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目的

パンデミック時の
法医学的ケアの提供

Delivering Forensic Care During a Pandemic

Objectives

• ドメスティックバイオレンス（DV）と性暴力を定義する
Define Domestic Violence and Sexual Assault

• DVと性暴力のリスク要因
Risk Factors for Domestic Violence and Sexual Assault

• COVID-19がDVや性暴力に与える影響について話し合う
Discuss the impact of COVID-19 on Domestic Violence and Sexual Assault

• DVや性暴力の予防と安全計画について振り返る

Katherine Buehler, RN, BSN, CEN, FNE

ドメスティックバイオレンス（DV）/親
しいパートナーによる暴力（IPV)

Domestic Violence/ Intimate Partner Violence

身体的暴力

Physical Violence

心理的暴力
性的暴行

Psychological

Review Prevention and Safety planning for Domestic Violence and Sexual Assault

性的暴行
レイプ

Rape

Sexual Assault

性的搾取や性的売買

Sexual exploitation or
sex trafficking

配偶者やパートナー
による性的暴行

Sexual Assault by
domestic spouse or
partner

同意のない画像
の共有
Nonconsensual
image sharing

Sexual

ストーキング

Stalking

セクシュアル・
ハラスメント
Sexual harassment

子どもへの性的
暴行や近親相姦
Child sexual
assault or incest

公共での自慰行為

Public
Masturbation

許可なく他者の
プライベートな
行為を見ること
Watching
someone engage
in private acts
without
permission

相手の同意なく性器
を露出すること
Exposing one’s genitals
without the other’s
consent

望まない接触
Unwanted
touching

一つの性的行動
には同意するが、
その他に同意し
ないこと
Agreeing to one
sexual act but not
another

1

2021/11/24

IPVやDVの問題の範囲
Scope of Problem Intimate Partner Violence / Domestic Violence
世界においては、３人に1人の女性が体験
1 in 3 women world-wide

性的暴行の問題の範囲

Scope of Problem Sexual Assault
世界的に６％の女性が性的暴行を受けたと報告
6% of women world-wide report being sexually assaulted

米国では10人に1人の男性が体験

米国では6人に1人の女性

1 in 10 men in the United States

1 in 6 women in the United States

殺人事件の全体の38％が親しいパートナーの暴力
によるもの

米国では、71人に1人の男性が性的暴行を報告している

38% of all murders are committed by IPV

1 in 71 men report Sexual Assault in the United States

所得の低い国、また下位中間層の国々に不均一
に影響している

米国では68秒に一回性的暴行を受けている

Disproportionally affects low and lower middleincome countries

Every 68 seconds an American is sexually assaulted

DVのリスク要因
Risk Factors for domestic violence

• 教育レベルの低さ Lower education level

性的暴行のリスク要因

Risk Factors for Sexual Assault

• 幼少期の虐待への曝露 Exposure to child maltreatment
• 反社会性人格障害 Antisocial personality disorder
• アルコール依存 Alcoholism

犯行リスク
Perpetration Risk

• 男尊女卑を規範とするコミュニティー Community
norms that privilege a higher status to men
• 夫婦間不和・不満足 Marital discord / dissatisfaction
• コミュニケーションの困難さDifficulty in communicating
• パートナーの行動に支配的 Controlling behaviors
towards partner

男性の権力を助⾧す

性暴力に対する法的

るイデオロギー
Ideologies which foster
male entitlement

制裁の弱さ Weak
legal sanctions for
sexual violence

里子 Foster Children

ジェンダーの不公平
Gender Inequity

トランスジェン
ダーTransgender

• アルコール依存 Alcoholism
• 教育レベルの低さ Lower education level

被害経験のリスク
Risk for Experience

過去の暴行被害歴 History of previous assault

• 子ども虐待への曝露 Exposure to child maltreatment
• 収入のある雇用へのアクセスレベルが低い Low
levels of access to paid employment
• ジェンダーの不公平 Low level of gender equity
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ポストコロナの統計

COVID-19

Statistics Post Covid-19

• ヘルプラインへの電話が５倍にもなった国もある

移動制限

収入を失った

Travel Restrictions

Lost revenue

学校が閉鎖
School Closures

孤立

Isolation

限られたアクセス

Calls to helplines have increased up to five-fold in some countries.

• 米国の都市部では20％増加した

In the United States, up to 20% increase in urban areas

• 2020年9月には、52カ国が女性や少女に対するIPVやDVへの予
防と対応が必要だと認めている。合計121カ国が、DVサバイ
バーのためのサービスを実施している。

As of September 2020, 52 countries identified the need to have a prevention and response
to intimate partner violence and domestic violence against women and girls. In total 121
countries have implemented services for domestic violence survivors.

• 多くの国々において、DVに関する警察への電話件数が増えて
いることを報告している。（50％増えているという報告もあ
る。）

Many countries report and increase in police calls regarding domestic violence (up to 50%)

Limited access

ポストコロナの統計
Statistics Post Covid-19

• 2017～2018年に、#MeToo movementが急速に
広まった
#MeToo movement went viral in 2017-2018
o 病院への性的暴行の報告が増えた
Increased reporting of sexual assault to hospitals

• 2020年春の外出禁止令により、病院にくる患
者数を劇的に減少した

病院を受診することのハードル
Barriers to present to Hospital
対面での対応の
限られた外部の
リソースへの恐
れ Fear led to
outside resources
limiting in person
presentation

アドボケーター
が電話やビデオ
電話を使用
Advocates utilized a
phone call or video
call system

Shelter in place orders Spring 2020 dramatic decline in patient presentation to the

コロナ感染の

個人用保護具

hospital

恐怖 Fear of
contracting COVID19

Lack of proper
PPE

の不足
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私たちに何ができるか
What can we do to help?

安全で健全な関係を強化する Reinforce safe and heathy relationships
安全なスペースを保証する Reassure safe space
安全のためのプラン Safety plan
医療的ニーズへの対応 Care for their medical needs.
アドボケート Advocate
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