
ライフ
ストーリーズ
「男でも女でもない人」でもなく、「性分化疾患の人」でもない

「人」の物語



誰のものでもない、何かの理由でもない

「私」の物語。

DSDを持つ人やそのご家族は、自分のことを話す時、「カ

ミングアウト」という言葉はあまり使わず、「自分の物語を話

す（ tell my story ）」と表現されることが多いです。これ

は、 DSD のことを話したいのではなく、苦難や孤独の中か

ら自分が手に入れてきた、それぞれ「自分自身の人生」を

語りたいという想いからでしょう。

当然のことですが、自分自身の人生を語るのは容易なこと

ではありません。聞く人がステレオタイプや予断に囚われ

やすい DSD （性分化疾患）については特に。ですが、だか

らこそ、「 DSD （性分化疾患）を持った人」ではなく、「自分

自身」を語る意味や重要性があり、その人生の物語の大切

さがあるのかもしれません。

私たちは最初このライフストーリーズを、 DSD の解説ブッ

クレットの一部として、ダイジェスト版を作ろうとしました。で

すが、編集作業の途中で私たちは思い至りました。この物

語のどこも切り取ってはいけないと。

性について、特に性に関する体について話す時、実際の

「人」、この世に生まれ、自分の人生を生き、自分の生活を

し、自分自身の「たましい」を持っている、「人」、の存在を忘

れてしまい、ただ「体」のことだけを切り取り汲み上げ、ステ

レオタイプの中に閉じ込めることは、破壊的な作用を及ぼ

すことがあることを私たちは忘れてはならないように思いま

す。

ここに集めたのは世界中の DSD サポートグループなどで

公表されている、 DSD を持つ人々・家族のライフストー

リーです。一部新聞記事なども含めましたが、 DSD を持つ

人の、誰か別の人が体のことだけを語るのではない、その

ままありのままの声が現れているものを、ネクス DSD のス

タッフで長年かけて翻訳してきました。

とても長いものになりましたが、これからもライフストーリー

は増えていく予定です。 DSD を持つ人や家族には、ステレ

オタイプに閉じ込められない、それぞれ固有の大切な人生

があるのですから。

教室で DSD のことを教えたいと思って頂いている先生方

には是非お読みいただき、 DSD のことを伝える際、何を大

切にするのか、お考えいただければと思います。



・私たちや私たちの子どもを、「男でも女でもない人」・「精巣性

 女性化症」など、私たちを傷つけるような表現で言及しないで

 下さい。「胎児期の体の発達の違い」や「性に関する様々な体

 の発達状態」などの表現を使っていただけるようどうかお願い

 します。

・「彼女は本当は男の子だった。男でも女でもなかった」などとは

 言わないで下さい。それは事実ではないからです。そうではなく、

 次の様な表現を使って下さい。

   ・ XY 染色体を持つ子どもは男の子だと一般的には考えられて

     いますが、これは必ずしも全員に当てはまるわけではありません。

   ・ XY 染色体を持つ人でも、男性に多いアンドロゲンホルモンに体が

     反応しない人もいて、その場合女性に生まれ成長します。

・このような体の状態を持つ人は、男の子か女の子か選ぶことが

 できる人であるかのように思わないで下さい。人は、その人であ

 るようになるのであって、それ自体には選択肢はないのです。

・私たちや私たちの子どもをありのままに受け止めて下さい。証拠

 を出せとは言わないで下さい。自分の性器の形についてすすん

 で話をしたい人はほとんどいません。

DSD について教える時に

気をつけてもらいたいこと

欧米の DSD を持つ子ども・ユース・家族のためのサポートグループ「 dsdfamilies 」より転載



　男の子ですか？女の子ですか？もし皆さんの赤ちゃ
んが然るべき検査なしではその場ではすぐに性別が分
かりにくい外性器を持って生まれたら、お医者さんは
すぐには答えられないでしょう。そのような状態は、
現在では「hermaphrodite（ハーマフロダイト：男で
も女でもない性別）」という言葉は使われておらず、
「性分化疾患」、もしくは「性に関する様々な体の発
達状態（Differences of Sex Development :
DSD）」と言われています。DSDを持つ子どもは、一
般的とされる男性もしくは女性の体とは少し異なる、
性染色体や性腺（卵巣や精巣）、あるいは外性器を
持っており、2,000人に1人の割合で生まれてきます。

　アーリーンさんは、医師であり、DSDを持つ人々の
支援者であり、そしてアンドロゲン不応症（XY染色体
と精巣を持っていながら、男性に多いホルモンである
アンドロゲンに反応しないため、女の子として育つ状
態：AIS）を持って生まれ育った二人の娘さんの母親
でもあります。AIS/DSD両親のためのサポートグルー
プとの共同活動として、アーリーンさんは娘さんと一
緒にオプラショー(訳者注：米国の有名なトーク番組。
司会者のオプラは、日本で言えば社会派の黒柳徹子の
ような存在です。)に出演され、そこでDSDの状態で
育つこと、自らの体のことが話されました。

　彼女はまた、インフォームドチョイス・アドボケイ
トの理事会に対して、家族として医師としてアドバイ
スをする立場でもあります。（インフォームドチョイ
ス・アドボケイトはDSDを持つ子どものための法律面

からの支援を提供しています）。また、アコード・ア
ライアンスでは、グループ関係者の委員長もされてい
ます。アーリーンさんには、DSDを持つ二人の子ども
を育てる上での、男の子か女の子かがはっきりしてい
く過程や、子どもが自分自身のからだを受け入れてい
くにはどうすればいいかなど、さまざまなことをお話
していただきました。　――インタビュアー　ミーガ
ン・プレイチャ

――　娘さんがお生まれになったときには、DSDのこ
とはどれくらいご存知だったんですか？

　医学生のときに、いわゆる「インターセックスの状
態」についての講義は受けていましたし、AIS（アン
ドロゲン不応症）について学んだことも覚えています。
ですが、娘たちが生まれた時は、この子たちのAISに
ついては分かりませんでした。分かったのは、姉の方
が6歳でヘルニアの手術を受けたときです。幸運なこ
とだったのですが、その時の小児外科の先生がすばら
しい人で、ヘルニアの中に精巣があるかどうかをちゃ
んと調べて見つけられたんです。鼠径部のヘルニアを
持つ女の子の約1％は、AISを原因とするものです。そ
してその要因は家族にも流れていますので、妹も検査
を受けるようおっしゃったんです。姉妹ともAISだと
分かったのは、妹が4歳、姉が6歳のときです。

――　あああ。お医者さんの反応はどうでした？アド
バイスはありましたか？

　ええ。担当の専門医は実際すばらしい人でした。医
大の小児内分泌学の専門の先生で、とてもサポーティ
ブで支えになってくれました。娘たちは健康で完全な
女性ですとおっしゃっていただきました。ただ、娘た
ちが大人になったときにはどういうことが起きるのか、
それについてはあまりご存知ではありませんでしたの
で、私は将来のことがずっと心配で、同じような状況
を体験してきた人に会ってみたいと思っていたんです
が、紹介はしてもらえませんでした。それはとても孤
独でつらい状況でした。

――　アーリーンさんが体験されたことは、お子さん
が診断を受けた他の親御さんにも言えることですか？

　はい。私はAIS/DSD親のためのサポートグループと
いう150家族が参加するグループのメンバーですが、
ご両親の大多数が、このグループに参加するまで、同
じ状況にある他の人と会うことも話すこともありませ
んでした。

  DSDDSD を持つ２人の娘さんを育てたを持つ２人の娘さんを育てた

  お母さんへのインタビューお母さんへのインタビュー

  DSDDSD を持つ２人の娘さんを育てたを持つ２人の娘さんを育てた

  お母さんへのインタビューお母さんへのインタビュー



――　娘さんお二人にDSDのことをお話されたのはい
つですか？診断されてからすぐに？どんなふうに話さ
れたのですか？

　ふたりにはすぐに話をはじめました。娘たちには肯
定的に受け止めてもらいたかったんです。養子縁組を
選択すれば、家族を持てるという期待も持ってもらい
たいと思いましたので、さまざまな形の家族のいいと
ころを中心に、自分自身を良しと思えるようがんばっ
てきました。　　　　
　　　
――　小さなお子さんに自分のからだのことをどんな
ふうに説明していかれたのでしょうか？

　まだ歩き始めの小さな子どもはたくさんの質問をし
てくるものですが、違いというものも受け入れていき
ます。もし子どもが「私の大事なところって、他の人
となんで違うの？」と聞いてきたら、「うん、中には
ね、他の人と見た目が違う大事なところを持っている
人もいるのよ」と言ってあげれば、子どもたちはそれ
を受け入れます。ただまだこの時期の子どもはとても
具体的なことしか考えられませんので、この時点では
細々した説明は必要ありません。

　自分の性器などのことを変だと思っても、子どもは
それを受け止めていけます。最初からくどくど話すの
ではなく、必要に応じて少しずつ話していくのが大切
です。そうすれば、子どもたちは幼稚園に入るまでに
は、自分の自己アイデンティティを成長させていけま
す。それとこの年代では、性別アイデンティティ（性
自認）も発達していきます。それに両親を自分のロー
ルモデルにしていくことでしょう。子どもたちへの話
は、ちゃんと事実に即したことを話すことが大切です。
そして「こういう人もいれば、ああいう人もいる、み
んないろいろなの。さ、夕ごはん食べよ」と言ってあ
げてください。

――　少し話が変わりますが、DSDを持つ子どものご
両親に一番大事なアドバイスはどんなことだと思いま
すか？ご両親が守るべき一番大事なことは？

ただただ、子どもを愛してあげてください。それと
オープンに話せるようにしていってください。もし家
族がオープンな雰囲気を持っていてお子さんのことを
受け止めていけば、お子さんのこれからの人生はしっ
かりとしたものになっていきます。お子さんも成長す
れば、自分は受け入れられているんだ、DSDを持って
いることなんてそれほどたいしたことじゃないんだ、

それはそれで良いと、いつか分かってくれるでしょう。
もうひとつ。お子さんの支え役になってあげてくださ
い。どうすればいいのか親の直感を生かしてください。
お医者さんは必ずしもこの分野の経験をたくさん持っ
ているとは限りませんし、ご両親のほうが医療従事者
よりも大事なことを知っていることなんて沢山あるの
ですから。

――　DSDは性自認や性的指向と関係あるのですか？

みなさんそこに注目したがりますし、ご両親にとっ
ても大きな関心事にもなりますね。けれども実際は、
DSDのことと、性自認・性的指向とは関係がありませ
ん。医学的・身体的なこととは関係なく、自分のこと
を男でも女でもないと感じる人はいますが、ほとんど
いらっしゃいません。DSDを持った赤ちゃんや子ども
はみな、男の子か女の子か性別判定を受けています。
判定は、子どもが将来成長して感じる性自認を、両親
と医療チームが考えて行われます。大多数のケースで、
よく考えられた性別判定なら正しいものになります。
もちろん性別変更するお子さんもいらっしゃいますが、
極めて少数です。

――　性別判定はどのように行われるのですか？

　ちゃんと考慮せねばならないのは、外性器の外観と、
子どもが持っている性腺は何か、その性腺はどの種類
のホルモンを生成するかということです。CAISを持つ
女の子は、染色体がXYで精巣を持っていても、女の子
です。他の何者でもありません。胎児の脳が男性ホル
モンに暴露されると、ある種の脳の男性化がありうる
ことはご存知だと思います。(訳者注：現在では、胎児
期のアンドロゲン暴露は男の子のような活動性を促す
ことはあっても、性自認にはほとんど影響しないこと
が分かっています。)そのことをお聞きになりたいんで
すよね。男の子を女の子にすることはできません。で
もつい最近まで、そういう間違いが繰り返されていた
んです。染色体がXYで、小さなペニスと精巣を持つ男
の子を医者が見て、「このペニスでは、小さすぎて
ちゃんとしたインターコースができない。だからこの
子は男の子じゃない」と言って、外科手術で膣を作っ
て精巣を切除して女性ホルモンを投与する。もちろん
その子どもたちは必ずしも自分を女の子だと思うとは
限りません。ですので、この劇薬みたいな「治療」を
施した後、子どもには何をしたか絶対言わないように
両親は言われていたんです。そうして、大きくなって、
何か絶対おかしい、自分の身体なのに自分の身体じゃ
ない感じがする子どもたちがたくさん出てくることに
なっていたのです。



――　その当時、ペニスの長さを測るのに”ペニス定
規”を使って、ある長さ以上なら男の子、ある長さ以
下なら女の子ということにされていたんですね。

(訳者注：欧米では1950年代からつい最近まで、一見
見ただけではすぐに性別がわからない外性器を持って
生まれた子どもたちについては、ペニスの長さを基準
に（2.5センチ未満なら女の子にする）男の子、女の
子の振り分けが行われ、女の子とされた子どもはペニ
スを去勢され、精巣を切除、女性ホルモン治療を行う
という「治療」がなされてきました。もちろん、多く
の子どもが被害に会うことになり、このようなずさん
でいい加減な「治療」への批判として、「ペニス定規
（phallometer）」という言い方がなされました。)

　そうです。本当にあったことです。

――　DSDについて人々が論じる時によくある間違い
にはどのようなものがありますか？

　そういう人たちは、DSDを持った子どもたちはトラ
ンスセクシャルやトランスジェンダーだと思ってらっ
しゃるでしょうね（トランスジェンダーやトランスセ
クシャルの人たちが、誤った性別で育った人のことで
す）。全然そうじゃない場合がほとんどなのに、みな
さん、DSDのことをジェンダーの問題にしたがるので
す。そのような状況自体が、実は私たちが問題として
いることです。ただいろいろな男性がいる、いろいろ
な女性がいるというだけの問題に過ぎないんですけど
ね。

