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性とジェンダーに基づく暴力に関する

国際医学諮問委員会（IMAP） 声明

この声明は国際医学諮問委員会（IMAP）によ
って起草され、2020年8月に承認された。

声明の背景
世界中の女性の3人に1人（35％）a が、そ
の一生の間に親密な関係にあるパートナ
ーから身体的、性的な暴力を受けたこと
があるか、パートナーでない相手から性
的な暴力を受けたことがある（どちらも
経験した場合もある）と推定されている。
女性への暴力の大半は親密なパートナー
によるものだ。1 2017年に全世界で故意に
殺害された8万7,000人の女性のうち、58％
は親密なパートナーか家族によって殺さ
れたとされている。2 性とジェンダーに基
づく暴力（SGBV）は人権侵害である。SGBVに
よって死亡したり、負傷する可能性があるだ
けでなく、SGBVを受けた個人の性、精神、身
体の健康、社会・経済面などに幅広く影響を
及ぼす。
人道危機b 、新型コロナウイルス感染症によ
るパンデミックなどの公衆衛生の危機にお
いては、しばしば家族やコミュニティによ
る保護機能が働かなくなる。ロックダウン
中に移動の自由が制限されることで、既存
のソーシャルネットワークや支援とのつな
がりが途切れてしまう人もいる。

人道危機下では、親密なパートナーによる暴力、
性暴力、女性性器切除（FGM）、児童婚、レイ
プ、人身売買などのSGBVにさらされる可能性が
高くなり、特に女性と少女にとって絶望的な状
況になりかねない。3
SGBVの被害者は圧倒的に女性と少女だが、あ
らゆる性別、性自認、性的指向を持つ人々が
SGBVを受ける可能性がある。c SGBVを受ける可能
性が高い、脆弱なグループとして考えられるのは、
妊婦（意図した妊娠かどうかに関わらず）、思春
期の子どもたち、障がい者、HIVと共に生きる人々、
高齢者、移住者、難民、先住民、エスニックマイ
ノリティ、性的少数者（LGBTQI）、セックスワー
カー、薬物使用者などである。

世界中の女性の3人に1人が性とジ
ェンダーに基づく暴力（SGBV）
を受けたことがある。SGBVは人
権侵害であり、死や負傷の可能性
があるだけでなく、SGBVを受け
た個人の性、精神、身体の健康、
社会・経済面などに幅広く影響を
及ぼす。

a 記録に残る性とジェンダーに基づく暴力（SGBV）事件の多くは女性を対象にしているため「女性に対する暴力」とSGBVが互換
性のある言葉として使われることは珍しくない。しかし、性別、性自認、性指向に関わらず、あらゆる人々がSGBVを受ける可
能性がある。
b 人道危機とは「しばしば広範囲において、コミュニティなど多人数のグループの健康、安全保障、ウェルビーイング（心身
の健康、福祉、安定）に対して甚大な脅威となる事件、もしくは連続した事件」を指す（WHO, 2017b）。
c 性的少数者への暴力はグループによって研究が少なく認識が割れているため、今後の調査研究が待たれる。
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SGBVの形はひとつではない。SGBVを受けた人は、 声明の目的
HIVなどの性感染症、意図しない妊娠、婦人科
IPPFは、コミュニティにおけるSGBVの予防
系の疾患、分娩合併症のリスクが高く、自発的
と対応に関する活動を、人道危機下も含め、
避妊のアンメットニーズ（未充足）を経験して
拡大していくことにしている。IPPFの必須
いる可能性が高い。
サービスの統合パッケージ（IPES）の一部
暴力を受けたことで、心的外傷後ストレス障害
として、すべてのクリニックで質の高い
（PTSD）、抑うつ、不安、薬物使用、自傷、自
SGBVケアを提供できるように尽力している。
殺などの精神的な問題が起きる可能性もある。
この声明は、IPPFのジェンダー平等戦略の
SGBVをくぐり抜けた後で汚名（スティグマ）、
成果3である「ジェンダーに配慮して人権に
暴力、コミュニティと家庭からの排除を受ける
基づく、質の高い統合されたサービスを、
ことがあり、医療ケアなどのサービスが受けに
来訪者を差別することなく提供する」を
くくなることがある。
IPPFのMAが実現するための支援と指針とし
暴力を受けた人（特に女性）は、暴力を受け
ていない人よりも医療ケアを受ける可能性が
高く、その際、暴力の介在を医療従事者に話
さないこともある。暴力を受けたことをきっ
かけに援助を求める女性たちからは、医療従
事者が支援者として信頼がおけるとの声が上
がっている。医療従事者はSGBVをくぐり抜け
た人々への初期支援という、独自の役割を担
う（初期支援については後述）。国際家族計
画連盟（IPPF）の加盟協会（MA）の多くは
SGBV対応の支援業務をすでに幅広く提供して
いるが、今後も機会を見つけて活動の強化と
拡大をしていく心構えが必要だ。

