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「女性専用外来」を受診
したことがありますか

①受診したことがある 2.9％
②受診したことがない 94.1％
③無回答 2.9％

「女性専用外来」について
知っていますか

①名前だけ知っている 37.4％
②名前も意味も知っている 37.4％
③知らない 25.3％

「女性専用外来」に
興味はありますか

①興味がある 81.3％
②興味がない 13.2％
③無回答 5.5％

受診者は、40～50歳代がもっとも多く、半数を占めて

います。疾患別では婦人科系が半数程度、その次が精神科

系で、合わせると約75％を占めています。実際に受診され

た方々にお話を伺いました。「医師が女性で話しやすいか

ら」と「女性特有の病気を診てもらえる」というのが大き

な理由になっています。診察に関しては「医師の説明・態

度」、「スタッフの対応」に70％以上の方が「満足している」

と答えています。医師が女性なので話しやすいということ

や、30分という長い時間でゆっくりといろいろなことを聞

けた（話せた）ことが満足度につながっているようです。

しかし、予約から受診まで1ヵ月程度かかり、すぐに診て

もらえないことに不自由を感じているようです。（「日本女

性会議2004まつやま」における第4分科会資料より）

今回の取材を通じて、「今は大丈夫。でも、将来何か自

分のからだに不安が生じた時、「女性専用外来」があれば

じっくり自分の気持ちを聞いてもらえる」という安心感を

強く感じました。「女性専用外来」は十分認知されている

とは言い難く、さまざまな課題も残されていますが、女性

のライフサイクルの変化に応じて、症状にあった総合的な

診療が受けられる「女性専用外来」は今後ますます増えて

いくと思います。女性の医療環境を充実させ、「安心して

自分のからだのことを語れる場所がある」ことが一番大切

だと思います。

（リポート：柏　より子）

「気になる症状があるけれど何科に行けばいいのかわか

らない」、「受診したいが男性医師だと恥ずかしいし話にく

い」などの理由で受診をちゅうちょする女性に配慮し、プ

ライバシーを保護しながら、時間をかけて診療する専門外

来のことです。従来の診療科（内科、外科、婦人科など）

の分類ではなく、総合的に診療が行われ、スタッフに女性

が多いという特徴があります。性差に考慮し、トータル的

に診療するのが目的です。

1990年代からアメリカを中心に「性差医療」として行

われてきました。医療は男性中心に発展してきましたが、

同じ病気でも男女で症状が異なり、薬の効き方にも違いが

あります。「性差医療」は男女の体の違いに注目して医療

を行おうというものです。

日本では、2001年5月、鹿児島大学第一内科に「女性専

用外来」が開設されました。同年9月には公立病院として

初めて千葉県立東金病院にも開設され、以後全国的に広が

っています。

松山市では、2003年7月、愛媛県立中央病院に四国の県

立病院として初めて「女性専用外来」が開設されました。

受診方法は、まず電話で申し込みをして診察日時を決定し

ます。来院当日、問診票を記入し一人30分程度の診察を行

います。その後、必要に応じて検査予約、次回予約、各科

専門外来への紹介が行われます。3人の女性医師がローテ

ーションで診療にあたり、診療は保険が適用されます。

たい「女性専用外来」もっと知り
ここ数年、「女性専用外来」という言葉を耳にする ことが多くなりました。そこで、コムズ主催事業に参加された方を対象にアンケートを実施しました。

「女性専用外来」アンケート集計結果　（回答：女性91名） 1 女性専用外来とは？

2 歴史的背景と日本国内の流れ

3 松山における女性専用外来

取材を通じて…

愛媛県立中央病院　女性専用外来
●診察日：毎週火曜日、水曜日　午後1時～午後4時

●完全予約制

●予約：月～金曜日　午後1時～午後4時　

TEL：（947）1111(代表)

