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　「リプロダクティブヘルス」という言葉を皆さんは耳にしたことがありますか？リプロ

ダクティブヘルスとは日本語では「性と生殖に関する健康」といいます。私たちは、二

分脊椎女性のリプロダクティブヘルスケアのお手伝いができればと考え、2006 年に研

究会を立ち上げました。そして、日本二分脊椎症協会と日本二分脊椎研究会の会員の方々

へのアンケート調査を通して、皆さんの月経や性の悩みについて知ることができました。

また、2009 年には「二分脊椎女性のリプロダクティブヘルス　思春期からの月経と性

の健康」というテーマでシンポジウムを開催しました。

　このガイドブックは思春期から大人の女性になりつつある時期（ここでは小学校高学

年から高校生以上のティーンズまで）の女性のリプロダクティブヘルス、特に月経と性

の健康について書いてあります。皆さんが月経や性についての理解を深め、月経時の自

己管理が出来るようになること、そして性 ( セクシュアリティ ) について考え、性の悩

みについての解決に少しでもこたえられるようにしたいという思いからこのガイドブッ

クを作りました。一般的な思春期の成長や発達についても簡単に触れていますが、詳し

くは学校でならった教科書や参考図書を読んでいただくと理解がより深まると思います。

また小中学生の皆さんや高校生にとっても、少し難しいところや、まだ性の話は早いか

なと思われるところもあるかと思います。そのようなところはお母さんや周りの大人の

人と一緒に読んでみてください。あるいはもう少し大人になったときに再び開いてみる

と、きっと皆さんの助けになると思います。

　第５章はご家族に向けて書かれています。ガイドブックにはお子さんにとって少し早

いのではと思われる内容も含まれているかと思います。でも少し早いかなと思われると

きにこそ、正しい知識を提供しておくことが大切と考えます。このガイドブックが二分

脊椎女性とご家族のお役に立つことを願っています。

　このガイドブックは 2013 年に冊子として発行しました。今回若干の修正を加え、改

訂版として二分脊椎症協会の HP 上に掲載させていただくことになりました。ことにセ

クシュアリティの部分は＜思春期前期＞と＜思春期後期＞に分割いたしましたので、皆

さんの成長に合わせダウンロードして読んでいただきたいと考えました。

　　　　　　　　

2016 年 3 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集担当　野田　洋子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　足立　久子

改訂版　はじめに
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二分脊椎症協会は、二分脊椎症児者の本人家族で成り立っている患者会です。現在全国に

約 1350 名の会員がおり、ＨＰを利用してのウェブ相談、手引き購入、入会申込、電話相談、

行政交渉などを開催しています。間もなく 40 周年を迎えます。

谷村　珠江
（日本二分脊椎症協会　会長）

　

　二分脊椎症児者を家族に持ち、20 年という月日が経ちました。出生前診断から二分脊

椎症を知り、出産・手術・歩行訓練・導尿の手技取得・排便管理等を乗り越えて、日々

の生活を獲得してきております。

　二分脊椎の子ども達は、少々一般のお子さんとは違う排せつ方法を取ることが多く、

小学校入学の頃には自己導尿の手技等を獲得して、学校生活を迎えます。はじめは親の

手助けを多く必要としていた子ども達も、小学校の高学年を迎える頃には、徐々に思春

期を迎え心と体のアンバランスに悩み始め「みんなも悩んでるの？」「それは同じ悩み？」

「誰に聞いたらいいの？」…と思い始め自分自身と葛藤しながら、お友達との違いに驚い

たり、違わないように頑張ってみたりと大変な時期を迎えます（一部のお子さんには性

の変化が著しく早く起きる「性早熟症（思春期早発症）」など注意を要する方もいらっしゃ

いますので注意深く接してください）。

　親達は自身達が乗り越えた思春期を、わが子と向き合って口に出しておしえにくいと

いうのも事実です。子ども達ひとりひとりが持つ悩みは体の不自由さと重なって親も理

解できない、説明できないむずかしいものであることは確かなようです。

今回製作された「ガイドブック」は思春期のこと、女性に関係すること、性について、

家族とのかかわりなど、分かりやすく項目が分かれているのが大きな特徴です。友達にも、

親にも、姉妹にも…なかなか聞けないこと、少し秘密なこと、このガイドブックを読む

ことによって、解決出来たり、共有出来たり、安心できるのではないでしょうか。思春

期を迎えた二分脊椎症者の心の支えとなってもらえるのではないでしょうか。

ガイドブックのおすすめ；ご家族の方へ
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堀口　雅子
　　　　　　（産婦人科医　性と健康を考える女性専門家の会名誉会長）

　　　　　　　

　この世に生を受けたすべての人に幸せな人生を送ってほしい。一人一人の個性を大事にのばし

各々に適した人生を歩んでほしい。

　自分にないものを皆が持っている、一寸寂しい。でもその人は貴女 ( あなた ) をみて、自分にな

いものを見出し羨ましいと思っているかもしれない。それに貴女は何時までも今の自分ではない。

自然に体や心が大人になってゆくと同時に、あらゆる面で自ら学習してゆくから新しい発展があ

る筈
はず

。

　一方、人間は自然界の一員・動物だから、自分の意志と関係なく種族保存という使命を担
にな

って

いる。思春期には体が大人に近づき、女性は卵巣内の卵子を育て毎月放出し（排卵）、女性ホルモ

ンを分泌し美しい魅力ある個人を作り上げる。男性は精巣で精子を作り放出し ( 射精 )、男性ホル

モンを分泌し力強い魅力ある個人を作り上げる。

　排卵は妊娠する力を持つこと。射精は妊娠させる力をもつこと。女性は妊娠に備え女性ホルモ

ンにより子宮を豊かに育て、毎月子宮からの出血（月経）をみるようになる。月経は成熟した健

康な女性の徴
しるし

と言われている。

　しかし健康の徴、将来に備えてといわれても，女性にとって月経はやはり負担になる出来事、煩
わずら

わ

しく苦痛でさえある。1 月に 1 回の手当て、粗
そ そ う

相をしないかという気配り、月経に伴う諸症状（月

経痛・眠気・能率低下・肌荒れなど .）に対応するのは大変。

　昔と異なり女性の人生には選択の自由がある。ワンパターン（結婚・妻・母）ではない。結婚・

仕事、生
う

む・生
う

まない・生
う

めないなどいろいろな生き方が不十分ながら是
ぜ に ん

認されている。では妊

娠と関係ない人に月経なんて無くてもいいか？私は子どもを欲しくない，生めないから月経なん

か不要と考えていいのか。

　自然界の一員、女性として生まれた身にとって、月経が規則的＝卵巣機能が正常＝健康の徴で

あれば、耐え忍ぶより、正しく学び、諸症状が成長過程の症状か、異常・要検査・要治療か検討

する必要がある。医療者に相談し、鎮
ちんつうざい

痛剤服用など , で快適に過ごしてほしい。

　初経をみた時とその後の親 ( 特に母親 ) の態度も大切。「まあ大変」、「可
か わ い

哀そう」と迎えるか、

大変だが成長・健康・成熟のしるしと祝福するか、子どもに与える影響は大きい。

　この自然の流れの中で体が整ってくると、種族保存の役割を担う生物として次第に異性に関心

を持ち、心ひかれ、もっと知りたく、もっと近づきたくなるのは当然。その究
きゅうきょく

極が性器と性器の

●ガイドブックの発行に寄せて●

「あなたがおとなの女性になるということ・・・」
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結合 ( 性交 ) であり、排卵・精子の放出があれば妊娠が成立する。

　しかし、今まだその時期でないと気づいたら立ち止まり、NO といえる女性であって欲しい。

NO といわれた時立ち止まれる男性であって欲しい。立ち止まれる男性を選んで欲しい。

　それと同時に、男性の心理 ･ 生理がいかに女性と異なるか、お互いに学ぶ必要があると思う。女

性ホルモン分泌は、思春期から成熟期を過ぎるまで緩
ゆる

やかな変化を示す。それに比し，男性ホル

モン分泌は思春期にピークを示す。男性は自分の感覚で、女性も自分と同じ思いで接していると

考える。男性が女性を抱きしめたいと思っていても、女性はただ傍
かたわ

らにいたいだけかもしれない。

性的欲求の差をお互いに認識する必要がある。

　現代社会では、これでもかこれでもかと性に関する情報が流れ、昔と異なり性行為はかなり若

いうちから体験する傾向にある。結婚が前提ではなく、妊娠は避けたいのに、性交＝射精・受精・

妊娠を知らず無
む ぼ う び

防備なまま行動を開始する。NO といえない、その結果望まない妊娠に困惑するこ

とになる。その負担は女性の心と体に重くかかってくる。もうひとつ、性行為に関わることとして、

性感染症がある。しかも、性行為が多様化しており , 性器と性器の結合以外（口腔・肛門など）と

性器の接触もあることから、広範囲（泌尿器科・婦人科・皮膚科・耳鼻科・口腔外科 etc.）の検査・

治療が必要になる。妊娠はしなくても全身疾患としての性感染症に苦しむことになる（例：確率

は低いがエイズ）。

　女性の骨盤内の感染は日常生活での下腹痛・腰痛・月経痛など , のほか、卵管閉塞（不妊の原因）

など、男性に比し大きなマイナスとして残る。また、妊娠できても一度体内に侵入した病原体は、

流早産の原因、胎児・新生児期の感染で児の一生に関わる障害をもたらすこともある。

正しい知識を身につけ、自分自身を大切に自然の中で、前向きに進んでほしいと思う。

私たちサポーターも絶えず学び皆さんのお役に立ちたいと努力しています。

参考：金子みすず「みんなちがって　みんないい」
　　　川上未映子「この世に生まれること」

 

＊ご 紹 介 ＊

「ティーンズカフェ」；
女 の 子 の た め の 、
か ら だ と 心 の 相 談 室

相 談 日 　毎週木曜日　9：00 ～19：30
相談担当　産婦人科医　堀口雅子
場　　所　主婦会館プラザエフ4階カウンセリング室
【完全予約制、相談無料】
　　　　　性に関すること、人間関係、摂食障害など
予約受付　・03-3265-8119
予約受付時間　平日（月～金）9：00 ～17：00
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１．性ホルモンと二
に じ

次性
せ い ち ょ う

徴

第 1 章

　思春期はこどもからおとなへと移り変わる時期です。からだはおとなになる準備
を始め、急激な成長をします。この変化におどろいたりとまどったり、違

い わ か ん

和感をもっ
たり、時には不安や悩みをもったりします。そんな思春期はいつから始まるのでしょ

う。年齢的には身長や体重が急増する 8～９歳ごろから､ 17～１8歳ごろまでが思春期とされて
います。思春期のあなたのからだとこころはどのように変化しているのでしょうか。あなた自身
のことを見つめてみましょう。

　性ホルモンとは、男らしい体つき、女らしい体つきになるのを助けるホルモンです。精
せい

子
し

や

卵
らんぽう

胞を作ったり、妊娠をしたり、妊娠した状態にし続けたりするのを助けています。男性ホル

モンと女性ホルモンに分けられ、女性ホルモンはさらにエストロゲン（卵胞ホルモン）とプロ

ゲステロン（黄
おうたい

体ホルモン）に分けられます。

　二次性徴とは、男の子、女の子を示す身体的な特徴のうち、生
せいしょくせん

殖腺や生
せいしょくき

殖器以外の違いのこ

とです。体つきや声の質、ひげ、ライオンの ‘たてがみ’ やニワトリの ‘とさか’ などがこれにあ

たります。

　思春期のからだの大きな変化として、二次性徴がはじまるころに脳にある下垂体から分泌さ

れるゴナドトロピン（性
せいせんしげき

腺刺激ホルモン）の量が増えます。その刺激によって、特定の器官（女

性では卵
らんそう

巣、男性では精
せいそう

巣）の働きが活発になります。その結果、女の子では女性ホルモンが、

男の子では男性ホルモンが盛んに分泌されるようになり、体つきにそれぞれ特徴的な変化を起

こします。

　女の子の場合、ゴナドトロピン（性腺刺激ホルモン）は卵巣に働きかけてエストロゲン（卵

胞ホルモン）とプロゲステロン（黄体ホルモン）という女性ホルモンを分泌するようになります。

この二つのホルモンはバランスをとりあって働きあい、女の子は女性らしい体つきになります。

　　●　皮
ひ か

下脂
し ぼ う

肪が増えて、からだが丸みを帯びてきます

　　●　乳房が発達して、少しずつふくらんできます

　　●　骨
こつばん

盤が発達して、おしりがおおきくなります

　　●　性器の周りやわきの下に毛が生えてきます

　　●　月
げっけい

経がはじまります

　　●　性器が成
せいじゅく

熟していきます

　　●　にきびができやすくなります

　　●　声が少し低くなります

 

 

思春期のからだの変化
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　男の子の場合には男性ホルモンが分泌され、男の子らしい体つきになります。

　　●　骨格や筋肉が発達します　筋肉がついてきてがっしりします
　　●　‘ のどぼとけ ’ が出てきて声が低くなります（変声期）
　　●　性器のまわりや、うで、足、わきの下に毛が生えてきます
　　●　ひげが生えてきたり、にきびがでたりします
　　●　性器が発達します

　また、性ホルモンによって性器が成熟し、卵巣では卵子が成熟するようになり、精巣で
は精子がつくられるようになります。
　ここでは主に、女の子について詳しくみていくことにしましょう。こうした二次性徴は、
同時に起こるわけではありません。図１に思春期のからだの変化を示しました。思春期は、
二次性徴のはじまりとともに体格が作られていく大切な時期です。骨の成長と成熟に女性
ホルモンが重要な働きをします。また、性ホルモンは成長ホルモンの分泌を促します。そ
のため、身長が急速に伸びます（成長のスパート）。思春期の間に伸びる身長は、女の子で
は平均すると 18.7cm くらいです。性ホルモンは、骨を成熟させて大人の骨に変える働き
もあります。子どもの骨は成長しているので全体的にやわらかく、多くの骨の端に骨の長
さが伸びていくための軟

