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要旨
本研究は，二分脊椎者のためのセクシュアル / リプロダクティブヘルスケアプログラムの作成，教材開発，実践・
評価を目的としている。本稿は，調査票の作成を目的とした質的研究の一部であり，二分脊椎男性の思春期におけ
る心身の変化と受け止めに焦点を当てて論じた。
二分脊椎男性 9 名に半構成的面接法を用いた個別インタビュー，4 名にフォーカス・グループインタビューを実
施し，意味内容を質的に分析した。参加者は思春期の発来年齢や第二次性徴には個人差があった。受けとめには肯
定的・否定的な感情があり，体の変化では二分脊椎症特有の身体的特徴を考慮することで疾患の理解や自己認識に
つながることが示唆された。心の変化や社会的な体験は情緒の変化や他人との違いの認識をもたらし，自己像の確
立につながる要因と考えられた。
キーワード : 二分脊椎男性，思春期，第二次性徴

Ⅰ

背景と目的

れている。我が国においは，小野ら 5），野田ら 6）7），
鈴木ら 8），道木ら 9）の二分脊椎女性を対象とした月

思春期は，人間ひとりひとりが社会との交流を通

経に関する研究以外ほとんど行われていない。二分

じて人間性を形成するために極めて重要なライフス

脊椎男性に関しての性と生殖に関する研究について

1）

テージといえる 。また，世界的な動きとして思春

もほとんど行われておらず，性の実態を明らかにし

期保健や性教育を「思春期のリプロダクティブヘル

性と生殖に関する QOL 向上支援に資することが課

2）

ス」として捉えられるようになってきており ，生

題の一つとされている。これらのことから，著者ら

涯を通じて健康であるためのサポートが求められて

は，二分脊椎男性のためのセクシュアル / リプロダ

いる。国外においては，二分脊椎者の思春期から性

クティブヘルスケアプログラムの作成，教材開発，

成熟期においてリプロダクティブヘルスに関する研

実践・評価を目的とした研究に臨んでいる。本研究

究としては，移行過程についてのニーズおよび生活

においては，調査票作成を目的とした質的調査とし

スキルの探索

3）

や，QOL に関しての研究

4）

が行わ

連絡先：土居悦子
茨城県守谷市みずき野 6-22-4
電 話：0297-48-9237 E-mail：e-doi6224@jcom.home.ne.jp

て，すでに性に関する気がかりなどセクシュアリテ

42

茨城県立医療大学紀要

イに関する調査報告 10） 及び，性に関する情報提供
に関しての研究

11）

第23巻

2. 研究参加者

が報告されている。そのため本

日本二分脊椎症協会の協力を得て紹介された二分

稿は，思春期における心身の変化に焦点を当てて論

脊椎男性 13 名であった。研究参加者の属性を表 1

じ，二分脊椎男性の性と生殖に関する支援の方向性

に示す（表 1）。研究参加者は，10 ～ 40 代であり，

について示唆を得ることを目的とした。

過去に在籍していた学校は，普通学級のみ 7 名，普
通学級と特別支援学級 2 名，普通学級と養護学校 1
名，特別支援学級のみ 1 名，普通学級と特別支援学

Ⅱ

参加者と方法

級と養護学校 2 名であった。麻痺レベルは，
腰髄 2－3，
腰髄 5 －仙髄 1，仙髄 4 － 5 が各 1 名であり，不明 10

1. 研究デザイン

名であった。排尿方法は，
腹圧 2 名，
自尿・自己導尿 1 名，

質的記述的研究

自己導尿のみ 10 名であり，排便方法は，自然排便 9 名，
洗腸 3 名，薬剤使用 1 名であった。
表１

年齢

学校教育歴（小学校～高校）

10 代 特別支援学級

参加者の属性

麻痺レベル

水頭症の有無

排尿方法

排便方法

仙髄 4 － 5

有

自己導尿

洗腸

腰髄 5 －仙髄 1

有

自己導尿

自然

20 代 普通学級

不明

有

自己導尿

自然

20 代 普通学級、特別支援学級、養護学校

不明

有

腹圧

自然

20 代 普通学級

不明

無

自己導尿

洗腸

20 代 普通学級

不明

不明

自己導尿

自然

30 代 普通学級

20 代 普通学級、特別支援学級

腰髄 2 － 3

不明

自己導尿

自然

30 代 普通学級、特別支援学級、養護学校

不明

有

自尿・自己導尿

自然

30 代 普通学級

不明

有

自己導尿

自然

30 代 普通学級

不明

有

自己導尿

洗腸

30 代 普通学級、特別支援学級

不明

有

自己導尿

自然

30 代 普通学級

不明

不明

腹圧

薬剤

40 代 普通学級、養護学校

不明

無

自己導尿

自然

3. データ収集方法

い話を引き出すため，ファシリテーターは女性研究

1）個別インタビュー

者ではなく，二分脊椎男性を養育してきた父親 1 名

研究参加者 9 名のデータ収集は，二分脊椎者への

に依頼した。なお，インタビューには，二分脊椎者

ケアに学識のある女性研究者 2 名が，あらかじめ質

へのケアに学識のある女性研究者と小児看護学に学

問項目を用意したインタビューガイドを用いた半構

識のある女性研究者各 1 名が同席した。内容は，個

成的面接法によっておこなった。面接は各研究参加

別インタビューと同様であった。プライバシーが配

者の希望する場所で行い許可を得て IC レコーダー

慮された個室で行い，90 分のインタビューを 1 回

に録音した。面接時間は 30 ～ 90 分であった。内容

実施した。インタビューは参加者の同意を得て IC

は，①思春期の体の変化，②思春期の心の変化，③

レコーダーに録音した。

性に関する情報，④性に関する気がかり，⑤性に関

3）データ収集期間

する経験，⑥参加者の基本属性（年齢，学校教育歴，

平成 26 年 6 月～平成 27 年 3 月であった。

身体状況）であった。
2）フォーカス・グループインタビュー

4. データ分析方法

4 名の研究参加者のフォーカス・グループインタ

面接内容は逐語録に起こした。逐語録にはそれぞ

ビューには，羞恥心を伴う可能性のある質問内容で

れ番号を付け，研究参加者の名前のリストとは別に

あることや研究参加者の話の内容を理解し，より深

して保管した。分析は，「思春期の体の変化および

二分脊椎男性の第二次性徴に関する心身の変化

思春期の心の変化」関係する文章を抽出した。そ
して，セクシュアリテイ

10）

る経験」の部分と情報提供

に関係する「性に関す

11）
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2）【性機能】
3 サブカテゴリー，16 コードが得られた。サブカ