（これは、アメリカ人の女の子、アビーの物語です。
彼女は、最近行われたAIS／DSDサポートグループの
集会に、手記を寄稿してくれました。）

　私は17歳の女の子です。本当に恵まれた普通の生活
を送ってきました。でも、中学生の時です。私は少し
ずつなにか違うものを感じ始めていました。私の友達
は胸が大きくなって、生理やいろいろなことが始まっ
ていきます。けれども私には何も起こらなかったんで
す。大学の1年生までは、私はあまり気にしていませ
んでした。でも、6月3日、その日のことは今でも覚え
ています。母は私の身体は全然大丈夫なのだというこ
とを確かめるために、私を婦人科の病院に連れて行き
ました。待合室で、重い気分になりながら、涙が出て
きて、何かがおかしいのだという予感を感じていたの
を今でも覚えています。お医者さんは私の身体を見
て、いくつかの検査をし、そして私に告げました。思
春期の第一段階がまだ始まっていないと。彼女は私の
血をとり、超音波検査をし、どんなことが起きている
のかその可能性について話しました。次の日もう一度
病院に行って、MRIやいろいろな検査を受けるときに
は、私は恐怖に襲われていました。両親と私はお医者
さんのオフィスまで階段を上がり、そして更に検査を
受けました。お医者さんが私たちに椅子を勧め、ドア
を閉めます。私はガタガタ震えていました。

　MRI検査で、私には子宮がないことが分かったと彼
女は説明を始めました。私は頭が重く感じ、深い呼吸
をしていました。熱いものを感じたかと思うと、私は
彼女のオフィスで突然嘔吐し、そして気を失ってしま
いました。両親とお医者さんは私を静かな部屋に運
び、しばらく休ませ、更に血液を採っている間、彼女
は両親に全てを話していました。私たちは押し黙った
まま、エレベーターを降り、駐車場に出ます。車が通
りに出た時、私は母に聞きました。「どういうこと？
私には赤ちゃんができないの？」。母は大きな痛みの
入った涙を浮かべて、悲しみに打ちひしがれた顔で私
に向かい、私には赤ちゃんができないことを告げまし
た。

　私の魂は深く沈みこみました。

アビーのランの花アビーのランの花　アビーのランの花アビーのランの花　



　帰りの途、私は呆然としたままでした。妹には一言
だけ声をかけて、母のベッドに横たわり、テレビで赤
ちゃんのおむつのCMを見る度に泣いていました。CM
では、お母さんが喜びをたたえた眼差しで自分の赤
ちゃんを見つめ、赤ちゃんもまたそういう目でお母さ
んを見つめていました。私の将来の夢は打ち砕かれま
した。子どもの世話をしたい、いつか赤ちゃんを作り
たい、お母さんになりたい、そんなことを夢見ていた
少女として、その夜ずっと、私は悲しみに打ちひしが
れていました。なぜこんなことが？なぜ私には子宮が
ないの？私は自分が失ったもの、自分自身を哀しんで
いたんです。

　私はこんなことは全く偶然に起こったことだと思っ
ていました。お母さんが自分で調べて、私にAISのこ
とを話した、あの7月17日までは。お母さんは、
「AIS」などの医学用語と、私はXYであること、精巣
があること、そして手術を受けなければならないこと
を私に話しました。それはまるで悪夢でした。病院に
行った時と同じ感情に私はまた襲われました。もっと
ひどくなって。こんなひどい体験はありませんでし
た。自分が誰なのか、何なのかさえ分からなくなるよ
うな。

　私は吐き気がしました。私はもう私自身ではなく、
何か気持ち悪い違ったものであることを嫌に思ったの
です。こんなことはもう全部終わってほしいと私は願
いました。私はケイティ（CAISの若い女性です）に
メールを送りました。私にはそれしか思いつかなかっ
たのですが、これは助けになりました。私はただただ
何も知らなかった頃に戻りたいと思っていました。次
の週に私は、芽細胞腫（訳者注：がさいぼうしゅ：小
児がんの組織型の一種。未分化な性腺は一般に悪性腫
瘍化のリスクが高い）が発症していた性腺を取り除く
ための手術を受けました。死ぬほど怖かったです。10
年生(訳者注：日本の高校1年生）になった時も、ここ

ろに重いものを持っていました。こころの痛みと誰に
も話せないことがとても重かったのです。ホルモン療
法を始めて間もなく、わたしはフェイスブックのグ
ループを見つけました。とても信頼できて、さまざま
な経験をしているこのグループの女の子たちと話をし
つづけた「オーキッドヴァーシー」（訳者注：AISな
どを中心とするDSDを持つ女性のためのインターネッ
トサポートグループの名前。オーキッド＝ランの花
は、このグループのシンボル）での1年の後、私は自
分の状況との折り合いがつけられるようになっていま
した。次の年の夏、私はダラスを訪れていました。サ
ポートグループの国際ミーティングがそこで行われて
いたのです。私はそこが大好きになっていました。

　私は自分がAISだと思っていたのですが、ダラスで
本当はスワイヤー症候群だということが分かりまし
た。これでいろいろな疑問が解けました。ミーティン
グで本当に素敵な友達関係ができてうれしかったで
す。私は自分がDSDを持っていることを受け止め、自
信がついてきました。それは今まで感じたことがない
ような強い思いでした。私は最近、私を勇気づけてく
れるグループの女の子たちと自分の経験を共有するよ
うにしています。この身体は別に不幸な運命でも恥ず
かしく思うことでもない、自分自身に自信を持ってい
いんだと。

　今日私の経験を読んでいただいている皆さん。私
は、DSDを持っていることは別に何か突然変異の病気
を持っているということではない、いつも悲しいだけ
ではない、いつも重荷なだけではなく、うれしいと思
うことにもつながることであり、自信を持っていい、
決して誰かに任せられない自分自身の人生なんだ、
だってそれが恐ろしくとも素晴らしく私自身を形作っ
ているのだから、ということをはっきりと伝えられれ
ばと思います。グループの皆さんに感謝します。私の
誇りです。



　時々私はこういうメッセージを受け取るのですが、
今回は、実はお互い数ブロックしか離れていないとこ
ろにいたのだということが分かった男性からのメッ
セージです。その男性のお父様はこの近くのノース
ウェスト病院に、末期がんで入院されていたのです。

　「何度かISNA（アメリカで最初に作られたDSDを
持つ人々のサポートグループ）のウェブサイトを訪れ
ていたのですが、もう更新はされていないんですね。
ISNAは僕の人生を心底救ってくれました。あなたや
シェリル・チェイスのような素晴らしいみなさんは、
どれほどの変化を生み出し、どれだけ多くの人々に深
く影響を与えたか想像されていないでしょう。ありが
とう。お会いして握手できれば光栄です」。

私は次の朝に地元のカフェでお会いすることにしま
した。こういう突然の便りでよく経験することなので
すが、このメッセージも偽者なんじゃないかと心配に
はなっていましたが。騙されてるんじゃないか？って。
ジムは明らかに男性で、しかも自分は部分型アンドロ
ゲン不応症（PAIS）のサバイバーだと言うのですから、
彼のメッセージをちょっと疑っていたのです。

　AISとは、（男性に一般的な）XY染色体を持ってい
るのですが、彼もしくは彼女の細胞に、男性ホルモン
であるアンドロゲンを通常ならば受け取るレセプター
がないために、外性器が女性、あるいはその場ではす
ぐに性別が特定しにくい状態で生まれてくる体の発達
状態を言います。AISを持って生きているアメリカ人
で男の子として育てられていた人はほとんどいないは
ずです。完全型AIS（CAIS)の人は、基本的に女性に

―外性器も女性で、脳も私のような平均的な女性と
比べても男性化することもなく生まれます。平均的
な女性も副腎からアンドロゲンを放出し反応してい
ますので。

　そして、部分型AIS（PAIS)を持った人の中で、誕
生時に、然るべき検査なしではその場ではすぐには性
別を特定しにくい外性器を持って生まれ、幼児期の性
別変更を免れた男性は、実はほとんどいないのです。
この50年以上、PAISやすぐに特定できない外性器を
持つXYの赤ちゃんは、性器を女の子に「再構築」され
ねばならないと勧める医者がほとんどだったのです。
外科医たちは、彼らの性器をより女性に一般的なもの
に見えるよう作り変え、精巣を切り取っていました。
思春期が始まると、この子どもたちにはエストロゲン
補充が始められていたのです。女の子として育てられ
成人してから男性になったPAISを持つ男性には2、3
人会ったことはありますが、そういう人は稀です。男
の子として育てられた人はもっと稀だったことでしょ
う。（訳者注：現在では分子生物学の進歩から、部分
型アンドロゲン不応症（PAIS）でも、男性/女性それ
ぞれのパターンに分かれることが判明しており、性別
判定は遺伝子検査によって行われ、男の子か女の子が
分かるようになっています。つまり、PAISを持つ人
には、男性も女性もいるということです）。

　でもジムと会ってすぐに、彼は本物だと思いました。
会うと彼は泣き始め、話すことができなかったからそ
う思ったのです。それは、秘密の中に閉じこもらざる
を得なかったため、自分と同じ状態の人たちと会うこ
ともなく、しかし勇気を持って私に会う約束をした性
分化疾患（DSD）を持つ人が、以前から私に見せてい
た反応でした。私は秘密の中から出てくる道筋の役割
となっていました。なので私は、彼らがドアを開ける
時に初めて出会う人という立場にいたのです。私はい
つも自分の反応にシンプルなメッセージを伝えられる
ようにしていました。「ええ、あなたは友達よ。ここ
で会えてうれしい」と。自分が泣いてしまわないよう
にいつも苦労しています。ジムをハグして、彼が話す
準備ができるのを待ちました。自分の人生は私がやっ
てきたことのおかげで助かったのだと何度も言い、彼
は話し始めました。私はいつもの言葉を言います。
「お会いできて光栄です」。

　それからジムはずっと彼の話をしていきました。
（彼の許しを得ていますので中継しますね）。彼は然
るべき検査なしではその場ではすぐに性別が分かりに
くい外性器　――　尿道下裂（尿道の開き口がペニス
の下にある状態）、平均より小さなペニス、そしてヘ
ルニア状態になった精巣を持って生まれました。医者
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の勧めに反して、彼の両親は彼を男の子として育てま
した。その医者はもちろん当時の標準通りに性別の再
決定を勧めてきたのです。彼の両親が医者に抵抗した
のは、ラディカルだったからではなく、彼らがまだ若
く、そんなことは怖いことだと思い、そしてきっと、
何故精巣を持った自分の子どもを勝手に連れて行って
女の子にしてしまうのか理解ができなかったからだと
思います。

　しかしその当時、医者たちは、ジョンズ・ホプキン
ス大学の性科学者ジョン・マネーを通して、ジムのよ
うな男の子は「本当の」男の子　――強くてたくまし
く男らしい男の子には成長できないだろうと信じてい
たのです。医師はそんな子どもを「うまく」女の子に
することができる、ジムのケースであれば、去勢して
陰茎組織を切除し、女性の様に見える性器を外科手術
で作って、ずっと嘘をつき続ければ、とマネーは信じ
ていました。

　ジムもその時、そしてそれ以降も時々嘘をつかれま
した。彼は子どもの頃、ヘルニアの治療に加えて、尿
道下裂の手術とペニスの「再構築」を受けさせられま
した。彼は、いろいろ考慮するなら手術はうまく行っ
たのだと言います。その外科医はそれほど野心的な人
ではなかったのでしょう。（あなたはラッキーなだけ
だったのだと、思わず彼に言ってしまったかどうか自
信はありません）。思春期には、彼に診断内容や医療
履歴を見せることなく、彼を男っぽくしようとテスト
ステロンの注射が行われましたが、それは彼が望みも
していない乳房の発達を引き起こしました。（高レベ
ルのテストステロンはエストロゲンに変換されるので
す）。ジムはそうして乳房縮小の手術をうけることに
なります。

　それでもまだ医者たちは何が起こっているのか彼に
話しませんでした。彼が分かったのはただ、自分は人
と違っていて、恥ずかしいものだと思われているとい
うことだけでした。自分には人と違った性器があると
いうことが誰かにバレてしまうのではないかという恐
怖心から、大学には行かなかったんだと彼は言いまし
た。そのことが、今になっても何人かの外科医たちが
「外科的再構築」を用いている根拠になっています。
体の性が一般的とされる男性のようではないでと誰か
にバレてしまうのじゃないかという恐れ。でも外科医
たちは、性器の大きさや形が問題なのではなく、後ろ
めたさといじめこそが問題なのだと思いつくことはあ
りません。私はジムに言いました。「あなたが大学に
行かなかったのは性器の問題じゃない。後ろめたさと
更衣室が問題なのよ」。彼は頷きました。

　大人になった時、ジムは精巣をひとつ取りました。
医学的な問題からです（訳者注：悪性腫瘍化のリスク
からと思われる）。このことで、自然な性ホルモンの
分泌が減少し、彼の鬱との格闘が始まりました。私は
これは偶然の一致だとは思っていません。これまでた
くさんの人から、精巣を切除した後、鬱になったとい
うことを聞いており、テストステロンの急激な低下と
鬱とには何らかの関係があると私は見ています。不幸
なことに医師たちは、DSDの人たちの中にこういうこ
とがあるのだと十分に学ぶことができていません。歴
史的に医師たちは、ためらいすぎて、患者とDSDにつ
いて誠実に話せなかったからです。

　ジムは、フォローアップ治療に泌尿器科医に行って
みたけど、その医者がドアの向こうで「ダメだ。私に
は扱えない」と看護師に言うのを聞いただけだったと
言いました。DSDを持つ他の人からも同じような話を
聞いたことがあると私は言いました。そのうちの一人
の女性は、「hermaphrodite（ハーマフロダイト：男
でも女でもない性別の人）は2番の部屋です」と看護
師が言うのを聞き、またある人は、カルテを逆さに読
んで「患者はAIDSであることを知らされていない」
と書いてあるとその時思ってしまい、実際には「患者
はAISであることを知らされていない」と書いてあっ
たのだと知ったのはずっと後になってからだというこ
ともありました。こんな風に人間を医学的モンスター
として扱うのって、どんな外科医でもやれなかった以
上に酷いことだと分かると私はジムに言いました。
「魂を打ち砕く行為（Soul-crushing）」という言葉
を私は使いました。彼はうなずいてくれました。

