○○子宮頸部細胞診子宮頸部細胞診子宮頸部細胞診子宮頸部細胞診

○○○○性感染症検性感染症検性感染症検性感染症検
○○○○ 乳房検診乳房検診乳房検診乳房検診

内診内診内診内診しなくてもしなくてもしなくてもしなくてもOCOCOCOCをををを処方処方処方処方してもらしてもらしてもらしてもらえるえるえるえる。。。。

高高高高いいいい検査代検査代検査代検査代をををを払払払払うううう心配心配心配心配もなもなもなもないいいい。。。。

・・・・視床下部視床下部視床下部視床下部・・・・下垂体下垂体下垂体下垂体がががが、「、「、「、「卵巣卵巣卵巣卵巣をををを刺激刺激刺激刺激すすすす
　　　　るるるる必要必要必要必要がないがないがないがない」」」」とととと判断判断判断判断しししし、、、、卵巣卵巣卵巣卵巣からのからのからのからの
　　　　排卵排卵排卵排卵がががが抑制抑制抑制抑制されされされされるるるる。。。。

・・・・血液中血液中血液中血液中にににに十分十分十分十分なななな濃度濃度濃度濃度のののの卵巣卵巣卵巣卵巣ホルモンホルモンホルモンホルモンがががが
　　　　あるようにあるようにあるようにあるように脳脳脳脳のののの中中中中のののの排卵中枢排卵中枢排卵中枢排卵中枢であるであるであるである
　　　　視床下部視床下部視床下部視床下部・・・・下垂体下垂体下垂体下垂体がごまかされがごまかされがごまかされがごまかされるるるる。。。。
（（（（偽妊娠状態偽妊娠状態偽妊娠状態偽妊娠状態））））

・・・・OCOCOCOCをををを服用服用服用服用するとするとするとすると、、、、卵巣卵巣卵巣卵巣ホルモンホルモンホルモンホルモン
　　　　（（（（エストロゲンエストロゲンエストロゲンエストロゲン、、、、プロゲストーゲンプロゲストーゲンプロゲストーゲンプロゲストーゲン））））
　　　　がががが血液中血液中血液中血液中をををを循環循環循環循環。。。。

排卵排卵排卵排卵ののののストップストップストップストップ１１１１．．．．



・・・・OCOCOCOC服用服用服用服用でででで子宮内膜子宮内膜子宮内膜子宮内膜がががが薄薄薄薄くなりくなりくなりくなり、、、、
　　　　排卵排卵排卵排卵がががが起起起起きたきたきたきた場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、受精卵受精卵受精卵受精卵がががが
　　　　着床着床着床着床しにくいしにくいしにくいしにくい状態状態状態状態になりになりになりになり、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠をををを防防防防ぐぐぐぐ。。。。

受精卵着床受精卵着床受精卵着床受精卵着床のののの抑止抑止抑止抑止３３３３．．．．

・・・・「「「「プロゲストーゲンプロゲストーゲンプロゲストーゲンプロゲストーゲン」」」」のののの働働働働きできできできで、、、、
　　　　子宮頸管粘液子宮頸管粘液子宮頸管粘液子宮頸管粘液のののの性状性状性状性状がががが変化変化変化変化しししし
　　　　（（（（粘性粘性粘性粘性をををを高高高高めるめるめるめる）、）、）、）、精子精子精子精子をををを子宮内子宮内子宮内子宮内にににに
　　　　入入入入りにくくりにくくりにくくりにくくするするするする。。。。

精子精子精子精子のののの子宮内進入子宮内進入子宮内進入子宮内進入のののの抑止抑止抑止抑止２２２２．．．．

OCOCOCOC情報情報情報情報センターセンターセンターセンター
http://www.pillhttp://www.pillhttp://www.pillhttp://www.pill----ocic.net/ocic.net/ocic.net/ocic.net/よりよりよりより