なんこつ

骨の層があり、これを骨
こったん

端線
せん

といいます。おとなの骨になると身
長が伸びるために必要な骨端線が閉じて、身長の伸びがストップします。また、体格の成長、
骨や筋肉の発達、皮下脂肪の増加とともに体重も増えていきます。特に思春期には女の子
らしいふくよかな体つきになるため、体重が急激に増加します。

 

第１章　思春期のからだの変化
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２．あなたのからだ（性器）を知りましょう

　女の子の性器は図２に示したように外
がい

性
せ い き

器（外から見える性器）と内
な い せ い き

性器（からだの中にあ

る性器）に分けられます。水着で隠
かく

れる部分はプライベートゾーンで、普通にしていては他の

人には外から見えません。かがみを使ってあなたの外性器をみてみましょう。女性の外性器は

大
だいいんしん

陰唇、小
しょういんしん

陰唇、陰
いんかく

核、会
え い ん

陰などからなり、大きさや形には個人差があります（図 2-1）。自
じ こ

己

導
どうにょう

尿をしている人は、自分の外性器がわかりますよね。内性器には　子
しきゅう

宮、卵巣、卵
らんかん

管、膣
ちつ

が

あります（図 2-2、2-3）。これらは体の中にある器官です。思春期になると急速に発達し、子

宮は縦が 2 ～３cm から 7 ～８cm に大きくなり、幅が 5㎝、重さは 80g ほどになります。形

は洋梨をさかさにした形で電球くらいの大きさです。電球にたとえると、金属の部分が子
しきゅう

宮

頚
け い ぶ

部、ガラスの部分が子
しきゅうたいぶ

宮体部です（図 2-4）。卵巣はうずらの卵大の大きさで、卵管は鉛筆の

太さくらいの管です。

子宮

図 2-4　子宮を電球に例えると

子宮体部

子宮頸部

図 2-1　女性の外性器
 　　　

おなか側

背中側

大陰唇
だいいんしん

小陰唇
しょういんしん

処女膜
しょ じょ まく

会陰部
え  いん  ぶ

陰核
（クリトリス）

いん かく

尿道口
にょうどうこう

膣口
ちつ こう

肛門
こう もん

図 2-3　女性の内性器
）図た見らか面正のだらか（   　　　

図 2-2　女性の内性器
）図た見らか横のだらか（   　　　

卵管
らん かん

卵巣
らん そう

仙骨
せんこつ

尾骨
び  こつ

直腸
ちょくちょう おしり

肛門
こう もん

恥骨
ち   こつ

おへそ

おなか側 背中側

膀胱
ぼう こう

尿道
にょうどう

子宮
し きゅう

子宮頸部
し きゅうけい ぶ

膣
ちつ

子宮内膜
し きゅうないまく

第１章　思春期のからだの変化

図た見らかうほのもしお（  

（
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　思春期に起こる二次性徴で最も大きな変化は月経です。月経は、日本産科婦人科学会の定義
では「通常約 1 カ月の間隔で起こり、限られた日数で自然に止まる子

しきゅうない

宮内膜
まく

からの周期的出血」
とされています。このように月経は約 1 カ月の周期で繰り返して起こる子宮からの出血です。
みなさんは「生理」と呼んでいるかもしれませんが、生理というのはからだの機能を表わす言
葉です。正しくは「月経」ですので、ここでは「月経」と呼ぶことにします。
　月経は、脳の視床下部、下垂体、卵巣、子宮が連

れんけい

携して起こります。図３には女性ホルモン
と月経サイクルに伴う子宮内膜や卵胞、基礎体温の変化を示しました。

３．月　経

図３　女性ホルモンと月経サイクル

卵胞期 月経期排卵期月経期月経周期 黄体期
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　二分脊椎（水頭症）があると、内分泌（ホルモンの働き）の異常が起

こる場合があります。そのため、すべての人に起こるわけではありませ

んが、思春期早発症や反対に思春期が遅れることがあります。

　日本人の女子の思春期開始の標準的年齢は 9 歳で、乳房がふくらみ始

めるのが最初の兆
ちょうこう

候のことが多いです。個人差がありますが、7 歳 6 カ

月未満で思春期兆候を認めた場合を「思春期早発症」としています。

思春期早発症の問題としては、以下のことがあげられます。

　●　からだの成熟とこころの成熟がアンバランスになる

　●　骨の成熟が早く進んで低身長になる

月経が小学校低学年で始まってくる場合は、病院を受診しましょう。思春期早発症であった場合、

きちんとした治療があり、ホルモンをうまく調節する治療をすれば大丈夫です。もうすでに治

療を経験している方もいるかもしれませんね。治療が必要かどうかは主治医の先生と相談しま

しょう。

　また、二分脊椎の女性の場合、成長ホルモンの働きに問題が起こり、身長の伸びがゆるやか

になる場合があります。治療が必要かどうか、やはり主治医と相談しましょう。　

　月経周期とは、月経の始まった日から次の月経が始まる前日までの期間をいいます。個人差

がありますが、その期間は 25 ～ 38 日くらいで、その期間の変動は 6 日以内が正常とされて

います。月経血のある期間（月経持続日数）は 3 ～ 7 日が正常とされています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　月経周期は、ホルモンの状態から 4 つに大きくわけることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　●　卵胞期（増
ぞうしょくき

殖期・低温期）；卵巣の中にある原始卵胞が、下垂体から分泌される卵胞刺激

ホルモンの影響を受けて成熟卵胞に発育します。卵胞からは卵胞ホルモンが分泌され、

子宮内膜が増殖します。　

　●　排卵；下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモン（FSH）は卵胞を大きくし、時期がくれ

ば黄体形成ホルモン（LH）が急激に分泌されます。この LH の急激な増加（LH サージ）

の影響により、成熟卵胞から卵子が排出されます。

　●　黄体期（分泌期・高温期）；排卵後の卵胞は黄体になり、黄体ホルモンを分泌し始めます。

この作用で子宮内膜は柔らかくなり、妊娠に適した状態になります。しかし、妊娠が成

立しなかった場合には、黄体の機能は次第に衰えて、黄体ホルモンの量も少なくなります。

　●　月経；黄体ホルモンの量が減ることによって、子宮内膜ははがれおちて、血液とともに

子宮口から排出されます。これが月経血です。月経血はだいたい 20 ～ 140 ｇとされます。

　女性のからだはこのサイクルによってリズム（周期性）ができています。　

第１章　思春期のからだの変化

４．二分脊椎と思
し し ゅ ん き

春期早
そ う は つ し ょ う

発症
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第１章　思春期のからだの変化

　お子さまの誕生から、10 年余り、いろいろ大変なことがたくさんあった

のではないでしょうか。いつも寄り添い、共に歩んでこられたご家族の皆

さんのもとで、お子さまは一歩、また一歩 ･･･ と無事にここまで大きく成

長されましたね。そして今、お子さんが初経を迎えられるまでに成長され

たこと、おめでとうございます。月経は、生理的な、女性の健康のすばら

しいバロメーターです。そして、月経が始まったことは女性としての成長の証のひとつであり、

健康ですばらしいことですね。我が子が初経を迎え、うれしい気持ちと同時に、一方で不安や

気がかりな気持ちを抱かれたかもしれません。でも、まずは、月経が来たことへの喜びや、す

ばらしい成長の徴
しるし

である月経のことを是非お子さんに伝えて、ともに喜びましょう。そして、

二
に じ

次性
せいちょう

徴や月経についてお子さんにきちんと説明してあげましょう。

　お子さんが思春期を迎える時期は、改めて我が子の体と気持ちとに向き合う大きなチャンスで

す。月経がはじまったということは、おとなの女性としてとても大切なことであり、すばらしい

ことです。思春期の二次性徴というおとなへの成長を、お子さんとともに感じながら前向きに関

わっていきましょう。そして、思春期の性について、お子さんの体やこころの変化を察しながら、

その変化やきもちを確認し、お子さんと一緒にじっくりと話しをする時間をもてるといいですね。

　なお、初経やお子さんの乳房がふくらむなどの変化が早すぎる場合には、主治医に相談して

下さい。また、月経の開始に伴って、対処したり乗り越えたりするべき課題がいくつか出てく

るかもしれません。時に上手くいかないことや失敗を経験されることもあるかと思います。でも、

そのような経験を重ねながら、お子さんに合った心地よい対処法を発見できることもあるでしょ

うし、それらの経験はお子さんやご家族の自信や成長にも繋がっていくと思います。

　思春期のからだの変化について一般的なことを説明してきましたが、1 人ひとり顔や背丈が

違うのと同様に思春期の変化や過ごし方、乗り越え方もまた十人十色です。お子さんや親御さん、

悩んだり困ったりされていませんか。1 人で悩まず、家族だけで抱え込まず、時には学校の先

生や医療専門職者、友人や同じ病気の仲間の皆さんに相談したり話し合ったりするのもいいで

しょう。すぐに解決にはならなくても、同じ悩みや気持ちを共有したりできることもあるでしょ

うし、体験談やアドバイスからうまく乗り越えるヒントや工夫が得られるかもしれません。思

春期という貴重なこの時期を、共に大切に前向きに過ごしていきたいです。

 （鈴木　幸子）

５．ご家族へ
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第 2 章

思春期のこころの変化

　最近のあなたは何を感じ、何を考えていますか、それは、幼いときか
らのあなたとどう違いますか？　ものごころついたころからのいろい
ろな出来事が、今でもときどき思い出されるということはないですか？
それは楽しいことですか？うれしいことですか？つらいことですか？
悲しいことですか？腹のたつことですか？そして、それは、今のあなた
にとってどんな影響をおよぼしているのでしょうか？
　思春期といっても、人それぞれで、かならずしも「悩み多き揺れ動く
時期」ともいえないかもしれません。同じようなことが起きても、すご
く深刻に悩む人もいれば、さらっと流してしまう人もいます。どちらがいいとか悪いとかの問
題ではありませんが、その悩みをたとえうまく解決できなかったり、乗り越えられなかったと
してもそれは決してむだではないといえます。こころが揺れること、悩むことの中に、これか
らのあなたの生き方を導いてくれるヒントがあるからです。

　●　自分ってなんだろう？
　●　自分らしさってなんだろう？
　●　不安、焦

あせ

りはどうして生まれるの？
　●　悩むこと、迷うことの意味ってあるの？ 
　●　自分って、本当に大切なの？
　●　自分は、どんな大人になるのだろうか？
　●　ボーイフレンドはできるの？
　●　結婚はできるの？
　●　妊娠、出産、育児はできるの？　　
　などなど、いろいろな思いがわいてきていませんか？
　思春期とは、自分が何を感じ、何を考えているかをみつめながら、自分と向き合い始める時
期ともいえます。ときには、自信がもてなくなったり不安になったり、そしてそんな自分が嫌
いに思えることもあるでしょう。こころの底から「私はありのままの私でいいんだ」って思え
たらどんなにかいいでしょうが、でもこれってけっこう誰にとっても難しいことです。そう、
おとなにとっても・・・。
　そう思えるあなたに近づくためにも、また、自分が何をしたいのかを探すためにも、これか
らいろいろなことに勇気をもってチャレンジしていってほしいと思います。

１．あなたのこころ、気持ちをそのまま感じてみよう

２．自分ってなんだろう？　おとなになるってどういうこと？
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　親（特に母親）とは、あなたが生まれてきてからずっと、ほかの親子よ

りもちょっと親密な関係だったのではないでしょうか。入院や外来に通う

時ばかりではなく、幼稚園や学校に導尿に来てもらったり、遠足やお泊り

の時も付き添ってもらったりなど、一緒にいる時間はほかの兄弟やお友達

よりも多かったですよね（そんなあなたのことを、あなたのご兄弟やお

友達は、うらやましく思っていたかもしれません）。今まで、導尿のこと

など何かと口うるさくいってきた親ですが、親があなたにとってよかれと

思っていっていることがわかっていたあなたは、ずっとそれなりに素直に受け止めてきたので

はないでしょうか。でも、最近は、「うるさいなあ、もうわかったから黙っていてよ！！」と反

抗したくなったりしていませんか？ 

　そうした変化も、実は大切なことなのです。なぜならば、そろそろ親の保護下から抜け出し、

自律（自立）に向かって進み始めているのですから。親から少し離れることで、失敗したり、

悩んだり、とまどうこともあるかと思います。まだまだ親に甘えたい気持ちもありながらも（頼

らざるを得ないこともまだまだあるでしょう）、親とは違う価値観をもちはじめ “ 干渉されるの

は嫌 ” と、こころは揺れ動きます。でも、あなたのご両親は、自律（自立）にむけてチャレン

ジしているあなたのことをずっと見守ってくれています。

　幼いころから明るくおしゃべりだったあなたが、最近、友達の前で

急に話せなくなってしまうなんていうことってありませんか？そんな

あなたは、もしかしたら周りの友達とのすれちがいを感じてきて自信

をなくしているのかもしれません。どんなタイミングでどんな話をし

たらいいのか、友達がどんなふうにあなたのことを思っているのかな

ど、「他人の目」が気になってきているのではないでしょうか。それって、

ちょっと不安な気持ちになることですが、以前は見えなかった周りの

様子が見えてきたからともいえます。でも、そこで引き下がってしまったらさびしいですよね。

苦手な相手とはちょっと距離を置かざるを得ないとしても、話ができそうなお友達を見つけて

少し勇気をだして話しかけてみてください。自分の気持ちも大切にしながら相手の気持ちも大

切にする気持ちがあって、それがつながれば、きっと素敵なお友達ができるでしょう。そのお

友達は、男の子かもしれませんね。

　子どもの頃にいじめられたり、いじわるされた経験が、辛い出来事として心に残っているこ

とはありませんか。でも、周りのお友達の中には、思春期ともなるとお友達自身のこころの成

３．親への気持ちの変化

４．友達関係の変化
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　あなたは、親や友達ばかりでなく、兄弟姉妹、おじいちゃん、おばあちゃん、おじさん、お