　ジムは最終的に医師のところに行き、医療記録を手
に入れます。そして自分に本当に起きていたことを知
ることになります。彼は私がこれまで10人の違う人か
ら10回聞いたに違いないことを口にしました。「駐車
場まで出たんだ。そして読み始めた」。ジムのケース
では、自分はPAISで、両親が性別の再決定に抵抗した
ということを、彼は見つけ出しました。彼は、たった
独りで、「male pseudo-hermaphrodite（偽の男の
外観をした男でも女でもない存在）」の診断が書いて
ある記録を読みます。それは溝落にキックを入れられ
るような体験でした。彼は個人的にはマネーに治療さ
れたわけではありませんが、マネーの、一般的ではな
いとされる体の発達状態を持つ人へのめちゃくちゃな
アプローチに損なわれてきたのだとはっきりと感じま
した。

　現在50歳になって、彼は素晴らしい内分泌科医と出
会います。その女性はDSDの専門家ではありませんが、
この患者を担当するにはちゃんと彼のDSDについて学



ばねばならないと思ってくれる人です。彼女は、精巣
切除によって失われたテストステロンを補充する薬を
出しています。彼はすぐに気分が良くなりはじめまし
た。肉体的にも感情的にも以前よりエネルギッシュに。

　ジムは長年ひとりの女性と結婚生活を続けていて、
子どもも育ててきました。彼の声の響きから、彼がと
ても妻と娘を愛しているのだと断言できます。「もし
僕が女の子に育てられてたら、僕はレズビアンだった
だろうね。我々の文化ではそれは困難なことになった
ろうけど、レズビアンでもOKだ」。「聞くな、話す
な」が無くなって、自分と妻がどれだけ幸せだったか
彼は私に語りました。

　ジムは以前不眠症で　――彼の父親の入院のことで
です――、それで一晩中私のウェブサイトを読んでい
たのだと打ち明けました。彼は、「インターセック
ス」について話すのは止めて、「性分化疾患やDSD」
について話すようにしたことに、インターセックスの
状態を持たないのにインターセックスを名乗る人たち
を中心に反対した人がいたことも私のウェブサイトで
知っていると言います。しかし彼は、「僕は性分化疾
患やDSDっていう新しい用語は好きだよ」と言いまし
た。その用語は自分の経験をうまく掴むものだ　――
自分が持っているのは医学的状態なのだ、と。彼は、
人々が「インターセックス」と聞いて思い浮かべるよ
うな、二つの性を持っているのでも、二つの性別を
持っているのでもありません。彼はDSDを持っている
のです。

　彼の物語を書いていいか私はジムに尋ねました。
我々がインターセックス協会での活動を通して認識し
てもらおうとしたこと、私がずっとやろうとしてきた
ことを人々に理解してもらいたいのだと。つまり、最
も大きな問題は、外科手術でもホルモン療法でも、彼
の場合のような家族への心理的なサポートが犯罪的に
欠如していたことでもない。最も大きな問題は、後ろ
めたさなのだ。そして、誰も、ジムや彼の両親が恥じ
ることは何もないのだと分かってもらうようにそのこ
とを扱ってこなかったことなのだと。

　私はオフィスに戻って、別の二人のジムに、私の人
生で一番新しく会ったジムと話をしてくれないかと手
紙を書きました。ひとりは彼と同じPAISで、女の子と
して育てられましたが数年前に男性に戻ったジム。も
うひとりは、尿道下裂を持っていて、「本当の」男性
のように立小便ができるようにならねばというためだ
けに、何度も何度も「矯正」手術を受けさせられたジ
ムです。私はその3人のジムみんなが掛け値なしに好

きです。いつか3人のジムが全員会って、何の後ろめ
たさもなく抱き合うことができればと思っています。

追伸）ジムと私はあの後もeメールのやりとりをし
ていますが、この原稿の草稿を終えた時ちょうど、ジ
ムが手紙を送ってくれました。「父が昨日の夜9時に
亡くなりました。僕たちは安らかな気持ちでいます。
悲しいけど、安らかです。妙な展開ですが、父が最後
に私にくれたのは、あなたと会うことを許してくれる
というものでした。僕たちは最後まで僕の身体につい
て話したことはありませんでしたが、父はいつも僕を
こう紹介してくれてました。『これが私の息子だ。こ
れ以上望みようがない息子だ』と」。

訳者注：アリス・ドレガ－（Alice Dreger）：ノー
スウェスト大学フェインバーグ医療学校教授（臨床医
療人間学・生命倫理学）早期から北米インターセック
ス協会に加わり、当時行われていた、インターセック
スの　状態を持つ人々への「隠蔽中心の医療」を、生
命倫理・医療倫理の観点から批判し、近年の医療改革
に大きく貢献した。



　トニー・ブリフファは困難を抱えた子ども時代を
送ったが、彼はそれをはね返すほどの柔軟性を持った
現実主義者で、素晴らしいユーモアのセンスにもあふ
れている。（リリー・ブラッジ記者）

　トニー・ブリフファは１９７０年アルトナ病院で生
まれた。しかし医師たちは彼の性別を確定できなかっ
た。双子のもうひとりの妹キャサリンは自信を持って
女の子だと告げられたが、トニーには多くの疑問がは
さまれた。
　さらなる検査のために王立こども病院に送られ、ブ
リフファは不完全型睾丸性女性化症（現在では部分型
アンドロゲン不応症と呼ばれる）という稀なDSDを
持って生まれたことが判明した。
　ブリフファは染色体的には男性であることが確定し
たが、医師たちは彼を女性として育てた方がいいと判
断した。彼の両親には、彼は女の子であり、それに
従って育てるよう勧めた。彼らの息子には精巣がある
とは言われず、性腺（医学的に卵巣もしくは精巣に分
化する以前の状態）があるだけだと告げられたのだ。
　マルタからの移民で限られた英語しか理解できな
かったブリフファの両親は、診断方針に疑問を挟むこ
となく、「アントワネット」には女性の生殖器官がな
く、決して子どもは産めず、何度も手術と生涯に渡る
女性ホルモン補充が必要ということを受け入れるしか
なかった。
　「僕が女の子だってちゃんと受け入れられるよう
にって、僕の両親は、僕をそう育てることを絶対疑っ
ちゃダメだって言われたんだ。つまり、部屋はピンク
にして、クリスマスや誕生日には人形をたくさん与え
て、フリルのドレスを着せて、２歳になったら耳にピ

アスの穴をあける、っていうふうにね」。そういう彼
への教育が邪魔されないようにと、ブリフファの子ど
も時代は夏休みを王立こども病院で過ごすために何度
も中断させられた。
　彼が７歳になる頃、ペニスが成長し始めた。精巣は
癌になっているから切除することになるので、結果的
にはこれ以上男性化することはないと、医師たちは彼
の両親に誤って知らせたと言う。
　現在、約5,000人のオーストラリア人が、一般的な
ものではないとされる形や大きさの性器を持っている
と診断されている。不完全型アンドロゲン不応症は
133,000人に１人の割合だ。
　子どもから青年になる間、彼が数カ月ごとに受けた
検査で、まるで自分は見世物小屋の奇人変人のように
感じたと、ブリフファは語る。（たとえ意図的なもの
でなかったにしても）それは一種の児童虐待にも思わ
れ、度重なる侵襲的な検査は、ブリフファの肉体も精
神も損なっていった。
　女の子として育てられ、そのように考え、振る舞う
ように調整され続けたが、彼がそう感じることは決し
てなかった。まるでおてんばの子のように、彼は女の
子に一般的な趣味は持たず、いつも男の子とケンカば
かりしていたのだ。
　11歳の時から女性ホルモン療法を受け始め、彼は人
工的な思春期を送ることとなったが、12歳になってか
らはずっと、ブリフファは医師に、僕は女じゃないと
何度も訴えた。つまり、自分は男で、おっぱいなんか
いらないし、こんなもの取ってくれと。
　医師たちはそれを拒否して、どれだけ男性ホルモン
を入れても、身体に拒絶されるだけだと言った。彼が
これは真実ではないと知ったのは、1999年になって
からだった。
　「僕が部分型アンドロゲン不応症を持っているって、
彼らは絶対言わなかったんだ。部分型じゃない、これ
は完全型だってね。この2つには違いがあるって彼ら
は説明しなかった」。
　部分型アンドロゲン不応症であるということは、彼
は医学的介入なしでもある程度男性の性徴を迎えられ
たかもしれないことを意味する。人工的な女性化を彼
に強制するのではなく、最終的な性別で生きるか自分
で選べるようになる年齢までは、医師は外科手術の実
施やホルモン療法を控えるべきと彼は主張する。失意
と怒り、そして絶望。10代の頃は時に自殺を真剣に考
えたこともあった。「まるで全く光のない、永遠に続
く真っ暗なトンネルにいるようだった」。
　彼は学校では自分は全く普通の女の子だとしていた
が、決して女の子として誰かと付き合うことはなかっ
たと言う。「友達はたくさんいた。けれど、学校での
ダンスなんかには絶対参加しなかった。勉強と音楽
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ばっかりやってた」。
　VCE（訳者注：オーストラリア、ビクトリア州の高
校終了検定試験）の後、彼は大学の工学部に入った
（その学部ではその年女性は彼を含めて2人だけだっ
た）。「ああ。女性がひとりいたよ。あとは男性49人
と僕だ」。
　ブリフファは自分は女性だということを何とか受け
入れようとしていた。「やけくそになって、周りが僕
に望むことをやったよ。普通の女の子になるようにっ
てね」。彼は最初のボーイフレンドと結婚をする。夫
は彼のからだの状態の真実を承知していたが、結婚生
活は長くは続かなかった。自然に女性のことが好きに
なり、次に彼は、自分は同性愛の女性なのだと思うよ
うにすることに。「でも、どっちもピンとこなかった。
レズビアンであるためには、僕は女性である必要があ
るから」。
　2000年、30歳の時、ブリフファはきっぱりと、常
に彼が感じていたように、つまり男性として生きてい
こうと決意する。
　身長は158センチしかなく、がっちりした小柄な体
格。医学的介入がなければ、通常の身長まで伸びてい
ただろう。「医師たちはわざと僕を158.2センチにし
たんだ。（何もされなければ）僕の身長は大体173か
ら178センチはあったと思う。けれども、それは女の
子にしては高すぎると思われたんだろうね。だから今、
僕はとても背が低い。ずっと不十分な身長だと思って
る」。国防省で航空宇宙エンジニアを勤めながら、ブ
リフファは今でもアルトナに住み、コミュニティの活
動と支援を熱心に行なっている。ちょうどシーブルッ
クのコミュニティセンターの議長に選ばれ、AISサ
ポートグループの書記、それにビクトリア州の遺伝子
疾患サポートグループの第2期会長も務めている。
　アルトナ移住者の第3世代として、この地域と人々
の福祉活動にも熱心だ。緑の党の候補者として、
2000年の連邦議会、2002年の州議会に立候補したが、
これには惜敗し、現在はホブソン・ベイ地方議会の無
所属候補として選挙活動中だ。
　彼は予備選の27％の票を獲得し、労働党の現職の次
の2位につけた。
　15歳の女の子と13歳の男の子、ふたりの子どもの
里親でもある。ふたりは彼のことを育ての母でもあり
育ての父でもあることを承知している。ふたりとも全
然気にしてないとブリフファは語る。子どもにとって
は彼は、ただのトニーなのだ。
　怒りや復讐心はない。嘲笑と侮辱、偏見の歳月は、
ブリフファを、素晴らしいユーモアのセンスを持った
柔軟な現実主義者にしていった。しかし、真実を追求
し、正義を模索する態度には激しいものがある。現在
彼は、18歳以降彼に対して行われた医療ミスの疑いで、

彼の担当医師の二人を訴え、係争中だ。できるなら子
ども時代全部についても同じようにしたいところだが、
時効が既に過ぎており、起訴する法的手段はもう残さ
れていないのだ。
　ブリフファは外性器の再構築手術は受けておらず、
この段階ではそのつもりはないと言う。今は男性ホル
モン療法を受け続けているが、様々な問題が起きてお
り、何度も感染症にかかったり入院をしたりを余儀な
くされている。
　ふたりの子どもや家族、コミュニティへの関わりな
どに集中することも好きだが、彼は女性との付き合い
には問題を抱えている。「もちろん異性愛の女性と付
き合いたいんだ。でも、異性愛男性としての機能が僕
には全くない。だから、正直なところ、そういう関係
は避けがちだね」。
（オーストラリア：ジ・エイジ紙記事）

訳者注：ブリフファさんが幼少期に受けた「治療」は、
ペニスが短ければ女の子として育て、事実を本人には
決して教えてはならないというものでした。この「治
療」は、先ほどのジムさんが免れた、まさしくジョ
ン・マネーの理論を元にしたものでした。ブリフファ
さんは2011年12月、オーストラリア、ホブソンズベ
イ市の市長選に当選され、現在、市長として活躍され
ています。

また現在では、分子生物学の進歩から、部分型アンド
ロゲン不応症（PAIS）でも、男性/女性それぞれのパ
ターンに分かれることが判明しており、性別判定は遺
伝子検査によって行われ、男の子か女の子が分かるよ
うになっています。つまり、PAISを持つ人には、男
性も女性もいるということです）。



　2008年。私はちっちゃな赤ちゃんを授かりました。
けれどもこの子の世界との出会いには、性別に緊急の
クエスチョンマークが付けられたのです。お医者さん
が赤ちゃんを私に手渡して、性別を知りたいですか？
と私に訊いた時、私は興奮して叫びました。「男の子
です！」。でも麻酔医さんは少し焦ったように、もっ
とよく見てくださいと言ってきます。私は笑って
「だっておちんちんもあります。男の子じゃないです
か」と答えましたが、小児科医さんは「そうですね
…」と言うだけでした。赤ちゃんは私の胸でゆったり
していました。しばらく後（赤ちゃんの姿をしっかり
見て、落ち着いて話をした後）、同じ小児科医さんが
私に事の説明をしようとしましたが、私は理解するに
はとても疲れていて、その意味を知るにはまだ何も分
かっていない状態でした。「性別がはっきりしないっ
てどういうことですか！？。かわいい男の子じゃない
ですか！なに馬鹿なことを言ってるんですか！？」。
私は彼を追い立て、彼は言葉につまり、少し困惑して
いました。彼は何が起きているのか必死で説明しよう
としているだけでしたが、私が毛布をギュッと握って、
何が起きているか受け入れるのを拒んでいるのを彼は
考慮して、その日はあきらめて去って行きました。

