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研究成果の概要（和文）： 

母親がわが子の性同一性障害を受容できなかった体験の意味は、「危機的状況の中でわが子と
いう存在、わが子という対象を喪失し、そして再度、わが子としての存在を見出し受容するの
に要する時間と思いの辿り」であることが分かった。 

また、この体験を構成している因子は、１）子ども、同胞、家族の将来的・社会的不安、２）
母親としての自責感、３）親の認識する子どもの性の対象喪失感、４）良き理解者・支援者の
不在状況であった。 
 以上の結果を基に、母親がわが子の性同一性障害を受容できる促進的援助の示唆を以下の通
り得ることができた。 
１）支援者は、母親の心の支えとなる者を的確にアセスメントし、早期に人的環境を整える。 
２） 子どもの性の対象喪失過程を辿ることを認識し、見失った自己や親役割、未来を再構築で

きるよう、段階に応じた援助を行う。 
３） 夫や同胞に対しても支援を行い、家族発達を促進する援助を展開する。 
４） 専門家の支援や社会の温かい見守りやサポート体制の調整を図る。 
５） 活力を生み出す存在である“わが子”という認識と存在の意味づけと子ども自身もこれか

らの生き方を見出せる援助を行う。 
 これらの結果は、ヘルスプロモーションを推進し、身体的健康増進のみならず、性の健康増
進の役割を担う分野、すなわち母性看護学分野及び助産学領域に、新たなニーズと更なる課題
を提示することができた。 
 
研究成果の概要（英文）： 
We came to the conclusion that the experience of mothers who can’t accept gender 

identity disorder in their children is relevant to critical situations in which they 
rejected the presence of their children, and needed time for recollection necessary 
to rediscover and accept the children as their own. 
 
       The factors implicated in the mothers’ experience are 1) future and social 
uncertainty concerning their children, fellow beings and family, 2) guilt feelings 
as mothers, 3) sense of loss of gender of their children, and 4) absence of people 
around for understanding and support. 
     We obtained, based on the study mentioned above, effective support through which 
mothers can accept their children having gender identity disorder as follows: 
 
1) Prepare living environment at the earliest stage by making a precise assessment 
of people who can give mental support to mothers. 

2) Provide mothers with gradual support so that they can consciously remember the 
process of being deprived of their children’s gender and consequently can rebuild 
selves and motherly roles. 

3) Help husbands and fellow beings improve family. 
4) Make adjustments to the support systems by involving specialists and encouraging 
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society. 
5) Encourage mothers to realize the significance of their children as giving them 
vitality, and help children find paths for their future. 
 
     These research findings will activate health promotion, and give new needs and 
additional challenges to the field of maternal nursing and obstetrics which assume 
the roles of not only an advance of physical health but also an advance of gender 
health. 
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１． 研究開始当初の背景 

 
 近年、性同一性障害者性別取扱特例法の制
定を受け、性同一性障害者の多くがカミング
アウトする絶好の時期を迎えるようになっ
た。治療にあたっては、ホルモン療法や性転
換手術療法の結果が不可逆的なものになる
ことから、家族に対してカミングアウトし、
了解を得てからでなければ身体的治療に事
実上移行できないよう定められている。この
ことから、思春期以降の成人期において家族
へカミングアウトする性同一性障害者が増
加した。性同一性障害に対しては、精神科医
師及びカウンセラーがそのサポート役を担
っているが、患者同士の団体がそのサポート
体制の確立に向け、勢力的に活動している現
状もある。 

一方、これまでわが子の生物学上の性にお
いて出生を喜び、子育てしてきた両親及びそ
の家族に対するケア体制は脆弱であり、家族
へのケアが必要とされるカミングアウト後
からのケア体制は十分とは言えない状況に
ある。そのため、現実が受け入れられず、ま
た、受け入れられたとしても子どもの将来や
自分自身の生活変更に戸惑い、葛藤を抱いた
り、苦難している家族は決して少なくないと
思われる。特に、母親においては、家族や親
族及び近隣者より、母親としての育て方の問
題を責められ、また自らも自己を責め、さら
に辛い立場に追い込まれているケースが目