て書かれている。SGBVの予防とSGBVをくぐ
り抜けた人々のニーズに応えることは、
IPPF人道戦略（2018-2022）の中核を成すコ
ンセプトでもある。IPPF地域事務局とMAは、
SGBVへの介入を「災害時の緊急対応サービ
スパッケージ（Minimum Initial Services
Package, MISP）」4 に導入し、人道危機に
おいても対応することで、戦略の実現を目
指す。
SGBVを減らし、SGBVをくぐり抜けた人々へのケ
アを提供することは、人権に対するIPPFの次の
コミットメントに通じます。



支援を求める女性たちからは、医
療従事者が支援者として信頼でき
るとの声が上がっている。医療従
事者はSGBVをくぐり抜けた人々
への初期支援という、独自の役割
を担っている。すべての加盟協会
（MA）は、SGBV対応の強化と拡
大へ向けて具体的に動き出さなけ
ればならない。

可能な限り最高の健康基準5
性別、セクシュアリティ、ジェンダ
ーに関わらない、すべての人の参加6



個人の命、自由、安全7,8



法に基づいた個人の自主性と承認7,9,10



結婚するかしないか、子どもを産むか
産まないかの選択11

想定される対象者
この声明は、IPPFでサービスを提供する者、管
理する者、役員などに向けて書かれている。
SGBVの予防と対応に関する指針として活用され、
SGBVをくぐり抜けた人々に対する支援のやり方
を解説する。
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性とジェンダーに基づく暴力とは
「性とジェンダーに基づく暴力（SGBV）とは、ジ
ェンダー規範と不平等な権力関係に根ざし、個人
の意志に反して行われるあらゆる行動を表す言葉
である」12

性とジェンダーに基づく暴力の例
 親密なパートナーによる暴力（IPV）親密
なパートナー、もしくは元パートナーに
よる身体的、性的、経済的、精神的な暴
力のこと。例えば、暴力行為、強制、心
理的虐待、支配的な行動など。

北京行動綱領によれば、「性とジェンダーに基
 身体的暴行 とは故意に物理的に力を使った
づく暴力には身体的、精神的虐待、女性と少女
り、武器を用いたり、用いると脅迫するこ
の人身売買、その他の虐待と性的搾取が含まれ、
とで誰かを負傷させる行為を意味する（例
少女と女性が身体、精神に外傷を負い、疾病、
えば殴打、窒息、絞扼、火傷、刺傷など）。
意図しない妊娠のリスクが高い状態にする。こ
 同性愛者とトランスセクシュアルに対する
のような状況下では女性は保健医療その他のサ
嫌悪に基づく暴力 個人が表明する性的指向
ービスを受けにくくなる」8
または性自認に対する攻撃のこと。このよ
IPPFではジェンダーに基づく暴力（GBV）を包括
うな暴力は、伝統的なジェンダー規範に反
的な用語として定義し、身体的、精神的、性的、
するアイデンティティを持つ者を罰したい
経済的な暴力を含む幅広い言葉と認識している。
という欲望や「治す」目的で行われる。IPV
性暴力が含まれることをはっきりと示すため、
と同様に、様々な暴力行為が実行される。
IPPFはGBVではなく敢えて「性とジェンダーに基
 精神的・感情的な虐待 思考と感情に痛みや損
づく暴力（SGBV）d」を使用している。
傷を与えるような行為のこと。例えば、暴行、
誰でもSGBVの被害に遭うと考えられる。言葉に
よる中傷から殺人行為まで、幅広い行為がSGBV
と考えられる。SGBVをくぐり抜けた人々の被害
も、一度の事件のこともあれば、複数回、異な
る形や強度の暴力を受けることがある。
以下にもっともよく見られるタイプのSGBVの
例を示す。SGBVをくぐり抜けた人々は、一度
に複数のタイプのSGBVを受けることがあり得
る。