に関係する「性に関

テゴリーは＜精通の経験＞，＜夢精の経験＞，＜自

する情報および性に関する気がかり」と重複する部

慰の経験＞であった。＜精通の経験＞は小学校 4 年

分を除いた。データから引き出された内容は，デー

生から中 1 で，「精通は早かった」，「中学の時にオ

タに基づいた概念を生み出すためにコード化を行っ

ムツをしているので精液が出ているのかはわからな

た。さらにコードを互いに比較しまとめながら，意

い」などがあった。また，色の様子や「射精が何回

味内容の類似性によりサブカテゴリー，カテゴリー

かあって今がそうか」と，精通の有無を確認してい

に分類した。意味の解釈が妥当か，過剰な解釈はな

た。＜夢精経験＞には「夢精はない」，「覚えていな

いかなど，再びデータやコードに戻って確認した。

い」，「わからない」などが含まれた。＜自慰の経験

これらの手順で，小児看護学に学識がある研究者と

＞は「小学校の時におぼえた」経験が語られた。

小児看護の実践と質的研究の経験のある研究者の解

3）【声変わり】

釈が一致するまで行うことで，分析者の主観や偏見

2 サブカテゴリー，8 コードが得られた。サブカ

を最小限にし，信頼性・妥当性を確保した。

テゴリーは＜声変わりの時期＞であった。＜声変わ

5. 倫理的配慮

りの時期＞は小 5 で始まって中 1 くらいであり，＜

研究協力機関である日本二分脊椎症協会とインタ

声変わりの特徴＞では「喉仏の出現」や「高い声が

ビュー参加者に研究の趣旨を書面で説明し，同意を

出ずのどが痛い」などがあった。

得た。本研究は，茨城県立医療大学倫理審査委員会

4）【体つき】

の承認を受けた（承認番号 592）。

2 サブカテゴリー，12 コードが得られた。サブカ

6. 用語の操作的定義

テゴリーは＜身長のスパート＞，＜特徴的な変化＞

心身の変化：折に触れておこる様々な思い，喜怒

であった。＜身長のスパート＞には身長の変化や成

哀楽などにつれておこる複雑な感情という心の変

長痛などが含まれ，＜特徴的な変化＞は，「男っぽ

化，および体の変化についての理解，容認の様相。

くなってきた」一方，「周りと比べて遅かった」な
どがみられた。
5）【顔】

Ⅲ

結果

2 サブカテゴリー，4 コードが得られた。サブカ
テゴリーは＜ニキビが出た時期＞，＜顔つきの変化

1. 二分脊椎男性の体の変化

＞で＜ニキビが出た時期＞は中学生の時で，＜顔つ

7 カテゴリー，15 サブカテゴリー，68 コードが

きの変化＞は「顔も男らしくなった」と性差を意識

得られた（表 2）。以下，カテゴリーは【 】，サブ

していた。

カテゴリーは＜

6）【体の変化に対する肯定的な感情】

＞，コードに関しては「

」で表

記する。抽出されたカテゴリーは【髭・性毛】，【性

2 サブカテゴリー，13 コードが得られた。サブカ

機能】，【声変わり】，【体つき】，【顔】，【体の変化に

テゴリーは＜変化への驚き＞，＜変化に対する納得

対する肯定的な感情】，【体の変化に対する否定的な

＞であった。＜変化への驚き＞では「声変わりが（驚

感情】であった（表 2-1，表 2-2）。

きは）一番でうわって感じた」で，＜変化の対する

1）【髭・性毛】

納得＞では変化をプラス方向に受け止めていた。

2 サブカテゴリー，
10 コードが得られた。サブカテゴリー

7）【体の変化に対する否定的な感情】

は＜発毛の時期＞，＜発毛の程度＞であった。＜発毛

2 サブカテゴリー，5 コードが得られた。サブカ

の時期＞では，髭は 10 歳くらいから高校の時期にみら

テゴリーは＜戸惑った変化＞，＜受け入れの難しさ

れ，陰毛はちょうど中 2 の時と語られた。＜発毛の程度

＞であった。＜戸惑った変化＞ではひげの濃さやニ

＞は中学の時もあまりなかったという一方で，
「生えてきた

キビが気になり，＜受け入れの難しさ＞では「ニキ

髭が濃くなる」，
「高校を卒業するまで剃らなくてもいいく

ビの辛さ」，「陰毛が生えず恥ずかしい」，「友達がう

らいだった」など含まれた。

らやましかった」が含まれた。
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表 2-1
カテゴリー

第23巻

二分脊椎男性の思春期における体の変化

サブカテゴリー

コード
10 歳くらいからひげ
ひげは中学校
ひげは中 2 か中 3 の頃

発毛の時期

高校くらいから髭
ひげや陰毛はちょうど中 2 の時

髭・性毛

ひげは中 3 くらい
髭も普通だと思う
生えてきたひげが濃くなった
発毛の程度

高校卒業するくらいまでは剃らなくてもいいくらいだった
髭、陰毛、腋毛が生えないなど中学の時もあまりなかった
射精の初めては小学校
精通は小学校 4 年生か小学校 5 年生の授業を聞いた後にあった
射精は中 1
精通は小学生のころだった

精通の経験

精通は早かったが紙オムツなのでドキマギしなかった
中学の時にオムツをしているので精液が出ているのかわからない
精液は白いので明らかにわかった
自分は鈍いので出ているかわからないが色の違いでわかる

性機能

射精が何回かあって今がそうか
精通は障害者に限らずそうなんだろうと思った
夢精はないです
夢精は覚えていない
夢精の経験

夢精は高校かな
オムツなのでわからない
夢精はそんなしょっちゅうではない

自慰の経験

小学校の時にかゆくかいていたら気持ちよくなったので覚えた
声変わりが小 5 で始まって完全にかわったのは中 1 くらいだった
中 1、中 2 の頃ですね

声変わりの時期
声変わり

声変わりは中 1 くらい
声変わりは小学 6 年の後半ぐらい
声変わりもして普通だと思う
中学 2 年で声が変わった

声変わりの特徴

中学校くらいに声変わりがあって喉仏みたいなのがでてきた
高い声が出ずのどが痛く風邪薬を飲んだが治らず声変わりだった
小学校高学年の時に身長が伸びた

身長のスパート

行っていないコンビニで棚がみえるなどと感じた
小学 6 年で身長が 10 センチ伸びた
医者に行ったら成長痛と言われた
男っぽくなってきたのは中 1 くらい
中学校の後半にそれと肩幅と筋肉