ばさん、いとこ、学校の先生、病院の先生、看護師さん、訓練士さん、となり近所の人などなど、

実にたくさんの大人に囲まれて生活していますよね。励ましてくれたり、応援してくれた人も

大勢いたかと思いますが、ある大人のこころないことばや態度にあなたの心は傷ついてきたか

もしれません。それらは障がいと関係がある場合もありますし、関係がない場合もあるでしょう。

そうした心のトゲは、いつか、きちんと聞いてくれる誰かに話してスッキリできるといいですね。

　また、幼いころ、ちょっとおしゃまで人なつこいあなたらしさが、あなたがお年頃になって

きた今は「そんなこというものじゃありません！！」「少しは場をわきまえなさい！！」などと

注意をされたりすることってありませんか。ずっとほめられ、かわいがられてきたあなたらしさ

のはずなのに、ある年令になるとしかられてしまうなんて…「なんで？？」ととまどうかもし

れません。そんな時には、誰かちゃんと教えてくれそうな大人にたずねてみてはどうでしょうか。

　敬語など、相手の年齢や立場によって使い分けなければいけない日本語はなかなか難しいの

ですが、相手の気持ちや場面を察しながら、ことばの使い方や接し方、距離の取り方などを少

しずつ身につけていきましょう。

　●　なぜ自分だけがこのようなハンディがあるのか？

　●　なぜ自己導尿をしなければならないの？

　●　うまく友達ができないのはなぜ？

　●　ハイヒールやスカート、私だってはきたい！！

　●　私は、将来、自律（自立）した生活ができるようになるの？

　●　お友達やボーイフレンドにはどう話したらいいの？

　　　（二分脊椎のことをわかってほしい気持ちと、なるべくなら隠しておきたい

　　　気持ちの両方がある…）。

「障害受容」ということばを知っていますか？本やネットで調べてみると「自己にふりかかった

障害を直視し、障害に立ち向かい、障害とともに生きることも自己の生き方の一つであると受

け止めて生活していくことである」といった説明がされています。しかし、その言葉の発信地

長もあり、あなたの魅力を理解してお友達になりたい、お付き合いしたい、と思っている方がきっ

といます。はじめは、ちょっとうまくいかないことがあったとしてもあきらめることはありま

せん。

５．その他の人間関係の変化

６．二分脊椎にどう向き合うか？

第 2 章　思春期のこころの変化
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であったアメリカでは今はほとんど使われない言葉になっているとのことです。障がいは、「直

視する、立ち向かう、受け止める、受け容れる」というよりも、むしろ「適応する」「向き合う」

「折り合いをつける」「社会の側が受け容れる」という方向からの理解が広まっています。

　障がいの感じ方・困り方も、向き合い方も、折り合い方も、人それぞれです。「“ めんどうく

さいなあ ” と思いながらも、きちんと導尿する」「合併症を起こさないように定期健診をちゃん

と受ける」「自己導尿や尿失禁したときの対応法を、自分なりのやり方をみつけて自己管理がで

きるようにいろいろ試行錯誤してみる」といったことも立派な障がいとの向き合い方といえる

のではないでしょうか。

　病気や障がいに対して “ これも含めて私 ” という思いになるまでの過程

には悩みや葛藤があり、実際の思いは “ いきつ…もどりつ…” かと思いま

すが、あなたらしさを大切にしながら、「あなたのペース」で「あなたら

しい向き合い方／折り合いのつけ方」をみつけてください。

　人間にとって悩むことは大切なこととはいえ、心がひどく不安になったり、焦ったり、落ち

込んだり、自分を大切に思えなくなったり、居場所がないと感じたり、さらには「私は生まれ

てきてよかったのか？」など深刻な悩みを抱え込むと、自分だけではどうにもならなくなって

しまう場合もあります。

　そんな時には、周りのサポートを積極的に得ることはとても大切な

ことです。あなたにとって話しやすい、話を聞いてくれて一緒に考え

てくれそうな人を積極的に探してみてください。ご両親、おじいちゃ

んおばあちゃん、友人、学校の先生、病院の先生、看護師さん、ＰＴ，

ＯＴ．ＳＴなどのリハビリの先生、スクールカウンセラー、お友達の

両親、近所のおばさん、・・・・などなど周りを見まわしてみましょう。きっ

と探せるはずです。あなたの話をきちんと聞いてくれる相手に話すこ

とができると、気持ちがずいぶん楽になります。自分を支えてくれる

人がいるという実感はあなたに前をむいて考えていける元気と勇気をくれると思います。特に

同じ二分脊椎の先輩、仲間との交流は、生活上のいろいろなヒントが得られるばかりではなく、

悩みを共有できて、安心感も得られるのではないでしょうか。

　しかし、「眠れない」「食べられない（食べ過ぎてしまう）」「何もやる気がしない」「ドキドキ

が止まらない」「不安で胸がしめつけられる」「（手洗いなど）一つのことがひどく気になってし

まう」「学校（職場）に行くのがこわい」「（場面によって）人と全く話せなくなる」「人が信じ

られない」さらには「死にたくなってしまう」といった症状がみられる場合には、心療内科・

精神神経科、保健所（医師・臨床心理士・精神保健福祉士など）に相談することも、選択肢の

７．思いきって誰かに相談してみよう
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　病気や障がいについて情報を得ることは、こころとからだの健康管

理をしていくうえで役に立ちます。情報を得る手がかりとして日本二

分脊椎協会のホームページが参考になるでしょう。本の紹介や講演会、

二分脊椎研究会などの情報を知ることができ、よりよく生活をしてい

く上でのヒントもたくさんあります。

　また、日本二分脊椎協会には青年たちの会もありますので、最寄り

の地域の会に参加してみるのもいいかと思います。時には、このガイ

ドブックのテーマである「月経と性」のことも話せるといいで

すね。インターネットでの情報だけでなく、直接顔を合わせて

話すことで得られることは多く、新鮮な発見が期待できます。

（林　惠子）

一つとして考えてみてください。あなたを困らせている症状にも実は大切な意味があり、あな

たを成長、変化させてくれるターニングポイントとなる可能性が大きいのです。そのお手伝い

をしてくれると思います。

８．情報を得る！！

第 2 章　思春期のこころの変化
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１．これから月経を迎えるあなたに

２．月経を迎えたあなたに

第 3 章

　この章では月経（生理）のセルフケアについて学びます。
第 1章の「思春期のからだの変化」でみなさんは女の子のからだの変化（成長）に
ついて学びましたね。その中で一番大きな変化、それが、月経がはじまる（初経）
ということです。月経のしくみや、体の中でおきてくるホルモンの変化については、
もう一度第１章を見直してください。

　　あなたは、学校で月経のことについてすでに学んだことがありますね。女の子は胸が大き

くなり体全体がふっくらしてきて、そして月経（初経）がはじまります。 

　初経がいつ始まるか、はっきりとはわかりません。初経年齢注 1）は大体 12 歳前後が多いので

すが、個人差があります。いつ、どこで始まっても困らないように準備をしておくことが大切

ですね。ふつう月経がはじまる前に「おりもの」が増えてくることがあります。また初経の時

は、量も少なく、赤色や茶色っぽいものが少量パンツや尿パッドにつく程度のことが多いのです。

あわてずに、おうちの人や学校だったら保健の先生に話すと良いですね。おうちの人や、先生

は月経（生理）用ナプキンを当ててくれます。もちろん尿パッドで代用しても OK です。月経

がはじまるということは、大人の女性になることの「証し」です。ちょっとドキドキすること

かもしれませんが、心配はいりませんよ。

　あなたは初めて月経になったとき、どう思いましたか？　「おとなになった」「良かった」と

思いましたか？　あるいは「これが生理か－」とクールに受け止めましたか？　それとも「嫌

だなー」「面倒だなー」と思いましたか？　月経をネガティブにとらえてしまうのは誰にでもあ

ることです。まして車いすの生活だったり、自己導尿をしなければならなかったりすると、さ

らに月経が面倒になったり嫌になってしまうかもしれませんね。

　でも月経は健康のバロメーター、女性のからだの大事なリズムです。現代女性では初経から

閉経（月経の停止）までの一生の間に（妊娠・出産の期間を除いて）、約 42年間、毎月 1 回の

月経があります。1 回の月経出血の期間が平均して 5 日間として、すべての月経の日数を合計

すると、一生のうちに約 2500 日間の月経出血の期間があることになります。この数字、皆さ

んはどう感じますか？　意外に長い時間を月経とともに過ごすことになると思いませんか。この

月経の期間を少しでも快適に過ごすことができるようにするにはどうしたらよいでしょうか？

月経のセルフケア
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第 3 章　月経のセルフケア

　（　）内は正常な月経の範囲を示しています。

　　●　月経がはじまったのはいつですか？（10 歳～ 15 歳）

　　●　月経周期は何日ですか？（25 ～ 38 日）

　　●　月経周期は規則的ですか？（変動は 6 日以内）

　　●　月経の持続日数は何日ですか？（3 ～ 7 日）

　　●　月経血の量は多いですか？（20 ～ 140 ｇ）

　　●　レバーのようなかたまりがよく出ますか？

　　●　月経前や月経のときに表１のような不快な症状がありませんか？

　　●　月経のとき以外に出血はありませんか？

　　●　これまであった月経が 3 カ月以上ないことはありませんか？

　あなたは以上のことが、すぐに答えられますか？　月経の記録をつけていれば、すぐわかり

ますね。月経のセルフモニタリング ( 自己観察 ) をしてあなたの月経をアセスメント（客観的

に評価）しましょう。

　もちろん、一人で出来ない場合はお母さんといっしょにセルフモニタリング！

☆思春期はまだ卵巣の機能が十分に発達していません。そのため、初経が来てもその後しばら

く月経がこないこともありますし、また月経周期もまちまちで不規則なことが多いかもしれ

ません。卵巣機能が成熟するには初経後平均して７年という報告もあります。

３．あなたの月経は順調ですか？

 

　ここでは月経のセルフケアができるように（あなたが出来ることはもちろんあなたが、そし

てできないことはご家族のかたや周りの人に助けてもらって）、月経とうまくつきあう方法を学

んでいきましょう。

身体症状 精神症状 社会的症状

下腹部痛
腰痛
頭痛
眠くなる
乳房が痛い
食欲増加
のどがかわく

イライラする
怒りやすい
情緒が不安定になる
憂うつ
無気力
神経質になる

月経が嫌になる
整理整頓したくなる
いつも通りのことが出来ない
家族や友人への暴言
一人でいたい
　

表１　月経随伴症状（月経の周期に伴って起きてくる症状）
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　基礎体温は、｢毎朝覚
かくせい

醒時（目が覚めた時）に、安静な状態で計測した体温｣ というように定

義されています。毎朝起きた時に、起き上がる前にベッドの中で基礎体温計（婦人体温計）注２）

を使って舌の下に入れて測ってください。

　基礎体温をつけると次のことが分かります。

　　●　今は月経周期のどの時期？

　　●　次の月経開始はいつごろ？

　　●　排卵はちゃんとある？

　　●　排卵期注 3）はいつごろ？

　　●　妊娠している？

　基礎体温表注４）には、月経周期、月経持続日数、月経血の量やからだの変化・症状の記録も

つけましょう。市販されているもののほかに、インターネットのウェブサイトからダウンロー

ドもできます。自分の使いやすいものを選んでください。

　セルフモニタリング（図１) することで、自分の月経が順調かどうかを判断することができ

ます。そして、自分の月経周期にともなっておこる毎月のからだの変化・体調に気づくことが

できます。つまり月経って嫌なことばかりではないのです！　良いことやためになることもた

くさんあります。女性のからだの大事なリズム、健康のバロメーターなのです。あなたは月経

の前にちょっとイライラしたりしませんか？　おうちの人に当たり散らしたり、あるいは落ち

込んでしまったりしていませんでしたか？　月経の前なんだから、そうなるんだ・・・と思え

ば気持ちの持ち方も変わってくるかもしれませんね。そして前もって対処の仕方を考えておく

こともできますね。

４．基礎体温（BBT ; Basal Body Temperature）

 

図 1セルフモニタリング
　　（出典；廣瀬玲子、大学生の健康ナビ　キャンパスライフの健康管理　第 2節月経・性交と避妊、p173、2011）
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月経用品
　日本女性は一般的に「月経用ナプキン」を使用している人がほとんどで、タンポンの使用者

