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目　的
　日本に在住する難民女性への支援の向上を目指し，難民女性のリプロダクティブヘルスの現状や課題
を明らかにすることである。
対象と方法
　日本に在住する難民，難民認定申請者で，成人女性，出産可能年齢（15～49歳）7名とした。研究協
力者の母語に堪能な通訳者を介し，半構成的インタビュー法で面接を行い，質的記述的研究方法により
分析を行った。
結　果
　難民女性は【困難な状況が複合化している存在】であり，【行き（生き）場がない，ここしかない】とい
う社会的，心理的状況であった。そのため【孤独】を感じ，【信仰だけが与える安寧】に依存しながら生
活していた。リプロダクティブヘルスの実状としては，難民女性は出身国の情勢や経済的な理由から，
そもそも【もともと無いリプロダクティブヘルス・ライツ】といった状況にあった。来日後は【寂しさが
誘起する安易な性行動】から知り合ったばかりの人との性行為に至り，結果【シングルマザー】となって
いる女性が多かった。生活が困窮していても【信仰を基盤とした妊娠継続の意思決定】をし，【心の拠り
どころは子ども】となって，強い孤独感の中で喜びを感じていた。しかし，妊娠期を健康的に過ごすた
めの経済基盤の脆弱性や，医療者とのコミュニケーションの難しさから，【母児の困難な健康維持】とい
う状況にあった。難民女性のリプロダクティブヘルス・ライツを向上させるために，まずは【偏見なく
ひとりひとりと向き合う】，【それぞれの持つ背景を知る】ことが不可欠であり，健康状態が深刻化して
いても【帰国を勧めない】こと，また【確実な情報提供】をすることも重要であった。
結　論
　難民女性は，ひとりという孤独感と難民への関心が薄い社会での疎外感から，壮絶な寂しさの中にい
た。心理，経済，教育など複数の課題が混在し，自国においても日本においても難民女性のリプロダク
ティブヘルス・ライツは脆弱であった。ケアの方略は，まずは医療者が難民女性を理解する努力をする
ことであり，対象の背景を知ろうとする姿勢を持つ重要性が示唆された。
キーワーズ：難民，難民認定申請者，女性，リプロダクティブヘルス
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Abstract

Purpose
The purpose of this study was to explore reproductive health issues of female refugees and asylum seekers 

who resettled in Japan.
Method

Data were generated from a purposive sample of seven female refugees and asylum seekers, who were in the 
reproductive ages of 15-49 years and affiliated with an organization assisting displaced persons. Semi-structured 
interviews were conducted through interpreters. Qualitative data analysis was guided by content analysis. Strict 
confidentiality and anonymity was maintained.
Results

Female refugees and asylum seekers experienced complex difficult conditions in Japan. They either felt they 
had nowhere to go or this was the one and only place to live. Their life was characterized as terrible loneliness, and 
only religion gave them a sense of well-being. In their own country they had lost reproductive health and rights be-
cause of the social and economic situation. After they came to Japan, they used sexual activity as a means of relating 
with men to assuage their deep loneliness. As the result of casual unprotected sexual activities, five female refugees 
and asylum seekers in this study became single mothers. Even though they had little income, their religion drove 
their decision to have babies. After having babies, their emotional involvement relied most heavily on their children, 
and they found joy and happiness in their life.

On behalf of improving their reproductive health and rights in Japan, healthcare professionals need to person-
ally attend to the refugee women. It is also necessary for healthcare professionals to learn and understand refugee 
women's background and why returning to their country of origin could be very dangerous; health care profession-
als should not necessarily recommend returning to their previous country even if the women's health condition is 
critical. Providing information relating to healthcare services in Japan is a significant point as well as caring for refu-
gee women.
Conclusion

Female refugees and asylum seekers using the Japanese health care system were disadvantaged due to their 
status and gender. They felt loneliness and isolated because of their difficulty relating with the Japanese culture. 
Their problems were interwoven and complex and included economical, educational and psychological issues; like-
wise reproductive healthcare was limited leaving them vulnerable. Japan as a host country should consider develop-
ing reception systems for accepting refugees and asylum seekers for improving their life.
Key words: refugee, asylum seeker, women, reproductive health

