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この度の震災で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。多くの命が一瞬にして奪われ、避難できた人の中

にも、家族や友人、家・・・を失い、深い悲しみを抱え、厳しい現実が目の前に立ちはだかっている方々が多くいらっしゃい

ます。そんな中、国内外問わず、たくさんの支援や励ましの言葉をいただき、温かな希望も感じられる日々のように思い

ます。復興に向けて、一歩一歩前に進んでいきましょう。 

 

さる 2011年 2月 13日、エル・パーク仙台スタジオホールにて、「みやぎの男性 からだと性のホンネ！100名に聞き

ました」結果報告会を開催いたしました。当日は、110 名の参加者で賑わう中、アンケートの結果報告、村瀬幸浩先生

からのご講演、トーク＆トークがあり、会場との活発な意見交換も行われました。今回、男性の参加者が 37 名（33.6％）

と多く、男性とともに取り組んでいくことを目指している私たちにとって、大変心強いことでした。終了後のアンケートでは、

「大変良かった」79.5％、「まぁまぁ良かった」18.2％と概ね好評であり、「次はもっと自由に語り合える場を作って欲しい」

「たくさんの新しい知見をありがとうございました」など、多くの熱いメッセージが寄せられました。 その報告会の一部をみ

なさまにお届けいたします。 

 
 

 

 

２年前、リプロネットみやぎの設立１０周年を記念して、宮城県の女性たちの現状を知るためにアンケート調査を実施し

ました。その報告会で、「女性版だけでなく男性版のアンケート調査もやってほしい」という声があがり、また「男性は女性

とはまったく異なっていると思う」という感想もありました。このような経緯から、今回の報告会を開くことになったのです。リ

プロネットみやぎは、これをきっかけに、女性のみならず男性の問題にも取り込み、向き合ってく、という活動の新しい展開

を迎えました。 

最近の日本社会をみると男性も大変な状況にあります。その象徴的な事実として、男性の自殺が多いということが挙

げられます。社会の足下が揺らいでおり不安に満ちています。今回、期せずして、男性アンケートに踏み込み、男性側の

問題にも活動範囲を広げるという新たな展開となりましたが、この流れは社会がいま強く求めているものだと思います。 

こんにち世界の流れも、「女性、男性すべての人を対象として、性の権利、男女の

平等、性の喜びを柱とした「性の健康」を目指すべきであり、リプロダクティブ・ヘルス

ライツもそうした中で実現できる」といの認識に進化してきています。リプロネットみやぎ

も、そういう新しい流れに沿って会を運営してまいります。新しいパンフレットにも載せ

ましたように、「かけがえのない『私とあなた』の性、からだとこころ」ということで、新たな

出発をしたいと思います。 
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■ みやぎの男性・「からだと性のホンネ」調査を診る～私の視点から～ （要約）    