OCのののの最大最大最大最大ののののメリットメリットメリットメリットはははは，，，，
確実確実確実確実なななな避妊避妊避妊避妊 。。。。

ピルピルピルピル

脳内ホルモンの一時的
機能停止

排卵停止

完全な避妊

OCののののそのそのそのその他他他他ののののメリットメリットメリットメリット　　　　副効用副効用副効用副効用〉〉〉〉

・・・・月経周期月経周期月経周期月経周期のののの安定安定安定安定
・・・・月経痛月経痛月経痛月経痛のののの軽減軽減軽減軽減
・・・・月経量月経量月経量月経量のののの軽減軽減軽減軽減（（（（貧血貧血貧血貧血のののの改善改善改善改善））））
・・・・ニキビニキビニキビニキビやややや多毛症多毛症多毛症多毛症のののの改善改善改善改善
・・・・卵巣卵巣卵巣卵巣がんがんがんがん、、、、子宮体子宮体子宮体子宮体がんのがんのがんのがんの発症発症発症発症のののの低下低下低下低下
・・・・子宮内膜症子宮内膜症子宮内膜症子宮内膜症のののの改善改善改善改善あるいはあるいはあるいはあるいは予防予防予防予防
・・・・良性良性良性良性のののの乳房疾患乳房疾患乳房疾患乳房疾患のののの発症発症発症発症のののの低下低下低下低下
・・・・骨盤内感染症骨盤内感染症骨盤内感染症骨盤内感染症のののの予防予防予防予防
・・・・卵巣嚢腫卵巣嚢腫卵巣嚢腫卵巣嚢腫のののの発症発症発症発症のののの低下低下低下低下
・・・・子宮外妊娠子宮外妊娠子宮外妊娠子宮外妊娠のののの予防予防予防予防

OCOCOCOC情報情報情報情報センターセンターセンターセンター
http://www.pillhttp://www.pillhttp://www.pillhttp://www.pill----ocic.net/ocic.net/ocic.net/ocic.net/よりよりよりより

OCのののの副作用副作用副作用副作用
�OCのののの服用初服用初服用初服用初めにはめにはめにはめには、、、、嘔嘔嘔嘔気気気気、、、、頭痛頭痛頭痛頭痛、、、、嘔吐嘔吐嘔吐嘔吐、、、、乳房乳房乳房乳房緊満感緊満感緊満感緊満感，，，，
乳房痛乳房痛乳房痛乳房痛・・・・不正出血不正出血不正出血不正出血のようなのようなのようなのような症状症状症状症状がががが現現現現れることがあれることがあれることがあれることがあるるるる。。。。
OCのののの服用服用服用服用をををを２２２２～～～～３３３３周期周期周期周期（（（（3ヶヶヶヶ月程度月程度月程度月程度））））続続続続けるとけるとけるとけると軽減軽減軽減軽減ささささ
れるれるれるれる。。。。

�自分自分自分自分のののの体質体質体質体質についてについてについてについて、、、、医師医師医師医師によくによくによくによく相談相談相談相談をををを！！！！

�たばこをたばこをたばこをたばこを吸吸吸吸うううう人人人人ががががOCをををを服用服用服用服用したしたしたした場合場合場合場合、、、、循環器系循環器系循環器系循環器系のののの副副副副
作用作用作用作用（（（（血栓症血栓症血栓症血栓症、、、、心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞などなどなどなど））））にかかるにかかるにかかるにかかる危険性危険性危険性危険性がががが高高高高まままま
るるるる。。。。OCをををを服用服用服用服用するするするする場合場合場合場合はははは、、、、禁煙禁煙禁煙禁煙するのがするのがするのがするのが望望望望ましいましいましいましい。。。。

�OCとはとはとはとは関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、定期検査定期検査定期検査定期検査でででで子宮癌検診子宮癌検診子宮癌検診子宮癌検診やややや乳癌検乳癌検乳癌検乳癌検
診診診診はははは１１１１年年年年にににに１１１１回必要回必要回必要回必要。。。。

OCOCOCOC情報情報情報情報センターセンターセンターセンター
http://www.pillhttp://www.pillhttp://www.pillhttp://www.pill----ocic.net/ocic.net/ocic.net/ocic.net/よりよりよりより

エストロゲンエストロゲンエストロゲンエストロゲン
依存性依存性依存性依存性

・・・・悪心悪心悪心悪心，，，，嘔吐嘔吐嘔吐嘔吐

・・・・頭痛頭痛頭痛頭痛

・・・・下痢下痢下痢下痢

・・・・水分貯留水分貯留水分貯留水分貯留

・・・・脂肪貯留脂肪貯留脂肪貯留脂肪貯留

・・・・帯下増加帯下増加帯下増加帯下増加

・・・・経血量増加経血量増加経血量増加経血量増加

・・・・血圧上昇血圧上昇血圧上昇血圧上昇

ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｹﾛｹﾛｹﾛｹﾞ゙゙゙ｽﾃﾛﾝｽﾃﾛﾝｽﾃﾛﾝｽﾃﾛﾝ　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　依存性依存性依存性依存性