Ⅰ．緒　　　言

　世界でおよそ4250万人もの人々が，長期化する紛争，
自然災害，宗教的迫害などを理由に，外国への強制
移動を余儀なくされている（United Nation High Com-

mission Refugee, 2013）。2012年の報告では，延べ760

万人が新たに移動を強いられており，これは1日平均
2万3000人が避難を余儀なくされていることになると
いう（United Nation High Commission Refugee, 2013）。
　難民となった人々がもつ背景はそれぞれの国や地域
の情勢によって異なり，抱えている課題は多様である。
しかし，庇護された場所においては，その土地や文化
への適応も自ずと強いられるため，難民の苦渋は幾重
にもなる。更に，困難な状況や過剰なストレス下では，
女性は脆弱な存在となり被害を受けることが多く，特
にレイプを含む性暴力などが深刻な問題となっている

（国連人口基金 , 2013）。
　日本における難民受け入れの変遷は，1978年にイン
ドシナ難民の受け入れを開始して以降，難民認定申請
は漸増し，2012年に難民認定申請を行った者は2,545

人と過去最高であった（法務省 , 2013a）。しかし，2012

年の難民認定者はわずか18人で，難民と認定されな
かったものの人道的な理由から在留を認められた者
（庇護者）は112人，合計130人が認定された（法務省 , 

2013b）。難民認定者が少ない一方で，2010年9月から
は，日本で初めて「第三国定住制度」が開始され，ミ
ャンマー難民をパイロットケースとして受け入れて
いる（外務省 , 2013）。当初3年間はパイロット期間と
していたが，2012年3月に2年間延長した（内閣官房 , 

2013）。これは，これまで難民の受け入れ数の少ない
ことが指摘されてきた日本において重要な取り組み
である。難民と難民認定申請者の支援体制は，生活



252 日本助産学会誌　28巻2号（2014）

費，住居費，医療費の経済支援や相談，緊急宿泊施設
の提供においては外務省の外郭団体である難民事業本
部（Refugee assistance headquarters: RHQ）が担って
いる。しかし，全ての難民認定申請者が経済支援の申
請できるわけではなく，申請条件を満たす者である
ことが前提になっている。また，申請できたとしても
必ず受給できるとは限らない。RHQ も定住支援を行
っているが，それ以外は難民支援を行っているNPO/

NGOに生活支援を依存しているのが現状である。ま
た特に，庇護国として支援体制が整っていないのは保
健医療である。入国時の健診はないため，難民や難民
認定申請者自身の健康管理が困難である。何か症状が
あったとき，RHQから支援を受けていれば医療機関
の受診につながることもあるが，通常は，症状があっ
ても医療機関を受診することが少なく，継続的にケ
アを受けることは非常に難しいのが現状である。こ
のような支援体制の中，たとえ日本に庇護されたとし
ても，日本への適応過程において身体的にも精神的に
も困難を抱えているといえる。難民支援を長年行って
いるNPO法人難民支援協会によると，支援の現場で
は特に女性のリプロダクティブヘルスの問題が深刻化
しているとのことであった（小川・櫻井personal com-

munication, 15, 01, 2011）。難民の受け入れが進む諸外
国における移民，超過滞在者，難民に対するリプロダ
クティブヘルスの調査においては，望まない妊娠や性
的被害が報告されている（Wolff, Stalder, Epiney, et al., 

2005, p.2151; Wolff, Epiney, Lourenco, et al., 2008a, p.96; 

Sebo, Jackson, Haller, et al., 2011, p.514）。特に，人工
妊娠中絶は庇護国の女性よりも高率であるとの報告が
ある（Kurth, Jaeger, Zempetal, et al., 2010, p.663）。し
かし，日本に在住する難民女性に関しては，これまで
リプロダクティブヘルスを焦点とした研究がないため，
現場では課題が山積していても現状は明らかになって
いない。
　本研究の目的は，日本に在住する難民女性への支援
の向上を目指し，難民女性のリプロダクティブヘルス
の現状や課題を明らかにすることである。これまで日
本に在住する難民女性のリプロダクティブヘルスを焦
点とした研究がなかったため，本研究によって難民女
性のリプロダクティブヘルスの現状が明らかになるこ
とは，リプロダクティブヘルス向上のための具体的な
支援を導き出すための基礎的な資料になりうる。

Ⅱ．操作的用語の定義

１．難民
　難民とは，人種，宗教，国籍，政治的意見やまたは
特定の社会集団に属するなどの理由で，自国にいると
迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるため
に他国に逃れた人々を指す。