性暴力の脅迫、支配的な行動、言葉による虐
待、相手を萎縮させる、屈辱を感じさせる、
強制的に孤立させる、ストーカー行為、ハラ
スメント、中傷、搾取など。一例としてテク
ノロジーを使ったジェンダーに基づく暴力
がある。これはインターネットやモバイル技術
を使って相手の性別、性同一性、性自認に基づ
いて害を及ぼすこと。

 生殖の強制 は誰かのパートナーか家族がそ
の人の生殖に関わる行為の成り行きを支配
しようとする行為のこと。例えば、避妊の
使用について嘘をつく、避妊法を損傷させ
る、妊娠か中絶を強制させる、安全な中絶
サービスを利用できないようにするなど。

d この表記は世界保健機関（WHO）など他の国際機関とは一線を引く決断に基づく。SGBVに対するIPPFの姿勢については
近々、声明を発表する予定である。
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 性暴力（性的虐待）とは、サバイバーと行為者
の関係、性暴力が起きた背景などに関わらず、性
行為のために行われる不必要な性的言動、誘いか
け、人身売買行為など、サバイバーの性に対して
強制や操作を用いて働きかける、あらゆる性的な
行為のこと。レイプ、性的暴行、性的搾取などは
すべて性暴力の一形態である。
 性的奴隷制度とは、奴隷制度と性的暴力
によって個人の自律性、移動の自由、性
的行動に関する意思決定の力を限定する
こと。強制婚、家内奴隷性、人身売買に
よってセックスワークに従事させること
などは、性的奴隷制度の一部と考えられ
る。
 児童への性的虐待とは、児童もしくは思
春期の子どもに性的暴力を振るうこと。
子ども自身がその行動の意味を理解でき
ず、事態を理解した上で性的な同意をで
きない場合、子どもの心身が未発達なた
めに性的行為が受け入れられず、性的同
意ができない場合、性的虐待が発生した
社会の法律と社会規範に反する場合があ
る。
 社会的・経済的な虐待、ネグレクトと
は、特定の性、ジェンダー、性的指向
の人に対し、人権を実現するために必
要な機会と資金を意図的に奪うこと
（例：食べ物を与えない、教育、労働、
資産保有の機会を奪う、金銭を与えな
い、保健医療や社会的サービスを受け
させないなど）。

 有害な伝統的慣習とは、特定の文化において
社会的に受け入れられている暴力eで、その
大半は女性と少女に対して伝統の名のも
と、実行される。例えば、強制婚、児童
婚、名誉殺人、女性性器切除（FGM）など
がある。

SGBV はサバイバーの健康と幸福に甚大な影響を
及ぼすだけでなく、その家庭で育つ子どもにも
影響を与える。家庭で暴力と虐待を目撃、経験
して育った子どもはその後、暴力を受け、自分
が暴力を振るう経験をする可能性がそれ以外の
人々より高い。また、精神衛生上の問題、就学
上の問題を経験する可能性が高い。
人道危機対応に特化して活動する国際機関
では、「証拠」13の有無に関わらず、SGBVが
人道危機の初期から発生していると予測し
て支援を行うことが鉄則だと発言している。
世界的に、SGBVは報告されている件数より
も隠れた数が多いことは立証されている。
人道危機下においてはさらに、スティグマ
や報復（住居、食物などサービスを停止さ
れるなど）を受ける恐れ、サービス提供者
につながる方法とタイミングが見つけにく
い、サービスに対する信頼度が低い、加害
者への罰則がない、ケアを受けることの利
点が知られていない、といった理由で、平
時よりも事態が深刻だと考えられる。