一橋大学講師 村瀬幸浩 先生 
 

今回、「男性の視点から講演をお願いします」という依頼を受けましたが、

男性と言っても幅広いので、あくまでも「私の視点から」アンケート結果をどう

みるか、という方向でいきます。配布資料にある「婚姻関係にあるカップルで

進むセックスレス化」についてですが、２０１０年１月の最新版によると、夫婦

の４割強がセックスレス。この場合のセックスレスとは、結婚しているが、病気

や特に医学的な理由がなく１ヶ月以上性交渉がない状態をさします。しかし、

何をもって「セックス」を示すのか、ということに関しては、一概に質問する側と

回答者の認識が一致していない可能性があるので問題は残ります。国際的な様々な調査では、「セックス」とはインサー

ト（挿入）があった、という意味だけなく、性的な意味合いを含めたセクシャルコンタクト＝性的接触＝抱きしめたり、触り合

ったり、キスをしたり…そういうことを含めて「セックス」と言っています。インサート（挿入）があったのか、なかったのか、と

いうことを厳密に定義してはいません。 

なぜ私が、このセックスにおける「インサート（挿入）」の話にこだわるか、というと…、私は、「セックスとは何か」という問

題についての、私たちの意識、イメージを大きく切り替えなければならないと強く思っているからです。「勃起 挿入 射

精」それが「セックス」だ、という考え方は極めて一面的。二人が心地よく楽しい性的な触れ合いをすべて「セックス」と言

うべきだと私は思っています。ここには、男女の間に大きな意識の違いがあります。結婚して一定年数がたち年老いてく

ると若い頃のような欲望や情熱、パッションが失われてくる事は当たり前で、そんなものが４０、５０代まで続くということは

むしろ異様だと私は思っています。つまり、「パッション」に基づいてドキドキわくわくしながらセックスする、というのが若い頃

のイメージだとすれば、結婚した私たちのセックス観を「インティマシー（親密性）」に基づいたものに切り替えるべきだと

常々学生達にも話しています。インティマシー、つまり、楽しい、親しい、側にいるとホッとする、その触れ合いそのものを

「セックス」だと考えていくことは、この長命社会に絶対に必要だと思うのです。 

さて次に、スウェーデンとフランスと日本の３カ国の帰宅時間を調べた国際調査の資料をご覧ください。夕方６時まで

帰宅している男性は日本が６％、フランスは 40％近く、それに対してスウェーデンは 70％を超えていて、大きな落差が

あります。早く帰宅することができれば、男性も一緒に台所仕事をすることが可能で、そこには、カップル間でのおしゃべり

があります。それに比べて日本の場合は、帰宅時間が夜８時を過ぎる男性がダントツに多く６０％以上を占めており、夜

の時間をカップル・夫婦で共有できていません。妻は子供と先に食事を済ませているし、夫も外で食べてくる。一緒に夕

飯を食べていないのでおしゃべりすることもなく、そんな関係でセックスするなんて気持ちが悪いと私は思います。しかし、

これが日本の現状。この問題がセックススレスの原因としては決定的に大きいと思っています。私はいろいろな講演会で

「夕飯を一緒にする回数とセックスの数は比例する」と言ってきました。セックスレスはセックスだけしないのではなく、コミ

ュニケーションがない、一緒に生きているという実感がない、そう

いう実感を作れないでいることだと思います。これは、個人の努

力でどうにもならない大きな社会問題ですが、だからと言ってこの

ままでいい、では負けになります。そういう中でも、週に一回でも

二回でもいいから早く帰宅する時間を作る、あるいは、もっと一緒

の時間を作る。このような二人の努力なしにエロスが復活するこ

とはあり得ないのではないでしょうか。 

ところが、特に男性は若い頃のセックス習慣やセックスイメージ

を引きずっているため、自分達の現実を前にして生活のあり方や

関係の作り方を変えていこうという発想は、どこかで学ばなければ



絶対に出てきません。結婚後、妻からセックスを拒否された時に、何と

かその関係を改善していこう、という風にはならないで「じゃあ、いいや」と

背中を向け、マスターベーションか風俗に走る。まるで判で押したような

状況ではないでしょうか。そして、逆に風俗という場所があることによって

結婚がかろうじて破綻しないでいるのではないかとさえ思ってしまいます。

風俗や妻以外の性関係に走る男性がいる一方で、女性はエネルギーを