体つき

肩幅とか筋肉はどのくらいからごつくなったかわからない
特徴的な変化

体つきの変化は小学 4 ～ 5 年頃
体つきの変化は高校くらい
第 2 次性徴は周りと比べて遅かった
身体の変化では二脊がどうということはないと思う
急激に成長が来た記憶はないが変化は高校くらいまではあった
ニキビが出たのが中 1 ですごい気になったが中 3 で落ち着いた

顔

ニキビが出た時期

中学の時はニキビが出る体質だった
ニキビはできましたし、普通だと思う

顔つきの変化

顔も男らしくなった

二分脊椎男性の第二次性徴に関する心身の変化

表 2-2
カテゴリー

サブカテゴリー
変化への驚き

体の変化に対
する肯定的な
感情
変化に対する納得

体の変化に対
する否定的な
感情

戸惑った変化
受け入れの難しさ
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二分脊椎男性の思春期における体の変化 ―続き
コード
やっぱり声とひげ
身長が急に伸びておうっと思った
高い声が出なくてのどが痛いので風邪薬を飲んだけど治らず声変わりだった
声変わりが 1 番でうわって感じでした
顔の変化とひげが関係していてひげが生えてきたんだな
精通はなんだろうって思ったが嫌な感じはなくてそうなんだと思った
中 1 に男っぽくなってきたな
受け止めはプラス方向に
体の変化で困ったことはたぶんないと思う
体の変化で教えてもらいたいとは思わなかった
あんまり悩んだりしない
体の変化の戸惑いはなかった
体の変化は気にならなかった
ひげが濃いのはいやだなという戸惑いはあった
ニキビが出てすごい気になった
ニキビがやたらと出たので見苦しいって自分で思って辛かった
陰毛が生えず恥ずかしいと思った
友達が精液の量が多すぎておかしいと言っていたことがうらやましかった

