お 母さん の 命を守る

© Ami Vitale/PANOS

新 し い 命 の た め に 失 くし て い い 命 な ん て な い

No woman should die giving life

新 し い 命 の た め に 失 くし て い い 命

No woman should

ます。また、アフリカなどで続けられている FGM/C（女性性器

お母さんの命を守るために

切除）など、女性の体に悪影響を及ぼす伝統的な慣習は、お母さ

1 分に 1 人、世界のどこかで、妊娠や出産、それに伴う合併症

んの死亡や後遺症を引き起こす原因にもなります。

が原因で女性が命を落としています。1 年間では 50 万人以上の

先進国では、妊娠や出産による後遺症が残ったり、死亡したり
することは極めて稀です。東アジアや中南米諸国でも妊産婦死亡

お母さんが亡くなっていることになります。
それは、女性が生涯を通じて貧しい環境に置かれ、さらには人

率は減ってきており、以前と比べ 50％以上減少した国もありま

権を脅かされることさえある社会のしくみが原因です。多くの女

す。しかし、アフリカや南アジアでは、多くの女性と女児が妊娠

性が、子どもを、いつ、何人、どのくらいの間隔をあけて産むか

や出産に関連した合併症が原因で亡くなっています。実に妊産婦

を自分で決められずにいます。妊娠や出産に必要な教育や緊急産

死亡全体の 99％は、開発途上国で起きており、出産でお母さん

科ケアが十分に提供されていないからです。このような基本的な

を亡くしたために孤児となる子どもの数は、毎年 100 万人にの

生命の営みのための活動がないがしろにされているのは、お母さ

ぼります。母親がいる子どもに比べ、母親を失った子どもが幼い

んの健康と権利、そして尊厳を保障することの重要性が十分に認

頃に亡くなる確率は10倍も高いと言われています。

識されていないからにほかなりません。加えて、妊娠や出産で亡

三つの遅れ

くなる可能性の 20 倍以上の確率で、出産による後遺症が残りま
す。とりわけ、フィスチュラ（産科ろう孔）は深刻で、慢性的な
失禁症、下肢障害や、それに伴う社会的差別を受けることもあり

多くのお母さんが命を落としているのは、
「三つの遅れ」が原
因と考えられています。
１）治療を受けることを判断するまでの遅れ
２）緊急産科ケアが受けられる病院や診療所を見つけ、そこに辿
り着くまでの遅れ
３）適切かつ十分な治療を受けるまでの遅れ
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お母さんの健康を守るためには、これら三つの遅れの問題すべ
てに対処する必要があります。
また、望まない妊娠を避けるため、誰もが家族計画を実行でき、
助産師などの専門家が出産に立ち会い、必要な時に適切な緊急産
科ケアを受けることができる、といった環境の整備が必要なのです。

お 母さんの命を守るための国際 的 取 組み
ミレニアム開発目標には、
「妊産婦の健康を守る」という目標が5
番目に掲げられています。その達成のために、以下の2つの具体的
目標が定められています。
「1990年から2015年までに、
妊産婦の死亡率を4分の3引き下げる」
「2015年までに、誰もがリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関
する健康）関連のケアやサービスが受けられるようにする」

られていました。
お母さんの健康を改善するための支援活動を効率的に行うために
は、妊産婦死亡率の他にも、助産師などが出産に立ち会う割合、避
妊実行率、産前健診の受診回数、家族計画に関する需要が満たされ
ている割合、若年出産（10 ～ 19 歳）の割合などの指標を使って達
成度をはかることができます。
ミレニアム開発目標 5 を達成するためには、年間 55 億米ドルか

一つ目の具体的目標は、1994 年に開催された「国際人口開発会
議（ICPD /カイロ会議）
」で採択された「行動計画」にも既に掲げ
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ら 61 億米ドルの追加資金が必要と推計されています。国際社会は、
長期的な財政支援を求められているのです。

ミレニアム開発目標とは、189カ国の加盟国代表が出席した2000年の国連ミレニアムサミットでの合意をもとに採択された、開発に関する国際社
会の共通の枠組み。2015年までに達成すべき8つの目標を定めている。

なんてない

die giving life
家族 計画を実 行し、
望まない 妊 娠を減らす
お母さんの死亡や後遺症を引き起こす原因の一つに、望まない
妊娠があります。多くの女性が、子どもを産むかどうか、妊娠し
© Carina Wint for UNFPA