子供に向けることが多いようです。子供にまとわりついて、子供を取り込

んで、子供との一体感の中で「生き甲斐」を達成しようとする。そのため、

子供達が息苦しくなり身震いしはじめる、という状況を生んでいます。これは、日本の家庭の例外でもなければ少数派で

もない。日本の高齢化と少子化の流れの中で、「夫婦」の問題は人生後半の至上テーマになってきていて、もはや、子

供の問題で取り繕うことができなくなってきています。子供を当てにせず、どうやって自分たちの人生を作って行くのか、と

いうのは決して軽視できるような生易しい問題ではありません。このようなことをアンケート調査から感じました。 

最近では、離婚の理由について「性的不満」が顕著に増えています。このような現実を前にして、セックスレスの問題

を甘く考えてはいけません。日本人の中には、「セックスは価値なきもの」と位置づける方が多く、文化の中でもセックスは

価値が低いようです。また、男性側は性的行為を求めることを愛情表現と考えているが、妻側はそのようには受け止めて

いない場合も多く、つまり、夫は「君を愛しているからセックスしようとしているんだよ」と思っていても、妻は「もういいでしょ、

いい加減に」とか「子供も２人できちゃったし」とか「いい年をして」と言って拒否してしまう。女性に対してキツい言い方に

なるが、夫が妻に対して抱きしめたい、頬ずりしたい、性器を触ったり、触られたりしたい、と思うことを女性が「いやらしい」

と考えることは男性をとても深く傷つけているのです。そんな風に思わせてしまった歴史があるとすれば、女性だけを責め

る事はできませんが、セックスを卑しむ発想が女性側にあるとすれば根本的に切り替えてほしいと思います。そして、男

性側も妊娠を望むのでないとすれば「挿入」にこだわらず、「触れ合う安心感」を分かち合うことが必要です。セックスだけ

でなく、一緒におしゃべりや散歩をしたりお芝居を観に行ったり、いろいろなことをしながら「生きる生」を共有すること。そも

そもそういうことがなければセックスまでいかないのです。一緒にいて楽しいだけだったら「友達」でいいですし、世の中の

ために一緒に頑張ろうというのは「同士」、仕事を一緒にしていくのは「同僚」といいます。しかし、結婚という関係は、セッ

クスが基本になる。セックスを介在させた関係を指す。だから、夫婦間のセックスの問題を解決できなければ婚姻関係

は破綻していくのではないでしょうか。 

昨今、無縁社会などと言われ、長生きすることに対して絶望的な気分になってしまう。だからこそ夫婦の問題は、絶対

に軽視してはならない重要な問題です。快楽という問題は、人間が人間らしく生きているためにかけがえのないもの。けし

て無駄でも、どうでもいいことではない。そして、性を通じてお互いが快楽を分かち合うことこそ特別で親密な人間関係だ

と思うのです。カップル間・夫婦間のすれ違いが、個人の問題ではなく、ジェンダー問題として男女がそのように思いがち

なのであれば、相手の性に対するベクトルをお互いに理解してあげよう思うことで、相手に近づけるのではないでしょうか。 

 

■ トーク＆トーク  

 

福島かずえ （仙台市議会議員）： 

 今回の報告をどのようにみましたか。 

 

数見隆生 （宮城教育大学教授）： 

 この 15 年ほど前から、教員養成の講義の中で、性の講義をやってい

ないことに疑問をもっていました。私はこどもの健康を専門にやっており、

性の講義も誰かがやらざるを得ないなということで始めました。数年間



は、村瀬先生にも来ていただき、村口先生には医師の立場から医療現場の状況を学生達に伝えていただきながら、半

年間で 15回の講義を十数年一緒にやってきました。最後の授業で、今回の男性アンケートの結果データを取り上げまし

たが、学生たちからは、性に対する意識の男女差の大きさや、男性の性風俗利用がもはや一般的ともいえるような社会

になっていることへの驚きなどが率直に語られました。他にも「大人のホンネの世界にかなり驚いた」「ショックだった」「衝

撃を受けた」「日本の性の現状は後進国」「大人の世界に入って行くにあたって、異性との関係をどう作っていけばいいの

か、戸惑いつつも参考になった」「女性の積極性が男性とすれ違っているという感じがする」などの感想がありました。 

 私自身、本音のところで男女の人間関係を構築していくことの難しさをあらためて考えさせられた報告でした。 

 