2. 二分脊椎男性の心の変化

の不安定はないなどがあった。＜親との関係＞では

2 カテゴリー，6 サブカテゴリー，19 コードが得

母親にうっとうしさを感じ「受診を母親と一緒に行
くのが面倒くさくなった」一方，「親とはぶつから

られた（表 3）。
抽出されたカテゴリーは【情緒の変化】【健常者

なかった」などがみられた。
2）【健常者との違い】

との違い】であった。
1）【情緒の変化】

2 サブカテゴリー，４コードが得られた。サブカ

4 サブカテゴリー，16 コードが得られた。サブカ

テゴリーは，＜現実を実感＞，＜身体的相違＞であっ

テゴリーは，＜気になる外見＞，＜衝動的な行動＞，

た。＜現実を実感＞で「自分の体とクラスメートと

＜不安定な心＞，＜親との関係＞であった。恰好な

体は違う」，「学校に行かなくなった」，「まわりの子

ど＜気になる外見＞，壁を殴る，ケンカなど＜衝動

は管なんてつけてなかったので現実を実感した」が

的な行動＞がみられた。＜不安定な心＞では，いじ

含まれた。＜身体的相違＞では「自分は生まれなが

め体験や情緒不安定などの一方で反抗期がない，心

らに違う」がみられた。

表3
カテゴリー

サブカテゴリー
気になる外見
衝動的な行動

不安定な心
情緒の変化

親との関係

健常者との違いを認識

現実を実感
身体的相違

二分脊椎男性の思春期における心の変化
コード
高校ではワックスをつけたり恰好や外見を気にするようになった
中 1 から反抗期ででっかい声出したり壁を殴った
イライラして切れやすくなったのは中学が一番で高校で落ち着いてきた
弟と些細なことでよくケンカをしていた
中３で結構ないじめを受けてたので情緒的に不安定でめちゃくちゃだったと思う
中学の時から感情の不安定はある
反抗期って一切なかったです
心の不安定はない
親がうっとうしくて怒鳴って切れていたことがあります
怒りっぽくなった
親に対していらいらして切れやすくなった面があると思う
親が面倒見がよく過保護なのでそこまでいわなくてもというのはあった
親の話がその時はただ単にうるさいなとしか思っていなかった
受診を母親と一緒に行くのがちょっと面倒くさくなった
母にはなかったが父に反抗する
親とぶつからなかった
決定的に自分の体はまわりのクラスメートと違う
学校に行かなくなった
まわりの子は管なんてつけてなかったので現実を実感した
自分は生まれながらに違う
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Ⅳ