　保育器の中での集中的なケアに暮れ、夜が開けた次
の朝、女性のお医者さんが私を小さな部屋に通し、私
に椅子を勧め、赤ちゃんは別の部位から排尿をしてる
と説明しました。彼女の説明の間、私は座って「ああ
…、ええ。はい…」と生返事をして、彼女が伝えよう
としていることにまだ気がつかないようにしていまし
た。でも彼女は私に決定的なことを説明したのです。
性別を「確定」する必要があると。彼女は私にもう一
度言いました。「可能性、わずかな可能性ですが、お
子さんは男の子ではないかもしれません」。内性器の
画像を取る必要があり、他にもいくつか検査をして性
別を確定しなければならない。「最終的な」確定には、
性染色体の検査も必要だろう。もし検査の結果が
46XY なら、子どもは遺伝子的には男の子ということ
になる。もし46XXなら遺伝子的に女の子。XYとXX染
色体の両方ともがあるように「染色体が混在してい
る」ということもありうる。彼女は念を押しました。
現在では一般的に、染色体が混在していても、男の子
か女の子どちらかの遺伝子が優勢になっているものな
ので、子どもの人生にはそれほど大きな影響はないだ

ろうが、ごくわずかな可能性として、性別の本当の区
別がつかないという結果もありうる、と。

　「ですので…、この段階ではお子さんの名前は少し
待つことをお勧めします。出生届もこの段階ではまだ
出さないようにしてください」。この言葉は、一枚10
トンの鉄でできた手紙を渡されるように、私を打ちの
めしました。私はただただ打ちひしがれ、完全に心砕
かれました。それでもまだ私は、彼女が何を言ってる
かはっきり分かりませんでした。否認することも、過
度にポジティヴになったり過度にネガティヴになった
りすることも、不用意なユーモアにすることも、そん
な私が普段使っている心守る手段がすべて消滅し、私
は現実から完全に引き離され、非常に奇妙で理解しが
たい世界に放り込まれてしましました。私は涙の洪水
に押し流されました。お医者さんの説明を無視するこ
とも否認することももうできなくなり、子どもに起
こっていることを理解せねばならなくなったのです。

　その日は私の人生にとって最高に幸せな日になるは
ずでした。実際そうでもありました。はじめて赤ん坊
を抱いてお乳をあげる時は本当に幸せでした。はじめ
ておむつを替えてあげる事も。でも同時に間違いなく、
その日は私の人生にとって最もトラウマ的な日にもな
りました。これ以上の言葉がないくらい、本当にトラ
ウマ的だったのです。私の赤ん坊は保育器に入ってい
ました。私にはそれだけでも相当なものでしたが、更
にお医者さんは、私の赤ん坊、私の男の子が男の子で
はないかもしれないと言っているのですから。その衝
撃は説明し尽くせません。深い悲しみに私の心はズキ
ズキと痛みました。私の母は「”赤ちゃん”って呼べば
いいだけじゃない」と言いましたが、私にどんな選択
肢があったでしょう？このまだ小さな子は男の子じゃ
ないかもしれない、この4日間、私はこの子を知るこ
とも名前を付けることもできなかったのです。お医者
さんの勧めをなんとか飲み込んで、私は自分自身も守
るように、性別に関係のないように、必死に考え、振
る舞い、うまくやっていこうとしました。「この子は
男の子だ」と思い出させるようなものは病室から全部
取り払い（ありがたいことに、他の赤ちゃんや親御さ
んのいる一般病棟から少し離れた部屋を用意してもら
えました）、絶対”私の男の子”、”彼”ではなく、”私の
赤ちゃん”について話すよう神経を使っていました。
この小さな可愛い2,270グラムの赤ちゃんと親子関係
を作っていくのに、男性や女性という考えが入ってこ
ないよう必死だったのです。

　赤ちゃんのことを周りの人にどう話すか話さないの
か、それも私にのしかかったことでした。まだ名前を
決めていないということを知っている人には話をしま
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したが、そういう人以外の友達や家族には、生まれた
ことも知らせませんでした。そんな4日間、私は一緒
に病院にいた母としか話さず、母には妹にだけは話し
てもいいということにしました。他の人には話せませ
んでした。恥ずかしかったとか、そんなことじゃあり
ません。全然違います。実際身体が追いつかなくて、
全く説明できなかったのです。本当にたいへんでした。
もし父や誰かに電話をしたら、「子どもの様子はどう
だ？名前はまだなのか？」と聞いてくるでしょう（皆
さんもそうしますよね）。そうすれば私は、「ええ…、
赤ちゃんは元気よ。うん、でも、まだ名前思いつかな
くて…」と答えるしかありません。そういう会話の間、
私は必死で泣くのをこらえることでしょう。泣いてし
まうと、なにか悪いことでもあったのかと分かってし
まい、そうなると、でも私には説明するこころの準備
なんてできなかったのですから。赤ちゃんが生まれた
ときみんなが知りたいことは3つ、性別と名前と体重
です。私の赤ちゃんとの最初の出会いは、疑問形では
じまったのです。「あなたはお子さんの性別を知りた
いですか？」と。出産と子育てという経験に、それは
とても重要なことです。状況を伝えた妹でさえ、名前
は何かと聞いてきたのですから。新しい命がやって来
たときには、誰でも自動的に聞くことのひとつなので
すから。でも、私の子どもには名前がありませんでし
た。性別もありませんでした。それはまるで、私の赤
ちゃんが身元不明のように感じられるでしょう。

　ですので、私は産みの苦しみを味わったことさえ誰
にも言いませんでした。何が起こったのか、誰にも知
られたくなかったのです。誰からも孤立することが、
性別のことを聞かれたりしない一番いい方法に思えま
した。私は妙に実際的になっていきました。「ダメー
ジコントロール」する方法を考え始めたのです。友達
が私と赤ちゃんに会いに家に来てもらうのは先に延ば
そう。こうも考えました。もし女の子だということに
なったら、「ええ？女の子って言ったよ。勘違いした
んじゃない？」と言えばいい、（必要になったら）説
明しなきゃいけない、でも、勘違いした振りをしても
らって、他の人には自分たちが間違ってたと言っても
らわなくちゃいけない。でももし友達が赤ちゃんを見
たら、もし私に話しかけてきたら、友達から友達へ話
が伝わるだろうし、そうなったら、もうもっともらし
い言い訳はできなくなってしまう…。私はあらゆるシ
ナリオを想像し、疑問が出てこないような、はっきり
しないことがバレないような、言いくるめられるよう
な話を作ろうとしていました。隠すことばかりで恥ず
かしく思ってるんだと思われるかもしれません。です
が、恥ずかしいとかそういうのではないのです。本当
に。そうではなくて、周りの人はもちろん、私自身に
さえ、このことを説明しきれなかったのです。他にど

うしようもありませんでした。起こっていることを理
解するには、私には時間と場所が必要でした。病棟の
看護師さんは、私には友達も家族もいないと思ったか
もしれません。10日間入院しているのに、最初の週に
はほとんど訪れる人がいませんでしたから。誰とも会
えないのは耐えられるものではありませんでした。こ
の時期、私は孤独で、しかし、孤独でいることが唯一
私のできることだったのです。

　けれども、性別のことは考えず、人から孤立してお
こうとすることで、私はひどく苦しみ、本当に大きな
悲しみにさいなまれました。子どもは保育器の中で酸
素補充をしなければいけない状態でしたので、子ども
を失ってしまうのではないかと怖くなり、私はその夜
泣き明かしました。次の夜と3日目、4日目の夜は、私
の男の子を失ってしまうのではと、やはり泣き明かし
ました。ただただそれだけでした。私は男の子を産み、
だからこそ男の子を育てるつもりだったのです。けれ
ども、この子は実は女の子かもしれないという可能性
がある！自分が母親であることはもちろん分かってい
ました。けれども、男の子の母親なのか女の子の母親
なのか、それだけが分からなかったのです。これを読
んでいらっしゃる方の中には、そんなことそれほど重
大なことではない！と思われる方もいらっしゃるかも
しれません。妊娠中の人なら、幸せで健康であれば、
そんなこと問題ないじゃないと思われるかもしれませ
ん。ですが、実際に体験した中では、それはとても重
大なことで、私は病室の中でひとり座り、胸も張り裂
けんばかりに、ただ泣くしかなかったのです。それは
完全に根本的に重大なことだったのです。実際の体験
では、私の一番の恐怖は、子どもを、男の子を失って
しまうかもということだったのです。この喪失感は本
当にリアルなもので、恐怖が私をさいなみました。赤
ちゃんはひとりなのに、潜在的には、男の子か女の子、
二人の赤ちゃんがいるように感じられました。私はこ
の子が女の子だとは思えず、かと言って同時に私は、
この子を男の子だと思わないよう必死でした。もしか
したら女の子を授かったのかもしれない、だったら女
の子を育てるという意味のある旅をしよう、そういう



こともありうるとは、私は分かっていました。でも、
それが分かっていても、私は、巨大で恐ろしく、心痛
む喪失感でいっぱいだったのです。私は、私があの時
産んだ男の子がほしいと思っていましたし、何度も母
に「あの時、かわいい男の子を産んだのに！」と泣い
て言っていたのを今でも覚えています。中には、この
ような私の想いを疑問に思う人がいたり、性別に関係
のないアイデンティティついて論じたり、人を愛する
のに性別なんて関係ないじゃないかとおっしゃる方も
いらっしゃることは承知しています。でも私は言って
おきたいと思います。私にとってはそんな話じゃな
かった。性別はとても重大なことなのだということが、
私の胸を本当に貫いたのです。

　あの4日間、私は呆然としながら、さまよっていま
した。最初の数日は子どもにお乳をあげることもでき
ず、彼をわずかに抱っこするだけでした。彼との関係
を築きあげるのは、とても難しかったです。今この文
章を書いていると、実際とても難しかったことを思い
出します。赤ちゃんとの親子の絆を結ぶのが難しかっ
たのは、あの時実際に赤ちゃんとの間に本物の壁が
あったからだということも、今なら分かります。子ど
もとの、心の、社会の、そして気持ちの隔たりに加え
て、具体的な隔たりもあったのです（子どもは保育器
に入っていなければなりませんでしたから）。最初の
数日間は、赤ちゃんとの距離が大きかったと思います。
その距離を埋めるには数ヶ月かかりました。この不確
かな時の心理的、感情的影響は今でも私の中に残って
います。3年経った今でも、その数日間の心の痛みを
感じられるのです。

　この間、私を支えてくれるような専門のサポートは
ありませんでした。ですので、私は自分で乗り越えね
ばなりませんでした。ただ、何人かとても親身になっ
てくれた医療スタッフの方がいてくれて、ある看護師
さんにはとても支えてもらえました。彼女は私が泣き
じゃくって、その時起きていたことから自分を切り離
している間ずっと、私の手を握ってくれていたのです。
医療的には、皆さんほとんどの場合親身になってくだ
さいました。けれども、やはり、起きていることを受
け入れていくのを支えてくれる人は誰もいませんでし
た。私がこの状況を統合し文脈化するのをサポートす
る専門家が病院に配置されていなかったのです。この
ような状況が持つ心理的影響に対するアドバイスは一
切なく、カウンセリングを勧められることもありませ
んでした。結果を待つこの数日間、そしてその後も、
私にはどこも、そういうところを勧められることは全
くありませんでした。そして、これだけは言いたいの
ですが、このことが更に一層私の孤独を強めました。
私の兄弟夫婦の子どもは口唇口蓋裂の状態（訳者注：

口唇の一部に裂け目が現れる先天的状態のこと）で生
まれたのですが、ふたりはすぐに、生まれる前の時点
で心理的支援を受け、サポートグループに入れていま
した。他の子どもにはなんて説明すればいいのか、子
ども本人にはどんな影響があるのか、ふたりはアドバ
イスを受けることができました。当事者と専門家によ
る心強いサポートネットワークに加われたのです。私
はとても羨ましいです。もしあの時、そういう支援を
少しでも受けられていたら、ここまでの心痛は幾分和
らいだと思います。数年後、心の痛みを幾分かでも対
処できるよう、私は自分の仕事を通してカウンセラー
を探しました。体験したことに対して私が自分で変化
を起こせたことがあったとしたら、このことだけで
しょう。カウンセリングやピアサポートのようないく
つかの形態の専門の支援が、DSDを持つ子どもの親に
勧められるべきです。これは特に、性別判定が必要な
状況には重要です。この課題に両親が対応していくの
を支援していく中で、自分の子どもが自分自身のこと
を理解し、受け入れていく手助けを、私たちができる
ようになるのですから。

　入院していた間に私が一番うれしかったのは、夜、
染色体検査の結果を受け取ったことです。私は自分の
小さな男の子にお乳をあげるために階段を降り、そこ
には青のシーツの上に寝ている私の赤ちゃんがいまし
た。それは小さなことに聞こえるかもしれません。で
すが、私にはとてつもなく大きな事でした。私はうれ
しくてただただ泣くだけでした。その青のシーツは、
やっと赤ちゃんの性別が分かったという、スタッフか
らのちょっとしたお祝いでした。このシーツの上に、
私は小さな青い犬のぬいぐるみを置きました。これは、
私の赤ちゃんがかわいい男の子であるお祝いに、病院
のお店で買ったものです。

　私がじっと待ち続ける時間はこれで終りました。
たった4日間のことでしたが、私には数ヶ月のことに
思えました。その後知ったことですが、お子さんの性
別が確定するには更に長い時間を待ち続けねばならな
い親御さんも多いのです。私たちはまだ、短い方だっ