立つ１）。 
性同一性障害者のカミングアウトはもはや
当事者だけの問題ではなく、その家族にとっ
ても大きな問題であることは明らかである。    
また、多様化する性を理解していくことは、
今後の看護師、助産師の活動幅を広げること
に繋がると同時に、母性看護学領域および助
産学領域において重要なニーズと課題とも
言える。 
 
２．研究の目的 
 
 これまでわが子の生物学上の性において
出生を喜び、子育てしてきた両親及びその家
族に対するケア体制は脆弱であり、特に家族
へのケアが必要とされるカミングアウト後
からのケア体制は十分とは言えない状況に
ある。そのため、現実が受け入れられず、ま
た、受け入れられたとしても子どもの将来や
自分自身の生活変更に戸惑い、葛藤を抱いた
り、苦難している家族は決して少なくないと
思われる。特に、母親においては、家族や親
族及び近隣者より、母親としての育て方の問
題を責められ、また自らも自己を責め、さら
に辛い立場に追い込まれているケースが目
立つ１）。 
母親は子どもの性に障がいがあることを知
らされた時、どのような体験をするのであろ
うか。子どもの障がいを受容できる母親、受
容できない母親など多様な状態があると考



 

 

えられるが、性同一性障害者のカミングアウ
トはもはや当事者だけの問題ではなく、その
家族にとっても大きな問題であることは明
らかである。従って、性同一性障害の援助に
おいては当事者だけでなく、家族を含めたケ
アが非常に重要であると考える。 
今回、性同一性障害者であるわが子が、家族、
社会へカミングアウトする前後の母親の体
験に焦点をおき、その体験の「語り」を記述
し、体験の意味を明確にした。これらの結果
から、母親が子どもの性同一性障害を受容で
きた体験因子と受容できなかった体験因子
を分析し、それぞれの体験の意味を見出すこ
とができた。受容できなかった体験の意味を
見出すことは、支援ポイントにも繋がり、わ
が子を受容できる促進的ケアの示唆を得る
ことができたため、ここに報告する。 
 
３．研究の方法 
 
 研究デザインは、解釈学的現象学的分析法
に基づいた質的帰納的研究デザインである。
研究協力者は、本研究の趣旨に同意が得られ
た性同一性障害の子ども(FtM)を持つ母親１
名で、わが子から性同一性障害であることを
カミングアウトされた体験に焦点を置き、そ
の時の体験を半構成的にインタビューを合
計 2回実施し、データを収集した。倫理的配
慮として、研究の概要を説明し、参加と辞退
の自由意思の尊重、匿名性、公表の予定を口
頭と文書で説明し同意を得た。本研究は、鹿
児島純心女子大学倫理審査委員会の承諾を
受けて実施した。 
 
４．研究成果 
①母親の語りを分析した結果、母親の体験は
５つのカテゴリーに分類できた。 
 
カテゴリー１：カミングアウトの誘導とその

動機 
（テーマ番号 1･8･13･16･17･21）    

・わが子のカミングアウト  
「私は男なんよ」    

・カミングアウトの動機   
「私から、聞いてあげないといけない」 

・カミングアウトの時期   
「タイミングも良かった」  

・子育ての想起      
  「男っぽい子なんだ。気にしてなかった」  
・わが子の性違和感      

「薄々は気付いていた」  
・これまでの子どもの様子  

「小学校の時は一時的なものだろう 
と・・・」 

  
カテゴリー２：夫の無理解による家族の変調      

（テーマ番号 5･10･11） 

 
・夫の無理解       
 「隠したがる、本性は違った」                   
・離婚の選択       
  「歯車があわない、それが一番の原因」  
・家族関係         
  「本当のお父さんだったら」          
 
カテゴリー３：子どもの性同一性障害を受容

できなかった体験 
―カミングアウト内容に対する諦め、 

葛藤、自責感の苦悩―  
（テーマ番号 3･4･6･12･18･26･29） 

 
・諦めによる冷静な感情 
「そんなにショックではない、やっぱりか」 
・受容できない感情   
「受け入れきらん、我慢してくれ」 
・閉鎖的な感情     
 「どうしようって私一人で、方法が見つか 
らない」 