SGBV はサバイバーの心身の健康と幸福に甚大な影響を及ぼすだけでなく、
その家庭で育つ子どもにも影響を与える。家庭で暴力と虐待を目撃、経験
して育った子どもはその後、暴力を受け、自分が暴力を振るう経験をする
可能性がそれ以外の人々より高い。また、精神衛生上の問題、就学上の問
題を経験する可能性が高い。

e 暴力は時に故意の有無によって判断され、慣習は伝統的な規範に沿って実行されるために「暴力」と考えることができない、
という意見が散見される。しかし、IPPFは、社会的文脈においては受容されている伝統的慣習であっても、有害なものは暴力
であると認識している。
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SGBVサービスモデルと指針
ジェンダー不平等とSGBVをなくすには長期的
かつ構造的な文化変容が必要だが、保健医療
施設では今も予防プログラムと被害を受けた
後のサービスを提供する義務がある。医療提
供側にはSGBVをくぐり抜けた人々に接触する
機会と支援に必要な技術と資源がある。しか
し、医療機関はいまだに支援者としての重要
な役割を自覚しておらず、暴力に対応するた
めの簡単な方法を導入していないことが多い。
14

IPPFはすべてのサービス提供地点（SDP）の
サービスにSGBVケアを統合することを決めて
いる。多くのMAはSGBVの一次予防に役立つプ
ログラムを幅広く提供している。例えば包括
的性教育（CSE）、交際のカウンセリング、
男性と少年の参加を促進、ジェンダー不平等
を是正するコミュニティの介入など。しかし、
SGBVを受けた人々、何らかの影響を受けた
人々が必要とする医療ケアと支援が受けられ
るよう、クリニックの業務量を空けておき、
ケアを必要とする人々に害を及ぼさないこと
を示さなければならない。この節では、既存
のサービスに加えて導入が推奨される、以下
のSGBV介入について概説する。
1. 性とジェンダーに基づく暴力（SGBV）防止
2. SGBVを受けた人々への1次サービス
3. 人道危機下におけるSGBVサービスの提供
4. SGBVサービスのモニタリングと評価

この指針は、効果的な実践例と最新の調査研
究と指針に基づく。この節を通して、IPPFは
詳細な助言と情報を持ち、コミュニティに合
わせたSGBV導入に使える資料を紹介する。
1. SGBVを予防する

SGBVの根本には問題はジェンダー不平等
と権力の不均衡がある。個人の信条、知
識、態度や行動、交際や家族間の力関係、
コミュニティや社会の規範、宗教、国策、
法規制などの枠組みに権力が呼応し、相
互作用を起こす。SGBVを防ぐためにいく
つかの介入が必要になる。
女性と少女に対する暴力を防止する効果
的な介入としては、参加型のアプローチ

によって複数の利害関係者を巻き込み、
交際、人と人とのコミュニケーションに
際して考えられるジェンダー役割と規範、
そして意思決定について、そして暴力が
容認されるのか、という重要な話し合い
をする必要があることを調査結果が示し
ている。15,16 英国で実施された ‘What
Works to Prevent Violence’ （暴力の防
止に役立つこと）イニシアティブの調査
では、親密なパートナーによる暴力
（IPV）の防止に必要な介入を、その土
地の文化に合わせて形成し、広くコミュ
ニティ（オピニオンリーダー、政治家な
ど）の参加を得た場合に成功する確率が
高くなることが分かっている。17
また包括的性教育（CSE）が、熟練した保
健教育の指導者によって教えられ、SGBVの
防止に特化したカリキュラムを導入した場
合には、若者のSGBVを防ぐ可能性が高いこ
とがデータで実証されている。18
14の国連機関（二国間、多国間）が、女
性に対する暴力を防止するための諸機関
による活動の結果をRESPECT Womenにま
とめ、発表している。RESPECTは暴力を
防ぐための7つの戦略の頭文字をとって
いる。RはRelationship Skills（交際関
係を築くためのスキル）、Eは
Empowerment（エンパワーメント）、Sは
Services（サービス）、PはPoverty
reduction（貧困を減らす）、Eは
Environments made safe（安全な環境を
作る）、CはChild and adolescent
abuse prevented（児童と思春期の虐待
防止）、TはTransformed attitudes,
beliefs and norms（変容した態度、信
条、規範）を表している。19
ジェンダー平等と人権の原則に基づいて構
成したプログラムは成功率が高い。参加型
のアプローチをとる、複数のリスク要素と
保護の仕方を説明する、複数の介入方法を
組み合わせて使う、コミュニティをすべて
の中心に考えることなども有効だ。
RESPECT枠組へのリンクは、参考資料の
リストにある。
5