た場合に出産するかどうかさえ選ぶことができないままでいます。
たとえ妊娠を避けたり時期を遅らせたいと思っても、2 億人の女
性が、安全で効果的な避妊薬（具）を手にすることができません。
もし彼女たちが避妊を確実に実行できたなら、妊娠や出産を原因
とする死亡を 3 分の 1 減らすことができるとされています。とり
わけ、中絶が原因の死亡や後遺症のうち 90% は、避妊薬（具）

きません。サハラ以南のアフリカでは、お母さんになった女性の

を使えば防ぐことができます。しかし実際には、開発途上国だけ

70％が、産後の保健医療ケアを受けられずにいます。多くの妊

でも毎年1,900万件の安全でない中絶があると推計されます。安

産婦死亡が出産中から産後 2 日以内に起こることからも、こうし

全でない中絶が原因で、年間約 6 万 8,000 人もの女性が命を落

たケアは非常に重要です。

とし、数百万人が合併症や後遺症を引き起こしているのです。

緊 急 産 科ケアを受ける

助産師などが出産に立ち会う
助産師などが立ち会わない出産では、お母さんの死亡や後遺症

お母さんの死亡や後遺症の予防とは、時間との勝負であると言
えます。出産前後の死亡の多くは、陣痛開始から出産後 48 時間

を引き起こす可能性が高くなります。先進国では、ほとんどの出

の間に発生します。中には、出産後出血のように発症から 2 時間

産に産婦人科医や助産師などが立ち会います。しかし、開発途上

以内で死に至る場合もあります。また、お母さんが病院に搬送さ

国では、助産師などによる立ち会いの下で行われる出産は全体の

れたとしても、その病院の医療スタッフや設備が不十分なため、

57％程度で、最貧国では20％を下回る例もあります。さらに35

適切な治療が提供されずに命を落とす場合もあります。

％のお母さんは、助産師などによる産前健診を受けることすらで

なぜ「 お母さん 」の 命なのか
社会生活のあらゆる部分で男性が優位となっている社会では、

「三 つ の 遅れ 」
社会・経済・文化的背景
疾病の認識不足、女性の地位
が低い、
経済状況が悪い、
教育
レベルが低い、
など

医療施設の利便性
医療施設までの距離が遠い、
交通手段がない、道路の状態
が悪い、
など

女性の健康は軽視されがちです。このような社会では、いつ、ど
こで、誰と、何人の子どもを産むかを決定することはおろか、意
① 治療を受けることを
判断するまでの遅れ

どもを産んだり、出産間隔が極めて短かったりするため、女性が
妊娠や出産によって亡くなる危険性がいっそう高まります。

② 緊急産科ケアが受け
られる病院や診療所
を見つけ、そこに辿
り着くまでの遅れ

家族計画を実行できるようにするだけで、お母さんの死亡を 3
分の 1 減らし、出産時の新生児死亡を 5 分の 1 減らすことができ
ます。また、助産師などの立ち会いの下で出産し必要な緊急産科
ケアが受けられれば、妊産婦死亡を 4 分の 3 減らすことができま

医療サービスの質
医薬品・医療従事者の不足、
医療施設の不備

見を言う事すら女性には許されません。その結果、たくさんの子

③ 適切かつ十分な治療
を受けるまでの遅れ

す。つまり、お母さんの健康を守ることは、人権の保障という観
点からだけでなく、一人ひとりの母親、新生児、そしてその家族
の命を救うことにつながるのです。
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直接の死因が妊娠や出産に関連するものであった場合を「妊産婦死亡」という。出生10万に対する妊産婦死亡数を、
妊産婦死亡率という（出生数とは、
出産数から死産数を引いたものを指す）
。
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国連人口基金の活動
お母さんの健康の改善は、国連人口基金（UNFPA ）の活動
の中心課題です。前ページでも説明されている 3 つの活動を推