村瀬： 

 男が風俗に行く背景には、人生や生活への腹いせなどがあるのではないか、そういう重荷をパートナーとなぜ共有でき

ないのか。そうしたことも含めて、パートナーとの関係性の在り方がいま相当大きな問題としてあると思います。 

 私の調査では、大学生男性の 63.9％がセックスの情報源は

AV やポルノと答えています。男の中にある性のイメージのほと

んどがそこで固定化され、修正されるチャンスのないままパート

ナーにそれを求める。拒否されて暴力というケースもあります。 

「快楽」ということも含めて、女性がもっと自分の気持ちを伝える

ことをしないと男は変わらない。相手をおとしめたりせず、お互い

のからだやこころを尊重し合いながら対等に楽しむ「エロスコミュ

ニケーション」について、男と女が本気になって取り組まなくては

ならない。快楽の問題を AV やポルノにまかせるな、というのが

私の主張です。 

 

福島： 

先程、村瀬先生にお話しいただいた外国との比較で、「一緒に夕食を作ったり食べたりする時間が少ない日本では、

夫婦間形成が危機にさえなっている。そこにきちんと向き合うことがいまや避けられないことである」という話には、とても

納得できました。 

私は７年前に再婚して今は幸せですが、以前の結婚生活を思い起こすと、セックスはタブーであり、女性から口にする

のははしたないのではないかという封建的な名残を抱えた中で過ごしていたと思います。 

私は女性の権利や、ジェンダー、平等ということを大切に思って活動している市会議員の一人だと思っていますが、そ

れでもやっぱりこうしたセックスのことについては、まだまだタブーで言いにくい。議会でも取り上げにくい。取り上げようとす

ると猛烈なバッシングにあいます。 

家庭や学校教育の中で、自分のからだやパートナーとの関係をもっと率直に

言い合えるためには、どのような教育や啓発が必要なのだろうかと考えていた時

にリプロと出会い、これだと思い、活動にも参加しています。こうした場が男女の

関係性を考えるよい機会になってほしいと思います。 

先程村瀬先生から、一緒に生きているという実感が持てない夫婦にはセック

スもないし、パートナーとしての関係性もなかなか得られない、そのことが高齢化

社会の中で大きな課題になっているというお話がありました。そうしたことも含めて、

村口先生からご意見をいただきたいと思います。 

 

 



村口： 

 村瀬先生から男性や学生の立場でのコメントをいろいろいただき、

納得できることもありましたが、正直ちょっと違うと思う部分もありま

す。私は女性であり、性と直結する産婦人科の医療を何十年もや

ってきて、たくさんの女性と出会ってきました。そうしたなかで、もう

年だし、男性のそうした要求に応えることはもういいというニュアンス

の女性も確かにいますが、いま社会は大きく変わり、セックスに対し

て女性たちもアクティブになってきています。私がクリニックを開業

して今年で十二年目になりますが、既婚者の中絶のうち、婚外性

交によるものが４人に１人と増えてきています。結婚して他に恋人

を持っていても、離婚は簡単にはいかないし、そのエネルギーもない。だから中絶する。女性が社会参加する流れの中

で、そういう女性は、働いている若い層の中に多いように思います。女性も変わりたいと思っており、女性なりのエロスコミ

ュニケーションにも非常に敏感になってきていると思います。今回の結果を見るまで、私は男性はもっと満足しているもの

と勘違いしていました。でも男性もこんなに大変な状況にある。「俺について来い」という時代ではなく、目の前の女性のこ

とにいろいろ気を遣わなくてはならない。だからすねたり、開き直ったりもするのだと理解しました。それはある意味通過点

で、そこを通り越したところに、男と女が何をめざし、お互いにどうしていくのか問いかけ合える次のステップが見えてくると

思うのです。これまで女性は男性と同じステージに立てなかった。だけど今はそれができつつある。この結果を見て、男と

女も変わっていけるかもしれない、そんなことを感じました。村瀬先生のお話を聞いて、先生がこうした難しい問題にご自

身も実践され、教育という場にいてどうするかという立場で取り組んでこられたことをあらためて感じました。この結果を「ど

うしてなんだろう」と男女が率直に話し合える機会をつくることが、次なる課題だと思います。 

 