・周囲の反応       
「偏見の目が、みんながみんな理解を示さ 
ない」                   

・同胞の心配     
 「妹がいるでしょう、どんな思いをするか」  
・葛藤         
「私しかちゃんと理解してやれる人がいな 
い、そう思いながらも、受け入れきらん」      

・自己を責める     
 「ちゃんと産んであげれんやった」    
 
 カテゴリー４：子どもの性同一性障害を受

容できた体験 
―良き理解者からの支援による立ち直り― 
         

（テーマ番号 7･14･22･24） 
・良き理解者         
「心から自分の思いを、唯一の心の支え」   
・学校の反応と対応      
「男子学生の服で通学できて、卒業できて」   
・子どもの言葉      
「お母さん、私みたいなのを理解してくれ 
る子は、相当おらんのよ」 

・周囲の反応に傷つく   
「あんた女でしょう、それが一番つらいと 
いってる」 

 
 カテゴリー５：苦難を乗り越えた安堵と張

り合い感の獲得 
（テーマ番号 20･23･25･28･30･34･35） 

・現在のこどもの存在  
「一人で生きていけない、優しい、鬱にな 
 ってる」 

・治療について     
 「治療の一環と思っている、少しでも気が 

楽になれば」 



 

 

・子どもの存在を認める   
「あの子がいてくれたお陰で、堂々としな 
さい、張り合い」  

・理解しようと努める  
 「原因はなんでしょうね、いろんな性があ 

るんだな、奥が深い」 
・立ち直り       
 「守ってあげないけん、この子が頑張りよ 
るけん、理解してくれる人がいて」  

・幸福感          
「私は恵まれている、お母さんは絶対理解し 
 てあげないと、家族一丸となって、良いよ 
うに考えて、何か意味があるんだ」 
 

 
（２）カテゴリーそれぞれの体験は以下の通
り意味づけられた。 
カテゴリー１：親として子どもを助ける決断 
カテゴリー２：自分の人生において妻として

より傍にいてわが子を守る
決断 

カテゴリー３：危機的状況の中でわが子とい
う存在対象を見出すのに必
要な時間と思い 

カテゴリー４：見失った自己や未来の再構築
過程 

カテゴリー５：活力を生み出す存在であるわ
が子の認識 

 
（３）結論 
①“母親がわが子の性同一性障害を受容でき
た体験の意味”と“母親がわが子の性同一性
障害を受容できなかった体験の意味”を構成
している因子は、以下の通り抽出できた。 
 
＜母親がわが子の性同一性障害を受容でき
た体験の構成因子＞ 
１）良き理解者との出会い 
２）親役割の再獲得 
３）見失った自己や未来の再構築過程 
４）活力を産み出す存在である“わが子”の

認識 
 
＜母親がわが子の性同一性障害を受容でき
なかった体験の構成因子＞ 
１） 子ども、同胞、家族の将来的・社会的不   

安 
２）母親としての自責感 
３）親の認識する子どもの性の対象喪失感 
４）良き理解者・支援者の不在状況 
 
②母親がわが子の性同一性障害を受容でき
なかった体験の意味は、「危機的状況の中で
わが子という存在、わが子という対象を喪失
し、そして再度、わが子としての存在を見出
し、受容するのに要する時間と思いの辿り」
であった。 

 
③母親がわが子の性同一性障害を受容でき
る促進的援助内容以下の通りである。 
母親の心の支えとなる人を的確にアセス

メントし、早期に人的環境を整える。また、
子どもの性の対象喪失過程であることを認
識し、見失った自己や親役割、未来を再構築
できるよう、段階に応じた援助を行う。さら
に、夫や同胞に対しても支援を行い、家族発
達を促進する援助を展開する。そして、専門
家の支援や社会の温かい見守りやサポート
体制の調整を図る。最終的には、活力を見出
す存在である“わが子”という認識と存在の
意味づけと子どもの生き方を見出せる援助
を行う。 
 
 これらの結果は、ヘルスプロモーションを
推進し、身体的健康増進のみならず、性の健
康増進の役割を担う分野、特に母性看護学分
野及び助産学領域にとって、更なるニーズと
なり、新たな課題を提示できた。 
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