・・・・倦怠感倦怠感倦怠感倦怠感

・・・・抑抑抑抑うつうつうつうつ

・・・・乳房緊満乳房緊満乳房緊満乳房緊満

・・・・月経前緊張月経前緊張月経前緊張月経前緊張

　　　　様症状様症状様症状様症状

・・・・性欲低下性欲低下性欲低下性欲低下

・・・・経血量減少経血量減少経血量減少経血量減少

アンドロゲンアンドロゲンアンドロゲンアンドロゲン　　　　アンドロゲンアンドロゲンアンドロゲンアンドロゲン　　　　
　　　　　　　　　　　　依存性依存性依存性依存性　　　　　　　　　　　　依存性依存性依存性依存性

・・・・体重増加体重増加体重増加体重増加

・・・・ニキビニキビニキビニキビ

・・・・食欲亢進食欲亢進食欲亢進食欲亢進

・・・・男性化症状男性化症状男性化症状男性化症状

＜＜＜＜OC服用服用服用服用とととと日常生活日常生活日常生活日常生活・・・・行動行動行動行動にににに

おけるおけるおけるおけるリスクリスクリスクリスクのののの比較比較比較比較＞＞＞＞

【日常生活・行動】　　　　【１０万人の女性が
　　　　　　　　　　　　　　　　　１年間に死亡するリスク】
　　　　　　
OC服用時（健康な非喫煙者）　　　　　　　　 １
妊娠・出産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６
家庭内の事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
交通事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８
喫煙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６７

＊Fouts AC, Kraus SJ. Trichomonas vaginalis: reevaluation of its clinical 
presentation and laboratory diagnosis. Journal of Infectious Diseases, 1980, 
141:137-43.より

OCのののの服用服用服用服用についてについてについてについて

� 低用量低用量低用量低用量ピルピルピルピルはははは「「「「月経月経月経月経のののの第第第第1日目日目日目日目」」」」からからからから飲飲飲飲みみみみ始始始始めるめるめるめる。。。。
�初初初初めてめてめてめて使用使用使用使用するするするする際際際際、、、、月経月経月経月経のののの5日目日目日目日目をををを超超超超えるならえるならえるならえるなら、、、、ピルピルピルピルをををを飲飲飲飲みながらみながらみながらみながら
7日間日間日間日間ははははコンドームコンドームコンドームコンドームなどなどなどなど他他他他のののの避妊法避妊法避妊法避妊法をををを併用併用併用併用。。。。

�はっきりしないはっきりしないはっきりしないはっきりしない出血出血出血出血のののの場合場合場合場合、、、、確実確実確実確実なななな出血出血出血出血をもってをもってをもってをもってピルピルピルピルのののの服用服用服用服用をををを開開開開
始始始始するするするする。。。。通常通常通常通常のののの月経月経月経月経とはとはとはとは明明明明らかにらかにらかにらかに異異異異なるなるなるなる出血出血出血出血のののの場合場合場合場合、、、、ピルピルピルピルのののの服用服用服用服用
をあきらめをあきらめをあきらめをあきらめ，，，，医師医師医師医師にににに相談相談相談相談。。。。

�自分自分自分自分のののの生活時間生活時間生活時間生活時間をををを考考考考ええええ、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、決決決決まったまったまったまった時間時間時間時間にににに飲飲飲飲むむむむ習慣習慣習慣習慣をつけをつけをつけをつけ、、、、
飲飲飲飲みみみみ忘忘忘忘れをれをれをれを防防防防ごうごうごうごう。。。。

�飲飲飲飲みみみみ始始始始めのめのめのめの1、、、、2周期目周期目周期目周期目まではまではまではまでは、、、、偽妊娠状態偽妊娠状態偽妊娠状態偽妊娠状態ののののためためためため「「「「気持気持気持気持ちちちち悪悪悪悪いいいい」」」」
とかとかとかとか「「「「吐吐吐吐きききき気気気気」」」」をををを感感感感じるじるじるじる人人人人もいるもいるもいるもいる。。。。夕方夕方夕方夕方からからからから夜夜夜夜にかけにかけにかけにかけ服用服用服用服用したほうしたほうしたほうしたほう
がががが影響影響影響影響をををを少少少少なくできるなくできるなくできるなくできる。。。。食後食後食後食後すぐにすぐにすぐにすぐに飲飲飲飲むことでむことでむことでむことで気持気持気持気持ちちちち悪悪悪悪さがさがさがさが軽軽軽軽くなくなくなくな
るるるる人人人人もももも・・・・・・・・・・・・。。。。