２．難民認定申請者
　難民と認定を受けていない人々。難民認定を受ける
ため申請中であり，その期間，日本で生活している
人々を指す。
　本研究で用いる難民女性とは，難民，難民認定申請
者の両者を含む。

Ⅲ．研究デザイン

　本研究は，半構成的インタビュー法を用いた質的記
述的研究である。
研究対象者
　日本に在住する難民，難民認定申請者で，成人女性，
出産可能年齢（15～49歳）7名とした。
対象者抽出方法
　NPO法人難民支援協会で，難民女性の支援に関わ
っているスタッフから，身体的，精神的，政治的に面
接調査が可能な研究協力者の紹介を受けた。
データの収集期間
　2011年6月22日～2011年8月31日
データの収集方法
　研究の趣旨に同意した関東近郊に居住する研究協力
者に実施した。研究協力者の母語に堪能な通訳者を介
し，インタビューガイドに沿って半構成面接を行った。
面接時間は約90分とし，同意が得られた場合は，面
接内容を録音した。
データの分析方法
　Miles & Hurberman （1994, pp.50-287） の分析の手順
を参考にして，帰納的に分析を行った。
 1 ） 録音した面接内容の逐語録を作成し，インタビ
ューガイド（デモグラフィクス，一般的な健康状態，
性と生殖に関する健康状態と対処法など）に沿って，
意味ある文脈単位で抽出し，内容をコード化した。

 2 ） 各コードは，類似している内容をグループ化し，
カテゴリーを抽出した。なお，分析の信頼性・妥当
性の確保のため，それぞれの面接内容の分析は，複
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数の助産学研究者および難民女性の支援に精通する
専門家にスーパーバイズを受けた。
倫理的配慮
　研究協力依頼の段階では研究協力者に対し，NPO

法人難民支援協会スタッフが書面および口頭にて研究
趣旨を説明し，研究の自由参加と中断を保証した。ま
た，たとえ研究の参加に同意をしなかったり中断した
りした場合でもいかなる不利益も生じないことを説明
した。さらに，協力者が語った内容については，研究
以外の目的では使用せず，個人情報の機密性，守秘義
務を厳守する説明を行い，同意を得た。面接の開始前
には再度，研究趣旨，参加の任意性，途中辞退が可能
であること，プライバシーを守り匿名性を厳守するこ
と，研究論文として発表することを書面および口頭で
説明をした。面接の中で，現在生じているリプロダク
ティブヘルスに関する問題が明らかとなったり，その
問題に対して質問や相談があったりした場合は，面接
終了後に可能な範囲で保健指導を行った。通訳者は誓
約書に署名し，協力者の情報が保全されるよう配慮し
た。なお，本研究は聖路加看護大学研究倫理審査委員
会から承認をうけて行った（承認番号：11-022）。

Ⅳ．結　　　果

　研究協力者は，合計7名の難民女性で，その内2名
が長期の在留資格保持者，5名が難民認定申請者で，
出身地域はアジア1名，ヨーロッパ1名，アフリカ5名，
であった。平均年齢は34.4歳（24歳～46歳）で，在日
平均期間は6.9年（1.5年～21年）であった（表1）。シン
グルマザーが5名でうち妊婦が1名含まれていた。イ
ンタビューは約90分（60～90分）で，日本語が堪能で
それぞれのコミュニティで通訳の役割を担っている2

名を除いたすべての研究協力者には，母語の通訳者を
同伴してインタビューを行った。
　結果は，難民女性の日本における生活の現状，リプ
ロダクティブヘルスの実情，医療現場に対する要望，
に分けて述べる（表2）。【  】はカテゴリー，斜字は研
究協力者の語りを示す。
１．難民女性の日本における生活の現状
　難民女性の日本における生活の現状は，6つのカテ
ゴリーが見出された。
【困難が複合化している脆弱な存在】
　難民女性は，「難民」であることに加え「女性」であ
ることがより困難な状態になる要因となり，脆弱化が
助長された存在であった。言語や文化の違い，経済的