は 2 割程度です。二分脊椎の皆さんにアンケートをした結果では「月経用ナプキン」20.2％、「月

経用ナプキンと紙おむつを併用」29.8％で、「紙おむつ」のみの方が 45.2％で、タンポンを使っ

ている方は 89 名中 2 人でした。

①　月経用ナプキン　

　「月経用ナプキン」は月経血の吸収、「紙おむつ」は尿の吸収を目的としていますから、吸収

率が異なります。尿漏
も

れがある場合など、その程度によって何を使うのが良いかが異なると思

います。あなたにあった方法をいろいろ試してみるとよいですね。月経血が漏れるのが心配と

いう人が多くいます。紙おむつの上にナプキンを重ねづけしたり、多い日用、夜間用などを月

経血量や目的によって使い分けたりするとよいでしょう。またからだに直接はさむタイプのナ

プキンもありますので、試してみるのもよいですね。

　ではナプキンはどのくらいの頻度で交換すればよいでしょうか？月経出血の多い 2 日目は

2-3 時間おきにナプキンを交換したほうが良いでしょう。長時間つけたままでいると、月経血

と尿が混じって、皮膚のかぶれやにおいの原因になります。かぶれ防止に「布ナプキン」が有

効という報告もあります。お洗濯が面倒といわず、かぶれやすい人は一度試してみるのも良い

かと思います。布ナプキンはカラフルなものやかわいい絵柄のついたものまでいろいろ市販さ

れていますよ。また、消臭効果のあるナプキンもあります。どんなナプキンを使ったとしても、

量の少ない日でも長時間同じナプキンをあてたままにはしないようにしましょう。

　　

②　タンポン
　あなたはタンポンをつかったことがありますか？　日本女性の利用率は 2 割程度に過ぎませ

ん。おうちの方が使っていることもあります。運動するときや水泳のときにだけ使うという人も

います。タンポンは性
せいこう

交経験のない人は使わないほうが良いと思っていませんか？タンポンの使

用で処
しょじょ

女膜
まく

が破れたり、傷ついたりすることはありません。処女膜というのは膜ではなく、腟
ちつ

口
こう

にある伸縮性にとんだ粘膜のヒダのことで、ヒダの中央には開口部があります。タンポンに

はいろいろな種類があります。性交経験のない人にも使いやすいようなアプリケーター（挿入

しやすくする器具）付きや潤
じゅんかつざい

滑剤がついているもの、大きさの種類もいろいろあります。

　タンポンの使い方は難しくありません。使ってみると意外と便利で簡単なことがわかるでしょ

う。自己導尿をしている方は、自分の外陰部を観察したことがあると思いますので、腟に入れ

ることも難しくないと思います。また車いすの人はタンポンを入れるのが少し大変かと思いま

すが、月経血がもれたりすることが少ないので安心ですよ。

５．月経血の対処

第 3 章　月経のセルフケア
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☆　タンポン使用上の注意：

　タンポンを入れているのを忘れてしまうのは危険です！　黄色ブドウ球菌が作り出す毒
ど く そ

素が

原因でトキシック症候群 ( 別名タンポンショック ) を起こすことがあります。これは発熱や吐

き気、下痢などの症状が出て、短い時間で急激に症状が悪化する可能性のある病気です。

　　●　タンポンを使う前には手を洗いましょう。

　　●　タンポンは 3-4 時間で交換し、8 時間以上は絶対に入れたまま

にしておかないでください！

　　●　夜寝る前には新しいタンポンと交換し、朝起きたら新しいものに

替えましょう。

　　●　量の多い日はタンポンだけでは月経血が漏れることもありますの

で、ナプキンもあてておいた方が安心ですね。

　月経血の対処は少しずつ自分でできるようにしていくことが大切です。でも、できなくても

大丈夫。周りの人に手伝ってもらうのは恥ずかしいことではありません。急に月経が始まって

しまうこともあります。月経が始まるかな？と思うときには白っぽい服装を避けておくと安心

ですね。

　パンツよりもスカートのほうが目立ちにくいという人もいましたよ。またいつ月経が始

まってもあわてないように、いざというときのために必要なものをそろえたポーチ（内容：清

浄綿、カテーテル、潤
じゅんかつざい

滑剤、紙おむつ、月経用ナプキン、（必要時）ラテックスフリーのゴム手

袋、ウェットティシュなど・・・）を作っておくと安心ですね。
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１）身体の清潔
　あなたは月経の時、入浴をしていますか？　月経中の入浴は、からだの血液

の流れをよくするので骨盤内にたまった血液の流れもよくなります。新陳代謝

も高まり、気持ちもリラックスできて、月経痛やイライラをしずめる効果があ

ります。月経時もシャワーだけでなく、ゆっくり湯船につかりましょう。浴槽

内では水圧がかかっているので月経血がもれることはありません（湯船から出

た時には月経血が流れ出ることがありますので、お風呂を出るときは気をつけ

ましょうね）。

２）おしも（外陰部）の清潔
　温水洗浄便座（ウォシュレット）は外陰部の月経血を洗い流し、菌の繁

はんしょく

殖を

抑える効果が期待できます。腟内洗浄をするのは望ましくありません。腟内に

は常
じょうざい

在菌
きん

があり腟内の自
じじょう

浄作用を保つ働きをしています。洗浄することで、そ

の大切な働きをしている常在菌も血液と一緒に流してしまうことになるからで

す。お風呂でおしもを洗うときも、石鹸でゴシゴシ洗ってはダメ。ぬるま湯でそっと洗ってく

ださい。おしもは皮膚よりもデリケートな粘膜で、かぶれたりすることもあります。

　月経時に、ナプキンを長時間つけたままにしていませんか？　導尿の回数がいつもより減っ

ていませんか？　もし、そうだとしたら、それは良いことではありません。月経中は、特に尿

もれがあると月経血と混ざり合って、いつもよりさらに外陰部の清潔が保たれにくくなります。

そうすると菌が繁殖しやすく、臭
にお

いやかぶれの原因になります。トイレの時間が長く取れない

場合があるかもしれませんが、ナプキンを 2 枚重ねにしておいて、1 枚だけ取り外すようにし

ておくと短い時間で簡単に交換が出来ます。月経用ナプキンの交換は少なくとも 3 時間で交換

するようにしましょう。

　またなかなか自分の臭いに気がつかないこともあります。無香性の消臭剤

を使うのも一つの方法です（香水など強い匂
にお

いはかえって嫌な臭いの原因に

なります）。

☆臀
で ん ぶ

部の褥
じょくそう

創チェック！ 

　月経時はどうしても、外陰部や臀部が湿りがちになります。お風呂に入ったときには鏡を使っ

てチェックしましょう。なるべく皮膚を乾
かわ

いた状態にしておくことが大切です！

６．月経時の清潔

 

 

臭
にお
いに注意

第 3 章　月経のセルフケア
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１）排尿マネジメント
　間欠自己導尿をされている人も多いと思います。月経時に自己導尿をする回数がいつもより

も減っていませんか？そんな人は要注意です！月経時であっても定期的に自己導尿をしなくて

はならない理由は知っていますね。尿を長時間ためてしまうと、感染の危険がそれだけ増加し

ますし、腎臓の働きの低下につながります。月経中だからこそ、特に意識してナプキンを交換

したり、導尿を行ったりしましょう。高熱、背中の痛みがある場合、尿を観察して色、濁
にご

り、

血尿などの異常がある場合は主治医に相談しましょう。1 日の水分量は 1500ml とりましょう。

導尿の回数を減らそうとして水分を控えるのはやめましょうね。

☆月経時の自己導尿のポイント。

　　●　外出用には必要なものをそろえたポーチ（前出）を作っておくと便利です。

　　●　月経出血の多い時は、導尿の前に外陰部の血液を温水洗浄便座で洗い流しておくとよい

ですね。

　　●　導尿後は、周囲を見回して血液が付いていないか気をつけましょう。

　月経時の自己導尿の手順を参考に上げておきます注５）。

２）排便マネジメント
　月経周期に伴うホルモンの影響で月経前は便秘傾向に、そして月経が始まってからは下痢傾

向になる人がいます。洗腸・浣腸などをしている皆さんにとっては、特に排便マネジメントが

大切になりますね。月経周期の時期によって便秘や下痢になったりする場合もあることを頭に

入れておきましょう。そして、食事内容に気をくばったり、急な下痢になってもあわてないよ

うに外出先ではトイレの場所を確かめておくと安心ですね。

　女性のからだはホルモンの影響を受けて変化します。月経前や月経中のからだの変化や症状

は誰にでもあることです。でも、その変化や症状の程度がとても強く、普通に日常生活を送る

ことが難しくなるような場合があります。そのような月経周期にともなって起こる症状を月
げっけい

経

随
ずいはん

伴 症
しょうじょう

状 といいます（表１）。医療が必要になるほどに強い場合、月経困難症（月経痛症）、

PMS（月経前症候群）、PEMS（周経期症候群）注６）といい、病院を受診する必要があります。

ここでは、セルフケア（自分のからだや気持ちに対して関心を持ち、自分のからだや心をよい

状態に保てるように自分で行動すること）で月経痛と PMS の症状を改善する方法についてみ

ていきましょう。

７．月経時の排泄マネジメント

８．月
げ っ け い

経随
ず い は ん

伴症
しょうじょう

状のセルフケア
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１）セルフケアで月経痛を改善しましょう
　あなたは月経のたびに毎回月経痛（下腹痛や腰痛）がありますか？　月経痛は全く感じない

という人から、痛みが激しくて寝て過ごす人までその程度はさまざまです。3 割から 7 割の女

性が月経痛を感じているという報告があります。また、ひどい月経痛があっても、横になって

休んだり、我慢したりするという消極的な対応しかしていない人が４割以上もいます。

　月経痛の原因には主なものが 3 つあります。1 つめは子宮などの臓器そのものの病気によっ

て起こるものです（器質的原因）子宮筋腫や子宮内膜症などが原因で起こります。

　2 つめは、子宮などの臓器の働きが強すぎたり逆に弱く不十分だったりすることによって起

こるものです（機能的原因）。子宮を収縮させるはたらきのあるプロスタグランディン（子宮収

縮物質）がたくさん分泌されるために月経痛が起こることもあります。3 つめも機能的原因の

一つで、子宮が成長している途中で、未完成なために起こるものです（子宮の未成熟さ）。思春

期のみなさんの月経痛は、２つめや 3 つめのことが原因で起こることがほとんどです。また、

精神的ストレスや不規則な生活、月経に対する不安や緊張も月経痛に影響します。

　月経痛には以下のセルフケアが効果的です。積極的にいろいろな方法を試してみましょう！

① 月経痛のある部位（下腹部や腰部）を温めましょう。

　下腹部を温めることは骨盤内の血行をよくして痛みをやわらげる効果があります。使い捨て

カイロや湯たんぽなどを使って下腹部を温めてみましょう。感覚がない場合には低温やけどに

気をつけましょう。腹巻も温まりますよ。かわいい腹巻も市販されています。

暖かい服装やひざかけ、毛布で腰を巻くなどして、冷えを予防することが

大切です。

② 全身を温めましょう！

　入浴で全身の血行を良くしましょう。ぬるめのお湯に１５分～２0 分間

ほどゆっくりつかるのが効果的です。半身浴も良いですね。また足湯、手

湯もからだを温める効果があります。

③ マッサージをしましょう

　下腹部や腰の痛い部分をマッサージしましょう。アロマオイルを使ってマッサージをすると、

気持ちもやわらいでリラックス効果も期待できます。

④ からだを動かしましょう

　月経痛で動きたくないのに運動なんて！と思っていませんか？

図２の「マンスリービクス」注７）は骨盤の靭
じんたい

帯を伸ばしたり、ゆるめたりさせます。そうして

子宮の周りの血行を良くして痛みをやわらげます。簡単な体操ですので試してみてください。
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　　1．用意；仰向けに寝て両足をそろえて曲げ、膝を立てる。
　　2．カウント１～３；右手で右ひざを外側から持ち、右肩の方向に斜めに抱え込むように曲げる。　
　　　 カウント４；用意の姿勢に戻す
　　3．カウント５～７左ひざを抱えて左足を左肩の方向に抱え込む
　　　・・カウント８；用意の姿勢に戻す

⑤　からだを温める食事や飲み物をとりましょう！（表２） 

　からだの冷えは月経痛をさらに強めます。からだを温める食品をとりましょう。また、とろ

みのついたスープやホットミルクそしてショウガ湯などはからだを温めるのに有効です。

⑥　指圧も有効です！

　図３に月経痛に効くツボを示しました。月経痛のときだけではなく、月経の始まる３～４日

前からこの「ツボ」を刺激します。指で押して気持ち良いくらいの力でやってみましょう。

（三陰交）足首上部にあるツボで、左図のように指を揃えてくるぶしに小指
を置いてたとき、人差し指が当たる高さで骨の少し後ろに位置し
ます。親指の先を使って強く押しこみましょう。

（血　海）足ひざのお皿のやや上、内側にあるツボ。皿から指４本分くらい
上にあり、足を伸ばしたときにできるくぼみの上端にあります。
押すと痛みを感じます。

　「３秒間指圧したら、３秒間離す」を繰り返し行いましょう

・・・・・・・図３　月経痛に効くツボ

   図２　マンスリービクスの一例（片膝かかえ）

表２　からだを温める食品、冷やす食品

温熱性の食材 平性の食材 寒涼性の食材

米、もち米、イワシ、エビ、
牛肉、鶏肉、羊肉、カブ、
カボチャ、ショウガ、
ニ ラ、 ニ ン ニ ク、 ネ ギ、
シソ、パセリ、サツマイ
モ、アンズ、トウガラシ、
酢、味噌、胡椒、シナモン、
ナツメグ、クルミ

トウモロコシ、小豆、大豆、
牛乳、鶏卵、イカ、白身
魚、ホタテ、タコ、ウナギ、
豚肉、キャベツ、チンゲ
ンサイ、ブロッコリー、
シュンギク、ミツバ、
モヤシ、レンコン、リンゴ、
ブドウ、ウメ、ビワ

大麦、小麦粉、豆腐、
アサリ、ウニ、カニ、カキ、
サケ、昆布、ノリ、ヒジキ、
アスパラガス、キュウリ、
ゴボウ、セロリ、
ダイコン、トマト、ナス、
柿、スイカ、梨、バナナ、
ミカン、白砂糖

 

