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「安全な中絶・流産の選択肢を増やすこと」 を求める要望書
Safe Abortion Japan Project（セーフアボーションジャパンプロジェクト）
安全な人工妊娠中絶（以下、中絶）へのアクセスを含む、性や生殖に関する自己決定権は基本的
人権であり、中絶は一刻を争う重要な医療サービスとして、安全性、プライバシー、尊厳を最優先
にして提供されるべきものです。＊1）WHO は、安全な中絶へのアクセスを妨げる要因として、法律的
な制限、サービスの利用しにくさ、高額な費用、スティグマ、誤解を招く情報の提供、第三者の同
意などを挙げています。＊2）日本において、中絶は保険適用されず、初期中絶では 10〜20 万円の費
用を要し、母体保護法における「配偶者の同意」という要件の存在などによって、安全な中絶にア
クセスできず、新生児遺棄につながった事件も起きています。＊3）また WHO は、安全な中絶・流産
（セーフアボーション）の方法として「薬剤による中絶・流産（いわゆる経口中絶薬）」または
「真空吸引法」を推奨し、「掻爬（そうは）法」は「時代遅れで行うべきでない」と勧告していま
す。＊4）しかし日本では、経口中絶薬が承認されておらず、中絶だけでなく、けい留流産の場合に
おいても、未だに掻爬法が行われることが少なくありません。＊5）日本において、性と生殖に関す
る健康と権利が尊重され、必要とする全ての女性が、安全な中絶・流産に関する、適切な情報、医
療、ケアにアクセスできるようにするため、以下の 5 点を要望します。

1. 安全で安価な「経口中絶薬」を認可し、国際的推奨に基づく運用、管理をすること
薬剤による中絶・流産で推奨されるミフェプリストンとミソプロストールは、WHO の必須医薬品（国民の優先すべき
ニーズを満たし、手軽な価格でいつでも利用できるように意図される安全で効果的で高品質な医薬品）です。海
外では 1988 年からミフェプリストンが使用され、現在 102 カ国で薬剤による中絶・流産が承認されています。＊6）
WHO によるとミフェプリストンとミソプロストールのコンビパックの平均価格は約 740 円で、「アクセスを増やすことで、品
質を維持しながら価格を下げられることが国際社会の希望」とされています。＊7）WHO は、薬剤による中絶・流産の
投与法や管理に関するガイドラインを刊行しています。＊8）ミフェプリストンを服用した 1〜2 日後に、ミソプロストール
を服用すると数時間後から子宮収縮（腹痛）と、通常の月経よりも多い出血が生じ、鎮痛薬を併用しながら半日
〜1 日程度で子宮内容の排出が完了します。排出に時間がかかる場合、海外では女性の希望に応じて追加服
用や手術が行われます。なお、海外ではミソプロストール単独の投与法も確立していますが、＊9）日本では胃・十二
指腸潰瘍の適応のため（1 錠約 30 円）、＊10）適応外使用しないよう注意喚起され、中絶・流産には一般的に使
用できません。＊11）コロナ禍において、海外では遠隔医療による中絶の有効性や安全性が実証され、＊1）経口中絶
薬の自己管理の利点が明らかにされました。＊12）＊13）ついに日本でも経口中絶薬の安全性が治験で確認され、年
内に承認申請されますが、「病院経営の観点から中絶手術と同等の価格になる可能性がある」、「中絶完了が確
認されるまで入院する」といった報道もあり、＊14）＊15）当事者が利用しやすいサービスや金額になるのか懸念がありま
す。経口中絶薬の承認、安価で、科学的根拠や国際的な推奨・ガイドラインに基づく運用、管理を求めます。

2. 人工妊娠中絶だけでなく、流産の場合でも「経口中絶薬」を選択できるようにすること
妊娠が継続せず胎児心拍が見えない、または止まるなどの「流産」は、多くの女性が経験するものであり、医療機
関で確認された妊娠のうち、約 15％（年齢などによっては約 40％）に生じます。＊16）出血などの症状がなく、胎のう
などが子宮内に留まる「けい留流産」の場合、日本では、中絶と同様の手術（流産手術の場合は、保険適用され
＊17）

自己負担は約 1〜3 万円）を受けるか、自然に排出されるのを待機するしか選択肢がありません。＊18）WHO や

国際産婦人科連合（FIGO）は、中絶だけでなく、けい留流産・不全流産においても、経口中絶薬の使用を推奨
し、投与法をガイドラインで示しています。＊8）＊9）しかし、日本で承認申請される経口中絶薬は、流産の適応では
治験が行われておらず、＊19）流産に使用できない可能性があります。経口中絶薬（ミフェプリストン・ミソプロストール
のコンビパック）またはミソプロストール単剤を、けい留流産・不全流産に使用できるように適応の拡大を求めます。

3. 時代遅れで行うべきでない「掻爬法」を、安全な「真空吸引法」に切り替えること
掻爬法は、極めてまれに子宮穿孔や不妊症などを生じるため、WHO は「時代遅れで行うべきでない」と勧告して
います。＊2）WHO は、「施術者が訓練を受けていたとしても鋭的な（尖った器具を用いた）掻爬法のような時代遅れ
の方法で中絶が行われる場合、中絶の安全性は低い」としています。＊3）国内の調査において掻爬法は、吸引法
または吸引法と掻爬法との併用と比較して子宮穿孔の発生率が高いことがわかっています。＊20）海外では 1970 年
代から子宮に愛護的な術式といわれている「手動真空吸引法」が普及しています。日本では 2015 年に手動真空
吸引キットが発売されました。＊21）中絶・流産手術において、未だに国際的に「行うべきでない」と勧告される掻爬法
が行われている場合は、手動または電動の「真空吸引法」に直ちに切り替えることを求めます。

4. 安全な中絶へのアクセスを妨げる要因となる「高額な費用」や、本人以外の「第三者の同意」が要求
される状況を改善すること
WHO は「安全な中絶へのアクセスは女性の健康と権利を保護する」とし、＊22）「中絶は女性や医療従事者を差
別やスティグマから保護するため、公共サービスまたは公的資金を受けた非営利サービスとして医療保険システムに
組み込まなければならない」と提言しています。＊2）現在、30 カ国において中絶は公費でまかなわれ、無料の国もあ
ります。＊23）日本で中絶は保険適用されず、妊娠初期は 10〜20 万円、12 週以降の中期は出産育児一時金の
対象ですが自己負担額は医療機関ごとに異なり、数十万円を要することもあります。また、母体保護法の「配偶
者の同意」が拡大解釈され、未婚や性暴力被害など、相手男性の同意が法律上不要な場合でも、医師に男性
の同意を求められることがあります。＊4）＊24）安全な中絶へのアクセスを妨げる要因を改善することを求めます。

5. 避妊法を含む中絶後ケア、偏見やスティグマを生み出さないケアや教育を提供すること
人々には、‘自分の体のことを自分で決められる’「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ：SRHR（性と生殖
に関する健康と権利）」があります。決して他人が「安易な中絶」とジャッジメントすることはできません。国際産婦人
科連合（FIGO）は、ノンジャッジメンタルでスティグマ（負の烙印）を与えない中絶後ケアを提供することの重要性を提
言しています。＊25）医療機関、教育機関、支援機関などにおける適切なケアや教育の提供を求めます。
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