たのでしょう。

dsdfamiliesから追記（2011年7月）：この体験談の
男の子は、その後、尿道下裂（訳者注：男性のペニス
において、排尿するための外尿道口が、平均的な位置
よりも手前のほうに後退して開いている状態。程度の
軽いものがこの状態全体の60～70％以上をしめ、男
児の出生数1000人に対し、1～数人程度みられます。
原因は様々で、このお話の中にもあるように、男児
XYの尿道下裂の状態だけの場合がほとんどですが、
時に性染色体が通常と異なる状態であるなどの場合も
あります。）と診断されました。彼は今3歳になっ
て、賢くて元気なお子さんに成長されています。この
体験談を書いてくださったお母さんは現在、患者のご
家族にピアサポートを提供するにはどうすれば一番い
いか、お勤めの地方病院と一緒になって模索されてい
ます。

彼女は遅咲きの花だった

彼女は思春期がやってくるのを待ち続けたが、17歳
になっても何も起こらなかった。検査を受け、自分が
スワイヤー症候群という稀な身体の持ち主であること
を知り、ホルモン補充が必要とされた。
　その後8年間、彼女が自分の身体について更に情報
を必要とするまで、誰も彼女に告げなかったのは、彼
女が男性のXY染色体を持っているということだった。
「それが当時70年代では当たり前だったんです」。
現在51歳になりSanLeandroで夫と養子にもらったふ
たりの10代の子どもと暮らすノルマンは言う。「こん
なことを聞いたら、私が屋根から飛び降りて自殺する
とあの人たちは思ったんだと思うわ。でも私はちょっ
と変だったのね。逆にホッとしたんだもの」。

彼女は今、別の子どもと両親が、「性分化疾患
（DSD）」について学び、受け止めていけるよう、支
援に取り組んでいる。DSDとは、現在では誤解や偏見
を招くために、医師や患者では用いられなくなってい
るhermaphrodite（ハーマフロダイト：男でも女でも
ない人）の医学用語である。
The Bay Areaは、来週UCSFでの木曜日のミーティ
ングに、はじめてDSDの両親のサポートグループを開
催する。ノルマンも含めたオーガナイザーは、このグ
ループが、DSDを持つ子どもを育てていく中で起こる
だろう特殊な問題をオープンに家族が話していけるリ
ソースになればと望んでいる。

DSDDSD を持つ子どもと両親のための　を持つ子どもと両親のための　

UCSFUCSF サポートグループ設立サポートグループ設立　

DSDDSD を持つ子どもと両親のための　を持つ子どもと両親のための　

UCSFUCSF サポートグループ設立サポートグループ設立　



このような疾患は、3,000出生例に1人の割合で起こ
ると言われているが、スワイヤー症候群のように誕生
時には分からない状態から、男性か女性か然るべき検
査なしではその場ではすぐには見分けられない外性器
を持って生まれる子どもまで、幅広い様々な状態があ
る。

支援が始まった

　DSDを持つ子どもと家族のためのサポートグループ
が全米で始まっている。
　「赤ちゃんが診断されたら、今では親御さんは行け
るところがあるんですよ。そういう体験を生きたこと
がない私たちから話を聞くだけになってしまうのでは
なくてね」と語るのはアンジェリック・サンポー。
UCSFのDSDクリニック創設を支援した看護師養成者
である。
　DSDをめぐる文化は、社会的にも医療的にも、ノル
マンが子どもだった頃からここ10年で劇的に変化した。
生後まもなく乳児の外性器を「固定する」手術は、現
在でもどちらかというと一般的だが、性別同一性につ
いて知られるようになるにつれ、疑問視されることが
多くなっている。
　様々な分野が揃った医療チームが、この障害をめ
ぐって作られてきている。UCSF病院とスタンフォー
ド大学医学部は、ここ5年間、新生児と成長した子ど
もへの、更に繊細なケアを行えるプログラムを始めて
いる。赤ん坊への性器手術を行う上での問題点や、子
どもが育っていく中で起こり得る性別の問題にいかに
取り組んでいくか、両親と話し合っていけるよう、生
後まもなく児童精神科医がチームに加わることが多い。
　「心理社会的ケアが重要だろうという考え、自動的
にすべての子どもに性器手術を行わないようにすると
いう考え、その場ですぐに性器手術をすることで性別
決定をするということをしなくてもいい、大丈夫だと
いう考えは、今は理解されています」とカトリーナは
言う。彼女は、スタンフォード生命医療倫理センター
のシニアリサーチ研究員で、そこでDSDプログラムを
作っていくのに協力した。

対応の変化

　治療対応の変化には、性別同一性の理解の改善もあ
る。数十年前には、子どもの性器の外見がどちらに見
えるか、彼女もしくは彼がどのように育つかというこ
とが、彼もしくは彼女の性別を決定付ける、あるいは
少なくともスタートラインとなるだろうと考えられて
いて、それを主な理由として、「矯正」手術がここま

で一般的になっていた。
　しかしその後、誕生時に性器を変えられ、その後、
決定された性別を拒否する子どもたちのケースがあら
われた。彼らは、自分から話ができないほどに幼い時
期に自分たちになされたことと、そしてしばしば最初
から自分の出生の真実を話されなかったことに、怒り
フラストレーションをためていたのだ。
　両親はその間大変大きな罪悪感を背負っていた。そ
れはしばしば、自分たちが、子どもに対して間違った
性別に決定したように感じていたからだ。
　両親と子どもが直面する問題は他にもまだあると、
DSDの専門家は言う。しかし少なくとも現在では、こ
れからあり得る問題に事前に知り、見た目の性別の特
徴に基づいて急いで手術をしなくてもいいようになっ
ている。
　「性器の手術をしなくても性別を決定することはで
きますよ。性器がどんなものであれ、男性か女性の性
別同一性は獲得できます」。カトリーナは言う。「で
もこのことを理解してもらうのに何年もかかりまし
た」。
　だが、DSDの診断には今でも重い社会的偏見が伴う
ことには疑いがないと専門家は話す。カトリーナは、
DSDの子どもの両親に初めて会う時には、子どもは
「異常でも奇形でもないのだ」ということを強調して
いると言う。
　「私たちは、親御さんに自分たちの美しい子どもを
見て欲しいのです。この子は面白い人生を送ることに
なるでしょうねと話しています」。

対処する力を支援する

それが、今週始まるサポートグループからノルマン
が両親に受け取ってもらいたいメッセージだ。社会で
の受け入れや医療ケアは、彼女が子どもの頃からは劇
的に良くなっていったが、道はまだまだこれからだと
ノルマンは実感している。彼女は去年短いテレビ番組
で取り上げられたが、その後のオンラインでの人々の
コメントは、ほとんどがひどいものであった。

ノルマンは語る。「ネガティヴなことばかり言うん
ですね。家族がどうやってそういう現状に対処し、か
わしていけるか…。この身体をめぐる後ろめたさや秘
密のために、両親が子どもや自分たちのために必要な
サポートにまでつながらないことが多いんです。私は
彼らにサポーティヴな雰囲気を提供できればと思って
います。そうすれば親御さんは、自分の子どもが健や
かで強くなっていくようにできるでしょうから」。
（サンフランシスコ・クロニクル紙記事）



　5年生の時です。私はテレビで生理用品のコマー
シャルを見ていました。ほとんどの10歳の子と同じよ
うに、私も生理用品のことなんて聞いたことがありま
せんでした。でも私の場合、母に､あれって何？と聞
くと、母は泣き始めたのです。

　皆さんは自分の女の子の子どもに、その子が生理用
品を必要とすることがないだろうって、どんな風に言
いますか？この子には生理がない､子どもも持てない、
そしてそれは､この子が他の女の子と何か違っている､
ほんの一部に過ぎないのだということを。

　外から見れば、ピッツバーグの郊外でテレビを見て
いるひとりの少女に、他の女の子と何かが違うところ
なんてありません。私は昔から女の子ぽかったし、ハ
ロウィンには、キラキラのピンク色のドレスに、フェ
ルト生地のプードルスカートをはいて、かわいいお化
粧をすることで頭がいっぱいでした。

　　外見からは、私がアンドロゲン不応症、つまり
AISと呼ばれる稀な身体を持っているということは分
かりません。私はXY染色体を持って生まれたのです。
男の子の組み合わせの。AISでは、XYの胎芽は、ペニ
スと陰嚢を形成するように伝える重要なホルモンに身

体が反応しません。生命の一番最初の段階から、私の
身体はその信号を受け取れず、クリトリスとヴァギナ
を持った女の子として成長したのです。でも、私の体
の中のものは女の子とは違いました。（訳者注：ケイ
ティさんは完全性アンドロゲン不応症：CAISを持って
います。CAISでは男性ホルモンを受容するレセプター
がすべて働かず、身体や外性器は完全な女性として生
まれますが､性腺は精巣のままとなります）。

　両親がこのことを知ったのは、私が6歳のときでし
た。シャワーを浴びているとき足の付け根のしこりが
痛み、私は叫び声をあげました。両親も医師もこれは
ヘルニアに違いないと、私を病院に連れて行きました。
でも、外科医が手術したとき（ヘルニアはX線には映
りにくく、手術で固定する必要があるのです）、しこ
りの後ろに腸のねじれはありませんでした。足の付根
に降りはじめていたのは精巣だったのです。腹部の反
対側にも、もうひとつ精巣が見つかりました。私には、
ヴァギナの奥や、頚部、子宮、そして卵管がありませ
んでした。

1990年代、その頃はまだAISは「睾丸性女性化症」
と呼ばれていました。私はこの名前は嫌いです。まる
で私が男の成りそこないで、全然女性じゃないように
聞こえるからです。1950年代以来、もし女性がこの
診断を知ったら、気が狂うかレズビアンになると信じ
られていました。医師は愕然としている私の両親に、
ちゃんと育つし適応もしていく、でもXY染色体や精巣
を持っていることを知らせるべきではないと言いまし
た。けれども両親は私に少しずつ話をしていく決意を
していました。

　両親は私に解剖学の本を見せ、子宮は女性の中にあ
る巣箱で、その中で赤ちゃんが育つんだと話してきか
せました。私にはそれがない、でも赤ちゃんを養子で
もらって、心の巣箱で赤ちゃんを育て、家族の一員に
していくことができると。生理についても教えてもら
い、自分にはそれがないだろうということも知りまし
た。でも、私がもっと本当のことを知ったのは、16歳
になってからでした。

　この年、妹が学校から生物学の宿題を持って帰って
きました。クラス全員に研究項目が振り分けられてい
て、妹の担当がAISだったのです。「お母さん、お父
さん。これって絶対ケイティのこと言ってるみたい」。
妹はある日の夕食時にそう切り出しました。「サポー
トグループのウェブサイトにお母さんの名前の人が出
てるし」。

 私は女性です。私は女性です。

  男性型の染色体を持っています。男性型の染色体を持っています。

 私は女性です。私は女性です。

  男性型の染色体を持っています。男性型の染色体を持っています。
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　両親は顔を見合わせました。ふたりからすれば、私
が18歳になるまで待ちたいと思っていたのです。でも、
もう後戻りはできなくなりました。両親は、私と妹弟
―私より15ヶ月若い双子―　に、すべてを話しました。
父は最後に「お前が私たちの娘であることにかわりな
いよ」と言ってくれましたが、私はなんで私が女の子
じゃないってことになるの？と思うばかりでした。私
がその時言ったのは「他には誰が知ってるの？」とい
うことだったと思います。

　母が私のような女の子の会に行っていたとは知って
いましたが、両親が他に何も言わなかったのは、私に
は子宮が欠けているだけ、ただそれだけのことだった
からだと思っていました。でも、その時もっといろい
ろあるんだということが分かりました。AISという括
りも。私の身体は症候群だったのです。そのことはも
うみんな知っているようでした。医者も祖母も、おじ
さんもいとこも。

　私はショックで怒りが湧いてきました。両親、それ
に自分自身の身体に裏切られたように感じたのです。
今から振り返ると分かるのですが、こういう気持ちは、
一体自分の何が悪いのかという恐怖、それに誰か別の
人なら自分にベストのことを決めてくれたかもしれな
いという、思春期という永遠の葛藤から来たものでし
た。それは、まだ未熟な子どもっぽい考えでしたが、
私はただひたすら自分の不安を何か別のものに向かわ
せるばかりで、その時はまだそれほど成熟していな
かったのです。食卓から走り去って、私は、学校の練
習チーム用のお気に入りのチアガールの衣装を着まし
た。プリーツスカートに、白と黒と赤のベスト、シル
バーのペレットが入った白のビニール製のカウボーイ
シューズ、それにたくさんのポンポン。でも、いつし
か、ホンダオデッセイに乗って練習に行く時には、私
はまたありきたりのチアガールに戻れていました。

　けれども、事はそんなに単純ではありません。高校
生活は容赦のないものになりました。私はまだ、自分

自身について学んでいたことを話すことばを持ち得て
いませんでした。私はひどい不眠と、とてつもなく大
きな不安にさいなまれ、時に鬱にもなりました。取り
憑かれたように学校に行き、ずっと勉強ばかりしてい
ました。ピアノを弾いて、クラシックソナタに自分を
溶けこませ、私より前にそれを弾いた何千もの人々を
想像し、それを慰めにしていました。だけど友達につ
いては求めても親密になりきれませんでした。仲が良
かった3人の女の子といても、その関係はぎこちなく、
一方的なものになっていました。男性との関係も、ど
うすればいいかよく分かりませんでした。一度ある男
性と付き合ったのですが、彼は自分の友だちに、あの
子のって指先しか入らないんだよと言っていたのです。
噂は学校中に流れ、ある女の子は、ずけずけと私に、
「ケイティ、あなたのこと聞いたわ。でも私ができる
のは指先だけだけどね」と言ってもきました。私の人
生の中でもっとも屈辱的な出来事のひとつです。

　大学生活は高校よりはいいものになりました。ひと
つには、ハヴァーフォード大学1回生の時に、大好き
なセラピストと出会えたからです。私は中学校の時か
ら何度かカウンセラーと会っていたのですが、この女
性のカウンセラーは空想好きで、私がそれに傷つくと、
私に怒りを向けていたのです。同じ年、私は大学のゴ
スペル部に入りました。ミュージカルが好きだったん
です。そこで最高の友達とめぐりあえました。ショー
に出ていたヒラリーです。私は自分の身体に少しずつ
慣れてきたように感じていました。そうして、2回生
のハロウィンパーティー、私はサムと出会ったのです。