問1で「知っている」と答えた方に伺います。

「名前だけ知っている」と「名前も意味も知

っている」を合わせると75％の人が「女性専用

外来」について知っていると答えています。し

かし、「知っている」と答えた人の中で受診した

ことがある人は3％と極端に少ないようです。一

方で、80％以上の方が「興味がある」と答え、

関心の高さは伺えます。高い関心を示しながら、

受診経験が少ないのは、その実態がよくわかっ

ていないからではないでしょうか？そこで「女

性専用外来」について調べてみました。

アンケート結果からうかがえる
「高い関心と少ない受診経験」

「女性専用外来」アンケート集計結果
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コーヒミルクの成分は何でしょうか？ナタネ油です。水

と油、混ざることのないものが混ざるのはなぜでしょう？

それは乳化剤を入れて高速で混ぜているからです。ある清

涼飲料水500ml中には約10％（スティックシュガー約20

本分）、スポーツ飲料には約5％の糖分が含まれています。

栄養成分表示に記載されている炭水化物とは、でんぷんを

異性化させて作ったブドウ糖加糖液です。スポーツ選手は、

スポーツ飲料を水で薄めて飲みます。そのまま飲むと喉が

渇き、からだが受けつけないからです。外食で食べるピザ

やラーメン、野菜サラダのつけ合わせの「見栄えのいい」

ゆで卵。金太郎飴のように輪切りにすると黄身と白身が均

等なロングエッグが業者用に開発されました。季節に関係

なく山菜定食が食べられるのはなぜでしょう？塩漬けの長

期間保存可能な山菜や野菜が輸入されているからです。大

切な食に関することを私たちはどれほど知っているでしょ

うか。

ある家庭の食卓の様子

をみんなで考えてみまし

た。両親と小学6年生の

3人家族で共働き。父は

栄養ドリンクを飲んで出

勤。長男は朝食抜きで登

校。母はトーストと牛乳

で済ませ出勤。父の昼食はコンビニで空揚げ弁当とウーロ

ン茶。母は弁当屋ですき焼き弁当。長男は給食。学校から

帰った長男は、ひとりでカップラーメンを食べてスポーツ

飲料のペットボトルを手に学習塾へ。母はデパートの地下

で鶏の空揚げ、ポテトサラダ、きんぴらごぼうを買って帰

り、パックのまま食卓に並べてママさんバレーの練習へ。

長男は7時半に塾から帰宅し、テレビを見ながらひとりで2

度目の夕食。ご飯とインスタントのスープ、嫌いな野菜を

よけて空揚げを食べました。夫は居酒屋で枝豆、焼きなす、

焼き鳥をつまみにビールを飲み、仕上げにラーメン。10時

輸入と加工
あなたの知らない世界

平成17年6月18日(土)13：30～15：30
コムズ5階　大会議室

「食」を通して、家庭や地域、環境や農業、

医療、教育、福祉などのありようから私たち

のくらしや生き方を考える講演会が開かれま

した。講師は西日本新聞社編集委員の佐藤弘

さんと重岡美穂さんです。

男女共同参画週間記念講演　コムズ公開講座

こんな日常
どう思いますか？
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に帰宅してテレビを見ながら夫が買って帰ったハンバーガ