IMAP Statement on Sexual and Gender-based Violence

2. SGBVをくぐり抜けた人々への初期支援

世界保健機関（WHO）は、医療従事者がIPVと性
暴力を受けた人々への最低限かつ第1次的な支
援をするためのトレーニングが必要だという立
場を維持している。初期支援f には負傷の手当
に加え、プライバシーを侵害しない方法で、本
人の心、身体、安全、支援のニーズに応えるこ
とも含まれる。20 初期支援は医療機関が提供で
きる最も重要な医療サービスの一つだとWHOは
考えている。
以下の指針はWHOの臨床ハンドブック『親密
なパートナーからの暴力、または性暴力を
受けた女性のためのヘルスケア』から引用
している。20
WHOは、サービス提供者が次の4分野のケアが
提供できることが望ましいとする。
 緊急の情緒的、精神的ニーズ
 緊急の身体的ニーズ

LIVES: 初期支援の5つのステップ

Listen
傾聴する

Inquire

about
needs and
concerns
ニーズや心
配・懸念を
尋ねる

Validate
認める

Enhance
safety
安全を強化
する

Support
支援する

 継続的な安全ニーズ
 継続的な支援と生産ケアニーズ20

すでに多くのMAが上の4ニーズに対応する医療
サービスを提供しており、その他の分野に関し
ても照会する団体を知っている。MAが現状では
対応していないサービスと支援について、それ
をMAのクリニックで提供できるか精査し、それ
を導入することでSGBVをくぐり抜けた人々にメ
リットがあるかを確認し、それぞれの国の指針
と方針に従って導入に向けて動くことを推奨す
る。
WHOは、医療サービスを受けにクリニックに来
た女性全員がIPVを受けているかどうか確認す
ること（つまり「全数検査」や毎回の確認）を
推奨していない。その代わり、よく見られる
SGBVの兆候に医療従事者が日常的に注意し、暴
力による兆候と症状が見られる利用者を刺激せ
ずにその問題について尋ねてみることが必要だ
とする。21

女性を批判せず、共感して、丁
寧に話を聞く。
女性の様々なニーズや心配・懸
念を評価し対応する。情緒的、
身体的、社会的、実際的な問題
など（例：子どもの世話）。

女性の話を理解し、信じている
ことを示す。女性が責められる
ことはないと確信させる。
再び暴力を受けることになった場
合、さらなる危害から女性を守る
方法を話し合う。
女性が、情報、サービス、社会
的サポートにつながるように支
援する。

出典： WHO, 2014:14. 上の文章では相手が女性だと想定し、女
性に呼びかけるように書かれているが、あらゆる性、性自認
の人に当てはまる。

MAはSGBVへの初期支援を行う医療従事者への精
神的な負担を考慮し、その支援も用意すべきだ。
医療従事者その他の支援スタッフには適切なト
レーニング、指導、メンタリングなどの支援を
整備し、スタッフの健康とウェルビーイングを
守るようにしたい。WHOはトレーニングと指導
と同時に、保健医療システムと枠組みの改善を
推奨している。例えば書面でプロトコル、作業
計画書を用意する、個人情報、職務上知り得た
機密を守るための仕組みの改善、医療機関以外
の団体への照会を増やす、文書システムの導入
などが検討されるべきだ。（詳細については参
考資料：WHO(2017) Strengthening health
systems to respond to women subjected to
intimate partner violence or sexual violence: A
manual for health managers.を参照）

f 初期支援とは、「心理的応急処置」という人道支援分野の用語を転用したもの。
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3. 人道危機下のSGBVサービス提供