�ピルピルピルピルをををを服用服用服用服用しししし1時間以内時間以内時間以内時間以内にににに吐吐吐吐いてしまったいてしまったいてしまったいてしまった場合場合場合場合、、、、翌日分翌日分翌日分翌日分をををを服用服用服用服用すすすす
ることることることること。。。。

Dr.Dr.Dr.Dr.北村北村北村北村ののののJFPAJFPAJFPAJFPAクリニッククリニッククリニッククリニック
www.jfpawww.jfpawww.jfpawww.jfpa----clinic.orgclinic.orgclinic.orgclinic.org/ / / / よりよりよりより

大学生大学生大学生大学生のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが行行行行うううう避妊法避妊法避妊法避妊法のののの選択選択選択選択

○○○○コンドームコンドームコンドームコンドーム（（（（男性用男性用男性用男性用・・・・女性用女性用女性用女性用））））

◎◎◎◎ピルピルピルピル（（（（経口避妊薬経口避妊薬経口避妊薬経口避妊薬））））

××××ＩＵＤ（ＩＵＤ（ＩＵＤ（ＩＵＤ（子宮内避妊具子宮内避妊具子宮内避妊具子宮内避妊具））））

△△△△避妊避妊避妊避妊フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・錠剤錠剤錠剤錠剤・・・・ゼリーゼリーゼリーゼリー

××××不妊手術不妊手術不妊手術不妊手術

○○○○基礎体温法基礎体温法基礎体温法基礎体温法



精子精子精子精子のののの受胎能獲得受胎能獲得受胎能獲得受胎能獲得とととと受精受精受精受精
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１１１．．．．運動精子運動精子運動精子運動精子はははは射精射精射精射精85時間後時間後時間後時間後もももも卵管内卵管内卵管内卵管内にににに存存存存　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　　　　　　　在在在在するするするする。。。。

２２２２．．．．射精射精射精射精されたされたされたされた精子精子精子精子はははは，，，，２２２２億億億億からからからから３３３３億億億億でででで，，，，早早早早

　　　　　　　　いものはいものはいものはいものは　　　　５５５５分後分後分後分後卵管内卵管内卵管内卵管内にににに到達到達到達到達するするするする。。。。

３３３３．．．．最終的最終的最終的最終的にににに卵管膨大部卵管膨大部卵管膨大部卵管膨大部にににに200個個個個のののの精子精子精子精子がががが　　　　　　　　

　　　　　　　　到達到達到達到達するするするする。。。。

４４４４．．．．卵子卵子卵子卵子とととと受精受精受精受精するのはそのうちのたったするのはそのうちのたったするのはそのうちのたったするのはそのうちのたった

　　　　　　　　1つつつつ。。。。

５５５５．．．．他他他他のののの精子精子精子精子のののの進入進入進入進入をををを防防防防ぐぐぐぐ機構機構機構機構がががが働働働働きききき，，，，多精多精多精多精

　　　　　　　　子受精子受精子受精子受精をををを防止防止防止防止するするするする。。。。

胎児胎児胎児胎児のののの発育発育発育発育とととと器官形成器官形成器官形成器官形成　　　　
発生発生発生発生のののの第第第第４４４４～～～～１２１２１２１２週週週週：：：：器官形成期器官形成期器官形成期器官形成期

�外胚葉外胚葉外胚葉外胚葉：：：：中枢神経系中枢神経系中枢神経系中枢神経系，，，，末梢神経系末梢神経系末梢神経系末梢神経系，，，，目目目目・・・・耳耳耳耳・・・・
鼻鼻鼻鼻のののの感覚上皮感覚上皮感覚上皮感覚上皮，，，，表皮表皮表皮表皮，，，，乳腺乳腺乳腺乳腺，，，，下垂体下垂体下垂体下垂体，，，，皮脂皮脂皮脂皮脂
腺腺腺腺，，，，歯牙歯牙歯牙歯牙ののののｴﾅﾒﾙｴﾅﾒﾙｴﾅﾒﾙｴﾅﾒﾙ質質質質

�中胚葉中胚葉中胚葉中胚葉：：：：生殖腺生殖腺生殖腺生殖腺，，，，心臓心臓心臓心臓，，，，血管血管血管血管，，，，ﾘﾝﾊﾘﾝﾊﾘﾝﾊﾘﾝﾊﾟ゚゚゚官官官官，，，，血血血血
球球球球，，，，筋肉組織筋肉組織筋肉組織筋肉組織，，，，骨骨骨骨，，，，軟骨軟骨軟骨軟骨，，，，結合組織結合組織結合組織結合組織，，，，腎臓腎臓腎臓腎臓，，，，
脾臓脾臓脾臓脾臓，，，，副腎皮質副腎皮質副腎皮質副腎皮質