数見： 

 大学生でもセックスは男がするもので女はされるものという意識がある。だれにそう教わってきたか。そこには性教育の

問題が大きく、親が子どもにどう伝えてきたかということも関係しています。村瀬先生同様、私も女性自身が性的主体とし

て自分の意志を持って関わっていくことが大切で、それを認めない男には近づくな、と言いたい。男も女性の気持ちを言

葉だけでなく、相手の振る舞いや表情から感じ取れと。それがセンスだと思います。女性たちはセックスに「more soft（も

っと優しく）, more little（もっと少なく）, more slow（もっとゆっくり）, more light（もっと軽く、戯れる）」を求めている。こうした

本当の気持ちを女性たちが本気になって伝えることです。それを拒否するならセックスも拒否するくらいの強い意識を、

私は高校生や大学生に持たせたいと思います。皆さんも、子どもたちに女だから男だから、というのではなく、「人間とし

て」「自分らしく」という観点から関わってほしい。男女の在り方は、そうしたことの積み重ねから変わっていくのではないか

と思っています。 

 

■ 参加者からの感想・意見  

 

発言者 1 

ありがとうございました。私自身も、性行動に関わる研究をしてきた者として、

大変面白く聞かせていただきました。特に、村瀬先生がお話された「食事の共

食回数とセックスの回数は比例する」ということに関しては、大変ユニークなご

意見でかつ「一理あり」と思い、日本国内でもそのような調査研究をしてみたい

と思いました。一つ「ＡＶビデオや出会い系サイトとの接触」について質問があり

ます。以前私どもで「中国と日本の性行動の違い」について共同研究調査した



ことがあり、そこでは、中国の学生も日本の学生同様、いやむしろ高率な割合で、ＡＶや出会い系サイトへの接触経験が

あるということが分かりました。しかし、性交経験率を見ると、日本の方が 5 倍近く高く、この行動の違いはどういうことなの

か、文化の違いと言ってしまえば簡単なのですが、村瀬先生のご意見を伺いたいと思います。宜しくお願いします。 

 

発言者 2 

 エイズの電話相談などを受けている者です。その相談内容を考えると、今回の男性アンケートの結果はそれほど驚くも

のではありませんでしたが、学生さんたちは、この調査結果を見てショックを受けたというようなお話がありました。彼らは、

大人の貧しくてコミュニケーションが取れていない性の荒野に向かって、これからどうやって学んでいけばいいのかと不安

に思っているのではないかと思います。男性が裁かれないで学べる場はあり得るのでしょうか？ただでさえ性の話は隠さ

れている日本文化の中で、風俗やマスターベーションなど、男性の現状やホンネの部分を安心して話せるかといえば、そ

れは無理だと思います。そういうことを念頭に置き、ではどうやって明るい未来を作っていくのか、まずはどういう場を作れ

ばいいのかについてお伺いしたいと思います。 

  

発言者 3 

 僕は 30年くらい高校の教師をしており、性教育もしています。今日、女性・男性が一緒に集まっているこの場で言いた

かったのは、今日、村瀬先生も明確におっしゃってたことですが、「男性と女性の性は違う」ということです。女性の性は、

人生や生活に繋がる「性」で、男性の性は、性行動を含んだ「りっしんべん」の「性」だと思います。ちょっと言葉は悪いか

もしれませんが、自分は多くの男性の一人としてやっぱり「出したい」んですよね。簡単に言うと、それが男性の性なのだと

思います。ですから女性はなかなかそれを受け入れられないのかもしれません。 

 先日、映画化された「ノルウェーの森」を見てこのことが明確になりました。あの物語の中で、男性の「性」を請け負えな

かった女性が二人自殺します。そして、男性の性を受け入れてもらえなかった男の子が一人自殺します。本の段階では

分かりませんでしたが、映画化されてそのことがよく分かり、それと今日の会が非常にタイムリーでした。本日、この場には

多くの方々が参加されています。まずは男性と女性の性の違いをお互いが認識し合うというところからスタートするのでは

ないかと思っています。 

  

 （それぞれの質問・ご意見に関する返答は、紙面の都合上、割愛させていただきます。） 

 