人道危機において、医療スタッフは必須であ
り命に関わるサービスの提供に注力すべきで
ある。これには性暴力の防止、SGBVを受けた
人への支援が含まれる。人道危機においては、
証言の有無に関係なく、SGBVが発生している
前提で動くべきだと国際機関は助言しており、
それぞれの分野で推奨される対応（例：国連
難民高等弁務官事務所）を即時に始めるべき
としている。
前項にある「SGBVをくぐり抜けた人々への初
期支援」にある対応は、平時と人道危機下の
どちらにも使用できる。主要な対応は「災害
時の緊急対応サービスパッケージ（Minimum
Initial Services Package, MISP）」で網羅
されている。4 Clinical Management of Rape
and Intimate Partner Violence Survivors22 には
人道危機下におけるレイプとIPVへの対応につ
いて、最新の臨床プロトコルが定義されてい
る。MAはまた、ジェンダーに基づく暴力の情
報管理システム（GBVIMS）gへの情報提供が期
待される。このシステムは関連する課題に取
り組むパートナー団体（例：ジェンダーに基
づく暴力、保健）も利用しており、SGBVに対
する多面的な対応を促進している。

医療従事者には、性暴力を受けた
人々への最低限の初期支援をする
ためのトレーニングが必要だ。初
期支援は負傷者の手当に加え、プ
ライバシーを侵害しない方法で、
本人の心、身体、安全、支援のニ
ーズに応えることも含まれる。多
くのMAが前述の4つのニーズに対
応する医療サービスを提供してお
り、その他の分野に関しても照会
する団体を知っている。SGBVを受
けた人の役に立つサービスや支援
を追加できるか精査し、導入のた
めの道筋をつけていく必要がある。

IPPF 国際医学諮問委員会（IMAP）では、人道
危機下におけるセクシュアル・リプロダクティ
ブ・ヘルス/ライツサービスの提供について別
個に声明を出している（参考資料リスト：IPPF
資料を参照）。

人道危機において、医療スタッフは必須であり命に関わるサービス
の提供に注力すべきである。これには性暴力の防止、SGBVを受け
た人への支援が含まれる。

g ジェンダーに基づく暴力の情報システムについて詳しくはこちら：www.gbvims.com/what‑is‑gbvims/gbvims‑background/
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4. 提供するSGBVサービスのモニタリング
と評価

SGBVサービスの提供をモニタリングし、
その影響と効果を評価することが、SGBV
サービスの強化に肝要である。MAではす
でに厳密なモニタリングと評価を導入し
てはいるが、SGBVサービスのモニタリン
グと評価に関する最新の調査から、役に
立つ実践例（グッドプラクティス）とベ
ンチマークを紹介する。
国連人口基金（UNFPA）は、SGBVをくぐり抜け
た人々のデータ管理に関する、16項目からなる
最低限の（中程度の品質の）基準h を発表して
いる。23 この基準によって、SGBVサービスを提
供する機関がグッドプラクティスを実践し、利
用者に害を及ぼさないことを目指す。以下に例
を示す。
 GBVをくぐり抜けた人々からデータを収集す
る場合、サービス（例えば医療、社会心理
支援）を提供しなければならない。
 サバイバーと事件データは個人が分から
ないように収集し、分析と報告に使用す
る場合も個人が特定できないようにする。
 個人情報が明記された情報（例：照会用の
カルテ、カルテの一部）は、照会のために
のみ共有し、本人の同意がなければ共有で
きない。
 （照会先に）データを共有する前にデータ
の共有、保護、使用、とそれぞれの目的に
ついて合意をしなければならない。