三陰交

血海
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⑦　痛み止め薬 ( 鎮
ちんつうざい

痛剤 ) を利用しましょう

　月経痛がひどい時、無理に我
が ま ん

慢することはありません。今まで述べてきたセルフケアをして

もあまり効果がない時や早く月経痛を軽くしたい時には、市販の鎮痛剤を飲んでください。月

経痛に効くいろいろな鎮痛剤が市販されています。痛みが激しくなってから飲むのでは、あま

り効果的ではありません。痛みが強くなる前に飲むと良いでしょう。おなかがすいた時に飲む

と胃が荒れることがあるので、何か食べてから飲むようにしましょう。

⑧　月経をポジティブにとらえましょう！

　月経は、ほかの人の前で話すことはタブーとされてきましたが、そんなことはありません。

お母さんやお友だちと月経痛を軽くする方法など気軽におしゃべりしあいましょう。今は月経

の話がオープンに出来るウェブサイトもあります。また、二分脊椎のお友達どうしでお互いに

工夫していることを披露しあうのも良いヒントになりますよ。でも、人前で大きな声で月経の

おしゃべりするのはノー。TPO（時と場所と場合）を考えてくださいね。

　「月経が嫌だな ･･･」「面倒だな ･･･」とよくない方にだけ考えていると、月経痛の症状も強く

なるという報告があります。月経は女性であればだれにもある、女性の特質です。月経周期の

サイクルを思い出して下さい。女性のからだって不思議によくできていますね。

２）セルフケアで PMS の症状を改善しましょう！
①　PMS かどうか確かめましょう！

　PMS（月経前症候群）とは、「月経の始まる３～１０日前から始まる精神的、身体的症状で

月経開始とともに減
げんたい

退ないし消失するもの」と定義されています。PMS は月経随伴症状が月経

の前から現れるものですが、毎日月経の記録をするセルフモニタリングで、あなたの PMS の

症状を正確に把握することができます。そしてあなたが今、月経周期の中でどの時期にいるの

かわかりますし、からだやこころの変化と食事・飲み物との関係などにも気づくことができます。

月経周期とからだや気持ちの変化との関係を知ることで、月経痛やからだの変化に上手に対応

する方法がみつけやすくなるでしょう。記録をつけることで PMS の症状が軽減されたという

報告もあります（記
き ろ く

録認
に ん ち

知効
こ う か

果と名付けられています）。またおうちの方は、お子さんのイライ

ラや攻撃的になったりする時期を予測でき、やり過ごしたり、対応を考えることもできるので

はないでしょうか。

②　ライフスタイル（生活習慣）を改善しましょう！

　月経周期に伴うからだの変化や不快な症状にはライフスタイルが影響しているといわれてい

ます。みなさんは、どのようなライフスタイルをおくっていますか？

　　●　朝食はちゃんと食べていますか？

　　●　栄養バランスを考えた食事をとっていますか？ 

　　●　定期的な運動をしていますか？

　　●　いつもよく眠れますか？

第 3 章　月経のセルフケア
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　　●　リラックスできる時間はありますか？

　　●　毎日お風呂に入っていますか？

　　●　ストレスを上手に発散できていますか？

　　●　ご家族との関係、お友達との関係はうまくいっていますか？

　ライフスタイルの改善には食生活の改善、定期的な運動、ストレス解消、そして十分な休息

と睡眠の４つが大切です！

☆食生活を改善しましょう

　バランスのとれた食生活が基本です。そのほか月経前に控えたほうが良い

食品、多く食べるように心がけたい食品を表３にしましたので参考にしてく

ださい。砂糖、塩、カフェインの取りすぎは禁物です！

　時にはハーブティーを試してみるのも良いですね。ジャーマンカモミール

は冷えに、ラズベリーリーフやフィーバーフューは痛みにそしてペパーミン

トはイライラに有効なハーブとして明らかになっています。

☆定期的な運動を心がけましょう

　定期的に運動ができている人は少ないのではないでしょうか？　からだを動かすことは大切

です。月経痛のところで説明したマンスリービクスも有効です。歩行障害があったり、運動は

苦手と言う人もいると思います。出来る範囲でよいので、好きな音楽にのってからだを動かす

だけでも OK です。

☆ストレスをじょうずに発散しましょう

　現代人は子どものころからたくさんのストレスにさらされているといわれてい

ます。あなたはどんなストレスを経験していますか？　ストレスを上手に発散す

る方法を身につけましょう。あなたはどんな時にリラックスできていると感じま

すか？　大好きな音楽を聴いているとき、すごく仲のいい友達とおしゃべりして

いるとき、規則的にからだを動かす運動をしているとき。最近ではアロマの香り

でリラックスする人も増えていますね。ストレスを少なくする働きを持ったビタミン入りのサ

プリメントもあります。自分にあったリラクゼーションの方法を見つけましょう。

☆十分な休息と睡眠をとりましょう

　月経前、何となく眠いと感じる人はいませんか？　授業中に居眠りをした経験

がありませんか？　月経前は黄体ホルモンの影響で眠気を感じる人が多くいま

す。夜なかなか寝付けなかったり、眠りが浅かったりすると、昼間余計に眠くな

りますね。寝る前はカフェインの入った飲み物を避け、刺激の強いことは避けま

しょう。月経前は、からだが眠りをほしがっていると考えて、なるべくゆったりと過ごすのが

良いですよ。眠気も新しいサイクルが始まるために必要な休養のときです！
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月
経
前
に
避
け
た
い
食
品

砂糖類 白砂糖、甘いジュース類

カフェイン コーヒー、紅茶、日本茶、コーラ、チョコレート

漂白した小麦粉と
その加工品

パン、ケーキ、パスタ類など

塩分 食塩、ベーコン、ハム、漬物、塩をまぶしたナッツ

添加物 加工食品、既製食品、半調理品

肉類

多
く
食
べ
る
よ
う
に
心
が
け
た
い
食
品

精製してない穀類
玄米、ソバ、トウモロコシ、大麦
これらで作られたパン、クラッカー

植物油 オリーブ油、ゴマ油、サフラワー油、コーン油
不飽和脂肪酸の入ったもの

緑黄色野菜
ニンジン、カボチャなどビタミン A、C の多いもの
ホウレンソウ、小松菜などマグネシウム、カルシウム
などのミネラルの多いもの

大豆・大豆製品 味噌、納豆、豆腐

海藻 昆布、わかめ、ヒジキ、のりなど

果物 季節の旬の果物（1 日 100 ～ 200 ｇくらい）

種実類 ゴマ、アーモンドなどのナッツ類（塩をまぶしてない）

表３　月経前に避けたい食品、多く食べたい食品

３）婦人科を受診するとき
　市販の痛み止め薬を飲んでも月経痛が軽くならないとき、どんどん月経痛が強くなるとき、

吐き気や頭痛、ＰＭＳの症状が強いときには医師の診察を受けましょう。処方薬の痛み止め薬

や排卵を抑制する経口避妊薬（ピル）が処方されることがあります。ピルは避妊の効果だけで

なく、月経痛や過多月経（月経血量が多くて日常生活に支障をきたしたり、貧血になるなど）

にも有効です。

　またダイエットのし過ぎで体重が急激に減少した時など、無月経になる

ことがあります。月経が 3 か月以上ないときは、保健の先生に相談して

みてください。

第 3 章　月経のセルフケア
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注釈一覧 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

注１）初経年齢

個人差が大きいのですが、日本産婦人科学会では以下のような基準を定めています。　

　　　　　　　正常範囲（10 ～ 14 歳）

　　　　　　　早発月経（10 歳未満の初経発来）

　　　　　　　遅発月経（15 歳以上で 18 歳未満で初経発来）

　　　　　　　原発性無月経（満 18 歳になっても初経が発来しないもの）

注２）基礎体温計（婦人体温計）

　基礎体温計は普通の体温計よりも目盛りが細かくなっているもので、現在は電子体温

計が多く使われています。アラーム機能がついていたり、パソコンと連動して測定・保

存ができるものがあります。また衣服内温度計が開発されて、パンツに挟んでおくだけ

で計測してくれるものもあります。

注３）排卵期

　排卵が近づくと、ホルモンの変化のせいで子宮頚管・腟からトローッとした帯下・お

りものが増えます。逆にいえば、透明な帯下が増加すると排卵が近い、排卵があるとい

えます。性状や色などふだんと違う場合は相談しましょう。また排卵（期）出血といって、

排卵日の前後に少量の出血があることがあります。

注４）基礎体温表；月経の記録用紙

http://www.kao.co.jp/laurier/original/pdfs2016/type01c_01.pdf

　このウェブサイトを開くと、基礎体温の記録用紙がダウンロードできます。

基礎体温だけではなく、月経時の症状などの記録も付けられます。

基礎体温を測らない人も月経カレンダー（月経記録）をつけておきましょう。

注５）月経時の自己導尿の手順

用意するもの；

　清浄綿、カテーテル、潤滑剤（キシロカインゼリー）、尿パッド、月経用ナプキン、

( 必要時 ) ゴム手袋（ラテックスアレルギーの場合はラテックスフリーのゴム手袋）

導尿とナプキンの交換；

１．石けんで手を洗いましょう。

２．衣類を下げて導尿しやすい姿勢をとりましょう。

３．使用していた月経用ナプキンをはずし、内側をなかにして専用の容器に丸めてすて

ましょう。

４．月経出血の多い期間はウォシュレットのあるトイレであれば、外陰部についた血液
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を洗い流しましょう。

５．( 必要であれば手袋をしましょう )

６．片手で陰唇を広げ、もう一方の手で尿道口から下向きに（前から後ろ）＊に清浄綿で

尿道口をふきましょう。

７．カテーテルを準備しましょう ( 必要な場合はカテーテルの先のほうに潤滑剤をつけ

ます )

８．片手で陰唇を広げ、もう一方の手で ( 利き手 ) で鉛筆を持つようにカテーテルを持

ちます。

９．カテーテルを静かに尿道口に挿入します。排尿することをイメージしながら挿入し

ます。

10．カテーテルを挿入後、排尿しましょう。

11．排尿し終わったらカテーテルをつまみながらゆっくり引き出しましょう。

12．ウォシュレットがあるトイレの場合、外陰部をきれいに洗浄しましょう。洗浄後ト

イレットペーパーで前から後ろにふきましょう。

13．月経用ナプキンをあてます。

14．手袋をはずします。

15．衣類を整えましょう。

16．使用後のカテーテルを水道水でカテーテルの内外を洗い、消毒液に入ったケースに

戻す。（ディスポーザブルのカテーテルは廃棄物として破棄します）

17．周りを見回して血液がついていないか注意しましょう。

注意事項；

　　●　外陰部は清潔に保ちましょう。

　　●　1 日の水分量は 1500ml を目安に。

　　●　尿を観察して色、濁り、血尿などの異常がある場合は主治医に相談しましょう。

　　●　外出先でも困らないように、ウェットティシュや必要なものをそろえたポーチを作って

おくとよいですね。

　　●　体調管理に気をつけて、高熱、背中の痛みがある場合は医療機関を受診しましょう。

　　●　導尿の時間でなくても、月経出血の多い日は月経用ナプキンだけ交換をするようにしま

しょう。

＊なぜ前から後ろに拭くのでしょうか？

尿道口、腟口の後ろに肛門があります（第 1 章の図２）。肛門周囲は大便が付着していたり、

大腸菌などの細菌で汚染されていることもあります。また女性は男性に比べて尿道が短く尿

路感染をおこしやすくなっています。尿路感染をおこさないために前から後ろに向かって拭

く習慣をつけましょう。

第 3 章　月経のセルフケア
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第 3 章　月経のセルフケア

注６）月経困難症、PMS、PEMS

注７）マンスリービクス

　松本清一、湯澤きよみ：マンスリービクス、日本家族計画協会、1988．

Ⅰ立った姿勢　Ⅱ椅子を使って　Ⅲ四つ這いの姿勢　Ⅳ仰向けの姿勢　などいろいろな

バリエーションがあり、VTR もあります。

　　（野田　洋子）　　

月経前症状 月経時症状 

月経前症候群（PMS） イライラする

月経開始の 3 ～ 10 日前からはじま
る精神的、身体的症状で月経開始と
ともに減退ないし消失するもの 
　

月経期間中に、月経に随伴して起こ
る病的症状 

月経痛症
月経中またはその直前から起こる下
腹痛、腰痛などの疼痛を主体とする
身体症状 

周経期症候群（PEMS）

月経開始の 3 ～ 10 日前からはじまる精神的、身体的症状で月経開始ととも
に減退ないし消失するもの 
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　小学校高学年から中学生のころを思春期といいます。この時期は、大人にむけて身体が変化

し始めるとともに、自分の性を強く意識するようになります。自分の魅力が気になったり、今

までとは少し違う気持ちで誰かを好きになったりします。

☆　エッチ・・・？
　テレビのキスシーンや、マンガや雑誌に刺激をうけて、ドキドキしたり、もっと見たいと思

うことがあります。図書室やパソコンで性に関する情報を調べたりすることもあります。性的

な気もちが強くなると、自分の身体をさわることもあります。これは自然な欲求のひとつです。

☆　セクシュアリティの発達・・・幼少期

　小さい頃、お母さんやお父さんに隠れて楽しいことをした経験はありませんか？

エッチなマンガや雑誌をこっそりみたり、自分の胸にさわってみたり・・・。それは自然なこ

とです。でも、一人になれる機会が少なくて、隠れて何かをすることが難しかった人がいるか

もしれませんね。

☆　セクシュアリティの発達・・・思春期

　学校では、テレビにでてくるかっこいい人の話や、男の子の話しで、にぎやかなことでしょう。

時には恋やセックスの話もでてくるのではないでしょうか。

　学校では性教育の授業も開始されているかもしれません。もしかしたら、あなたは先生の話や、

１．性のめざめ

第 4 章

　ここでは教科書や雑誌にもあまり書かれていない “性 ”のことについて、なるべくわかりやすく
書きました。“性”について興味をもつことは、いやらしいことでも恥ずかしいことでもありません。
でも、“性 ”は、あなたの人生に、いい意味でも、悪い意味でも、とても重要な意味をもちます。
　ここには少し大人になってから読んだ方がいいことも書いてあります。
中学生までの人は【思春期前期】までを読んでください。高校生から上の人は両方読んでください。