�内胚葉内胚葉内胚葉内胚葉：：：：胃腸胃腸胃腸胃腸，，，，肝臓肝臓肝臓肝臓やややや膵臓膵臓膵臓膵臓のののの腺細胞腺細胞腺細胞腺細胞，，，，脾脾脾脾
臓臓臓臓，，，，気管気管気管気管，，，，膀胱膀胱膀胱膀胱，，，，尿道尿道尿道尿道，，，，扁桃腺扁桃腺扁桃腺扁桃腺，，，，甲状腺甲状腺甲状腺甲状腺，，，，
胸腺胸腺胸腺胸腺，，，，鼓室鼓室鼓室鼓室

胎芽胎芽胎芽胎芽とととと胎児胎児胎児胎児
�妊娠妊娠妊娠妊娠１０１０１０１０週未満週未満週未満週未満（（（（受精後受精後受精後受精後８８８８週週週週までまでまでまで）：）：）：）：胎芽胎芽胎芽胎芽

正常胎児正常胎児正常胎児正常胎児のののの超音波画像超音波画像超音波画像超音波画像よりよりよりよりwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htm

受精後受精後受精後受精後４４４４週後週後週後週後

写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（198119811981198119811981198119811981198119811981）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．

　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ494949494949494949494949

妊娠妊娠妊娠妊娠８８８８週週週週　　　　　　　　
身長身長身長身長１１１１ｃｍｃｍｃｍｃｍ

手手手手はかすかにはかすかにはかすかにはかすかに指指指指がががが
わかるわかるわかるわかる。。。。
足足足足はまだはまだはまだはまだ
櫂櫂櫂櫂（（（（かいかいかいかい））））のののの
ようにみえるようにみえるようにみえるようにみえる

写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（198119811981198119811981198119811981198119811981）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．

　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ565656565656565656565656 正常胎児正常胎児正常胎児正常胎児のののの超音波画像超音波画像超音波画像超音波画像よりよりよりよりwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htm

�妊娠妊娠妊娠妊娠１０１０１０１０週以降週以降週以降週以降（（（（受精後受精後受精後受精後９９９９週週週週からからからから）：）：）：）：胎児胎児胎児胎児　　　　（（（（２２２２頭身頭身頭身頭身））））

正常胎児正常胎児正常胎児正常胎児のののの超音波画像超音波画像超音波画像超音波画像よりよりよりよりwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htm

妊娠妊娠妊娠妊娠１６１６１６１６週週週週（（（（３３３３頭身頭身頭身頭身））））

正常胎児正常胎児正常胎児正常胎児のののの超音波画像超音波画像超音波画像超音波画像よりよりよりよりwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htm

妊娠妊娠妊娠妊娠　　　　　　　　
２０２０２０２０週週週週
（（（（６６６６ヵヵヵヵ月月月月））））
１８１８１８１８㎝㎝㎝㎝

写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（写真写真写真写真：：：：レナートレナートレナートレナート・・・・ニルソンニルソンニルソンニルソン．（．（．（．（198119811981198119811981198119811981198119811981）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．）「）「）「）「生生生生まれるまれるまれるまれる」．」．」．」．講談社講談社講談社講談社．．．．

表紙表紙表紙表紙　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ表紙表紙表紙表紙　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ表紙表紙表紙表紙　ｐ　ｐ　ｐ　ｐ125125125125125125125125125125125125



妊娠妊娠妊娠妊娠２２２２２２２２週未満週未満週未満週未満のののの妊娠妊娠妊娠妊娠のののの中断中断中断中断；；；；流産流産流産流産

正常胎児正常胎児正常胎児正常胎児のののの超音波画像超音波画像超音波画像超音波画像よりよりよりよりwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htmwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/echo/echo.htm

日本産科婦人科学会日本産科婦人科学会日本産科婦人科学会日本産科婦人科学会のののの「「「「早産早産早産早産」」」」のののの定義定義定義定義

WHOのののの「「「「早産早産早産早産」」」」のののの定義定義定義定義

www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/souzan/souzanwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/souzan/souzanwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/souzan/souzanwww5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/souzan/souzan----teigiteigiteigiteigi----nado.htm nado.htm nado.htm nado.htm よりよりよりより