ーを3人で食べて就寝。日曜日の夜は家族で外食。妻が夕

食で台所に立つのは週に3日だそうです。この家族の食卓

から見えるものは何でしょう。

孤食（家族ばらばらの食卓）、欠食（朝食抜きの食生活）、

固食（野菜の少ない偏った食事）、小食（量の少ない食事）、

軟食（硬いものをほとんど食べない食事）などのキーワー

ドが見えてきます。

ひとり暮しの大学生の食生活を見てみましょう。朝食抜

き、おにぎり1～2個、ジュース、お菓子、パン、コンビニで

好きなものを買って食べるといった小食、固食の傾向がみ

られます。清涼飲料水の中には砂糖が10％も含まれている

ものがありますから、それをがぶ飲みすると食べられない

のは当たり前です。このような食生活を続けていると、食

をエネルギーに変える酵素が活発に働かなくなる、人前で

食事をすることが苦手な摂食障害、便秘、歯の成長異常など

精神的にも肉体的にも支障が出てくることもあるのです。

今の医療費は30兆円に昇ります。病気をしてお金を使う

より病気をしないためにお金を使うべきではないかと思い

ます。自分のからだを考えることは社会ためになると思い

ませんか。

今の取材班になる前は生活が不規則な社会部でした。食

生活はひとり暮らしの大学生と同じで、自宅から生ごみは

ほとんど出ませんでした。自分が食べているものが、から

だの中でどうなっているのか調べてみました。牛は人間よ

り体温が高いので、牛の脂肪は人間の体内で固まりますが、

体温の低い魚の油は固まりません。食べたものが胃から先

どうなっているのかを知ったことをきっかけに自分の食生

活を見直していきました。赤い血は緑黄色野菜からできて

います。母乳は血液からできています。脂っこい食事をす

る母親の母乳を哺乳瓶に入れておくと上に油が上がってき

ます。子どもを産み母乳を与えるということからみても、

自分のからだは自分だけのものではない、自分のからだは

将来につながるもの、つなげるものだと感じてきました。そ

こで一念発起。①野菜を食べる②一日三食とる③外食は定

食にする④間食は控える⑤自動販売機を使わない―これを

「できる範囲で」やる「半歩先の挑戦」がはじまりました。

スタートはインスタントでもいいからみそ汁を食べる、

定食を食べることから始めました。ご飯に玄米を混ぜたり、

みそ汁を自分で作ったりと、野菜も意識して取るようにな

ってきました。3ヵ月目には農薬や添加物を使っていない

ものを選ぶようにもなりました。その結果、お通じがよく

なる、生理痛が軽くなる、赤血球が増えた、肌の生まれ変

わる力がアップするなどの変化が出はじめました。

栄養の情報が急にたくさん入りすぎて、何をどれくらい

食べたらいいのか分からなくなった時期もありました。栄

養のバランスにしばられ、心が苦しくなってしまうのでは

なく、おいしく楽しく食べること、外食に行っても選ぶ食

生活を保つ努力が大切です。いい時や悪い時もあるけれど、

全体的にバランスを上げていけばいいのです。

少年鑑別所が、子どもの更生方法の道筋を考える際、重

視するのが家庭環境です。本人が家庭をどうみているか、

どう思っているかを聞き出すために食卓状況面接をするの

だそうです。食卓状況面接とは、食卓を囲んで誰がどこに

座っていたのか、誰とよく会話したのか、テレビの位置は

どこかなどを聞いていくことで、家族への感情が吹き出て

くるそうです。

食事をするということは臭覚、味覚などの五感を使いま

すが、テレビに集中してしまうと五感を豊かにする子ども

の成長を奪うことになります。家族でのコミュニケーショ

ンもとれません。栄養を取ることも大切ですが、食べるこ

との原点が必要です。

男女が、子どもたちが、ともに協力し合うという何気な

い日常の中で、考えることはたくさんあると思います。食

事には、からだの健康とこころの健康があります。いい社

会には丁寧な暮らし方があります。食卓の向こう側に何が

見えますか。働く人。作った人。それが見えた時、よりよ

い社会になるのではないでしょうか。食卓には無限の可能

性があります。一番身近な食卓から考えてみませんか。

（リポート：渡部　純江）

重岡さん
半歩先の挑戦

家族で
食事をするということ

男女共同参画週間記念講演　コムズ公開講座

食卓のむこう側にみえる
無限の可能性
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丹下さんは、愛媛大学法文学部で社会政策論という講義を担