評価測定の枠組みを設計する組織のため、
Measure EvaluationはSGBVサービス提供に関する
主要な12の指標を開発した。24 WHOが開発した指
標もある。25
 医療機関で取り扱ったSGBVケース数
 利用者がSGBV支援を要請する回数（再訪
を含む）
 SGBVをくぐり抜けた人々のうち、適切な
医療ケア（例：性感染症（STI）、HIV予
防薬、緊急避妊ピル）と精神的ケア
（例：初期支援と必要な外部支援への照
会）を受けた割合
 特定の期間にSGBVの兆候の察知とケアのト
レーニングを受けた医療従事者の数（例：
年度ごと）
 その組織のクリニック（常設・モバイル）
のうち、過去3年間にスタッフに少なく
とも1人がSGBVの察知、SGBVをくぐり抜
けた人々へのケア、支援に関するトレー
ニングを受けている割合
 医療従事者のうち、親密なパートナーによ
る暴力（IPV）をくぐり抜けた人々に関す
る a)知識と b)受け入れる心構えがあり、
c)IPVの兆候が察知でき、ケアを提供でき
る者が増えているかどうか

このような指標によってMA活動におけるSGBV
対応を定量的に評価できるだろう。これに定
性データを加えてもよい。定性と定量データ
を併せて分析することで、サービスの提供範
囲と質の高さを立体的に評価できるようにな
る。
上記の資料の詳細とリンクは参考資料リス
トを参照。

h この基準は人道危機下を想定しているが、あらゆる場面で活動する医療従事者にとって示唆に富む。
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IPPF加盟協会（MA）への勧告

 SGBVをくぐり抜けた人々の支援には、分野
横断的なコーディネーションが必須である。
次の勧告は国際的なグッドプラクティスと最新
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス
研究を反映するが、SGBVの判断はハイコンテキ
（SRH）サービスを提供する機関は、心理サ
スト（それぞれの文化事情に深く根ざしている）
ポート、住居、児童福祉、保育、警察、法
である。
律サービスなどと連携し、SGBVへの効果的
技術的ガイドラインと評価（参考資料リストを
な対応を構築しなければならない。このよ
参照）を活用し、MAそれぞれの文化事情に合っ
うなパートナーシップは情報共有、共同の
た行動計画書を、その国のガイドラインやプロ
啓発活動、照会などにも役立つ。
トコルを参考しながら策定してほしい。
 総合的な照会ネットワーク利用者の照会には、
当事者が必要とする、もしくは利用したいと
プログラム策定とサービス提供 この勧告
思う施設を選べるよう、リストを用意する。
は平時、人道危機下のどちらにも適用される。

人道危機下における活動の勧告はP.10を参照。
 それぞれの文化に即したSGBV必須サービス
のセットを定義し、新しく必要な医薬品と
消耗品、サービスがあれば特定する。IPPF
Quality of Care Framework を参照しな
がら行う。例えば、緊急避妊ピル、精神医
療や心理カウンセラーの紹介、安全な中絶
ケア（現地で法的、政策的に性暴力による
妊娠の中絶が許されている場合）、曝露後
の予防薬、抗レトロウイルス薬による処置
などが考えられる。資材、対応によっては、
既存のサプライチェーンへの変更が必要に
なる（IPPF Quality of Care Framework
のSecured supply chain management
systemを参照）。
 必要に応じてファンドレイジング（資金
調達）を行い、SGBVに関するスタッフの
専門性と受け入れ態勢の強化に使用する
か、機材、プロトコル、作業計画書、文
書システム、資材に投資しSGBVサービス
提供体制を整える。医療機関では料金設
定を見直すなどして、お金がなかったり、
お金を持ち歩くことを許されていなかっ
たりする利用者が助けを求めやすくする
ことも考えられる（IPPF Quality of
Care Framework – Adequate financial
resources参照）。
i

 SGBVの指針、連携、照会の方針について
予めサービス提供者、省庁、作業部会な
どで話し合い、決定しておくこと。
 SGBVをくぐり抜けた人々は、匿名で事件を通
報し、差別を受けずにサービスと支援を受け
られなければならない（心理、医療、法律、
生活支援など）。職場で発生した場合には、
本人の安全が守られる規則が必須だ。i
 SGBVサービスをMAが提供する他のSRHサ
ービス、例えば性感染症とHIV、安全な
中絶ケア、避妊法などと連携する。
 コミュニティによるセーフティーネッ
トと活動は効果が高いが、 SGBVの影響
を受けたすべての人々が関わっていなけ
ればならず（少女、女性、障がいのある
人、性的少数者、高齢者など）、意思決
定ができる役割を持っていなければなら
ない。
 男性と少年が参加できる機会とパートナーシ
ップを探すこと。包括的性教育（CSE）、ピア
プログラムと連携し、男性と少年が利用者、
責任あるパートナー、SGBVを変えていく主体
者となるべく活動すること。
 他の関係者とパートナーシップを組み、
特に加害者に働きかけている団体と連携
できるようにする。