人工妊娠中絶人工妊娠中絶人工妊娠中絶人工妊娠中絶とととと法律法律法律法律

妊娠２２週未満まで

１２１２１２１２週以降週以降週以降週以降のののの中期中絶中期中絶中期中絶中期中絶のののの場合場合場合場合はははは
市役所市役所市役所市役所のののの戸籍係戸籍係戸籍係戸籍係にににに死産届死産届死産届死産届けけけけをををを提出提出提出提出

人工妊娠中絶人工妊娠中絶人工妊娠中絶人工妊娠中絶 (法律用語法律用語法律用語法律用語ではではではでは堕胎堕胎堕胎堕胎) 

�子宮内で生きている胎児を母体外で生命を保
続できない時期 (妊娠満22週未満) に人為的
に母体外に排出すること。

�日本の法律では胎児は「人」ではないが、人工
妊娠中絶を行うと堕胎罪 (刑法第２９章、第212
～216条) を問われる。

�ただし母体保護法の定める人工妊娠中絶 (22
週未満) と母体救出のための緊急避難は適応
外。

3333----2222　　　　妊娠中絶妊娠中絶妊娠中絶妊娠中絶にかかるにかかるにかかるにかかる費用費用費用費用3333----2222　　　　妊娠中絶妊娠中絶妊娠中絶妊娠中絶にかかるにかかるにかかるにかかる費用費用費用費用

最終月経最終月経最終月経最終月経から  から  から  から  8888 週間以内週間以内週間以内週間以内・・・・・・・・・・・・　  　  　  　  8888 万円万円万円万円～～～～10101010 万円万円万円万円    
    
　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　12121212 週間以内週間以内週間以内週間以内・・・・・・・・・・・・　　　　12121212 万円万円万円万円～～～～15151515 万円万円万円万円    
    

　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　16161616 週間以内週間以内週間以内週間以内・・・・・・・・・・・・　　　　15151515 万円以上万円以上万円以上万円以上     
    

　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　16161616 週間以降週間以降週間以降週間以降・・・・・・・・・・・・　　　　20202020 万円以上万円以上万円以上万円以上

最終月経最終月経最終月経最終月経から  から  から  から  8888 週間以内週間以内週間以内週間以内・・・・・・・・・・・・　  　  　  　  8888 万円万円万円万円～～～～10101010 万円万円万円万円    
    
　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　12121212 週間以内週間以内週間以内週間以内・・・・・・・・・・・・　　　　12121212 万円万円万円万円～～～～15151515 万円万円万円万円    
    
　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　16161616 週間以内週間以内週間以内週間以内・・・・・・・・・・・・　　　　15151515 万円以上万円以上万円以上万円以上     
    
　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　16161616 週間以降週間以降週間以降週間以降・・・・・・・・・・・・　　　　20202020 万円以上万円以上万円以上万円以上

    ＊＊＊＊健康保険健康保険健康保険健康保険はききませんはききませんはききませんはききません     

＊＊＊＊費用費用費用費用はははは必必必必ずずずず前払前払前払前払いになっていますいになっていますいになっていますいになっています

    ＊＊＊＊健康保険健康保険健康保険健康保険はききませんはききませんはききませんはききません     
＊＊＊＊費用費用費用費用はははは必必必必ずずずず前払前払前払前払いになっていますいになっていますいになっていますいになっています

費用費用費用費用はははは各病院各病院各病院各病院にににに問問問問いいいい合合合合わせをしてわせをしてわせをしてわせをして下下下下さいさいさいさい。。。。

中絶後中絶後中絶後中絶後のののの炎症炎症炎症炎症・・・・損傷損傷損傷損傷

腹痛腹痛腹痛腹痛

出血出血出血出血

発熱発熱発熱発熱

中絶中絶中絶中絶のののの後数日後数日後数日後数日たってたってたってたって
症状症状症状症状がががが続続続続くくくく、、、、出出出出てくるてくるてくるてくる

SEXのののの後後後後でもできるでもできるでもできるでもできる避妊避妊避妊避妊

After morning pill
というというというという方法方法方法方法がありますがありますがありますがあります
（（（（無効無効無効無効なななな場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります））））

SEXからからからから48時間以内時間以内時間以内時間以内にににに産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科にににに行行行行きましょうきましょうきましょうきましょう。。。。

目目目目；；；；新生児新生児新生児新生児にはにはにはにはママママママママのののの顔顔顔顔がががが見見見見えているえているえているえている
口口口口；；；；何何何何でもでもでもでも口口口口にににに入入入入れるのはれるのはれるのはれるのは生生生生きていくためのきていくためのきていくためのきていくための本能本能本能本能