当されており、主に働くこと、生活することにかかわる政策的

諸課題を研究されています。話の冒頭、自己紹介の中で、自分

が在日コリアン集落に育った日本人であり、小さい頃、自分の

友だちは在日コリアンがほとんどだったこと、彼らは日本人の

同級生からひどい差別を受けていたこと、日本人の自分さえも

が単にそこに住んでいるということで差別を受けていたことな

どを話されました。最近では、松山市のホームレスの人たちの

生活調査や自立支援にもかかわっておられ、そこでも少数の

人々や自分とは違う人々への差別や排除の強さを感じられるそ

うです。

このような「差別」や「排除」あるいは「偏見」の背後には、

他者を理解しようとしない状況、最近の流行語でいうと「バカ

の壁」のようなものがあると話されました。コミュニケーショ

ンの欠如ともいうべき事態は、コースのテーマである「女性の

生き方と年金」をめぐる議論にもみられ、特に働くキャリアな

女性と専業主婦、いわゆる「第3号被保険者」との対立にもみ

られるとし、話を進められました。

年金保険料の負担を行わず給付が受けられる第3号被保険者、

年収130万円未満でしか働かないパート専業主婦に対して、非

常に強いバッシングが起こっています。丹下さんは、時代の背

景やそれに伴う政策をおざなりにした理解は対立しかうまない、

と話されました。それぞれがおかれいる社会的背景、状況をよ

く理解し、お互いに歩み寄りながら、問題の本質を理解するこ

と、そこで生まれた大きなパワーをもって、制度の改革をして

いくことが必要であるということが、講義から理解できました。

現在、年金をめぐる対立は、働くキャリアの女性と専業主婦

という構図だけでなく、世代間の対立へも拡大しています。そ

の例として、少子化をめぐるあるテレビ番組の討論が紹介され

ました。

Ａ：公務員を勤め上げたカップル。ふたり合わせて、１カ月約

40万円の年金で生活し、趣味はクルージング。

Ｂ：年収約200万円、ぎりぎりの生活をしている若者。

Ｃ：月収7万円のフリーター。（ちなみに松山市では、ホームレ

スの場合、生活保護として住居費補助3万2千円、最低生活

費として7万円位、約10万円はもらっているのでそれ以下

の生活ということになる。）

対立ではなく、コミュニケーションによる本質の理解がもと

められる事例でした。

2002年ころより、話

題になった論争。「なぜフ

ルタイムで働く女性が、

三食昼寝つき、税制や社

会保険制度上でも優遇さ

れ、働くにしても気楽な

パートタイマーの彼女ら

の年金保険料を肩代わり

しなければならないのか？」（あくまでもバッシングする側の専

業主婦像）

これは、ある条件のもとでは、サラリーマンの専業主婦は保

険料を負担せずに、基礎年金を自らの名義で受給できる制度が

あり、彼女らの保険料は、夫だけではなく、共働きや独身者な

どのサラリーマン全体で負担しているという不公平さからきて

います。この問題の背景には、国の政策というものがありまし

た。

排除と対立の構造から見る女性の年金制度

キャリアで働く女性とサラリーマンの妻
（専業主婦）の対立

世代間の対立

女性の生き方と年金制度
男女共同参画推進セミナー　人材養成基礎コース

男女共同参画社会の実現に向けてリーダーとして活動していただく方のための人材養成

基礎コース。第3回「女性の生き方と年金制度」が6月29日（昼の部）と7月1日(夜の部)に

コムズにて開催されました。

「結婚し子どもも持つが、仕事も一生続ける」、これは未婚女性の理想のライフコース（一生を

生きていく道筋）のひとつであり、この思いは増える傾向にあると総理府の世論調査で示されています。

しかし現実はどうでしょうか？5年に1度見直されている年金制度が本当の意味で、女性の自立への

一歩になっているのでしょうか？女性の「働き方」を考えたとき、そこにはさまざまな障害があります。

今回は、愛媛大学法文学部助教授の丹下晴喜さんを講師に迎え、女性と年金を「働き方」の観点で捉えての

お話でした。当日の様子を紹介します。
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1975年、女性の間で専業主婦という生き方が最も大きな部