　　　　　●　自分の身体について理解できていますか？　　　　　　　　・
　　　　　●　自分の心と身体を大切にしていますか？
　　　　　●　自分のことは自分でできますか？

＜ 思 春 期 前 期 ＞

セクシュアリティ
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２．好きという思い

３．恋や愛について

友だちの話が自分にはあてはまらないと思うことがあるかもしれません。でも、身体の成長や

性に対する考えは人によってさまざまです。大切なのは性に関する正しい知識を身につけるこ

とです。そのことは自分の身体を守ることにつながります。

　誰かを好きになることは自然なことです。

　　　胸がキュンとなる

　　　相手の名前をノートに書いてみる

　　　自分に話しかけてほしいと思う　　　　　　　　　　　

　　　その人ばかりを見てしまう　　　

　はじめて人を好きになった時は、こうした自分の気持ちや行動にとまどうものです。相手の

人に好かれたいという思いから、わざと目立つことをしたり、服装や髪形など見た目を気にし

たりします。逆に自然な態度がとれなくなって、苦手意識を持つこともあります。

　大人の二分脊椎の女性たちに、恋や愛について思っていることを聞いてみました。

　　●　できれば恋愛したい。恋愛に憧れる。

　　●　好きな人に優しくされても、障がいがあるから、優しくしてくれると思ってしまう。

　　●　自分に障がいがなければ好きな人に告白していた。

　　●　健常者の人と知り合う機会がない。

　　●　自分が障がい者だから障がい者と付き合ったほうがいいと思うけど、二人とも障がい者

だと大変だから健常者と付き合いたい。

　　●　はじめて彼ができた。こんなに幸せな気もちになれるなんてびっくり。

　人を好きになると、自分でも気づかなかったさまざまな感情に気がつきます。

とても幸せな気持ち、あたたかな気持ち、逆に不安な気持ち、嫉妬心、苦しい気持ちなどなど・・・

　歌を聞いたり、テレビを観ていても感情がぴったりあてはまると涙ぐんでしまうこともあります。

　もしかしたら、“ 障がいがあるから、うまくいかない ” と思うことがあるかもしれません。でも、

障がいのあるなしに関係なく、多くの人は誰かを愛し、片思いや失恋もします。人を思うこと

がとても素敵なことなのです。

　愛にはいろいろな愛があります。親子愛、夫婦愛、兄弟愛、人類愛・・・

　相手を大切にしたいと思う気持ちを大切にしたいですね。
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【自分に恋愛は関係ないと思っていた・・・Ｍさんの話】
　Ｍさんは 22 歳です。高校を卒業してから就職し、週に 1 回、車いすバスケの練習に励んで

います。とても活動的で明るい M さんは、友達はたくさんいますが、彼とよべる人はいません。

これまで、好きな人ができても、断られるのが怖くて告白したことがありません。

　そんな M さんに好きな人ができました。彼は車いすバスケの指導員で、さわやかな人です。

彼と一緒にバスケをすることがとても楽しく、幸せな時間でした。彼は M さんにとてもよくし

てくれました。しかし、M さんはこれまでと同じように、“ 自分が障がい者だから優しくして

くれているんだ ” と思っていました。二人はバスケ以外にも、コンサートや食事に一緒にでか

けたりするようになりました。ある日、彼から「好き」と告白されました。M さんは、“ 告白

してはいけない ” と思っていましたが、彼の気持ちを知り、自分も「好き」と打ち明けました。

そして二人は友人から恋人になりました。

　つきあい始めてから 1 年、結婚の話になった時にＭさんは、「自分は子どもが生めない身体

だから結婚はできない」と思いました。しかし、彼と別れることは考えられず、病院に相談に

行きました。

　「私は子どもが生めますか？」

　医師と看護師は「脊髄に障害があっても、産科的な問題がなければ、出産できますよ。出産

している二分脊椎の人もいますよ」と説明してくれました。

　半年後、Ｍさんは結婚し、今は二人のお子さんとご主人と 4 人で日々奮闘しながら楽しく暮

らしています。

　お父さんやお母さんにとって、あなたはとても大切な人です。ですから、あなたに好きな人

ができたり、お付き合いをすることになった時に、お父さんやお母さんは、心配したり、とき

には反対するかもしれません。

　あなたにとっては、悲しいことかもしれませんね。でも、それは、

あなたが大切なひとだからです。あまりピリピリしないで、素直なき

もちで話し合いましょう。あなたの気持ちをわかってもらいたいのな

ら、あなたもお父さん、お母さんの気持ちを理解するように努力して

ください。

　そして、心配をかけないように自分の行動には責任を持ちましょう。

４．お父さんお母さんとのこと

 



37

　「性被害」や「性的虐待」ということばを知っていますか？

これは誰にでもおこる可能性があります。自分を守るのは、あなた自身です。

１）性被害
　プールに入るとき、あなたはどこを水着で隠しますか？　この隠す場所を

プライベートゾーンといいます。あなただけが、見たりさわったりしていい

部分です。プライベートゾーンは、やたらと人に見せません。人から「見せ

ろ」と言われたら「イヤだ」と言っていいのです。　

　性的なプライバシーにふみこまれたり、他人の性器を見せられたり、ちか

んやレイプ、デート中にあなたが望んでいないのに性的な行為を強要される

ことは性被害です。

　「いや！」とはっきり言いましょう。

　被害にあうと自分に悪いところがあったと思って、自分を責めてしまうことがあります。

でも、悪いのは被害を加えた相手です。妊娠や性感染症の危険を避けるためにも、すぐに信頼

できる人に相談しましょう。

２）性的虐待
　親、親戚、身近な大人から受ける性被害を児童性的虐待といいます。もしあなたや、友だち

が身体を触られたり、性的な行為を迫られたり、エッチな写真をみせられたら、信頼できる大

人に相談しましょう。悪いのはそんなことをする大人のほうです。

３）インターネット・携帯電話
　たくさんの人とコミュニケーションがとれ、役立つ情報がすぐ手に入るインターネットや携

帯電話はとても便利な道具です。しかし、インターネットの情報は不確かです。また、使い方

次第で危険な事件に巻き込まれることがあります。

　出会い系サイトや援助交際で監禁事件や暴行事件に巻き込まれる事件もおきています。十分

に気をつけてください。

５．自分を守る
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６．セックスについて

７．セックスをする前に考えてほしいこと

８．セックスをする前に知っておいてほしいこと

＜ 思 春 期 後 期 ＞

　　好きな人と両想いになると “ 付き合う ” という関係になります。その人との関係が深まっ

てくると、手をつないだり、キスをしたいと思うようになるかもしれません。好きな人に抱き

しめられるのは、とても心地よいものです。そして、もう少しお互いの身体にふれあって、気

持ちよくなりたいと思うことがあります。その先にセックスがあります。

　セックスはお互いを大切に思いあう行為である反面、性的な欲求を満たす行為でもあります。

あなたを大切に思っていない人だと、セックスをしたら、急に冷たくなってしまうかもしれません。

　お互いを大切に、尊敬しあえる関係を作っていきましょう。

　月経がはじまれば、妊娠する可能性は十分にあります。

　　●　もし妊娠したら、あなたはどうしますか？　

　　●　相手の人はどう考えると思いますか？　

　もし、“ 中絶すればいい ” と考えているなら、それはとても危険です。中絶は、あなたの身

体と心を大きく傷つけます。流産の危険性も高くなります。

　もし、“ 産もう ” 考えているなら、それはとても責任が重いことです。親になるということは、　

子どもの人生に責任をもつということです。自分の身の回りのことができますか？　掃除や食

事の支度はできますか？　赤ちゃんのお世話はできますか？　

大切なことです。よく考えてください。

１）　避妊　　
　避妊の知識がなく、相手と避妊の話し合いができないあなたは、セックスをしてはいけません。

また、話し合うことができない彼はセックスをしてはいけない相手です。

　自分は “ 妊娠しない ” と思っている人がいますが、それは違います。月経があれば、妊娠す

る可能性はあります。

　　●　避妊は知識だけでなく、正確な技術が必要です。

　　●　コンドームの正しい使用方法を知っていますか？　

　　●　ラテックスアレルギーの可能性があるなら、コンドームはラテックス製ではないものを

使ってください。
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　　●　基礎体温を測っていますか？　

　　●　避妊について話し合うことができますか？

　　●　妊娠する計画がある場合は、葉酸を飲むようにしましょう。

　「コンドームをつけて」と言うと嫌われると思っている人がいますが、彼が本当にあなたを好

きなら、嫌うはずはありません。セックスは、妊娠の可能性や性感染症のおそれがある行為です。

あなた自身にとって、とても重要な問題です。

２）性感染症
　性感染症は性的な接触によって感染する病気です。不特定の相手と性的な接触をすると、性

感染症にかかる危険性が高くなります。

　日本で多い性感染症には、梅毒、クラミジア、淋病があります。世界中で問題になっている

エイズも性感染症です。

　性感染症の症状は、おりものが増える、おりものに血が混じる、陰部に潰瘍ができるなどで

すが、症状がでずらい病気もあります。また、感覚が弱いために症状を感じにくいこともあり

ます。もしかしたら・・・と思ったらすぐに検査を受けてください。

　＊コラムを参照してください。

　“ 障害のある人はセックスに興味がない ” とか “ セックスができない ” ということはありませ

ん。障害のあるなしに関係なく、興味のない人もいれば、ある人もいます。セックスをしたこ

とがある人もいれば、ない人もいます。　　

　セックスの経験のある二分脊椎の女性に、セックスの時に困ったことがあったか、どうかを

教えてもらいました。何も困っていない人もいましたが、困っている人もいました。

１）セックスの時に困っていること、困った経験

９．二分脊椎とセックス

セックス中に尿が漏れる　　　　　　　　　　67.6％

セックス中に便がでてしまう                29.6％

脚が開きづらい　　                      　22.5％

おならがでてしまう                      　19.7％

腟のしまりが悪い　                      　18.3％

腟の潤滑が悪い　　                      　 9.9％

痛い　　                      　 8.5％

背中の瘤が圧迫されると頭痛、吐き気がする　 5.6％

留置カテーテルがじゃま　　                 4.2％

相手の人が満足しているか心配  　　　　　　40.8％

感じているふりをしている　　　　　　　　　23.9％

心の負担が大きい                          23.9％

興奮しない　                              14.1％

表１　セックスの時に困っていること、困った経験
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２）困っていることへの対応策

①　尿失禁

　セックスの時に尿がもれて困ったことのある人はたくさんいます。気をつけていても、動い

ているうちに膀胱が押されて漏れてしまうのかもしれません。でも、できれば少しでもそうし

た心配を減らしたいですね。

　　　　　　　

☆　自己導尿、手圧排尿の人

　　●　セックスの直前に自己導尿や手圧排尿をして、できるだけ膀胱を空にしましょう。

　　●　コーヒーや紅茶など、尿が出やすくなる飲み物は控えましょう。

　　●　身体を冷やさないようにしましょう。

　　●　ベッドに防水シーツを敷いておくとよいでしょう。

　　●　お風呂場でセックスをする方法もあります。その時は傷ができないようにマットを敷き

ましょう。

　　●　間欠式留置カテーテルを利用する方法もあります。

　　　 　カテーテルの先に袋をつないでも、ストッパーで止めても大丈夫です。

　　　 　カテーテルは太ももにテープでとめておきましょう。

☆　尿道カテーテルの人

　　●　尿道カテーテルが入っていても、セックスはできます。

　　●　カテーテルの先に袋をつないでも、ストッパーで止めても大丈夫です。

　　●　カテーテルは太ももにテープでとめておきましょう。

☆　尿路変更術をしている人

　　●　袋の中の尿を空にしてたたんでから、テープでとめておきましょう。

　　●　袋にカバーをするのもいですね。

②　便失禁

　セックス中に便がでてしまうことは、仕方のないことかもしれません。でも、できるだけ、

そういうことが少なくなるといいですね。

　　●　セックスをするかもしれない日は、お腹がゆるくなる食事は控えましょう。

　　●　セックスをする前日か、数時間前に排便をすませておきましょう。

　　●　普段からの排便コントロールをしっかりつけましょう。

　　●　排便コントロールがうまくいっていない人は、医師・看護師に相談しましょう。

　　●　ベッドに防水シーツを敷いておくとよいでしょう。

　　●　人工肛門の人は、袋を空にしてたたみ、カバーをして片側にとめておくとよいでしょう。
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③　脚が開きづらい、体位がとりづらい