接に関連しています。
国連人口基金は、世界 90 カ国以上の地域でお母さんの健康

進しています。

改善のためのプログラムを実施し、財政および技術的な支援

① 家族計画についての適切な情報提供

を行っています。こうした支援は、資金援助国、途上国政府、

② 助産師などの立ち会いのもとでの出産

NGO、国際機関などの様々な機関と協力して行われています。

③ 緊急産科ケア

また 2007 年に結成された「妊産婦と子どもの健康のためのパ
ートナーシップ」にも参加しています。そして、上に挙げた三

これらの活動は、合併症（特に安全でない人工妊娠中絶に伴

つの活動（家族計画、出産への立ち会い、緊急産科ケア）の実現、

うもの）やフィスチュラなどの後遺症の治療、HIV の母子感染

またユニセフと協力しながら産後ケアの提供の拡大についても、

の予防、児童婚や若年妊娠の防止等、その他の取り組みとも密

これまで以上に中心的な役割を務めることになっています。

妊産婦の健康を守る基金
お母さんの健康を改善するための取り組みの一環として、国

準備期間後のプログラム実施期間には、75 カ国中少なくと

連人口基金は新たに「妊産婦の健康を守る基金（Thematic

も 25 カ国が支援の対象になります。これまでに、最初の 6 カ

Fund for Maternal Health、以下「基金」
）
」を創設しました。

国に加えて、ガイアナ、ジブチ、スーダン、ブルンジ、ブルキ

この基金は、2000 ～ 2007年に実施されたキャンペーン「す

ナファソの合計 11 カ国が既に選ばれており、2009 ～ 2011 年

べての妊産婦を健康にするために」をもとにしており、国別に

にプログラムが実施されます。この基金には、2 千万米ドルの

お母さんの健康を守るための保健プログラムを支援しています。

資金が投入される予定となっています。

基金では、まず妊産婦死亡が最も高いサハラ以南のアフリ

第二期（2012 ～ 2015 年）では、第一期に援助を開始した

カ地域や南アジアの低所得国などから、援助対象国となる 75

25 カ国での支援を継続するほか、活動資金に応じてその他の

カ国を選び、支援プログラムを段階的に実施します。第一期

国でもプログラムを行う予定です。

（2008 ～ 2011 年）には最初の半年間の準備期間を経て、すで
にエチオピア、カンボジア、ハイチ、ベナン、マダガスカル、
マラウイの 6カ国で活動が開始されています。各国のニーズを
把握した後、資金調達や人材の確保、プログラムを監督し評価
する仕組みを整備します。
例えば、エチオピアでは緊急産科ケアのニーズ調査が実施さ
れています。この調査結果は、緊急産科ケアを充実させるため

に加え、家族計画を指導する保健医療従事者や助産師の研修、
政策提言や広報活動をしています。こうした活動は、各国政府
や他の国連機関と協力して行われています。
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や、フィスチュラ対策などのエチオピア政府の保健政策に役立
てられることになります。またハイチでは、同様のニーズ調査

妊娠や出産が原因で女性が亡くなる確率は、スウェーデンで1万7,400人に1人なのに対し、アフガニスタンやシエラレオネでは8人に1人である。
お母さんの死亡原因で多いのは、出血、感染、高血圧に伴う痙攣、閉塞性分娩、安全でない中絶などである。
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移動 式 医 療クリニックによるお母さん の 支 援：ミャンマー
2008年5月、サイクロン「ナルギス」がミャンマーを直撃しました。

サービスを提供し、マーさんの地区の移動式ク

被害は、死者8万4,000人以上、行方不明者5万3,000人以上にのぼっ

リニックだけでも、被災後から 9 月までの 4 カ

たと発表されました。

月間に 1,192 人のお母さんが安全に出産するこ

特に被害の大きかったミャンマー南西部のエーヤワディー管区に住む

とができました。
出産前の 9 日間、マーさんは医師の勧めで、

と子どもを失い、村の修道院に身を寄せました。そこでは、国連人口基

ラピュタという大きな町にある「出産を待つ家」

金とミャンマー医療協会による移動式クリニックが、お母さんに対する

で暮らすことになりました。ここは、病院から

医療支援を行っていました。診察の結果、マーさんは子癇（しかん）と

遠く離れた場所に住む妊婦が、急な出産に備え

いう合併症を起こしていることと、サイクロンによるトラウマで精神状

て待機する場所で、胎児の検査やワクチン接種、

態が不安定であることが分かりました。

健康のためのタンパク質補給、カウンセリング

デルタ地帯に位置するエーヤワディー管区では、助産師などの立ち会

サービスや育児教室が提供されます。出産の日、

いのもと、自宅で出産するのが一般的です。サイクロンの被害は道路や

マーさんは安全に病院へ送り届けられ、無事に

医療施設をはじめ、一般家屋にまでおよび、もともと危険と隣り合わせ

元気な男の子を産むことができました。

だったミャンマーでの妊娠や出産が、サイクロン後は、病院で産前健診
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マー・テイさんは、妊娠9カ月であったにも関わらず、サイクロンで夫