分を占めていた時代。高度成長期末期から専業主婦という生き

方が一般化し始め、男女雇用機会均等法ができて以降も、この

生き方は残存し続けています。

高度成長の末期から低成長への移行期にかけて、「♪24時間

働けますか？～」とＣＭでも流れていたように「企業戦士は男

性、家庭を守るのは女性」と、専業主婦は、夫(労働力)のメン

テナンスを担わされ、将来の労働力である子どもの育成に動員

されました。また、世界的な低成長期の中で、景気の調整弁と

して、また企業の収益確保という要求から、「低身分」のパート

労働力として、労働の現場に駆り出されたのです。80年代後半

の「福祉社会」構想の中では、老人の介護を担うことが期待さ

れました。

こうしたムチを女性が進んで引き受けるためのアメが、専業

主婦という選択を誘導すべく国の専業主婦優遇政策であったの

です。

専業主婦の年収が103万円未満なら、本人に所得税が課税さ

れず、その配偶者である夫は所得税（国税）と住民税(地方税）

の「配偶者控除」が受けられます。また103万円という境目で

の激変緩和を行うというために「配偶者特別控除」という制度

も設けられていました。多くの企業では、妻の年収が103万円

を超えるかどうかを家族手当支給の基準としており、該当すれ

ば所得控除のみならず、家族手当も支給されます。妻本人の収

入が130万円未満であれば、健康保険は夫の被扶養者、国民年

金は「第3号被保険者」となり、保険料の負担なしに給付を得

ることができます。

このような制度は、夫が自営業を営んでいる専業主婦の妻に

は適用されず、収入に応じた国民健康保険料、月1万3300円

の負担があるため、サラリーマンの妻に対する優遇政策とされ

ています。

優遇は、妻の収入が一定範囲内に限られている場合のみ適用

されるという点が重要で、優遇を受けるためには、103万円の

壁、130万円の壁を越えないようにしか働けないという環境を

作り出しています。妻の年収は低く抑えられ、女性の自立の妨

げにもなっていることも忘れてはなりません。

専業主婦というありかたは、社会的・構造的に作り出された

という点が重要です。キャリアで働く女性との対立も社会や構

造への批判的視点を欠いた議論、女性の中での分断の議論なの

です。

90年代後半、長期不況を乗り切るために、さまざまな方法が

とられました。大企業における大規模なリストラ計画が明らか

になる一方、グローバル化の中で雇用吸収力を失った日本経済

は大量の若年失業者を抱えることになりました。彼らはフリー

ターという呼び名でパート労働の多くの部分を占めています。

（現在では、ニートと呼ばれる雇用の場・教育の場・トレーニン

グの場もない若者の存在もクローズアップされています。）

現在、サラリーマンの妻に対する優遇措置がてこ入れの対象

になっています。すでに2004年1月には配偶者特別控除が廃

止されました。妻の保険料負担の分かれ目は、年収130万円未

満でしたが、年収65万円未満、週20時間未満の壁にしようと

している動きもあり、パートとして働かざるをえない女性にと

っては年収65万未満の働き方を選択していく可能性も高く、そ

うなるとさらなる収入の低下が見込まれ、自立することがます

ます難しくなってしまうでしょう。

103万円や130万円の壁を取り払ったとしても、女性の自立

につながらない改革は意味がありません。今こそ、男女を含む

労働組合運動の組織が必要であり、声を上げる時だと思います。

丹下さんのお話は年金という硬い内容であるにも関わらず、

当時流行っていたＣＭソ

ングやアニメなどを通し

て「働き方」と時代背景

をユニークに説明してく

ださいました。「他者」と

いうことで差別されるこ

とに敏感になった幼少か

らの経験が、社会的弱者

への（ホームレスであったり、パートで働く女性たちなど）研

究につながったのではないかと思います。

私も、何度も苦しい選択を強いられてきた専業主婦のひとり

です。義父母の介護のために10年間勤めた会社を辞めざるをえ

なかった時はとても悔しかったし、単身赴任の夫の元、介護と

重なった一人だけの子育ては頭がおかしくなりそうでした。や

っとの思いで再就職しても、夫が転勤の度に辞めざるをえませ

ん。子どもが成長するにつれ、働きたいと思う気持ちが募りま

す。諦めにも似たもどかしさと、女性に強いられたムチに対す

る怒りの感情が日々行ったり来たりしている私がいます。

この中途半端な気持ちが解消できるような、女性の自立につ

ながるしくみが将来整備されていくことが、男女共同参画の視

点を持った政策立案だと感じました。

（リポート：朝比奈　嘉世子）

103万円の壁と130万円の壁

今後の「暮らし負担増」スケジュール

講座を終えて

人材養成基礎コース

女性の生き方と年金制度
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市民派遣
報告

「リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツ」とは「性と生殖に関する健康と権
利」のことで、1994年の国際人口・