表1　難民女性の背景

年齢 在日期間 職業の
有　無

日本での
家族構成

パートナー
の　背　景 日本語能力 生活の

場　所
難民となった
状 況 な ど

A 30歳代 10年未満 無 娘：幼児＊ 自国で消息不明 理解できるが話す
ことは困難 南関東 政治上の理由から

B 40歳代 10年未満 無 娘：学童＊ 自国で死亡 困難 南関東 妊娠8カ月で日本に亡命

C 40歳代 25年未満 飲食店
勤務

夫：40歳代†
息子：学童＊ 同国人 通訳できるレベル 南関東

軍事政権の勢力が強く，
国内の情勢が不安定だっ
たため

D 30歳代 10年未満 無 娘：乳児＊ 日本で出会った同
地域人：消息不明

理解できるが話す
ことは困難 南関東 性器切除と早婚から逃れ

るため

E 30歳代 5年未満 無 本人：妊娠中

自国の夫：死亡
胎児の父親（日本
で出会った同地域
系人）：消息不明

困難 南関東

宗教に関連した抗争に巻
き込まれて夫と息子を失
い，さらに自身の命にも
危険があったため

F 30歳代 5年未満 無 娘：乳児＊
自国の夫：拘束中
娘の父親（日本で
出会った同地域系
人）：消息不明

困難 南関東

夫が反政府軍であったた
めに抗争に巻き込まれる
ことを恐れたため。生後
1カ月の児を国に残して
きた

G 20歳代 10年未満 無 夫†
父・母・兄・姉‡ 同国人 通訳できるレベル 南関東

兄弟が反政府活動をして
いると嫌疑をかけられて
拷問され，家族にも命の
危険があったため

＊日本で出生　　†日本で知り合う　　‡出身国より順次来日
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課題などがある上に，パートナーや家族といった精神
的な支えとなる存在がなかったり，さらに妊婦であっ
たり，子育てをしていたりし，困難が重層化していた。
「治療を受けられなかったり，愛情を受けなかったり，話

す人がいなかったり，病院がなかったり，これらすべてを

併せ持つことは，本当にストレスです。」

「パートナーとは全然コンタクトもとってないし。気持ち

も何か心配ごととか不安でいっぱいだった。」

【行き（生き）場がない，ここしかない】
　まずは過酷な自国の状況から脱出することが先決で
あったため，日本での生活を選択した人ばかりではな
く，日本について何も知らずに辿りついた人もいた。
日本の生活は，命の危険から身を守ることができたが，
困難を感じることが多い状況であった。
「やっぱり不安でした。日本を知らないし，生活の価値観

がわからないし。でも国が危ない状態だったから，どうし

ても自分の国を離れなければならなかった。」

「夫が殺されて私も命に危険があるので母は国を去るよう

に，と私に言いました。私には選択肢がなかったんです」

【困難な社会的適応とアイデンティティの維持】
　日本での生活が長期化することによって衣食住に適
応していくことはできるが，日本には帰属しておらず
仮の場所にいるという思いとともに難民として受け入
れてくれたことに感謝する気持ちが交錯していた。ま
た，帰国できずに日本に滞在することがアイデンティ
ティの維持を困難にし，特に，日本で生まれた子ども
は自分自身を日本人と認識しているという現実もあっ
て，家族間でも意識のずれが存在していた。

「日本で日本人でもないし，帰れないし。日本になじんで

役に立ちたい。（中略）うちの子供は『僕は日本人です』と

いいました。『日本人じゃないよ』といっておくけど，『僕

は日本で生まれたから日本人です』という。」

「今は危険な状態だから日本に来ているだけで，家族とか

国とかは好きだから，もし危険がなければ戻りたいです。」

【信仰だけが与える安寧】
　過酷な情勢の中で信仰は支えであり，平穏な気持ち
を与えてくれる絶対的な存在であった。例えば，民族
紛争の最中でも教会では同じ民族（人間）になれると
いう認識があり，敬神し，篤信することが安全地帯を
もたらしているという事実もあった。
　過酷な状況下であったことが精神的なトラウマを与
え，人との関わりの底流には，警戒心と猜疑心を抱え
ている様子も見受けられたが，帰依することが安寧を
もたらしていた。
「信用をおけて話せる人はいない。神様だけを信用してい

る。」

「神様に国境はないし，いつも感謝していました。」

【孤独】
　たったひとりで日本に逃れてきた人が多く，中には
乳児や幼児を国に残してきたり，夫と死別している女
性もいた。自国の家族と連絡を取りたくても，自身も
家族もお互いに危険な状態になる可能性があり，友人
も家族もない日本の生活は，孤独であった。また，日
本語でのコミュニケーションが難しい状況であっても，
人とのつながりを切望していた。
「日本にきたとき，眠れないし，毎日泣いてばかりいた。