鼻鼻鼻鼻；；；；ママママママママのにおいがのにおいがのにおいがのにおいが好好好好きききき 。。。。かぎわけるかぎわけるかぎわけるかぎわける力力力力もあるもあるもあるもある。
耳耳耳耳；；；；妊娠中期妊娠中期妊娠中期妊娠中期にににに、、、、ママママママママのののの声声声声やややや心臓心臓心臓心臓のののの鼓動鼓動鼓動鼓動，，，，血流音血流音血流音血流音などをなどをなどをなどを聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。
おなかのおなかのおなかのおなかの壁壁壁壁やややや羊水羊水羊水羊水などをなどをなどをなどを通通通通 してしてしてして聞聞聞聞くためくためくためくため、、、、少少少少しこもってしこもってしこもってしこもって聞聞聞聞こえるこえるこえるこえる。。。。

リプロダクティブヘルツリプロダクティブヘルツリプロダクティブヘルツリプロダクティブヘルツ・・・・ライツライツライツライツ
リプロダクションリプロダクションリプロダクションリプロダクション・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘルツヘルツヘルツヘルツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライツライツライツライツ・・・・・・・・・・・・

�周囲周囲周囲周囲にににに振振振振りりりり回回回回されずされずされずされず、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自分自分自分自分のののの人生人生人生人生はははは自分自分自分自分でででで選択選択選択選択

自分自分自分自分のからだとのからだとのからだとのからだと心心心心がががが、、、、
一生一生一生一生をををを通通通通じていいじていいじていいじていい状態状態状態状態にあるにあるにあるにある権利権利権利権利

生殖
健康

権利

ゲームルールゲームルールゲームルールゲームルール

００００

１１１１

２２２２

３３３３

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション
回数回数回数回数

性行為性行為性行為性行為をしないをしないをしないをしない

必必必必ずずずず避妊避妊避妊避妊するするするする

たまにたまにたまにたまに避妊避妊避妊避妊するするするする

避妊避妊避妊避妊しないしないしないしない

避妊避妊避妊避妊にににに対対対対するするするする考考考考
ええええ方方方方

日本助産師会北海道支部会長日本助産師会北海道支部会長日本助産師会北海道支部会長日本助産師会北海道支部会長　　　　東紀子氏紹介東紀子氏紹介東紀子氏紹介東紀子氏紹介

紹介図書紹介図書紹介図書紹介図書

�100万回生万回生万回生万回生きたねこきたねこきたねこきたねこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野洋子佐野洋子佐野洋子佐野洋子

1977197719771977年第年第年第年第１１１１刷刷刷刷、、、、2000200020002000

年第年第年第年第６９６９６９６９刷刷刷刷。。。。絵本絵本絵本絵本ののののベベベベ
ストセラーストセラーストセラーストセラー。。。。

生生生生とととと死死死死、、、、生生生生きがいきがいきがいきがい、、、、愛愛愛愛、、、、
夫婦夫婦夫婦夫婦、、、、などなどなどなど考考考考えさせらえさせらえさせらえさせら
れるれるれるれる。。。。

動物動物動物動物からからからから学学学学べべべべ！！！！

�新生児微笑新生児微笑新生児微笑新生児微笑やややや新生児模倣新生児模倣新生児模倣新生児模倣ははははヒトヒトヒトヒトのののの赤赤赤赤ちゃんちゃんちゃんちゃん
のののの特徴特徴特徴特徴とされてきましたがとされてきましたがとされてきましたがとされてきましたが、、、、チンパンジーチンパンジーチンパンジーチンパンジー
にもそのにもそのにもそのにもその能力能力能力能力があるがあるがあるがある。。。。

　　　　　　　　松沢哲郎松沢哲郎松沢哲郎松沢哲郎 教授教授教授教授（（（（1950））））理学博士理学博士理学博士理学博士。。。。専門専門専門専門はははは霊長類学霊長類学霊長類学霊長類学、、、、

　　　　　　　　　　　　比較認知科学比較認知科学比較認知科学比較認知科学。。。。京都大大学院文学研究科心理学専攻京都大大学院文学研究科心理学専攻京都大大学院文学研究科心理学専攻京都大大学院文学研究科心理学専攻

　　　　　　　　　　　　博士課程中退博士課程中退博士課程中退博士課程中退。。。。同大霊長類研究所教授同大霊長類研究所教授同大霊長類研究所教授同大霊長類研究所教授。。。。現在現在現在現在はははは所長所長所長所長。。。。