開発会議（カイロ）で明記され、1995年の第4回世界女性会
議（北京）の行動綱領にもりこまれた概念です。
リプロダクティブ・ライツとは「女性が自分のからだと性の

ことを決めるという理念」で、子どもをいつ何人産むか、また
産まないか、当事者の女性に幅広い自己決定権を認めようとす
る考え方です。リプロダクティブ・ヘルスとは「性と生殖に関
する健康」で、自分をよく知り、自分のからだを自分でコント
ロールすることです。性の行動をともにする人間関係はパート
ナーまかせにしないで、自分を大切にすることの上に築かれる

ものであるということです。これらの概念をあわせて「リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツ」といいます。
不妊治療の選択も欠くことならない課題です。女性に対し、

「結婚すれば出産」という概念を押し付けられ、どんなことを
しても産まなければと追い詰められるケースもあります。不妊
治療を受けるか受けないか、続けるか、いつ止めるかという自
己決定も女性の権利です。
女性特有の病気をはじめ、自分自身のからだとリズムを良く

理解しておく、そして女性が自分自身のからだの決定権を持つ
ことが女性の人権の尊重であり、自立につながると思います。

（リポート：渡部　純江）

8 この冊子は再生紙を使用しています。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

コムズに遊びに
来ませんか？

本年度、当財団では、男女共同参画推進に関する調

査研究事業「家庭におけるパートナーシップに関する

調査Part2～ドメスティック・バイオレンスの実態お

よび子どもへの影響について」のアンケート調査を実

施いたします。

本調査は、前回調査（平成12年度）と同様に、松山

市在住の中学生以下の子どもを持つ男女3,000人（無

作為抽出法）を対象とし、郵送によるアンケート用紙

の送付・回収を本年10～11月をめどに実施する予定

であります。アンケート用紙が届いた場合は、ぜひ、

本調査にご協力いただきますようお願いいたします。

アンケートにご協力のお願い

■住　所：松山市三番町6丁目4番地20 ■ＴＥＬ：(089)943-5777
■休館日：毎週月曜日（祝日に当たる場合はその翌日）・年末年始

情報・交流・支援など、
いろんなかたちで男女共
同参画社会を目指す皆さ
んを応援します。ぜひ一
度お立ち寄りください。

国立女性教育会館(ヌエック：埼玉県)において、8月26日～28日
の3日間、「男女共同参画のための女性学・ジェンダー研究・交流フ
ォーラム」が開催されました。「21世紀の男女平等・開発・平和　新
たな未来に向かって」をテーマに、全国各地で男女共同参画社会の形
成をめざして研修や教育・学習・実践活動を行っている個人やグルー
プがワークショップを実施しました。
コムズからは一般公募で選ばれた3名が参加し、交流や学習に有意

義な3日間となりました。みなさんが、この体験をもとに今後の活動
をどう充実させていくのか楽しみです。

「女性学・ジェンダー研究フォーラム」が開催されました

【STORY】
韓国人のイ・ジョンファ（本編監

督）は在日韓国人男性と結婚した際に、
日本人の友人から「夫婦茶碗」をもらった。
大きさが違うのはなぜ？いつからそうなっているのか？
日本の友人たちに「夫婦茶碗」について話を聞いていく
うちに、さまざまな日本の風習・文化が見えてきた…。

第2回　ビデオ上映会
【作品】「結婚の贈り物」

（2003年・韓国映画・60分）

10月18日（火）
1回目　10：00～／2回目　18：30～

コムズ4階　視聴覚室

〒790‐0003 松山市三番町六丁目4‐20
（財）松山市男女共同参画推進財団・情報担当

TEL:943‐5777 FAX:943‐0460

日　時

場　所

各回40名程度定　員

1回目上映のみ設けます。10月14日（金）までに子ども
の名前、年齢をお申し出ください。（1人1回200円必要）

託　児

10月15日（土）までに電話・ハガキ・FAXにて住所、氏
名、電話番号、希望の回を下記までお知らせください。

申込方法

左から　福積さん・小松さん・岩本さん
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