考察

第23巻

性は筋肉の割合が増加することで男性らしい体つきが
出現する 18）という。体の特徴的な変化として筋肉や肩

1. 二分脊椎男性の体の変化

幅の変化がみられていた。
【顔】ではニキビの出現の

【髭・性毛】，
【性機能】，
【声変わり】，
【体付き】，
【顔】，

ほかに顔つきも変化し男らしくなっている。小学校か

【体の変化に対する肯定的な感情】，【体の変化に対

ら始まり中学から高校の時期は第二次性徴発現の過

する否定的な感情】の 7 カテゴリーを一般的な思春

度期 14）であり，個人の成長はかなりの幅がある 14）18）

期の体の変化を参考に考察する。思春期における身

といわれている。今回の研究参加者においても，思春

体的変化の代表は，男子では精通・陰茎の増大・陰

期の発来年齢や第二次性徴の発現や発達には個人差

毛の発生・声変わりなどである

12）

。【髭・性毛】に

があった。二分脊椎男性の性機能の把握はまだ十分

おいて小学校 4 年～中学 3 年くらいで髭が生え，中

ではなく 14），精巣機能や神経障害との関連も深い 19）と

学 2 年で陰毛がみられた。生えてきた髭が濃くなっ

言われている。また，勃起や射精を調節する脊髄の部

ていく一方で「髭，陰毛，腋毛が中学校でも生えな

位と脳との連絡がうまくいかないために，勃起や射精

かった」があった。髭の発毛において中学 3 年から

の機能が障がいされる場合もある 20）。思春期における

高校 3 年生を対象にした調査では，32.9％は中学 3

体の変化は，二分脊椎特有の身体的特徴を理解する

年時点で髭が生えていたが，高校 3 年の時点におい

ことで疾患の認識や自己認識につながることが示唆さ

13）

。本研究においても，同様に

れた。体の変化の受け止めに関しては肯定的および否

個人差がみられた。【性機能】では，精通は小学校

定的な感情を持っていた。しかし，不安な気持ちが強

から中学 1 年の期間にみられていた。夢精の経験は

くなるようなことがあれば，専門家への相談をすすめ

様々であり，精通，夢精の有無を自分なりに確認し

るなど疾患を踏まえた年齢的変化に応じた関わりが必

ていた。自慰の経験では，初めての自慰は小学校の

要である。

て 86.6％になった

時に経験していた。精通は 12 歳から 15 歳の間で見
られることが多いとされている 12） が，二分脊椎男

2. 二分脊椎男性の心の変化

性の 14 歳から 23 歳の 10 名を対象にした勃起・射

【情緒の変化】，
【健常者との違い】の 2 カテゴリー

精の調査では，勃起・射精を認める者は 3 名，確認

を，二分脊椎男性の思春期における心理的な変化と

できない者は 7 名であった

14）

。精通は自分の体が

大人に向かって成長していくことを最も強く実感す
る出来事

15）

受け止めという視点で考察する。
【情緒の変化】の＜気になる外見＞は，自分の体

でもあり，精通の確認は性的に大人に

への強い関心が，自分の内面に関心を向ける機会と

なったと実感できた体の変化であったと考える。
【声

なり，人格の自我同一性の確立にとって重要な要因

変わり】の時期は小学 5 年から中学 2 年で見られて

となる 21）。中学 1 年から大学生までを対象にした

いた。声変わりの特徴として喉仏の出現や高い声が

ボディイメージに関する研究によると，ボディイ

出ないなど体験していた。喉頭の発育の加速は，陰

メージは大学生で獲得されていた 21）。
「高校ではワッ

茎スパートが終了する頃に起こり声変わりとして現

クスを付けたり恰好や外見を気にするようになっ

れる

16）

。これらは研究参加者の発現時期と一致し

た」は，ボディイメージの獲得を表す思春期特有の

ていた。【体つき】において身長のスパートが小学

変化と思われる。＜不安定な心＞では「中 3 で結構

校高学年に起こっていた。日本人男子の思春期身長

ないじめを受けて情緒的に不安定だった」など思春

スパートの開始年齢は 11 歳でピークは 13 歳

17）

で

期は心理・環境面でも大きな変化がみられ，いじめ

あり，研究参加者の身長スパートは同時期におこっ

などの人間関係の問題が起きやすい 22）。二分脊椎

ていた。しかし，一方で，「急激な変化はなかった」

者にとって，特に排泄にまつわるいじめは心の深い

など穏やかな変化の場合，二分脊椎症児の身長・座

傷になりやすく，癒えるまでに多くの時間とケアが

高は，二分脊椎症のない人とくらべた場合の学童

必要になり 16），心身の発達に影響を及ぼす 22）こと

期以降の身長・座高が低くなる傾向がある 18）ため，

も考えられる。＜親との関係＞に関して，二分脊椎

成長の個人差で片づけることなく，疾患特有の原因

児の排泄の自立には，幼児期，児童期の母親の養育

も考慮する必要があるだろう。思春期において，男

態度が関係して 22） おり，親と子の関係には特別な