　私はディスコボールに扮装し、彼はエスキモーの格
好をしていました。私が友達といた部屋に、彼が酔っ
払った新入生を運んできて、私は彼とそのまま親しく
話をしたのです。とても屈託なく。身長6フィートで
グリーンブラウンの眼、そして長いまつげ。エネル
ギッシュで、それに陸上部のスターでした。彼がチョ
コレートをかけたイチゴをくれて、マリリン・モン
ローの映画の話をしていたのは、実は私を口説いてい
るんだって気がついたのは、話し始めて少し後になっ
てからでした。

　それから1ヵ月後、大学近くの彼の家で私たちは二
人で過ごしていました。前のふたりのボーイフレンド
には自分のAISのことを言っていたので、私はそのい
つもの大げさな話を始めました。話の途中で、サムは
私を止めました。彼はもう知っていたのです。陸上部
のチームメイトが、練習の後のロッカールームで、彼
に声をかけてこう言っていたのです。「お前、ケイ
ティ・バラッズと付き合ってんだってな。彼女本当は
男だっていうのマジ？」。サムは、そのうち私に心の



準備ができたら話してくれるだろうと思っていたので
す。

　サムの話を聞いて、私は取り乱して泣き始めました。
私の顔は真っ赤になっていました。陸上のトロフィー
とフィラデルフィア・フィリーズの三角旗に囲まれた、
彼の子どもの頃の部屋のベッドに腰かけて、私はまた
他の人が私が知っている以上のことを知っていたのだ
と思いました。でもサムはただ私を抱きしめて、こう
言ったのです。「僕は今まで君ほどに女性にドキドキ
したことはなかったよ。この気持ちはそんなことと関
係ない」。これは最高に完璧なことばでした。

　去年サムがフィラデルフィアの公園でプロポーズし
てくれて、私たちはニューイヤーズの夜に結婚しまし
た。私はそれまでずっと結婚を夢見ていましたが、そ
れは決して叶うものではありませんでした。でも今、
私たちが取り組もうとしているのは、ただひとつ。家
族を持つということなのです。養子をもらうことも代
理母出産を使うこともできましたが、私の精巣は、癌
の恐れがあるので、大学入学前の夏に取り除かれ、赤
ん坊を作るための遺伝子素材を持っていないというこ
とが、今の私にとっての最大の困難のひとつです。で
も、「自分が欲しいものは自分で分かってるって思っ
てた。でも僕が欲しいものは君だけなんだって気づい
たよ」とサムが言ってくれるように、私が今平穏でい
られるのは、そのほとんどがサムのおかげなのです。

　私たちはセックスもできます。子どもは選択肢にな
りませんが。私のようなヴァギナを表す専門用語は、
頸部や子宮に届いていないことから、「blind 
pouch（盲嚢）」と言われます。多くのAISの女性の
ように、大きくなってからセックスが心地いいものに
なるよう 、私も小さい時から、拡張器―大きくて、遊
び用ではない人工ペニスを想像してください―を使っ

ていました。エストロゲンクリームをそれに塗って、
1日に30分ヴァギナに押し込んできました。（私は他
の女性と同じ量のエストロゲンを生成しているのです
が、そのクリームは、組織を広げてくれるのです）。
そうして私は他の人と同じような素晴らしいセックス
ライフを送っています。

それに私は、AISのコミュニティに参加しています。
私が体験してきた痛みで他の人を支えることができる
なんて、信じられないほど素晴らしく思えます。大学
に入る前の夏にAISサポートグループに入ったのです
が、そこではじめて、AISに呑み込まれるのではなく、
自分の人生の一部にすることができると思え、それま
で感じてきた孤独が鎮まりました。AISは20,000人に
1人が発生しますが、DSDは2,000人に1人の赤ちゃん
に発生するため、このような問題は皆さんが考えてい
る以上に一般的なことなのです。南アフリカの陸上競
技選手、キャスター・セメンヤが、去年性別テストを
受けることになり、それがニュースになった時も、彼
女の状態は正確にはAISではないように思いましたが、
私たちのサポートグループは彼女に連絡を取りました。

　最終的には私は、私のような人の支援者になれれば
と思っています。医師たちがこのようなケースをどの
ように扱っていくのか、そのあり方を変えていくこと
に納得してもらうには、同僚にでもならない限り難し
いと思い、私は今医大で生命倫理学の修士を取ろうと
しているところです。学位を取ることで、メディカル
コミュニティで評価されるような行動が起こせればと
思っています。それが私の義務なのだと。生理用品の
ことを話すことは、もう、悲しいことではありません。
（マリ・クレール・アメリカ版記事）



　これは、私のDSD（性分化疾患）の診断について考
える時、何度も自分自身に問いかけなきゃいけない問
題です。私はスワイヤー症候群を持っています。つま
り私は（一般的には男性型の）XY染色体と、発達しな
かった性腺、それに女性の外性器と子宮を持って生ま
れました。

　私は自分のことを100％普通の女性と感じています。
性腺は除去し、思春期が始まるよう、ホルモン療法を
受けねばなりませんでした。(訳者注：スワイヤー症候
群の場合、未発達な性腺はがん化のリスクが高く、発
見次第除去することが勧められる)。私が15歳になる
まで、私も家族もこのことには気がつきませんでした。
お医者さんは、みんなに言いまわるようなことじゃな
いと仰ってました。

　実際、みんなに話してシェアすることについては、
「しーっ！黙って！」というのが、だいたい一般的な
ところだと思います。性分化疾患を持つ女性の多くか
らは、いかにお医者さんが嘘をついて、本人にも体の
本当の状態について話をしなかったという話を聞いて
きました。それは私にとっても憂鬱な話でした。

　周りには自分の診断のことを長い間秘密にしておく
ということはあると思います。不幸なことだとも思い
ますが、周りに細かいところまでオープンにするのか
しないのか、これだという普遍的な答えはありません。
ただ、誰かに話すということについては、いくつかの
要因が関係してくると思います。ひとつは知識、それ
に自分自身の成熟、話をする相手、そして話すときの
状況です。

　でも、まず第一には、自分自身の性格傾向でしょう。
私は近しい家族を除いては、あまり自分の気持を話し
ません。何かお願いしなきゃいけないという時でも、
あまり人に話したがらない方です。なのでとっても孤
独な時もあります。私が初めて自分のことを話したの
は臨床心理士で、なので専門的にセッティングされた
状況なら心の準備はできるようになりました。祖母に
は母親から言ってもらうようにしましたが、直接に話

したいとは思いませんでした。

　この秘密は、抱え続けていると、ますます言いにく
いものになっていきます。今ではさすがに屋根の上か
ら叫ぼうとは思いませんが、教会の小さなグループ
（全員女の子です）では打ち明けることにしました。
そこを卒業しなくちゃいけなかったからです。自分の
人生での葛藤を少しでも打ち明けないのは、まるでみ
んなに嘘を付いているように思えたのです。なので自
分の順番の時に、私はみんなに話しました。この性分
化疾患の状態は、私の一部でしかなく、私すべてのこ
とじゃないんですから。もちろん、とてつもなく大き
な秘密ですが…。もしあなたが全然オープンな人で、
周りの人があなたのことをどう思うとも気にしないと
いうのなら、あなたは多くの人々に話をするでしょう
し、それはあなたにとってすごいことです。自分が気
持ちよくいられるようなことをすべきですし、仕方な
く無理やり話すというようなことは決してあってはな
らないと思います。だってそれはあなたの大切な情報
なのですし、打ち明けられた相手は、そのことを信頼
の証と思うべきことなのですから。

　自分自身の診断、身体の状態についての知識も、と
ても重要です。私はスワイヤー症候群についてちゃん
としたことをあまり知らなかったので、その間黙って
いたのは正解だったと思っています。でも、女性と家
族のためのAIS-DSDサポートグループ（子どもや十代、
大人、それに家族のためのDSDサポート/アドヴォカ
シーグループ）のカンファレンスに行ってたくさんの
ことを学び、何人かの友達に自分のことを話す自信を
持ちました。スワイヤー症候群についてどうやって話
すのか、ちゃんと分かったからです。　様々な性分化
疾患には、難しい用語や説明が難しいところがたくさ
んあるので、他の人に伝える前に、自分自身がよく分
かってないといけません。たとえば、自分はXY染色体
を持っていると言った女の子は、あの子実は男なんだ
よと（いう誤解を）ひそひそ話をされるかもしれませ
ん。それに正しい専門用語を伝えるには、落ち着いて
話すことが必要だと思います。

　もうひとつ大切な要因は、自分自身の成熟です。人
に話そうという時、誰に話すのか、どうやって自分の
感情を処理するこころの準備をするのか、その責任は
自分自身にあります。話す相手（個人でも複数でも）
は、信頼に値する人であるべきです。信頼できるかど
うかはとても大事です！自分の秘密が安全に扱われる
という自信が持てる相手の方がいいでしょう。

    話すべきか？話さないべきか？話すべきか？話さないべきか？

　それが問題だ。　それが問題だ。

    話すべきか？話さないべきか？話すべきか？話さないべきか？

　それが問題だ。　それが問題だ。



　自分が望んだわけではない方法で人に知られたとい
うことも何度かありました。とても心が痛みました。
人に話すということは、自分の一部を引き渡す、ある
いは自分個人の物語にその相手に加わってもらうみた
いなものです。あなたの話を聞く機会を持った人は、
あなたのことを大切にしてくれる人、話したからと
いってあなたのことを変わらずに見てくれる人、そし
てどんなことがあってもあなたを支えてくれるだろう
人であるべきでしょう。私が自分の一番の友だちに話
した時は、彼女たちが私にとって心強く信頼できる人
だったからです。その他の人には言ってません。その
人達では、この話を本当に安全に扱ってもらえないと
分かるからです。あなたの物語はとても大事なもので
す。だから、支えてくれて普通に気遣うことができる
人を選んでください！

　最後に大切なのは、話をする状況と場の問題です。
なぜその人たちに話をするのか、そして、いつどこで
話をするのか、よく考えてください。話をするのは、
生理のことか、赤ちゃんのことか、それとも性別のこ
となのか？普段の日常の会話なのか、それとも真に意
味のあることなのか？この話からみんなにどんなこと
を分かってほしいのか？ちゃんとした環境で話をする
ことが大切です。私としては、テレビを見ながらとか
ショッピングモールの中でとかでは、話をしたくあり
ません。私はできれば家の中で話をしたいと思ってい
ます。いつ話をするかどこで話をするかは、伝える相
手に、あなたの話が特別で、大切に、安全に扱っても
らいたいものなんだということを表すことなのですか
ら。

　私が数回自分のことを話ししたのは、私の友達に、
私が何者であるか、診断が、私の身体や、たましい、
感情、そして人との関係にどんな影響を与えたのか、
知ってもらいたいと思ったからです。様々なお医者さ
んや看護師さんに自分の話をしたこともあります。ス
ワイヤー症候群や他の性分化疾患についてもっと伝え
ていきたいと思ったからです。そうすることで、普通
の人々が普通じゃない診断を受けるということについ
て理解してもらいたいと思いました。

　私たちの文化やマスコミは、この種の事柄について
は今でもどう扱かえばいいか混乱しているようです。
彼らはどうしても、シーメール(訳者注：故意に豊胸手
術をして女性のようになる男性や、ペニスを作る手術
をして男性のようになる女性となり、自分は男でも女
でもない存在になった！と広くアピールする人のこ
と。)なったセレブだったり、何かおどろおどろしいも
ののようなイメージで伝え、そういう伝え方が、実際
に生きて生活している様々な人々に悪い影響を与えて
いることを知ろうともしません。私たちは奇人変人
じゃありません！今私の文章を読んでいる皆さんには、
自分自身でいいんだ！と知ってもらえればと思います。
とても大切なことです。ですが、私たちの社会が、違
いは悪いことじゃないということが分かるまで、何を、
どのように、いつ、どこで、そして誰に話をするのか、
ちゃんと考える必要があります！いつかあなたや私の
ような美しい人々が、ひとりの男性・女性として尊重
され、恥ずかしい思いをしない日が来ることを望みま
す。

　私たちには声がある。そしてその声をどう使うか、
自分たちにとって一番いい方法を選ぶのは自分自身で
す。胸を張って前に進み、テレビに出て自分のことを
話したすごい人たちに、そしてたったひとりの相手で
あろうと自分のことを話す勇気を奮い立たせた人たち
に感謝したいと思います！

　最後に。話をするかどうかは個人の選択に任されま
す。私は私が考えた方がいいと思うことを皆さんにお
話しましたが、究極に大切なのはあなたにとって大切
だと思うことをすることです！自分が自分であること
に、話をするかしないか戸惑うことをダメなことだと
思わないでください。でも忘れないで。あなたにはお
家やここに、たくさんの支えてくれる人たちがいると
いうことを！愛をこめて。どうかあなたに幸運を！



　娘が生まれてから1年たちますが、あの日のことを
話すとやっぱり涙が止まらなくなります。あの日は、
私の人生でも、もっとも信じがたく恐ろしい思いをし
た日でした。

　2010年11月22日午前1時ごろ、本当にひどい陣痛
と出血で、私は夫に病院に連れて行ってもらいました。
まだ35週と6日にしかなっていませんでしたので、入
院の準備もしておらず、いくつか検査をしたら帰れる
のだろうと思っていましたから、何も持たずに病院に
行きました。その12時間後、私たちの娘、エヴァは生
まれました。

　彼女は今でもそうなのですが、穏やかに静かにこの
世界に生まれてきました。自発呼吸がありませんでし
たので、私たちは彼女をさすり続けねばならず、産声
も覚えていません。彼女は申し分のない赤ちゃんでし
た。生まれてすぐにFacebookにもポストを送信しま
した。「生まれました！4週間早い目の2950グラムで
す！」。夫は苗字の綴りを間違ってポストしてしまい、
私の母からさんざんからかわれました。