表2　難民女性の現状・リプロダクティブヘルスの実情・支援方略のカテゴリー
カテゴリー

難民女性の日本における生活の現状

困難が複合化している脆弱な存在
行き（生き）場がない，ここしかない
困難な社会的適応とアイデンティティの維持
信仰だけが与える安寧
孤独
心の拠りどころは子ども
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母の連絡先もわからない。」

「私は近所の人に会いません。サポートしてくれる人も誰

もいません。」

【心の拠りどころは子ども】
　日本の生活の中では，妊娠が予期せぬ状況であった
人もいたが，生まれてきた児はたったひとりで生活す
る中にできた家族であり，心の支えであることを語っ
ていた。
「（中略）私は息子がいてくれて本当に幸せです。私たちは

たった二人だから。」

「とにかく赤ちゃんの健康，それが第一です。何も間違え

たくないし，なにも悪化させたくない。とにかく赤ちゃん

が大事。」

２．難民女性のリプロダクティブヘルスの実情
　難民女性のリプロダクティブヘルスの実情は，5つ
のカテゴリーが見出された。
【もともと無いリプロダクティブヘルス・ライツ】
　それぞれの国の情勢や経済的な理由から，教育を受
ける環境は異なっていた。性と生殖の適切な知識を持
っているとは言い難く，また性器切除などの伝統儀礼
がある国もあり，難民女性は自国において，リプロダ
クティブヘルス・ライツが欠如している状況であった。
「自然に覚えていた。生理が止まるとか，どうしたら妊娠

するとか，知らなかったというわけではない。戦争とかあ

って学校をやめちゃったから，そういうことは学校では習

っていない。」

「ただ生きることに必死でした。学校に行っていないので，

その機会（性教育をうける）がありませんでした」

「コンドームやピルを使ったことがない。誰からもそうい

うことを教えてもらったことがないし，考えてない。」

「（母国では）母と座って，女性の生殖作用とか衛生につい

てとか話しあうことを全くしませんでした。初めての生理

のとき，泣いて，本当に怖かった。だって，そのことにつ

いて何も聞いたことがなかったんだもの。」

「性器切除がうまくできないと命を落としてしまうことが

あるんです。母はそうならなうように私を逃がしました。」

【寂しさが誘起する安易な性行動】
　孤独が寂しさを強め，人恋しさから偶然出会った男
性と性行為に至ってしまうという現状であった。この
ような人とのつながり方は，日本での希薄な人間関係
の埋め合わせ，さらには生理的欲求の解消の結果であ

った。しかし，そのような関係は継続するものではな
く，特に，妊娠した後は交際相手との連絡が途絶えて
いた。
「入管はモラルを低下させます。建物の中に入れられ，収

容され，出てくれば自分を取り巻く多くの物事が変化して

います。だから，多分こんなことが起こってしまったん

だと思います。（中略）六本木のクラブで出会いました。収

容施設から放免されて1か月の時，外をブラブラしていて，

会いました。彼のことはあまり知りません。（中略）まさか

妊娠するとは思っていませんでしたし，したいとも思って

いませんでした。」

「（彼は）会ったばかりでしたが，ことは（妊娠は）起こって

しまったのです。」

「妊娠したことは，偶然というか，まあ・・・なんていうか，

予期していたことではなかったので。」

【信仰を基盤とした妊娠継続の意思決定】
　生活が困窮しており，さらにパートナーからの支援
もない状況であっても，難民女性は「人工妊娠中絶」
という選択肢を持っていなかった。それは，難民女性
にとっていかに過酷な状況でも，信仰は安寧をもたら
す絶対的存在であり，その結果，妊娠継続の意思決定
にも最も大きな影響を与える存在であった。
「自分の宗教から，何の罪もない赤ん坊を殺すことや神が

本当に怖くて，子どもを殺したくないと思いました。自分

の信念からどうしてもできませんでした。」

「妊娠しても子どもを堕胎したくない。私はクリスチャン

なので。」

【シングルマザー】
　パートナーが紛争などに巻き込まれて死亡し，単独
で来日している人もいたが，その後，日本で予期せぬ
妊娠をした人もいた。背景は様々であるが，7名中5名
がシングルマザーであった。
「パートナーに連絡をしましたが，繋がりませんでした。