　あなたの脚が開きづらいとか、傷つきやすいといったことを、理解するのは難しいかもしれ

ません。先ずは、あなたの身体について相手に説明しましょう。そして、足を動かす時に気を

つけてもらうように伝えましょう。

　　●　足を動かす時には、静かに動かしてもらいましょう。

　　●　下肢の痙縮が強い時は、太めのやわらかい布で軽く固定してみましょう。

　　●　腰やおしりの下に枕を入れて腰やおしりをあげましょう。

　　●　彼の膝の上に乗る方法もあります。

　　●　お互いに楽な姿勢をみつけましょう。

④　腟の潤滑不全（ぬれない）

　脊髄の障害の状態によって、腟の潤滑は違ってきます。また、経験やその時の気持ちによっ

ても違うものです。

　腟が潤っていない状態でセックスを続けると、腟が傷ついて感染する危険性があります。

　また、挿入自体も困難な場合があるので、水溶性の潤滑ジェリーを使ってみましょう。

　　●　潤滑ジェリーは薬局か、インターネットでも購入できます。

　　●　水溶性のものを選びましょう。

⑤　気持ちよさを感じない

　下半身の感覚が弱いと “ セックスが気持ちよくない ” と思っている人が多いようです。

でも、好きな人とキスをしたり抱き合うことは、それだけでも十分気持ちよいものです。

　雑誌などには、“ オルガズム ” とういう言葉がよくでてきて、オルガズムを感じないことが

悪いようにイメージしてしまいます。でも、これは誤解です。オルガズムは、どのような感覚

か言葉で表すことはできませんし、人によってさまざまです。ある女性雑誌には 30 歳をすぎ

てから、この感覚を感じるようになった人が多いと書かれていました。また、感じたふりをし

ている人も多いようです。

　すぐに気持ちよさを感じなくても、いつかこころと身体が気持ちよくなるものなのかもしれ

ません。

　　●　首や耳や胸にキスをしたり、やさしくさわることでも気持ちよさを感じられるかもしれ

ません。

　　●　アロマオイルを使ってみるのもよいでしょう。

　　●　婦人科、セックスカウンセラー、セックスセラピストなど専門家に相談することもでき

ます。
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　恋愛やセックスについて悩むことは自然なことです。わからないこと、不安なことを相談で

きる人がいればいいのですが、難しいこともあるでしょう。

　性の悩みは、誰もが相談しにくかったり、恥ずかしいと思ったりするものです。でも、一人

で悩まないでくださいね。誰かに話すことで、落ち着いて自分を見つめ直す機会にもなります。

おわりに
　恋愛をしたい。結婚したい。子どもを育てたい。という気持ちは自然なものです。しかし障

がいが、そうした思いをさえぎるのであれば、何が問題となっているか、解決する方法はある

のか探ってみる手はあると思います。はじめから、無理とか関係ないというのは少し違ってい

ると思います。実際に、恋愛や結婚、子育てに真正面から向き合っている人たちはたくさんい

ます。

　でも、結婚や出産がすべてではないということも覚えておいてください。自分と周囲の人を

大切に思うことが素晴らしいことだと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（道木　恭子）

10．性の悩み
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＜性感染症とはなに？＞
　性感染症は「性的接触によって感染する病気」と定義されます。性器の接触による性

交だけでなく、オーラルセックスなど性的接触で感染するすべてが含まれます。だれに

でも起こる健康問題です。

＜なぜ、性感染症が問題なのでしょうか＞
①　感染が広がっていきます。

　性感染症は症状が軽かったり、自覚がないこともあります。また、受診しにくいなど

の理由から、いつの間にか他の人に移して広がってしまいます。

②　赤ちゃんに影響します。

　妊娠した女性が感染していると、流産や早産の原因になったり、赤ちゃんに感染する

こともあります。

③エイズや子宮頸がん、不妊症などがおこりやすくなります。

　性感染症にかからないためには、正しい知識と予防が必要です。もしかして・・と思っ

たなら早めに受診しましょう。

＜セーファーセックス：あなたを守るのはあなたです＞
　言葉の意味は「より安全なセックス」という意味です。具体的には、お互いの体液（血

液・分泌物など）を相手のからだにはいらないようにすることです。

　セーファーセックスとは

　① からだと心の準備ができないうちは、どんなに好きな人とでも性的な接触はしない

ことです。パートナーの数が多いほど感染のリスクは高くなります。

　② 性的接触の際にはコンドームを正しく使用しましょう。オーラルセックスでもコン

ドームやデンタルダム（小さな正方形のゴムのシートです）を使います。

　③ 飲酒や薬物は、感染症の予防をしなくなるなど、正常な判断をさまたげます。

　④ 性感染症の検査も大切です。パートナー同士で検査を受けることが望ましいでしょう。

コラム：性 感 染 症 と は ？
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＜ 6 つの代表的な感染症＞

（土居　悦子）
参考文献

「性感染症　診断・治療ガイドライン 2011　日本性感染症学会誌第 22 号第 1 号 2011 年 7 月 30 日発行
藤本秀士他「わかる・身につく病原体・感染・免疫」南山堂、東京、2008
“ 人間と性 “ 教育研究協議会編高栁美和子他「シリーズ科学・人権・自立・共生の性教育 3 中学校の性教育」、
株式会社あゆみの出版、東京、1998
木谷麦子「わたしひとりのからだとこころ性の心理学」ポプラ社、東京、1991

疾患名 特徴 症状 潜伏期間 原因病原体

性器クラミジア症 自分でわかる症状がほとん
どないまま ( 特に女性がか
かったとき ) 若い人の間で
増えている。女性は不妊症
になることがある。

男性は、排尿回数も増え、
痛みがでる。
女性は、下腹部痛が出る場
合や症状がみられない場合
もある。

1 ～ 3 週間
症状が自覚され
ない場合も多い。

トラコーマ
クラミジア

性器ヘルぺス 性器ヘルペスは、しばしば
再発を繰り返す。

小さな水ぶくれができ痛ん
だりかゆくなったりする。
治ってもウイルスが体に残
ることがある。

2 ～ 10 日間

単純ヘルペスウ
イルス

尖圭コンジローマ 大部分が性交や性的接触に
よっておこる。接触により、
皮膚や粘膜の微小な傷から
感染していく。

とがったようなイボができ
る。原因となるウイルスに
よっては子宮頚がんの原因
になる危険もある。感染部
位は外陰部・肛門・肛門内・
尿道口・膣・子宮頸部など
である。

3 週間～ 8 か月
( 平均 2.8 か月 )

ヒトパピローマ
ウイルス

淋菌感染病 近年は、性行動の多様化か
ら咽頭など性器以外の感染
がみられる。

尿道がかゆくなったり、膿
が出たりする。女性は感染
しても無症状の場合が多く
放置すると不妊症になる。

3 日～ 3 週間 淋菌

梅毒 性的接触で感染するが、こ
の病気の人が妊娠すると胎
児に影響することがある。

最初は、性器など感染した
ところに固いしこりができ
る。痛みもなく数週間で消
えるが、人に感染させるこ
とがある。治療しないと、
心臓・脳に症状があらわれ
死に至ることがある。

感染後 3 週間で
発症し症状は消
え る が、 約 3 か
月後に症状の出
現し再発を繰り
返す。

梅毒トレポレー
マ

ＨＩＶ感染症 /
エイズ
ＨＩＶ（Human・Immu-・
nodeficiency・Virus・）

1980 年に世界中に広がっ
た感染症。症状が出るまで
に長い期間がかかるので、
感染に気づかず他の人にう
つしてしまう。若い人の間
で増えている。

キスや握手では感染しない
が、感染すると血液の中に
ある体の抵抗力を作るリン
パ球をこわして、ふつうの
人ならかからないような病
原体による感染症 ( 肺炎・
脳炎・敗血症など ) にかか
りやすくなる。

症状が出るまで
平均 10 年間と長
い。

ヒト免疫不全ウ
イルス
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１）食生活をチェックし、肥満に気をつけましょう。
　食べることは体づくりの基本となるものです。食事は、３食をとっていますか？　ゆっくり、

よく噛んで食べていますか？　食事をぬいていませんか？　食事をぬくと、次の食事で食べす

ぎたり、不規則な時刻に食べたり、まとめ食いしたりすると肥満につながります。肥満になら

ないように気をつけることは、単にかっこよく・きれいにやせるという美容上のためばかりで

はなく、糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病を予防することになります。また自己導尿がやり

にくくなりますので体重が増えすぎないよう気をつけていきましょう。

　また、食生活に気をつけることは、便秘・下痢の予防にもつながります。

排便コントロールがうまくできるようにするための一つの方法として食事

を意識してみましょう。

　＜チェックポイント＞

　　　●　食生活は規則正しいですか？　食事をぬいたり、

　　　　　間食していませんか？

　　　●　定期的に体重をはかっていますか ?

２）栄養のバランスが偏らないようにしましょう
　肥満に気をつけるためには摂取エネルギー量をコントロールしますが、各栄養素の必要量は

きちんと確保することが重要です。毎食「主食・主菜・副菜」をそろえるように心がけるよう

にするとバランスが取れます。主食はご飯やパン・うどんといった炭水化物を多く含む食品です。

主菜は魚・肉・卵・大豆食品など良質たんぱく質を多く含む食品です。毎食きちんととりましょ

う。副菜はビタミン・ミネラル・食物せんいを多く含む食品です。食物せんいは胃の中にとど

まっている時間が長いことから空腹感を和らげたり、炭水化物や脂肪の吸収をゆるやかにする

働きがあります。野菜類は積極的にとりましょう。若い女性は一般に野菜不足になりがちです。

野菜をしっかり摂ることは、体調を整え、肥満予防になります。

１．食生活について

第 5 章

　思春期は、身体が急激な成長を遂げ、性ホルモンにより二次性徴があらわれる時期です。男の子
は筋肉や骨格の発達が著しく、女の子は脂肪がつき女性らしい体つきが出現し、月経がはじまりま
す。この時期は、大人の身体に変化していく時期でもあります。心と体が好ましい状態でいられる
よう生活習慣を見直してみましょう。

思春期とヘルスケア
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第 5 章　思春期とヘルスケア

　＜食事のバランスはいいですか？　偏った食べ方（偏食）をしていませんか？＞

　　●　野菜類を十分にとっていますか？

　　●　果物を食べすぎていませんか？　１日に 200 ｇ程度とりましょう。

　　　　バナナなら中１本、ミカンなら中２個程度です。

　　●　菓子類を食べ過ぎていませんか？

　　●　食欲にまかせて、麺類・パン類を食べ過ぎていませんか？

　　●　油脂 ( ゆし )・脂肪性の食品をとり過ぎていませんか？

　　●　清涼飲料水・乳酸飲料水・果汁飲料をとり過ぎて

　　　 いませんか？

３）葉酸の摂取
　葉酸摂取が神

しんけいかん

経管閉
へ い さ

鎖障
しょうがい

害のリスク軽減につながることがわかってきました。 厚生労働省は

特に妊娠可能な年齢の女性に十分な葉酸摂
せっしゅ

取を呼びかけています。必要摂取量（400 μ g/ 日）

をとるように心がけましょう。野菜や豆類、海
かい

藻
そう

類には葉酸が多く含まれています。

　野菜では特に緑の野菜に多く含まれていることが多いのでアスパラガスやホウレンソウなど

を意識的に食べるとよいでしょう。食事の中に野菜を 1 品、大豆製品を 1 日 1 回、海そうも積

極的にとりましょう。ホウレンソウには葉酸のほか不足しがちな鉄分も多く、サラダ菜やレタ

スに比べて鉄分が比較的多く含まれています。また、納豆には、葉酸のほかカルシウムも含ま

れているので 1 日 1 回食べるようにするとよいでしょう。

　　【葉酸を多く含む食品と目安量に含まれる葉酸量

枝豆　　　　　（８０ｇ） 141 μｇ

ホウレンソウ　（2 株　６０ｇ）　 １２６μｇ

アスパラガス　（3 本）　 １１４μｇ

ブロッコリー　（2 房）　 １０５μｇ

サラダ菜　　　（2 枚４０ｇ）　 ２８μｇ

納豆　　　　　（中 1 パック、５０ｇ） ６０μｇ

甘栗　　　　　（大 3 個） ４４μｇ

焼き海苔　　　（1 袋 5 枚入り） ３８μｇ

きな粉　　　　（大さじ 1 杯７ｇ）　 １８μｇ

いちご　　　　（中 5 粒） ６８μｇ
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１）体を動かすこと
　生活のなかで上手にリフレッシュする時間をとるように心がけてい

きたいものです。十分な睡眠をとるよう心がけて、体調を整えるよう

に意識してみましょう。適度に体を動かすことは気分転換になります。

生活の中で体を動かすことを取り入れていきましょう。全身の運動が難

しい場合でも、肩を回したり背筋 ( せすじ ) を伸ばしたりして体をほぐすことができます。体

を動かすことと適度な休息をとるよう心がけることは、心とからだに良い効果をもたらします。

２）心もからだもリフレッシュする部屋づくり
　ストレスを感じたら、居心地のいい部屋でゆっくり過ごすことも大切です。忙しいと服は脱

いだまま、本や文房具、かばんも出しっぱなし、お菓子やジュースのごみも置いたまま・・・

なんていうことはありませんか？

　「部屋は心の状態をあらわしている」といわれるように、物が散乱している人は心もいっぱい

なのかもしれません。

　きれいな気持ちのいい部屋で過ごせるよう、片づけ上手さんになりましょう。

　ときどき、体重を測
はか

ったり、褥
じょくそう

創ができていないかなど、自分の体を意識してチェックして

いますか？　健康的な生活を送るためには少しずつ自分の健康管理をしていけるようにしたい

ものです。そのためには、自分の体に関心をもってほしいと思います。体重を測ることは自分

の活動量や食生活を振り返るよい機会になります。また、褥
じょくそう

創ができると治りにくいことがあ

るため、自分で褥
じょくそう

創ができやすい部位をチェックする習慣をつけるとよいでしょう。

　定期的な病院受診は健康的な生活をおくるために大切なことです。年齢が大きくなると、年

に数回の受診になるので手帳に書いておくなどして、忘れずに受診しましょう。また、受診の

結果を記録しておくと自分の体の変化に気づくことができるので、記録をしておくことをおす

すめします。

　定期受診以外でも頭痛やおう吐など気になることがあった時には、早めに対処できるように

するためにもかかりつけの病院に相談していきましょう。

２．上手なリフレッシュ

３．自分の体のチェック（点検）

４．定期的な病院受診
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１）貧血（鉄欠乏性貧血）
　思春期にときどきみられます。月経時の出血で血液が不足することから貧血になります。