　やった！生まれた！お薬も使わず自分でやり遂げ
た！でも、私が飛び上がらんばかりの思いだったのは、
お医者さんが真剣な顔をして入ってきて、スタッフに
声をかけているのを見かけるまででした。夫と私は部
屋に取り残されました。お医者さんの表情から、何か
嫌なことが起きていることが分かりました。エヴァの
性器が異常に肥大しているのが見つかり、検査したと
ころ精巣のように思われる。お医者さんたちは私たち
に告げました。性別がすぐにはっきりしない性器を
持って生まれた赤ちゃんは、もしナトリウムを正常に
処理できない身体なら、死に至ることもありうる。な
ので、すぐに赤ちゃんを新生児室に移したい。そう言
われたこと以外はあまり覚えていません。

　誕生から2時間後、エヴァは新生児室に一晩移され、
次の朝には隣の街の病院の新生児集中治療室
（NICU）に搬送されることになりました。それから
の時間、たくさんのお医者さんが部屋を行ったり来た
りしつづけましたが、娘が何とかその一晩を生き延び
られるよう必死で祈ってた以外のことは、あまり覚え
ていません。

　火曜日の朝、エヴァは救急車で東隣の街の病院に搬
送され、NICUに入りました。スタッフからは、まず
は少し家に戻って一度シャワーを浴びて、少しの間身
体を休めてくださいと言ってもらえました。病院の皆
さんはとてもいい人たちで、NICUにいる間エヴァを
みてくれるチームの方との話し合いがはじまりました。
小児内分泌学医のH先生。彼はとてもいい人で、アン
ドロゲン不応症のことと、来週精巣を除去しようと思
うことを説明してくれました。エヴァは未熟児の状態
で生まれており、ナトリウム処理の問題があるかもし
れないから、数週間かそれ以上入院をしてもらうこと
になるだろうとH先生はおっしゃいました。ちょうど
サンクスギビングデイ(訳者注：アメリカの祝日)の週
なので、検査結果は遅れるかもしれない。だから検査
結果が戻るまで、性別判定はそれまで待たなくてはな
らないと先生から告げられました。でも、夫も私も妊
娠中から「女の子の赤ちゃん」と言っていましたので、
こういう状況はすぐに飲み込むことはできず、先生方
には赤ちゃんを「女の子」と扱うように主張しました。

　両親は入院中ずっとそばに居てくれましたので、誰
かがエヴァの横に交代でいることができました。前日
に出産したばかりでしたので、私は肉体的にも精神的
にも具合が悪く、別のところで横になったままでした。
私が病室に入ったとき、父と夫がエヴァのそばに居て
くれていました。父と夫、エヴァの周りを医療スタッ
フの人たちが取り囲んでいました。父がエヴァを抱い
ていたのですが、その表情から、父がなにか差し迫っ
たものを感じているのが分かりました。話を進めてい
た医師が自己紹介し（小児泌尿器科医でした）、話が
続けられました。私はまず、私がそばに居ることなく
赤ちゃんの検査をしたことに腹が立ってきて、その医
師の話を聞けば聞くほどに、更に腹が立ってきました。
彼は娘の誕生を私たちが周りに知らせたことを激しく
責め立て、もっと検査が終わるまで、家族にも友人に
も話すべきではなかったと言い、夫のスペイン語（夫
の母国語です）にまで難癖をつける場面もありました。
彼は、思春期で男の子になる女の子の話を延々と続け、
娘のが意見を男の子みたいに見えるようにする再構築
手術について話し始めました。「あなた方ふたり（私
と夫のことです）が関係している可能性はあるか？」
といったようなことを私は言われ、私の生殖能力の問
題がエヴァに関係しているかもしれないということも
言われました。私には多嚢胞性卵巣症候群があり、私
の体内の過剰な男性ホルモンがエヴァの発達に影響し
た可能性もあるとまくし立てました。今から考えるな
ら、部屋に入った時に、私はその医師の話を止めさせ
るべきでした。新しく来て何が起こっているか分から
ず恐怖に苛まれている私たちふたりに、あまりに多く

エヴァが生まれた日エヴァが生まれた日　エヴァが生まれた日エヴァが生まれた日　



の情報が無造作に投げつけられ、その医師は「症例」
を見つけて興奮しているようだったのですから。

　私は母の許可を得ておばに今起きていることを話し
たのですが、そうするとおばはアコード・アライアン
スのウェブサイトのリンクを送ってくれました。ウェ
ブサイトに載っていた「家族のためのハンドブック」
には、あの医師が言ってることと全く逆のことが勧め
てあり、信頼できる小さなグループに話をするよう勇
気づけてくれるものでした。またこのウェブサイトは、
医師のテストケースにさせないよう赤ちゃんを守る勇
気も与えてくれました。数日語、私と夫は娘を抱いて、
あの小児泌尿器科医がインターン生(訳者注：医学部卒
業後に実地訓練を受けている研修医)を連れて入ってく
るのを待っていました。医師はインターン生に検査を
させていいか聞きましたが、私たちははっきりと断り
ました。医師はそのインターン生に検査を任さなけれ
ば、退院するまでもう自分には会えないことになると
言いましたが、私たちはそれで構わないと告げました。
彼はドカドカ足を鳴らして立ち去り、もう戻ってくる
ことはありませんでした。

　次の週が開けたとき、最初にお会いした内分泌学医
のH先生が再び私たちを訪ね、検査結果からエヴァは
CAISを持っており、女性として育てるべきだと言いま
した。血液検査の結果は数週間かかるので、エヴァを
家に連れ帰ってあげるよう許可を出してもらいました。
H先生は、3ヶ月の時点でこの子のからだに変化がない
かどうか確かめるためにもう一度会いたい、娘さんと
の生活を楽しんでほしい、これから何年も色々なこと
に一緒に対処して行きましょうとおっしゃって頂きま
した。

　3ヶ月後私たちはH先生を再び訪れました。エヴァに
は何の変化もありませんでした。しかしこの時、H先
生は、娘さんはCAISに近いがCAISではないかもしれ
ないと思うとおっしゃったのです。私はネットでたく
さんの検索をしていましたので、この話は私をとても
ナーバスにさせました。。私たちはサポートグループ
を探すように勧められていませんでしたし、DSDにつ
いて何の情報ももらっていませんでしたが、何かがあ
るのだということは分かりました。私は既にYahooの
AIS/DSDサポートグループを検索で見つけていたので
す。エヴァのために医療チーム体制を整えてほしいと
思いましたが、NICUで会ったあの泌尿器科医のとこ
ろに戻る気にはなりませんでした。ですので、ここか
ら数時間のところにある別の病院のお医者さんに会い
に行許可を得て、約束を取り付けたのです。
　小児泌尿器科医のB先生は素晴らしい人でした。気

兼ねなく話ができる人でしたし、その時点でAIS/DSD
サポートグループの親の会に入っていましたので、B
先生が何を話しているのか、どの辺りのことを質問さ
れているのか分かるようにもなっていました。B先生
は、エヴァはCAISではなくPAISだと思われるとおっ
しゃり、遺伝学医と話をし、いくつか検査を受けるよ
うに勧めてくれました。

　エヴァが6ヶ月の時に私たちはD先生のところに訪ね
ましたが、彼女は、エヴァが生まれた時になぜすぐに
自分が呼ばれなかったのか憤慨されました。私たちに
とっては、医療「チーム」が出来上がるまでに長い時
間がかかってしまったことを不満に思っていましたが、
B先生が加わることでやっとチームが出来上がり、う
れしかったです。

　6週間後、エヴァにはAISの変異が見つからず、とり
あえずは「PAISに近い状態」という診断がされた結果
を受け取りました。

　この結果を受け取って、私たちはB先生を再び訪ね
ました。エヴァの身体に起きていることを麻酔して調
べるためです。レントゲンだけでは見えないところが
あって、それでは正確に分からないため、MRIも実施
されました。その結果、エヴァには膣腔がなく、将来
的には外科手術が必要になるだろうとのことでした。

　この結果に心乱されてから数カ月後、H先生が5α還
元酵素欠損症（5ARD）についての新しい研究論文を
読んだので、そのことを知らせて、もう一度エヴァを
検査したいと連絡がありました。エヴァには4日間、
注射や採血を受けさせましたが、結論は出ず、結局5α
還元酵素欠損症の遺伝検査を受けねばならないことに
なりました。なぜ最初からそれができなかったので
しょう？私には分かりません。

　8週間後、遺伝学医の先生から連絡があり、携帯に
かけ直してもらうようメッセージが残されていました。
いい知らせでないことはすぐに判りました。エヴァの
初めての誕生日の前日、5α還元酵素欠損症が確定しま



した。結果を受け取る事を待望していたわけではあり
ません。けれども、やっと診断が確定したことで落ち
着くことができました。この診断で、親が普通に楽し
みにする、この子がこれからどういう子になっていく
かという思いに、新しい予感が加わったように思えま
す。どういう子になっていくのか楽しみです。娘の人
生はまだこれからです。ずっと「エヴァ」のままでい
るのか、それは私たちにはわかりません。けれども、
それ以上に、この子を待っている手術のことやこころ
の傷つき、痛みを考えると涙が出てこない日はありま
せん。「困難は、それを乗り越えられる人だけにやっ
てくる」という言葉に励まされようと思っていますが、
たいていはその困難はとても重いものに感じます。
「女の子用」と書かれたものは買わないようにしまし
た。娘がいつか自分の人生を振り返って、私たち両親
がなにか一つの方向を彼女を押し付けようとしていた
と思うことがないようにと思ったからです。夫も私も、
私達の人生が娘と終えるのか、息子と終えるのか、そ
のことは気にしていません。けれども、娘が自分自身
で決断を下さねばならないその時を想うと、少し胸が
苦しくなる毎日です。

（dsdfamiliesから追記：臨床医の方から次のコメン
トを付け加えてもらうよう依頼を受けました。：「イ
ギリスでは大多数の患者の赤ちゃんには常に、泌尿器
科医と内分泌学医、遺伝学医を含む学際チーム医療を
提供しており、エヴァさんのような複雑なケースの診
断からもっと早く診断がつけられるケースまで、それ
ぞれが持つ技術を集約するようにしています」。）

訳者注：5α還元酵素欠損症（5-alpha reductase 
deficiency syndrome）とは、XY性染色体（男性
型）を持つ個体が胎内で生成される際、テストステロ
ンをDHTという別の種類の男性ホルモンに作り替える
ための5α還元酵素を欠いているため、十分に男性化さ
れないまま生まれてくる状態です。生まれる時の外見
は女性型に近いため、XY型とは気付かれない場合が多
く、女性として育てられますが、二次性徴においては、
ごく普通の男性と同じ二次性徴を経験することになり
ます。

　DSDを持つ人々やご両親への医療体制は、現在徐々
に改革されつつありますが、まだまだ理解のない医師
も多く、必ずしも疾患情報も万全なものではありませ
ん。また、からだの状態がどのようなものなのか、そ
の原因はすぐには分かるというものでもありません。
その間、そしてその後、いかにご家族を支えていける
のか、医療体制の充実が望まれます。

　自分たちが成長してどういう人間になりたいのか、
自分自身の人生をどう生きるのか、そんな話をしたい
時ってありますよね。そういう場面で、私と私の一番
の友達は、まず自分がAISを持っていること、そして
AISが私のこれまでの成長や決断にどれほど影響して
きたか、まずそこから話をはじめます。

　皆さんは、私と私のこれまでの「旅」のことをご存
じないでしょうから、簡単にお話しさせていただきま
す。

　ヘルニアが見つかったのは5歳頃。両親は、私には
子どもが持てないことを話しました。両親は、遺伝子
のいたずらで、私には「睾丸性女性化症」があると告
げられたのです。自分は何か違う何か特別で（でもど
うしてそうなのか本当には知らないまま）、子どもを
持つことができないということ以外は何も知らないま
ま私は成長しました。大学で取った社会学の講義で、
その表層性に大きな感情と疑問、怒りの渦を感じるま
では。その講義からの4年間で、私はXY染色体のこと
を知り、AISのことを知り、AISSGUSA（AIS-DSDサ
ポートグループの以前の名称）を紹介してもらい、今
に至っています。

　私は何よりも赤ちゃんを望んでいました。子どもの
頃は、そのほとんどをネガティブな感情に流されるま
まにしてきました。だって、私の人生の目的は完全に
自分自身の子どものお母さんになることだったのです
から。養子で子どもをもらうのは私にはフェアではな
いように思い、そのことは考えたくありませんでした。
自分の身体のことは言われた事以外は何も分からない
ままでした。私は特殊だ。私は人と違っている。生理
は絶対来ない。子どもは絶対産めない。セックスは苦
痛だからやめた方がいい。同じような状態の人には絶
対会えない。そういうこと以外は何も。

　けれどもおかしなことに、私はそういう答え方を受
け入れていました。「それだけのことだから」という
答え方では絶対納得しないような好奇心旺盛な性格で
はありましたが、私は確かにただの子どもでしかな
かったのです。2005年秋、社会学の講義の最初にビ
デオを見たあの運命的な日まで、兵隊が従うのととて
も似たモットーを、私は自分に課していました。「聞
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くな話すな」と。もっとも、私の場合は「聞くな知る
な」でしたが。何故自分が違っているのか、私は知り
たくありませんでしたし、違うことを認めたくもあり
ませんでした。自分がどんなふうに人と違うのか知ら
ない限り、私は皆と同じでいられました。「何も特殊
なところなんてないんだ」と。どんなことであっても
私は普通でいたかったのです。何も知らないままの状
態で、私は自分の人生の大半を送るようにしてきまし
た。私は人に同情してもらいたかったし、人に注目し
てもらいたかったし、自分が持ち得ないものを（ただ
自分が持ち得ないという理由だけで）望んでいました。
今ではもう分かります。私は子どもを産みたいという
希望に長い間すがりついていたのです。子どもを持て
ないなんてフェアじゃない、他の女性が使えるのと同
じカードの手札を私も持っていたい、ただそんな理由
だけで。自分は人と違うと言うことは分かっていても、
何故そうなのか理解しないまま、私は大きくなってき
ました。理解してしまうと、私は自分が今までとは
違ってしまうと思い込んでいたのです。