どういうことかわからず困惑しています。彼からの連絡も

ありませんし，彼が私の状況を知りません。」

「パートナーとはもう連絡をとってないし，子どもがいる

ことも（彼は）知らないし。」

「彼は，『赤ちゃんを産むのか，そうか，それなら君は一人

になるのだな』と，言いました。これが彼との最後の会話

でした」
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【母児の困難な健康維持】
　日本において，妊娠中の定期健診の必要性は理解し
ていたが，経済的理由から受診が難しい状況であった。
栄養指導があっても難民女性の生活事情に合った説明
ではなく，食生活への応用はできていなかった。食事
が十分に摂取できない場合もあり，妊娠中あるいは産
後においも，健康的ではない生活を選択せざるを得な
い現状もあった。また，病院では言語の違いからコミ
ュニケーションが難しく，そのことも健康維持を困難
にしていた。
「病院の請求書は大変です。本当に楽ではありません。（妊

娠中）医師に野菜やレバーを食べるようにと言われたが，

そういう食材は私には高価です。」

「（出産の後，日本で）避妊についてとか，医師とか看護師

から聞いたことはないです。何も説明されなかった。」

「『通訳を連れてきなさい』，って言われただけで，病院か

ら何か説明されたことはなかった。自分の症状や赤ちゃん

のことを説明するのは，非常に難しかったです。」

３．医療現場への要望
　難民女性からリプロダクティブヘルスの向上のため
の医療現場に対する要望として，4つのカテゴリーが
見出された。
【偏見なくひとりひとりと向き合う】
　難民女性は，難民や出身国という枠ではなく，ひと
りひとりの思いに耳を傾けてほしいと話していた。
「日本人の方は最初に（肌の）色を見て，それから「難民」と

いう言葉を聞いて（悪い印象を）結びつけます。私はそれ

を気の毒に思うんです。なぜなら日本人は（他の国の）人々

が日本に暮らすことを許すようになってからまだ日が浅い

からです。アメリカやイギリスの状況とは違います。彼ら

は黒人が人間だということも今はわかっています。でもご

存じのとおり日本では黒人の話を聞くというのがまだ難し

いのです。日本人の皆さんが（難民）一人一人と向き合っ

てくれたら，私たちがどのように生きているかがわかって，

もっと視野が広くなるのでは，と問いかけたいのです。」

「黒人だけでなく，アフリカ人だけでなく，すべての難民

と話してほしいんです。私たちは（それぞれ）違う考え方

をしていますから。これは言論の自由が保障されているな

ら，とても重要なことだと思うんです。」

「私たちに敬意を払って話を聞いてほしい」

【それぞれの持つ背景を知る】
　難民女性の理解には，出身国に限らない，宗教や民

族，さらにはそれらに囚われない個人の価値観を知る
重要性を示している。
「外国の人にはわからない。いいところしか見えない。い

つも戦争がある。何かあったら，穴を掘って中に入る。鉄

砲の音がしたら，みんなで穴にもぐる。そういうの誰も知

らない。（中略）同じ出身国でも話しが合わないときがある。

あなたたち，違う民族でしょ，となることがある。」

【帰国を勧めない】
　難民女性は，医療者による不適切な発言にストレス
を感じていた。健康課題の解決を求めて受診した医療
機関で，受診理由と直接関係のない医療者の発言から
精神的にさらなる負担を負っていた。
「ある病院に行ったときのことです。治療については常に

説明してもらっていたけど，最後に『なぜ自分の国に帰ら

ないのか』と病院の先生から言われた。これは，たいてい

どこの病院でも言われること。『なぜ日本いるのか』，『自

分の国に帰らないのか』と聞かれる。そういった質問はも

うまるでイミグレーションの職員から言われる質問と同じ。

このような質問や意見を病院の先生から言われるのはとて

もストレス。病院に行くことでさらに精神的ダメージを抱

えてしまうことも少なくありません。」

【確実な情報提供】
　日本の医療システムがわからないために，受けるべ
きサービスも受けられない状況があると言及する人や
処置の前後の医療者の説明不足を指摘する者もいた。
「日本人だと母子手帳が発行されるのが当たり前。でも私

