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ピルコンの活動

1 2 3

4 教材製作・
情報発信5啓発イベント・

自助グループの運営

中学・高校生向け
性の健康・リレーション
シップ教育プログラム

保護者・PTA向け
性教育講演 政策提言
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SNSやインターネットを活用した
情報提供・相談事業

LINE相談
「ピルコンにんしんカモ相談」

海外性教育動画「Amaze」の
翻訳・吹き替え動画

ピルコンHP・メール相談 Twitter

他相談・情報サイト
Mex(ミークス)/運営:3keys セイシル/運営:TENGAヘルスケア

メール相談・
LINE相談の紹介
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ピルコン メール相談
• 運営体制:

- NPOピルコンのボランティアスタッフ（助産師、保健師、看護
大学生等）複数名で運営

- アドバイザー:産婦人科医、弁護士、精神保健福祉士、臨床心
理士

• 広報:
- WEBサイト:ピルコンWEBサイト・Twitter,

10代の相談先まとめサイトmex等
- 講演先に紹介カードの配布

• 年間相談件数
- 2018年 :179件
- 2019年 :463件
- 2020年 :511件（6/12現在）

• 主な相談内容
意図しない妊娠の不安、避妊、中絶、性感染症、
性欲、性器、性暴力、LGBTQなど
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メール相談件数推移
（2019年9月～2020年5月）

新型コロナウイルス対策による休校措置が取られた３月
より、月あたりの10代の相談件数は約2倍に増加（2019年
9月～2020年2月の平均値との比較）

3/2休校措置
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メール相談の内、妊娠・避妊に関する
相談件数推移（2019年9月～2020年5月）

3/2休校措置

妊娠・避妊に関する月あたりの10代の相談件数は
2倍以上に増加（2019年9月～2020年2月の平均値との比較）
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他妊娠相談事業においても
件数も増加の報道が相次ぐ

• 「こうのとりのゆりかご」（赤ちゃんポスト）を運営
する慈恵病院の妊娠相談窓口に対し、今年4月に中高
生から寄せられた相談は過去最多の75件となった

• 神戸市「マナ助産院」の24時間の相談窓口「小さない
のちのドア」では２月末ごろから中高生など１０代の
妊娠相談が前年比で３倍に

• ＮＰＯ法人ピッコラーレが運営する相談窓口「にんし
んSOS東京」における3～5月（10日まで）の相談件
数では、10代からの相談が例年の1.6倍に増加した
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ピルコンへの10代からの
メール相談の特徴

月経が遅れた段階での相談が多く、緊急避妊薬、妊娠検査
や、避妊の知識の乏しさが目立った

…妊娠不安に関する相談106件中（全120件中やり取りが複数回に渡る相談を除く）

- 性交後72時間以内とわかる相談 7%
- 性交後72時間以降とわかる相談 59%
- 緊急避妊薬の服用後とわかる相談 2%
⇒性交後72時間以降で月経が遅れた段階での相談が多くみられた

- 避妊したとわかる相談 29%
- 避妊しなかったとわかる相談 24%
- 性器同士の接触がなかったとわかる相談 16%
⇒コンドーム等で避妊をしていたが妊娠が不安というケースも３割あ
る一方で「下着をつけたまま抱き合ったけど、妊娠していないか」
「オーラルセックスをしたあと生理が遅れ妊娠が心配」 「膣外射精し
たが大丈夫か」など性知識の乏しさがうかがえる相談や「初めての性
行為で」という相談が多かった
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新型コロナウイルス感染症拡大の
影響がうかがえる相談事例

• 生理が予定日を過ぎてもきません。お腹の痛みや眠気、吐き気が
あります。このコロナの状況でのストレスで遅れているのか妊娠
してしまったのかがわからずすごく不安です。（14歳女性、16歳
女性他複数）

• 今すぐにでも、妊娠検査薬で検査したいのですが、バイトが休み
になりお金がなくて検査ができていないです。（16歳女性）

• 3月から休み期間で彼氏とほぼ毎日一緒にいて性行為をしました。
妊娠していますか?ほんとに好きな人です。（16歳女性）

• ここ最近自暴自棄になっていたため、出会い系で出会った人複数
と性行為をしてしまいました。性感染症も心配です。コロナもあ
る為病院に行くのもためらってしまい、誰にも相談できずこまっ
ています。（21歳女性）

9（※相談内容はピルコンで一部組み合わせ・編集をしています）
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若年女性からの性暴力・DV等に
関する相談事例

• 彼氏の家に行くと毎回必ず性行為をすることになってしまいます。
断りきれず、妊娠が心配で毎日怖いです。(16歳女性、19歳女性)