「赤ちゃんはすごくかわいくて元気。
『出産を待つ家』で習ったとおり、

が受けられなかったり、栄養のある食べ物が手に入らなかったり、きれ

6カ月になるまでは母乳で育てるつもりよ。この子をちゃんと育てるた

いな場所で出産を行えないなど、女性はさらに深刻な状況におかれてい

めに、私も強くならなくちゃ。私たちの命を助けてくれて、チェーズー

ました。

ティンバーデー（ミャンマー語で「どうもありがとう」
）
」

国連人口基金は、ミャンマー医療協会と協力して、被害が大きかった

国連人口基金は、このような被災地でも全ての出産が安全に行なわれ

エーヤワディー管区以外の8つの地区にも医師を派遣しました。医師た

るように、移動式クリニックで診察をしたり、精神的身体的な傷を負っ

ちは、出産前、出産時、出産後のケアをはじめ、お母さんにさまざまな

た人たちに心理カウンセリングなどを行っています。

深 夜 の 出産でも助産師などの立ち会 いを：スーダン
スーダンのダルフール南部では、紛争の影響で故郷を逃れた人々の多

せん。助産師などが出産に立ち会わないことも多く、また病院が近くに

くが国内避難民キャンプで暮らしています。ここでは夜間の急な出産を

あることは滅多にありません。お母さんが合併症を引き起こしているこ

受け入れる緊急体制が整っていないため、合併症への対応など不測の事

とに気づかないことさえあるのです。家の長たる男性は妻たちの出産を

態に助産師などが立ち会うことが極めて難しく、大きな問題になってい

軽んじていたり、たとえそうでなくても貧しいために何もできなかった

ます。

りします」

妊娠6カ月のアワティフさんもその一人。キャンプで暮らし始めてか

スーダン全体の中でもとりわけダルフール地方は、妊産婦死亡率509

ら、すでに 4 年が経っていました。アワティフさんは 10 歳の頃に現在

（出生 10 万対）と非常に高く、スーダン全土でも、産科医療を受けられ

の夫と結婚させられ、現在は 4 人の息子の母親です。一番下の息子は、

るお母さんは、出産前でも71%、出産後6週間ではわずか13%に留まっ

キャンプで助産師などの立ち会いのもとで出産しました。しかしそこで

ています。出産に医師や助産師が立ち会う割合も57%にすぎません。

は、治安上の理由で、夜間に出産に立ち会うことのできる助産師などが
一人もいません。

した際にお母さんを病院に搬送するための資金を、地域の人々と共同で

「もし夜の出産で合併症を起こしてしまったらと思うと、非常に心配

積み立てています。また、国連人口基金の支援によって、お母さんのた

です。最寄りの病院に行くには荷馬車を使うしか方法がありません。そ

めの医療クリニックが設置されました。床にはござが敷き詰められ、適

れは危険なだけでなく、高額な料金を払わなければなりません」とアワ

温に保たれた室内は殺菌消毒されています。ダルフール地方特有の砂塵

ティフさんは心配しています。
問題は夜間の出産だけではありません。伝統
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現在、アワティフさんのキャンプでは、夜間の出産で緊急事態が発生

からテントを守るための設備も整っており、分娩台も完備されています。
診察室では、常勤の助産師が産前産後のケアを行っています。夫が同伴

的な出産方法にも問題があります。アワティフ

することが条件になってはいますが、
家族計画の指導を受け、
避妊薬
（具）

さんが以前暮らしていた村では、医者や助産師

を入手することもできます。

のいる病院まで徒歩で3時間もかかるため、地

国連人口基金は、女性だけでなく男性も対象に、専門的な産科医療を

域の慣習にしたがって自宅で出産が行われて

受けることがいかに大切かという理解を広めるよう指導しています。

いました。しかし、伝統的な方法では、妊婦は

また、キャンプへ逃れた人々の中には、身体的な苦痛や疲弊のみならず、

両手を頭の上で縛られ、陣痛のたびに、背筋を

精神的トラウマを抱えた女性も、特に若年層を中心に大勢います。国連

伸ばすためにその紐を立ち会い人が引っ張る

人口基金は、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR ）と協力して、キャ

という、痛みを伴うやり方でした。

ンプ内での若年妊娠や若年出産、HIV エイズや女性への暴力などを予

「医療サービスを受けるのは簡単ではありま

防する活動を行っています。

妊娠や出産における合併症によって、フィスチュラから不妊症、抑うつ病など長期かつ重度の病気や後遺症を患う女性は、毎年1,000万人以上に
のぼる。

アマゾン地 域でのお母さんの医療：エクアドル
エクアドルのアマゾン地域に位置し、コロンビアとの国境沿いにある

告されずにいるとみられています。都市では 76.5%が専門的な産科医

オレラナ郡で、ウィッドマンさんはトウモロコシなどを栽培する農家を

療を受けられる一方で、たとえば先住民族であるキチュア族では 15%

営んでいます。ここは、オレラナ郡の中心地コカから 12kmほど離れた

に留まっています。このような差別も彼にとっては深刻な問題です。

熱帯雨林に囲まれた地域です。ウィッドマンさんは、妻のソニアさんと
1年前に出会い、彼女は現在妊娠6週間を迎えたところです。
「彼女は自宅で産みたいと言っていますが、私は反対です。もし合併