にはその当たり前のことがあたりまえじゃない。（中略）み

んな病院に通っているけど，私の場合は母子手帳がないし，

ないと受けられないと聞いたし。」

「（中略）産道……？に自然な切れ目ができました。その傷

を縫わなくてはいけなかったのです。お医者さんにその傷

が痛いものなのか，痛くないものか，縫うものか縫わなく

ていいのか，事前に説明してほしかったです。」

Ⅴ．考　　　察

難民女性の日本における生活の現状
　難民は，出身国の状況や過去の経験から課題は複
合化されており，精神に負担を与える多くのストレ
スを抱えていると言われている（Hollifieled, Warner, 

Lian, et al., 2002, p.611 ; Robjant, Hassen, Katona, 2009, 

p.307）。それは過去の経験だけでなく，庇護国での
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状況も難民の持つ課題をより深刻にしている。例え
ば，言語の違い（Sheikh-Mohammed, Macintyle, Wood, 

et al., 2006, p.594 ; Iliadi, 2008, p.175 ; Eckstein, 2011, 

p.435），ヘルスケアへのアクセスの難しさ（Sheikh-

Mohammed, Macintyle, Wood, et al., 2006, p.594 ; 

Carroll, Epstein, Fiscella, et al., 2007, p.341 ; Adanu & 

Johnson, 2009, p.180），社会的阻害感や孤独（Burnett 

& Peel, 2001, p.545 ; Strijk, Meijel, Gamel, 2011, p.51）な
ど，生活を整えるのが難しい上に，自国へ帰国でき
るかわからないという見通しのつかない状況（Fazel & 

Silove, 2006, p.251）が，精神的な不安定さを増強させ
ている，と述べられている。
　本研究の結果においても，【行き（生き）場がない，
ここしかない】という，生きるために選択肢のない状
況を迫られていた。また日本への低い帰属意識が根底
となって，社会的な適応が困難であることや，家族と
の連絡がとれないこと，友人もいないことなどから，
強い【孤独】の状態にあった。さらに女性であること
が課題を複合化し，自立していく強さを持つこととは
逆行して脆弱さを助長していた。
　統計的にみると2013年における在留外国人数は206

万6,445人であり，日本の人口の1.64％に達している
（法務省 , 2013c）。しかし，多文化共生社会は数字だ
けが先行し，社会全体の意識が伴っていない発展途上
な状態であると言える。自治体が行った国際化に関
する意識調査（愛知県 , 2013）では，外国人との共生で
自分が関わりたいことを尋ねた結果，「わからない」が
28.4％で最も多かった。これからもわかるように，ま
ずは，同じ日本に暮らす日本人が，難民の置かれた状
況を知る必要がある。

リプロダクティブヘルス・ライツの保障を包括する自
立支援
　今回の研究協力者の多くは，シングルマザーとなっ
ていた。それは孤独から性行為を求めるという危険な
行為の結果が多かったが，これはSebo, Jackson, Haller, 

et al. (2011, p.514) の調査結果と同様の傾向であった。
Wolff, Stalder, Epiney, et al. (2005, p.2151), Wolff, Epiney, 

Lourenco, et al. (2008a, p.96) によると，自らの性と生
殖への知識や認識が低いために，計画しなかった妊娠
に至るケースが多く，また人工妊娠中絶の経験も少な
くない。しかし，本研究の結果では，知識レベルの問
題だけでなく，孤独な状況に放置され，人とつながり
たいという気持ちが，性行動を誘発してしまったとも