 

【通常総会のご案内】 
以下の日程で２０１１年度の通常総会を開催いたします。詳細につきましては、あらためてお知らせいたします。 

総会終了後に会員研修会を開催いたします。たくさんの会員の皆様のご参加をお待ちいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】 
この度、震災の影響により発送が遅れましたこと、お詫び申し上げます。今後ともリプロネットみやぎをどうぞ宜しく 

お願い致します。 

リプロネットみやぎ事務局 

FAX 022-292-0167 

E-mail  repro@muraguchikiyo-wclinic.or.jp   

日     程 ： 2011年 6月 9日（木） 18：30～20：30  

会員研修会 ： 「インフルエンザ スペイン風邪流行の時代」 

講      師 ： 小田泰子 先生 

会      場 ： エル・パーク仙台 ６F ギャラリーホール 



長池博子先生を偲んで 
 

 去る 1 月 15 日午前 11 時 30 分、リプロネットみやぎの前代表の長池博子先生が 87 歳で亡くなられました。心から

哀悼の意を捧げたいと思います。 

先生は生涯最後の仕事と申しておりましたが、1998 年「リプロネットみやぎ」の設立にご尽力されました。1994 年国

連の場でコンセンサスを得た「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」を、女性の一人ひとりに、草の根レベルできめ細かく

届けたい、みやぎの地でも啓発・普及したいと医師、弁護士、教育者、行政、報道機関等社会の第一線で活躍する女

性たちに呼びかけ、志高くその先頭に立たれました。以来今日まで、病床にあっても、その精神は一時もブレルことな

く、いつも会の継続・発展を願い続けておられました。 

先生の生涯は、1999 年出版の「女性よ賢くあれー母娘二代女医の道―」に凝縮されていますが、いつも社会、時

代を見据え、弱い立場の女性を救い励まし続け、活躍の舞台は身近なところから、日本、世界に広く開かれておりまし

た。子宮がん、腎臓がん、骨髄炎による片足切断、肺がんと信じられないほどの数々の病気と闘い続けた人生でもあ

ったにもかかわらず、いつもそのお姿からは、病気を陵駕した魂ばかりが燦々と輝いておられました。これまでのたくさ

んの受賞歴からも先生の生きた証が偲ばれます。 

 

昭和５７年 仙台家庭裁判所所長表彰    

昭和６３年 日本女医会吉岡弥生賞受賞 

平成 ４年 宮城県医師会長表彰       

平成 ５年 文部大臣表彰  

平成 ７年 仙台市政功労者賞表彰      

平成 10年 日本家族計画協会 松本賞 

平成１１年 男女共同参画社会づくり功労者内閣官房長官表彰 

平成 22年 日中友好協会創立 60周年記念 日中友好貢献賞受賞 

 

先生は地方の名士としても広く知られ、一つの時代の先陣を生きぬいた方でした。亡くなって間もなく河北新報 1面

の「河北春秋」欄に以下の記事が載りました。 

 