「田舎の出身である私たちは白い目で見られ、知り合いがいない場合
は、医者は妻を診ようともしないのです」
オレラナ郡には、病床数が 15 床の病院が一つだけで、あとは小さな

症が起きたら、誰も対応できないからです」と言うウィッドマンさんは、

診療所が散在するのみです。妊産婦死亡率も 300（出生 10 万対）とさ

ソニアさんにはコカで一番良い医療を受けてほしいと考えています。

れていました。現在では、小さな診療所間のネットワークを強め、政府

ウィッドマンさんにとってソニアさんは二番目の妻で、9年前に最初

やNGOと協力しながら、遠隔地で産科医療を行う医療チームが派遣さ

の妻マリアさんを出産の合併症で亡くしていました。マリアさんが破水

れるようになりました。先住民族が暮らす地域では自宅出産が一般的で

した時、夜中に駆け込んだコカの病院には、医師も看護師もいませんで

すが、そこでも専門的な医療が提供され始めています。
エクアドルでは、1998 年

いことを理由に受け入れを拒みました。やっと見つけた医師の診察を受

に全てのお母さんと 5 歳まで

けられたのは、他の患者の診療が終わった後でした。出産が始まって数

の乳幼児は医療を無料で受け

時間経った後、突然分娩室が騒がしくなりました。それから少しして、

られるという法律が制定され

分娩室から出てきた医師が、
「亡くなった」とウィッドマンさんに告げ

ました。国連人口基金は、法

ました。あわてて様子を見に分娩室に入ると、赤ちゃんだけでなく妻マ

律を少しずつ実践していくた

リアさんもすでに亡くなっていました。

めに、国内の様々なネットワ

エクアドルの妊産婦死亡率は当時130（出生10万対）と、南米諸国の

ークと連携して、すべてのお

間では中程度だと言われています。しかし実際は、地域や社会的経済的

母さんが産前産後の健診を受

要因によって驚くほどの格差があるだけでなく、多くの妊産婦死亡が報

けられるよう活動しています。
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した。唯一残っていた助産師は、万が一の合併症に一人では対処できな

お母さんの命を守るキャンペ ーン
世 界 の お母さんが、今あなたを必 要としています 。
1分に1人、世界のどこかでお母さんの命が失われています。世界中のお母さんを1人でも多く救うため、国連人口基金東京事務所は「お
母さんの命を守るキャンペーン」を実施しています。あなたもこのキャンペーンに参加してみませんか？

世界のお母さんを応援しよう
世 界 の お母さんにつ いてもっと知りたい！
① 本や資料を読む
「有森裕子と読む 人口問題ガイドブック」や「世界人口白書」が
お薦めです。
② インターネットで情報を集める
まずは、国連人口基金東京事務所ウェブサイトから…。
③ セミナーやワークショップに参加する
国連人口基金東京事務所ウェブサイトでは、今後のイベント予
定を紹介しています。

世 界 の お母さん のために何かしたい！
① ボランティア活動をする
国連人口基金東京事務所でもボランティアできます。
② 講演会、展示会を企画する
講師の派遣やパネルの貸出しについてはご相談ください。

③ 寄付をする
国連人口基金東京事務所ウェブサイトのトップページ「あなた
にできること」をクリック。

あなたの 寄 付が世 界 の お母さん の 命を
守る活 動に役 立てられます
● 900 円で、安全な出産をするために、妊娠を 2 年間避けるのに
必要なピル（経口避妊薬）を購入することができます。
● 2,000 円で、清潔な出産キットを被災地のお母さん 12 人に届け
ることができます。
● 6,500 円で、帝王切開によってお母さんと新生児の命を救うこ
とができます。
●1万5,000円で、HIV感染予防のための指導者を養成することが
できます。
● 10 万円で、紛争、災害時に 500 人のお母さんが安全に出産する
ために必要な医薬品と医療機器を用意できます。

詳しくは、
国連人口基金東京事務所ウェブサイトをご覧ください。▶▶▶ http://www.unfpa.or.jp

Column

世界の15～19歳の女性にとって、妊娠や出産に関連した疾病が死因の第一位を占める。15歳未満の女子の妊産婦死亡は、20歳代の5倍に達する。
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