言える。
　1994年のカイロ国際人口開発会議により，リプロ
ダクティブヘルスとは，「人間の生殖システム，その
機能と過程のすべてのことがらにおいて，身体的，精
神的，および社会的に完全に良好な状態にあること
を指し，単に疾病あるいは障がいがないというだけ
でない」と定義されている（佐々木 , p52, 2011）。また，
2004年第57回の世界保健機構（WHO）総会では，リプ
ロダクティヘルスにおける優先的な分野の中に，産前，
分娩，産後と新生児のケア，不妊治療を含めた質の高
い家族計画，危険な中絶の廃止，HIVを含めた性感染
症・性病・子宮頸がん・そのほかの婦人科疾患，セク
シュアルヘルスなどについての啓発活動の必要性が述
べられた（佐々木 , p59, 2011）。これは，すべての女性
に対するリプロダクティヘルス向上への明確な戦略で
あり，国際社会はこの潮流にある。しかし，日本にお
ける難民女性は，この時勢の動きとは対極の状態であ
ると言える。
　それぞれの持つ背景によって，リプロダクティブヘ
ルスに対する知識や認識は異なるが不十分なことが
多く（Suurmond, Seelman, Goosen, et al., 2013, p.671），
本研究でも同様の結果であった。出身国によっては，
教育を受ける機会がなかったり，あるいは文化的に
性と生殖についての話をすることに抵抗があったりし，
詳しく教授しない場合もある。そのため，庇護国がリ
プロダクティブヘルス・ライツを保障する環境を提供
することが必要になる。難民の庇護国としては，政府
レベルの支援には法的整備があり，具体的には，母子
保健制度による保障や適切な性教育や情報提供などが
挙げられる。教育や情報提供については，定住を支援
する過程で性と生殖に関する生理的変化や対処法に関
して学ぶ機会が提供されることが望ましいと考える。
　しかし，これは長期的な方略であり，支援が届くま
でには時間がかかる。本研究結果から，個人レベルで
できることとしては，まずはひとりひとりに向き合い
訴えに対して丁寧に耳を傾けること，そして，健康問
題が深刻化していても帰国を勧めず，日本で生活しな
がら解決していく方法を一緒に考えること，である。
基本的な関わりではあるが，このようなケアを受けて
いないという現状であり，今回の結果は，リプロダク
ティブヘルスへのケア以前に，健康に関する適切な
支援そのものが受けられていない，ということが明ら
かになった。そのため，すぐに取り組めるケアの方略
は，医療者が難民女性を理解する努力をすることであ
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る。難民の現状が理解されていないことが課題である
ため，まずはひとりひとりを知ること，その姿勢が大
切であると考えられる。
　また，性と生殖に関する行動は生活の一部であり切
り離しては考えられないため，生活そのものが安定す
るような支援も同時に必要である。その支援の基軸と
して，「健康維持」は不可欠である。それは，「健康」は
生活が安定するための主要な要素であり，そのための
セルフケアは必須である。リプロダクティブヘルスは
健康のひとつの側面であり，生活を安定させるための
支援は副次的にリプロダクティブヘルスの向上につな
がる。つまり，リプロダクティブヘルスを単独に焦点
化した支援を強化するのではなく，必要な支援が並行
して提供されることが望まれる。

Ⅵ．研究の限界と今後の課題

　本研究は，研究協力者が限定された地域に居住して
いた点と，支援団体を通じての依頼のため対象者の選
定に偏りが生じた可能性がある。今後は，関東近郊以
外で生活する難民女性や，支援が届いていない難民女
性にも対象を増やして調査を行う必要がある。

Ⅶ．結　　　論

　日本に逃れてきた難民女性の現状と課題として，以
下が明らかとなった。
 1 . 難民女性は困難な状況が複合化している存在であ
り，それぞれの難民女性には行き（生き）場がない，
ここしかない，という社会的，心理的状況であった。
そのため日本での生活に強い孤独を感じ，信仰だけ
が与える安寧に依存しながら生活していた。また，
心の拠りどころは子どもであり，孤独感が強かった
中に家族ができた後は喜びを感じていた。在日年数
が経過していっても，仮の場所での生活という在住
資格に左右されない望郷の念もあり，アイデンティ
ティの維持を努力していることも，日本への社会的
適応が困難な状況を作りだしていた。

 2 . リプロダクティブヘルスの実情としては，寂しさ
が誘起する安易な性行動として知り合ったばかりの
男性と性行為に至り，結果，シングルマザーとなっ
ている人が多かった。しかし，生活が困窮していて
も信仰を基盤とした妊娠継続の意思決定をしていた。
心理，経済，教育など複数の課題が混在し，自国に

おいても日本においても難民女性のリプロダクティ
ブヘルス・ライツは脆弱であった。

 3 . 難民女性のリプロダクティブヘルスを向上させる
ための医療現場への要望として，難民であることや
出身国などに対して偏見なくひとりひとりと向き合
うこと，そして，宗教や民族などに囚われない個人
の価値観を知るためそれぞれの持つ背景を知ること
である。ニーズや健康状態を把握し，状況が深刻化
していても帰る場所のない難民に対して帰国を勧め
ないで，日本での生活を基盤とした解決方法を一緒
に考えることが重要で，そのためには，確実な情報
提供も必要な支援である。個人レベルでのケアの方
略は，医療者が難民女性を理解する努力をすること
であり，対象の背景を知ろうとする姿勢を持つ重要
性が示唆された。
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