IPPF Policy 1.15: Safeguarding (children and vulnerable adults); Policy 1.3: Gender Equality. https://www.ippf.org/sites/default/
files/2019‑10/POLICY%20HANDBOOK%20ENGLISH%20‑%20May%202019.pdf
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人道危機下の対応

謝辞

人道危機下のSGBVサービス提供に関する主要な勧
告は以下の通り。

次の方々に心より謝意を表したい。声明の
草稿を執筆したSeri Wendoh、Rachel Wilder。
リードレビュアーとして技術的なインプッ
 人道支援とサービスは、もっともSGBVを受け
トと助言を提供したDr France Anne Donnay、
るリスクが高いグループの状況とニーズを理
解して提供されなければならない（例：若者、 Dr Raffaela Schiavon Ermani、Claudia Garcia‑
Moreno (WHO)、 Avni Amin (WHO)。
性的少数者、障がいのある人々、高齢者）。
そして、IPPFの Clare Morrison、Danie
 初期ニーズの評価プロセスに率先して参加し、
McCartney、Elizabeth Bartolomucci‑Hughes、
SGBVが必要項目としてSGBV対応が「必須サー
Jameel Zamir、Julie Taft、Karthik Srinivasan、
ビス」となるように働きかける。 などの単一、
Manuelle Hurwitz、Natasha Kaur、Susana Medinas
複数分野にわたる評価プロセスにSGBV関連
Salas、Yuhsin Huangによるレビューのほか、Dr
の質問とガイドラインが重要事項として含
Sarah Onyangoのレビューとレビュープロセス
まれるようにする。
のコーディネーションに感謝する。
 GBVデータ管理システムの質と効率性を調査
最後に、IPPFの国際医学諮問委員会（IMAP）メ
し、保安上のグローバル基準を守るために
ンバーに深い感謝を伝えたい。Dr Ian Askew、
どのような強化が必要かを評価する。
Dr Anneka Knutsson、Dr France Anne Donnay、
Professor Kristina Gemzell Danielsson、Dr Raffaela
 SGBV、 MISP、CMR、照会、特別なニーズの
Schiavon Ermani、Professor Oladapo Alabi Ladipo、
あるグループへの適切な支援などのトレー
Professor Michael Mbizvo、Janet Meyers、
ニングをパートナーに提供すること。
Professor Hextan Yuen Sheung Nganには貴重な時
間を割いて、本声明の作成中に何度も助言と
知識の集積と啓発活動
レビューをいただいた。
 利用者から当該サービスに関するデータを集
め、分析してサービス向上に活用する。デー
タ収集はその場所とタイミングに配慮して行
い、サービス向上のための使用に限定する
（IPPF Quality of Care Framework – Effective
communication and feedback systems参照）。

 他の分野でSGBVに携わる組織など、広く
連携を強化する。照会先が増え、知識を
共有できることでコミュニティ全体の
SGBV対応力が上がる。
 メディア、政策決定者、オピニオンリーダ
ーなどとのパートナーシップを築き、SGBV
集結に向けた啓発、広報活動を合同で発案、
実行できるようにする。それぞれの場所に
応じた状況評価を行い、社会的、政策的、
法律的にどのような変化が必要かを導き出
す。考察に基づいて啓発戦略を作り、実行
する（平時、人道危機下でも同様に行う）。

MAは現地の状況に合わせたサービ
ス、物資が含まれるSGBV必須パッケ
ージを、IPPF Quality of Care
Frameworkに沿って開発しなければ
ならない。例えば、緊急避妊、精神
科か心理カウンセリング支援、安全
な中絶ケア、ウイルス曝露後に使う
予防薬と抗レトロウイルス治療など。
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