終戦直後、進駐軍の要請で東北大学病院の医局から出向した先は仙台市立診療所。夜の街から連れてこられた

街娼の性病の検査と治療が仕事だった▼「20代半ばのあの経験が私の社会への目を開いたの」。仙台市の産婦人

科医、長池博子さんは折に触れて話していた。家計を支えるため身を売る娘たち。追い込む世の中の女性差別に怒

りが湧き上がったと▼女性医師が少ない時代、自身も差別を味わわされていた。根は同じだ。同じ性を持つ医者とし

て常に女性の味方でありたい。その後の活動を貫く信念となった▼宮城県で初めて、女性の産婦人科開業医となっ

た。全国に先駆けて 40年近く前に性や体の悩みを受け止め相談所を開いた。女性の権利を求める市民運動にも積

極的に加わった。県教育委員、仙台家裁調停委員など医療以外の仕事も幅広く手掛けた▼長池さんが 87歳で亡く

なった。「先見の明があると言われるけど、時を授かっただけ」。からりと笑っていた顔を思い出す。気さくで面倒見のよ

い人柄を慕う人は多い。女性の問題に取り組む後輩達をいつも温かく励まし育てた▼晩年は病気で片脚を切断し車

いすの生活を余儀なくされたが、へこたれることなく驚くほど前向きだった。男女平等社会の生みのくるしみに寄り添

い、生涯走り続けた人だった。 

 長池博子先生、しっかり継承してまいります    リプロネットみやぎ代表  村口喜代 



私は設立当初から副代表に名を連ねていましたが、昨年から代表をバトンタッチさせていただきました。先生

の意志を受け止め、次の方にバトンを渡すまで、しっかり継承していかなければと気持ちを新たにしております。

先生安らかにお休みください。合掌 

 

「偶々
たまたま

よ」とさり気なく    リプロネットみやぎ副代表 金井恭子 

長池先生との出会いは昭和 60年に先生が宮城県教育委員に任命された時からでした。見識と人格が評価さ

れての任用は事務担当者として筆舌に尽くせない感激を覚えたものです。常に、女性の健康権利を視野に入

れた豊かな知識とソフトな指導は励みであり、支えであり、憧れでもありました。『後姿で教える』と言う言葉を耳に

しますが正に先生の存在はこの言葉通りでした。素晴らしい業績の中にあっても、満身創痍の病床にあっても、

威張らない・誇示しない・瞋らない・愚痴らない・悪口を言わない・過ちを追及しない等々、先生の謙虚さと心の

広さを物語る言葉は尽きません。賛辞に対しても「偶々よ」と実にさり気なく返って来た言葉をもう聞く事が出来ま

せん。寂しいです。美しいまま疾風のように凛として去ってしまわれた先生の人生は鮮やかでした。悲しみから解

放されないまま早や春の彼岸を迎えようとしています。 

 

博子先生  ありがとうございました！    リプロネットみやぎ副代表 北村志津枝 

昨年 12月、「もしもし、長池です」 私が、博子先生が退院されたことを聞き、博子先生直接の前に、様子を伺

おうとかけた石垣さんの携帯電話口に、元気な博子先生の声が響き、私の方が驚いた日が、昨日のように鮮や

かに蘇ります。今でも、電話をしたら博子先生が出てくれるのでは・・・そんなはずはもうないのに・・・。こんなに早

く、先生とお別れする日が来るとは思いもよりませんでした。「暖かくなったら、表彰のお祝い会、開きましょうね」

そのお約束も果たせず、そして宮城思春期保健指導研究会をバックアップして下さった先生に、何もお返しする

ことも出来ずに、唯々残念でなりません。 

 昨年 9 月 12 日当研究会の創始者である「故高橋啓子先生を偲ぶ会」の発起人顧問を引き受けて頂き、想い

出を語り合い、この会を通じてまたたくさんの方々との輪が広がり繋がり会えた素敵な会が開けたのも先生のお

陰でした。今頃、天国で博子先生と啓子先生お二人で、リプロのこと思春期保健のこと等、熱く語りあっているこ

とでしょう。博子先生本当にありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。 

 

                                           長池博子先生 ご略歴 

 

長池産婦人科名誉院長・元長池女性健康相談所長 

大正 12年（1923）6月 20日生まれ 

宮城県第一高等女学校 卒業 

東京女子医科専門校 （現・東京女子医科大学）卒業 

東北大学医学部産科学婦人科学教室、公衆衛生学教室 

昭和 22年 仙台市立病院勤務 

昭和 26年 長池産婦人科開業 （宮城県初の女性産婦人科開業医） 

昭和 48年 長池優生保護相談所開設 （現・女性健康相談室） 

平成 6年 エンゼル支援センター設立 

平成 10年 リプロダクティブヘルスライツネットワークみやぎ設立 

平成 23年 1月 15日 没 

2009.2.15 リプロネットみやぎ設立 10周年記念セミナーにて 

基調講演をする長池博子代表 