• 「コンドームをつけて」と言ったのですが、「大丈夫だから」と言われ
つけてもらえませんでした。（19歳女性）

• 最近彼の性欲がすごくて家に行くたびそういう雰囲気になります。
それがすごく嫌で別れを切り出したら、「別れたら死ぬ」と言われ、
別れられません。（15歳女性）

• 学校の先生から被害を受けています。（16歳女性、17歳女性）

• 親からはもし妊娠してたら縁を切ると言われていて、相談などできませ
ん。（17歳女性、19歳女性他複数）

• 兄弟が、寝ている間に布団に入ってきて、体を触ってきます。
（13歳女性、19歳女性）

• 母親の恋人から性暴力を受け、妊娠していないか不安です。（15歳女性）

10（※相談内容はピルコンで一部組み合わせ・編集をしています）
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ピルコンにんしんカモ相談
妊娠の不安について相談できるチャットボット

LINEアプリでお友だち登録後、
自動応答で無料で相談可能

・

キーワード検索も可能・

自動応答で
何度でもこたえるよ!

@ninshin-kamo

・産婦人科医監修
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にんしんカモ相談の登録者

• 登録者数:約12,000人（2020年6月現在）
- 女性が約8割
- 10代が約2割、20代が約6割で、登録者の内、若年

層が占める割合が高い
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ピルコンにんしんカモ相談
メッセージ送付件数の推移
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10代の妊娠相談が増加した背景

• 休校の影響
- 休校・親の不在により子どもだけで過ごす時間が

増え、性交渉の機会が増えた可能性
- 性教育機会が減少した可能性
- 今まで抱えていた悩みについて検索・相談をする

時間が増えた可能性

• 新型コロナウイルスや先行きの見えない自粛生
活への不安の高まり

生活リズムや食生活の乱れ、バイトの休みによる経済的不
安などの言及もあり、生活全体の不安が増している影響

⇒いずれも推測の域を越えないが、
今後より詳しい検証・分析が求められる
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国際セクシュアリティ教育ガイダンス
International technical guidance on sexuality education

• ユネスコらが国際機関と連携し作成・発表（2009年初版、2018年改訂）

• 世界中の包括的性教育の実践を調査
• 5歳から18歳以上までの子ども・若者を対象に

各年齢に適したカリキュラムを示す

• 幼い時から文化・年齢に応じて以下の点を重視
- ジェンダー平等を基盤に性に関する幅広い内容を

体系的に学ぶ
- 科学的に正確な情報に基づく
- 多様な考え方にふれながら主体的に考え、対話的に学ぶ

他者を尊重しながら、自分で選択ができる力<性的自己決定力>を育み、
健康な選択のためのライフスキルを獲得し、健康と幸せの実現につなげて
いくことが目標として位置づけられる
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国際セクシュアリティ教育ガイダンス
８つの主要概念

①関係性
②価値・権利・文化・セクシュアリティ
③ジェンダーの理解
④暴力と安全の保持
⑤健康と幸福のためのスキル
⑥人間のからだと発達
⑦セクシュアリティと性の行動
⑧性と生殖に関する健康

⇒各主要概念のトピック×4つの年齢グループにおける学習目標を設定
①５～８歳 ②９～12歳 ③12～15歳 ④15～18歳以上
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国際セクシュアリティ教育ガイダンス
８．性と生殖に関する健康 8.1 妊娠と避妊

５～８歳 ９～12歳

12～15歳 15～18歳以上

●妊娠は自然な生物学的プロセスで
あり、計画することが可能である

- 卵子と精子が合体し、子宮に着床する
と妊娠が始まる

- 人はいつ妊娠するかを計画できる
など

●コンドームや緊急避妊薬など、
避妊薬を正しく使用することの重
要性を認識する

●すべての若者が自分の健康と福
祉に必要なサービスにアクセスで
きる必要があると理解する など

●妊娠の主な特徴や確認方法を理解する

●性交しないことが意図しない妊娠を回
避する最も効果的な方法であると共に、
コンドーム等の避妊法は妊娠の予防に役
立つことを理解する など

●様々な避妊の特徴や使い方を理解する

- 緊急避妊法は、意図しない妊娠を防ぐ
ことができる

●若者は能力、婚姻状況、性別に関係な
く、重大な障壁なしに避妊にアクセスで
きるべきである など

17国際セクシュアリティガイダンスより一部抜粋・ピルコン訳
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今後必要な施策

若い世代・女性が抱える妊娠不安や、
意図しない妊娠を背景とする虐待を防ぐために

• 緊急避妊薬を含む、避妊へのアクセスの改善

• 妊娠・避妊についての科学的に正確な知識を得
る機会や、心配な時に相談できる若者向けの
サービスの拡充
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