�眼眼眼眼のののの拭拭拭拭きききき方方方方　　　　目目目目じりからじりからじりからじりから目頭目頭目頭目頭へへへへ。。。。

　　　　ねこのねこのねこのねこの顔洗顔洗顔洗顔洗いをいをいをいを想像想像想像想像してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

野生野生野生野生ののののチンパンジーチンパンジーチンパンジーチンパンジーもまたもまたもまたもまた、、、、
親親親親のののの後後後後ろろろろ姿姿姿姿をををを見見見見ながらながらながらながら育育育育っていっていっていっていくくくく。。。。

�果実果実果実果実のののの硬硬硬硬いいいい種種種種をををを叩叩叩叩きききき割割割割りりりり、、、、中中中中のののの核核核核をををを取取取取
りりりり出出出出してしてしてして食食食食べるというべるというべるというべるという文化文化文化文化をををを持持持持ったったったったチチチチ
ンパンジーンパンジーンパンジーンパンジーのののの群群群群れがれがれがれがあるあるあるある。。。。子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、
親親親親がががが道具道具道具道具をををを使使使使いこなすいこなすいこなすいこなす様子様子様子様子をじっとをじっとをじっとをじっと観観観観
察察察察してしてしてして、、、、手順手順手順手順がわかったらがわかったらがわかったらがわかったら自分自分自分自分もももも挑戦挑戦挑戦挑戦
しししし，，，，親親親親からからからから子子子子へとへとへとへと文化文化文化文化やややや技術技術技術技術がががが継承継承継承継承ささささ
れていくれていくれていくれていく 。。。。

味覚味覚味覚味覚をををを刺激刺激刺激刺激したいしたいしたいしたい！！！！母乳母乳母乳母乳をををを勧勧勧勧めるわけめるわけめるわけめるわけ

�母乳母乳母乳母乳のののの場合場合場合場合はははは、、、、カロリーカロリーカロリーカロリーをををを多多多多くくくく含含含含んだんだんだんだ、、、、
濃濃濃濃いいいい母乳母乳母乳母乳がががが最初最初最初最初のほうにのほうにのほうにのほうに出出出出てててて、、、、飲飲飲飲みみみみ続続続続
けるにけるにけるにけるに従従従従ってってってって、、、、出出出出るるるる母乳母乳母乳母乳ははははサラサラサラサラサラサラサラサラとととと
したしたしたした薄薄薄薄いものになるいものになるいものになるいものになる。。。。そのそのそのその分分分分だけだけだけだけカロカロカロカロ
リーリーリーリーはははは低低低低くなるためくなるためくなるためくなるため、、、、長長長長いいいい間間間間おっぱいおっぱいおっぱいおっぱい
にしがみついていたりにしがみついていたりにしがみついていたりにしがみついていたり、、、、頻繁頻繁頻繁頻繁にににに授乳授乳授乳授乳しししし
たとしてもたとしてもたとしてもたとしても、、、、相対的相対的相対的相対的ななななカロリーカロリーカロリーカロリーにはにはにはには、、、、
さほどさほどさほどさほど差差差差はははは出出出出ないないないない。。。。

遺伝遺伝遺伝遺伝1/31/31/31/3・・・・・・・・・・・・。。。。

�虐待虐待虐待虐待　　　　　　　　をををを防防防防ぐぐぐぐ。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん，，，，夫選夫選夫選夫選びをびをびをびを慎重慎重慎重慎重にににに！！！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦松浦松浦松浦　　　　賢長先生賢長先生賢長先生賢長先生

　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（福岡県立大学地域国際看護学講座教授福岡県立大学地域国際看護学講座教授福岡県立大学地域国際看護学講座教授福岡県立大学地域国際看護学講座教授））））

子子子子はははは光光光光！！！！



＊＊＊＊Life Skillのののの向上向上向上向上のためにのためにのためにのために
�Information　　　　情報情報情報情報選択能力選択能力選択能力選択能力

�Education　　　　日常生活能力日常生活能力日常生活能力日常生活能力

�Communication　　　　コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力　　　　

　　　　　　　　　　　　生生生生きききき残残残残ったったったった事実事実事実事実からからからから・・・・・・・・・・・・社会的存在

　　　　　　　　　　　　　　　の人間

Knowledge　正しい知識と情報を

　　　　　　　　　　得なければ選択できない

ＱＯＬ　身体的，精神的，社会的に
　　　　自律した生活を送ること

自分自分自分自分のののの身体身体身体身体をををを知知知知りりりり，　　，　　，　　，　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　自分自分自分自分のののの身体身体身体身体をををを守守守守るるるる

ということということということということ。。。。

HO
スタンプ