疲れやすい、めまい、息切れなどが現れることもあります。

朝食は必ず食べるようにしましょう。鉄分の多い食事を摂りましょう。

　２）起立性調節障害
　思春期に多くみられる立ちくらみです。急にフラッとするなど、自律神経の乱れが原因で起

こると考えられています。バランスのよい食事と、睡眠時間をとることが大切です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（小野　敏子）

５．思春期におこりがちな健康トラブル

第 5 章　思春期とヘルスケア
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第 6 章

　女の子にとって、胸がふくらみ始め月経が始まる思春期は、今まで、
ご家族に見守られてきた生活から、自律（自立）へと向かって心の準
備を始める時期でもあり、自分自身と向き合い始める時期でもありま
す。自分の体は他のお友達とは少し違う面があることを真剣に考えて
いることもあるでしょう。また、排泄面の失敗体験は子どもの時とは
また違い、言葉には出さなくとも内面は深刻に感じているのではない
でしょうか。一方、小学校時代と比べて周りの友達も成長する中で、信頼できる親友ができている
かもしれません。それが異性である可能性もあります。
　今まで、ご両親がなんでもやってくれるのが当たり前になっていたお子さんも、自我が芽生え始
めると、プライバシーを主張したり、時には反抗的な態度が目立ってくることもあるでしょう。異
性への関心も抱き始めているのもこの時期です。それは正常な発達の証でもありますが、そこには
自らの行動に責任をもつということが求められることも学んでいかなければなりません。
　とりわけ二分脊椎のお子さんにとって「自分自身の身体を守ること」（排泄と褥瘡の管理など）は、
これからの自律（自立）的な生活のためには避けて通ることのできない課題です。さらに、女の子
にとっては月経時の対応も加わり手間も気苦労も増えますが、しかし、それらも含めて、セルフコ
ントロール（生活の自己管理）できることから得られる自信は人生の大きな力ともなることでしょう。

ご家族の方へ

　お子さんの成長とともに生活範囲は拡大していきます。今までご家族がお

子さんの生活全体に対して目を配っていた中では、ちゃんとできていると思

われている事柄でさえも、いざご本人だけでとなると、うまくいかなくなる

ことがあります。今まで親が口うるさくいってきたことを（これがある意味“マ

ネージメント ” です）、いわなくてもどこまでやれるのかを、“ そっと ” チェッ

クをしてみてください。一つずつの動作は問題なくても、「先を見通して」→

「時間配分を考えて」→「動作をつなぐ」といった生活全般のマネージメント

が苦手ということはないでしょうか。特に、水頭症などの影響から認知面に何らかの課題をもっ

ているお子さんに対しては、「やる気がないんだから・・・」と決めつける前に、行動の特徴を

理解して対応することが必要です（このことについての詳細はここではとりあげませんが、発

達障害関係の本やサイトも参考にしてください）。

　成人して単身生活を送っているお子さんのアパートにお母さんが訪ねてみたら、「使ったオム

ツがトイレに山積み、部屋中に悪臭も漂っているのになぜ？・・・」といったことが起きてい

１．生活全般のマネージメントが苦手？
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ました。ご本人としては「どこから手をつけていいのかわからなくなり、ついついそのままになっ

てしまった」ということでしたが、ちょっと気を抜いた結果、とんでもない事態になってしまっ

たようです。成人後、定期受診や検査も受けなくなり、その後、思わぬ合併症が発見される場

合もあります。ご両親にとっては “ もう、そろそろ子離れを！！ ” という時期ではありますが、

ポイントをおさえるようなチェックとサポートは必要なこともあります。

　二分脊椎の方にとって、排泄のセルフケアだけでも何かと大変ですが、そこに月経時の対応

が加わることはさらに複雑で、時に混乱してしまうことがあります。順番に動作すること（「継

次処理」という）は問題なくても、複数のことを同時にしかも優先順位も考えながら処理する

こと（「同時処理」という）が苦手という特徴を示すこともあります。できると思っていたこと

でも場所が変わるとうまくできないなど応用性に乏しいこともしばしばみられます。短い休み

時間に対応しなければならない場合にはなおさら大変です。ご本人からは遠慮やいい出しにく

さがあるかもしれませんので、ご本人と相談の上、学校（職場）とも話し合いの場をもち環境

を整える工夫をしてください。職員用や専用のトイレを借りて持ち物を置かせてもらう、保健

室の先生に協力をお願いする、授業中（仕事中）でもトイレに行かせてもらう、などです。本

人任せの自己流では思わぬ落とし穴にはまってしまうこともありますので、ご本人にあった方

法が身につくまでは順序立てて指導して見守りたいものです。幼いころ自己導尿の獲得に長い

こと苦労したお子さんには、ナプキンやタンポンの使い方、トイレにいく時間、頻度なども具

体的に伝えておきましょう。

　また、外出先での “ もしもの時（失敗）の対応 ” をあらかじめ想定しておきましょう。ナプ

キン（パット、おむつ）や着替えのほかに、ビニール袋、消臭剤などの

持ち物を一式揃え対処の方法も伝えておくと安心です。なお、汚れた下

着や衣服を入れるビニール袋は注意が必要です。多くのビニール袋（レ

ジ袋など）では、そのままリュックなどに入れると時間とともに臭いは

外に漏れてしまうからです。オムツ用ビニール袋、冷凍保存用アルミ

袋、あるいは新聞紙に包んでからビニール袋に入れる、など有効な方法を講じておいてくださ

い。また、消臭対策ですが、香水など香りのあるものは臭いをさらに複雑にしてしまいますの

で、無香性の消臭剤を選びましょう。失敗した時の対処は複雑で、衣服や装具、

トイレなどを汚してしまい、どうにかしようと思えば思うほど混乱してパニッ

クになってしまうこともあります。ご本人だけではどうにもならない事態に備

えて、ヘルプの出し方（携帯の活用など）についても確認しておいてください。

ある女性は、下痢時に下着もナプキンも使いきり、外出先のトイレから出られ

ない状態となり、お母さんにトイレから携帯でヘルプを出して一式もってきて

もらいことなきを得ました。

２．排泄のケアに月経時の対応が加わること

第 6 章　ご家族の方へ
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　「トイレのことは無頓着なのに、異性への関心ばかり一人前なんだから・・」などと思われて

いるご家族もおられるのではないでしょうか。しかし、思春期になって異性への関心を示すの

はごくごく自然なことです。それは二分脊椎のお子さんも全く変わりありません。

　大切な命を見守ってきてくれたお医者さんや看護師さんに・・・根気よく訓練を続けてくれ

て時には遊び相手にもなってくれたＰＴ，ＯＴ、ＳＴなどのリハビリのスタッフさんに・・・

学校の先生やボランティアのお兄さんに・・・と身近な人に淡い憧れ

をもつこともあるでしょう。また、同級生や先輩、訓練仲間に恋心を

抱いているかもしれません。そんな気持ちを受け止め、協力的な姿勢

をみせながら「お付き合いには、身だしなみが大切よ、清潔にも臭い

にも気を配ろうね」と伝えたら、今までよりずっと効果が期待できそ

うです。

　思春期は悩み多き年頃で心のバランスをとることが難しい時期でもあります。また、月経前後、

不機嫌になったり精神的に不安定になることは通常でもしばしばみられることですが、二分脊

椎、特に認知面の発達に課題があるお子さんの中には、なおさらにこころのバランスをコント

ロールすることが難しくなることもあります。

　ある女性は、月経前になると心理的に混乱しイライラしがちで、急に大声を張り上げたり、

泣いたり、甘えたりと理不尽な言動が目立ちます。そうした状況にな

ると、そろそろ月経が始まるのかもしれない、と予測ができるほどで

す。しかし、最近では、ご本人もご家族もあらかじめそのこと理解し

ていることにより、うまく対応ができるようになってきています。お

薬を飲む、深呼吸する、対人関係（特にご家族と）の距離を保つ、イ

ライラが始まった時には外の空気を吸いにいく、などです。

　幼い時から、お母さんに協力して、入浴やオムツ交換、導尿、摘便

など手伝ってくれたお父さんも多いのではないかと思います。しかし、

たとえその延長上にあったとしても “ 思春期 ” となったら、“ 思春期

であること ” の認識があらためて必要です。お子さん側も、医療や訓

練の中で、医師や看護師、作業療法士などに体を見られたり触れられ

３．それとこれとは別！！

４．心のバランス

５．協力的なお父さんへのお願い
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たりの体験もあり、さほど抵抗がない場合がありますが、生活年齢に合わせた留意をしたいと

ころです。実際には、入浴などお父さんの腕力が必要な場合もあるかと思いますが、お父さん

の協力できる範囲、方法をお母さんともよく確認してみてください。むしろ、メンタルな面で

のサポート（ボーイフレンドができた時には、男性の気持ちをアドバイスするなど）に力を注

いでいただけたらと思います。

　また、ご兄弟（異性）の目にも配慮してください。導尿や摘便などにトイレ以外のスペース

を利用している方もあるかと思いますが、プライバシーが守られているかを再チェックしてみ

る、といったことです。

　思春期を迎えたお子さんは、ボーイフレンド、デート、結婚、セックス、赤ちゃんのことな
どにも興味をもち始め、またきちんと知りたいと思っていることでしょう。これらのことにつ

いて親子で語ることはなかなか難しい面もあるかと思いますが、自分の人生と健康を自分で守

ることの大切さを伝えるいいチャンスともいえます。このガイドブックをもとに、話をするきっ

かけにしていただくのも一案かと思います。

　異性とのおつきあいがありそうなら、避妊の方法、コンドーム（ラテックス製でないことの

確認）の必要性、排尿パックや人工肛門をつけている場合の対応方法、将来に備えて葉酸の必

要性・・・などについても伝えておきたいところですが、直接話しにくい場合にも、このガイ

ドブックを上手に活用していただけたらいいかと思います。

　ただし、このガイドブックは、小学校高学年から高校生以降のティーンズまでの女性を対象
に書かれています。「セクシャリティ」の章など「まだこんなことまで具体的に読ませるのは早
い！！」とご家族が心配されることもあるかと思います。そのような
場合には、先にご家族が読まれて、適切と思われる時期になりました
ら、お子さんにお渡しいただきたいと思います。われわれ作成者側も、
危惧しているところですので、その点はよろしくご判断いただきます
ようお願いいたします。

　妊娠、出産までもさることながら、出産後、赤ちゃんを育てていくことはなかなか大変です。
車いすや装具を使用されている方の子育てには状況に見合った環境作りが必要でしょう。

　また、一般的な家事に加えて、自分の導尿の時間と、赤ちゃんの授乳やオムツ交換、など多

方面に注意を向けながら生活を営むことになりますが、複雑になればなるほど、忙しくなれば

なるほど、苦手な側面が表面化してしまうかもしれません。

６．お母さんから伝えておきたいこと

７．妊娠、赤ちゃん誕生後のサポート体制

第 6 章　ご家族の方へ
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　夫婦喧嘩の種にならないためにも、赤ちゃんのお父さんには、苦手な部分を理解して手伝っ

てもらえるように、あらかじめうまく伝えておく必要があるでしょ

う。また、しばしばご家族（特に母親）にヘルプが求められるこ

ともあるでしょう。特に認知面に課題がある方には、お母さんの

ご協力は欠かせないかもしれません。子育ての経験者として、様々

な工夫を一緒に積み重ねていっていただきたいと思います。何か

につけて相談できて必要とあらば駆けつけてくれるご両親の存在

ほど心強いものはありません。

　しかしながら、遠距離などご家族の側にもいろいろな事情もある

かと思います。お父さん側のご家族のサポートや保健師さんなどに

よるバックアップ体制も視野に入れながら、親子の成長を見守って

いただきたいと思います。

（林　惠子）

　



54

第 6 章　ご家族の方へ



55

　このガイドブックを読んでみていかがでしたか？皆さんが女性としていきいきと生き

てくださるようにという思いから、私たちはこのガイドブックを作成しました。二分脊

椎といっても、その障がいの程度はさまざまですが、すべての二分脊椎女性がリプロダ

クティブヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）を保障されるようにと私たち

は考えています。

　思春期は、女の子から大人の女性への移行の時期です。障がいがあっても無くても、

全ての人が通り抜けなくてはならない、いろいろな変化や問題が起きてくる時期です。

思春期の皆さんが、そんな出来事に出合った時、そして障がいがあることがさらにその

出来事を複雑にしているかもしれない時でも、一人で悩まないで家族や周りの人、病院

や学校の先生に相談してほしいと思います。また同じ障がいを抱えた仲間（ピア）はあ

なたにとって一番の助けになるかもしれません。思春期は青年期に向けた自立への準備

の時期です。自分の障がいと向き合い、そしてあるがままの自分を認めて、自分を大切

にできる、そんな素敵な女性になってほしいと私たちは願っています。

　最後に皆さんの役に立つ参考図書、情報源となるウェブサイトをあげておきました。

病気や障がいについて正しい情報を得ることは、こころとからだのヘルスマネジメント

をしていくうえで大切なことです。また日本二分脊椎症協会には青年たちの会もありま

す。直接顔を合わせて話すことで得られることは多く、また新鮮な発見も期待できるの

ではないでしょうか。

　改訂版は二分脊椎症協会の HP 上でダウンロードできるようにしました。二分脊椎の

女性とご家族だけではなく、医療関係者そして二分脊椎女性の周りで支えてくださって

いる全ての方にも読んでいただきたいと考えています。

このガイドブックが、あなたのそして皆さんのお役に立てればうれしく思います。

あとがき
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