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ものがあるといわれている 23）。しかし，思春期に

ながることが示唆された。

は親との関係において心理的離反や反抗という形を

3. 思春期においての体の変化は，自身の情緒の変化

22）

とる ことがあり，
「親がうっとうしくなって怒鳴っ

や他人との違いに気づき自己像の確立につながるこ

て切れたことがある」，「怒りっぽくなった」などの

とが考えられた。

反応はむしろ正常な反応といえる。しかし，「受診

4. 思春期における支援として，日常生活の中で子ど

を母と一緒に行くのが面倒になった」など，親子関

もと接する家族，学校の教諭，医療従事者は，思春

係が健康管理行動に影響を与え受診行動が損なわれ

期の二分脊椎児の理解に努め，二分脊椎児の QOL

ていたことは望ましくない影響だったといえる。
【健

向上のための支援をおこなうことが求められる。

常者との違い】では「決定的に自分の体はまわりの
クラスメートと違う」ので，「学校に行かなくなっ
謝辞

た」。学童期において周囲との違いの現実を実感し，
「自分は生まれながらに違う」と身体的な相違を感
じていた。思春期は自己像の確立の時期であり，そ

本 研 究 へ の 参 加 を 快 諾 し て く だ さ り， イ ン タ

のような内省の裏付けには身体的な変化や知的能力

ビューにご協力いただきました日本二分脊椎協会会

21）

。思春期にお

長および会員の皆様に深く感謝致します。本研究は

いて体の変化は，自身の情緒の変化や他人との違い

2014 年度科学研究費補助金基盤研究 (C) の助成を得

に気づき，自己像の確立につながることが考えられ

て実施した。本研究における利益相反はない。

の発達，周囲の対応の変化がある

た。そのため，二分脊椎男性の思春期における支援
は心身の年齢的変化において包括的にとらえる必要
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Abstract
The objectives of this research were to develop, implement, and evaluate a sexual and reproductive health care
program, including the development of educational materials for adolescents with spina bifida.
This is part of our qualitative research conducted to design a questionnaire which will be utilized for a qualitative
research in the future. Discussion mainly focuses on physical and psychological changes in male adolescence with
spina bifida and their acceptances of their conditions.
Using semi-structured interviews with 9 men with spina bifida and a focus group interview with 4 persons, we
analyzed the semantic contents qualitatively. There were individual differences among participants in the development
of secondary sexual characteristics during adolescence. Results suggested that acceptance comes with positive /
negative emotions, and that body changes lead to understanding of the disease and self-recognition by considering the
physical features peculiar to spina bifida. Psychological changes and social experiences led to changes in emotions and
the recognition of differences by others, which was considered to be a factor leading to the establishment of self-image.
Key words: Young men with spina bifida, Adolescent, Secondary sexual characteristic