　どんなふうに自分は「違う」のか理解したとき、け
れども私はそうは感じませんでした。私は依然として
ちゃんと私のままでした。私が私であることには変わ
りなかったのです。いつも面白い話を集めるのが趣味
で、聞いてくれる人に話をしたり歌ったり、タマネギ
が嫌いで犬とダンスが大好きな、女の子っぽい女の子
のままでした。自分の子どもは産めないということを、
ある時点で受け入れた、ひとりの女の子のままでした。
私をじっと見守り続け、どうせ私は奇人ショーの見世
物だと皆に思わせようとした時も、戸惑いながらも私
を私のままに見てくれていた友達や家族、そして演劇
への愛情が私の人生に新しい夢をもたらしてくれたこ
と、それにAISサポートグループとそれを作った本当
に素晴らしい女性たちのおかげで、人生の大半で私の
頭の上を覆っていた厚く暗い雲を、ついに晴らすこと
ができたのです。

最初AISは私にとっては大げさな自己憐憫でした。
けれども今ではそれは私を定義するものではありませ
ん。もし信じていただけるなら、私はAISのことを好
きになりつつあります。今まで絶対想像さえできない
ような形で、私を勇気付けさえしているのです。AIS
は、それなしでは分からなかっただろう新しい夢と展
望を与えてくれました。健やかな謙虚さへの確信、常
に物事を深く見続ける態度、自己研鑽の態度、それに
絶対無理だろうと思っていた道を歩む勇気も、この一
人の少女には決して想像もできなかった以上の愛情も。
違いというものを受け入れにくそうな保守的な家族た
ちが見せてくれた無条件の愛情と受容。生まれる前か
ら私のことを知っていて、自分で想像していた以上の
すばらしい人生を描いてくれていた神様の無条件の愛
（神は私が抱えられない以上のことは与えず、私が抱
えるべきものの10倍、常に祝福してくれている）。私
の秘密を共有してくれて、かつ時々褒めてくれるよう
になった以外は何も変わらないまま付き合ってくれた
友達の深い愛情。様々な社会的・経済的・民族的立場
にありつつ、似たような状態を抱え、ひとつ所に集え
るようになり、ただお互いを支え愛している女性たち
のグループから得られた、新しい姉妹のような愛情。
そしてもちろん自分自身を愛することもです。AISの
おかげで、私は自律性を得、自己を受け入れることを
得、無理だと思っていたような自己確信を得ました。
AISによる経験が良くも悪くも、私を強い女性に成長
させたと思います。今はただ、私を成長させてくれた
皆さんに感謝したいです。私は自分の人生を愛してい
ます。まだまだ障害はありますが、怖くはありません。
私には愛がありますから。愛し、愛されるという。

一番の友達と私がこのことについて話すとき、最初
に言うことばで締めたいと思います。AISは私の個人
的な成長と、自分で人生を開いていくことに、大きな
影響を与えてくれました。私は神様に祝福されていま
す。

私の経験と自己実現を、皆さんと分かち合えればと
思います。



　私の長年の間での最大の苦しみは、自分がMRKHと
呼ばれる先天性欠損を持っているという事実をどのよ
うに受け入れていくか、それを学ぶことでした。
MRKHだと分かったのは17歳の時。その事実は私の心
を徹底的に打ち砕きました。私の子宮は適切に発達し
ておらず、膣も一部分しか発達していないということ
を、あんな年頃に知ったのですから。この診断は私の
心に傷を与えました。つまり、このことは、私には子
どもは持てないだろうということを意味していました
から。診断から1ヶ月以内に、ネオヴァギナと呼ばれ
るものを作るため、私は、植皮片を必要とする大きな
手術（マクキンドオエ法）を受けました。これで私は
治った、そういう人もいました。少し考えてみてくだ
さい。17歳の1ヶ月の間で、診断を受け、手術を受け、
「治った」っていうことを。

　数カ月後、私はセックスができる体にはなっていま
した。でも、私は、MRKHを持って生きていくという
心の準備はできませんでした。MRKHにはよくある孤
独と孤立への心の準備はなかったんです。「タンポン
持ってる？」とか「また生理が来たー」なんていう、
普段の普通の会話をどうやっていくかっていう心の準
備も。他の女性とは深い友達関係を持つことはあまり
ありませんでした。私のいい友だちの大半は男性でし
た。そっちの方がずっと楽だったんです。その方が何
も説明する必要もないので、私が私でいられたんです。

　大学生時代、私は自分を定義するのに苦しみました。
私は女性なの？私はインターセックスなの？私は異性
愛なの？私はレズビアンなの？体の状態は私のセク
シャリティに影響するの？魂がさまよい続けた後、私
は知りました。私は女性なんだ。私はX染色体をふた
つ持っている。私は自分を女性だと感じている。なぜ
「男でも女でもない」なんて言われなきゃいけないん
だと。

　大学院生時代は、友達が結婚して赤ちゃんが授かる
のを眺めていました。友達が妊娠した時は私の一部は
一緒に喜んでいました。でも、私の一部は深く心を痛
めていました。私の喪失を。妊娠できないことを。私
はカウンセリングに通い、カウンセラーさんは、
MRKHのことを、ひとつの死として、生まれてこない

私の赤ちゃんを喪の作業として体験することを許して
くれました。それからの10年間、私はたくさんの夢を
見ました。妊娠する夢、赤ちゃんにご飯をあげるのを
忘れる夢、子宮外妊娠する夢、そして自分の赤ちゃん
を抱きしめる夢。こんな夢が来た時には、できるだけ
眠り続けようとしました。それだけが、自分の赤ちゃ
んを慈しみ、他の女性と同じようになれる、唯一の機
会だったんですから。

　結婚してからは、隣近所の人がどれだけうるさいか
驚かされました。「お子さんはまだなの？」「きっと
もうすぐよ」「お子さんは何人？」。こういう質問は
くり返されました。そしてその度に、私はちょっとだ
け肩身の狭い思いをしていました。どうやってそうい
う質問を止めるかも身につけました。誰かがそういう
ことを訊いてきたら、その人の目を見て、はっきりこ
う言うのです。「複雑なんです」。そうすると勇気が
湧いてきて、相手が不愉快に思っても気にならないよ
うになりました。だってそういう人は、私に会ったっ
ていうだけで、とても個人的なことを訊いてくるよう
な人たちなんですから。

　2009年、私はMRKHを持つ女性のためのアートセラ
ピーのワークショップに参加しました。それは私の人
生を変えました。最初はひとりの大人として、MRKH

を持つ他の女性と会っていたのですが、そこでは振り
をする必要はありませんでした。不意に誰かが私の心
を傷つけるようなことを言ったり、他の人に不愉快な
思いをさせることをしなければならない心配をする必
要もありませんでした。その経験は、たったひとつの、
大きな、いちばん私のためになることでした。

　2年前、私は医学生の前でMRKHのことについて公
に「カミングアウト」しました。アナーバーまで旅を
して、臨床医のグループに会いました。そのうちの何
人かは私の個人的な友達でした。私は自分の経験を完
全に全て話をしました。それは解放的な体験でした。
自由を感じたのです。
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　それからは私は、MRKHを持つ女性のためのグルー
プを４つ作って、参加しました。それにFacebookのサ
ポートグループの運営を協力し、MRKHについて公に
話すことも始めています。それに「The beautiful You

MRKH Foundation」の設立にも協力しました。世界中
のすばらしい女性たちと出会ってきました（実際にお
会いもしました）。私の人生は2年前よりもずっと大
きなものになりました。そして私自身をオープンにす
ること、人々を招き入れることに、大きな深い充実感
を感じています。もう止まりません。これからもっと
すばらしい日々が訪れると思っています。

　私は女性です。辛いけれど、最後はハッピーな話で
す。読んで、こんな私のことを知っていただければ、
嬉しいです。
　大学3年のある日、大学病院で妊娠できない体だと
知らされました。
　疾患名は、ロキタンスキー症候群（MRKH）。ロキ
タンスキー症候群は、5000人に1人の割合で生まれる
そうです。
　私には先天的に子宮がなく、膣も殆どありません。
私の染色体、外見、心、しぐさ等は、全て女性です。
四肢もあり、普通の知能で、健康的に仕事、家事、資
格取得のための勉強をこなす34歳です。
　「子宮・膣欠損」は、人間として、女として辛いで
す。この疾患を告知されたときは、そんなに辛くあり
ませんでした。まだ学生で「子宮や膣がない」ことが、
どんなことか実感できなかったからです。けれど、最
愛の人を見つけてから、辛くなりました。

①子どもを産めない私が、この人といて良いのだろう
かと思いながらも好きな気持ちを抑えられない辛さ。
②お互いの気持ちが深まれば深まるほど、私はこの人
を幸せにできないと思う辛さ。
③幼い頃から、子どもが大好きな私。時折、子どもを
産みたいという衝動にかられる。まるで、性欲に似た
症状に似ている。産みたくても産めない辛さ。
④夫と手を取り合えば、大抵のことは二人で築くこと
ができる。でも、愛の結晶の子どもだけは、授かり物。
どんなに深く愛し合っていても、授かり物だけは、自
分達でどうすることもできない。愛し合っている二人

なのに、愛の結晶をいただけない辛さ。
⑤子持ち、妊婦、死産、不妊には、精神面または経済
面で手厚いサポートがある。元から子どもが絶対に出
来ない私は、生死にかかわる問題だからと言う理由で、
軽視されている。苦しみ、自ら諦める道を進むしかな
い、自らの道を切り開く辛さ。「健康なのだから、強
く生きろ！」と言われても、あるべき物が欠損してい
ることは、充分過ぎるほど辛いのに。。。

　こんな私でも、辛さを乗り越え、今は、幸せをつか
んでいます。その幸せをくれたのは、「新しい命」、
姪や甥っ子達とそのママでした。
　一人目の姪が生まれた直後に病院へ着いた爺婆と私。
全く予定していなかったけれど、生まれたばかりの姪
と「分娩室」でご対面！病院とママに感謝。
　クチャクチャの顔で、あくびをしたり、手を開いた
り、あんよをばたつかせたり、無条件でかわいいと思
えた姪に会えたその瞬間、心の中の何か堅い物が一気
に取れました。
　その後も、お宮参りをしたり、おひな様をしたり、
おむつを替えたり、食事をしたり、買い物にいったり、
救急病院に駆け込んだり、公園へ行ったり、幼稚園の
制作展へ行ったり、ケーキを作ったり、ママがいない
間お留守番を一緒に頑張ったり、甥やもう一人の姪が
生まれたりと、彼らと多く時間を過ごしましています。
ママに大感謝です！
　女として辛い部分に欠点をもちながら、なぜ生まれ
なければならなかったのかと問い、一時は自殺するこ
とばかり考えていた私。
　それでも、姪や甥たちに出会ったことで、自分の欠
点に執着することなく、新しい幸せを見つけるために、
生きることが出来るようになりました。
　私の命を守ってくれた新しい命達とママに、「心か
らありがとうー」を言いたいです。

　私はアルゼンチンの北、サルタという街に住んでい
ます。38歳。MRKHを持っています。

　17歳の時です。私は初潮が来るのを待っていまし
た。。。でも、それは来ませんでした。両親は最初か
らいませんでした。だから、婦人科医にはひとりで行
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きました。そのうち生理が来るのだろう、私はそう
思っていました。ですが、驚いたことに、それは間違
いだったんです。最初にあるお医者さんに会った時、
そのお医者さんは別の同僚のお医者さんを呼び出し、
またそのお医者さんも、更にヘルプが必要だと、また
別の同僚のお医者さんを呼び出しました。これはもう
十分に心落ち着かない状況で、ただただ新しいお医者
さんが加わっていくだけだったのです。私の体には、
なにか悪いところがある、私は気づき始めていました。

　エコー検査を受けました。その後私は呼び出され、
先天的な変異がある、膣と子宮がないと告げられまし
た。この知らせは、私を粉々にしました。遠い、別の
病院に行って腹腔鏡の検査を受けねばならないと言わ
れました。そして、私には生物学的なつながりのある
子どもは持てないだろうとも。それはとてもつらい話
で、私は何を考えたらいいのか、自分が感じている感
情をどうしたらいいのか、全く分からなくなりました。
私は、難しい診断名を前に、ただ怯え孤独を感じる、
ただの10代の女の子でした。もちろん、私が怯えたの
は、診断名のことだけではありません。

　両親からの支えもなく、私には治療代もなく、自分
の感情も自分自身で処理していかねばなりませんでし
た。

　私は自分に起きていることを隠す術を覚え、誰にも
そのことは言いませんでした。仲のいい友達にも。拒
否されるのが怖かったんです。それで、女性の友達と
一緒にいるのがつらくなって来ました。私は孤立しは
じめ、女性の友達を持ちたいとは思わなくなりました。
ふたりの男性の友達と過ごすだけでした。でも、その
ふたりにも自分の状況については一言も話しませんで
した。

　外科手術以外の治療選択肢はないか、お医者さんを
渡り歩きました。けれども、どのお医者さんも、私の
状態について知っている人はいませんでした。患者の
私が、お医者さんに自分の体の状態を説明しなきゃい
けなかったんです。私が知っているのは、それが遺伝
子からの先天的な変異であるということだけ。それを
専門家にわざわざ説明しなくちゃいけないのは、私に
は不公平に感じ、イライラすることもありました。そ
れはとても嫌なことで、MRKHに関係のない時でも、
お医者さんに会うのはためらいを感じました。足を痛
めた時も、ただ病院に行くというだけで、私は恐れで
いっぱいになりました。

　私の国ではお医者さんはお金儲けに精一杯で、ひと

りの患者のこころや生活にはあまり興味を持たれませ
ん。彼らには倫理がなく、保険制度は無慈悲なものに
もなりえます。別に全てのお医者さんがそうだと言お
うとは思っていません。ですが、これが私の国での、
医療医学の世界での体験だったのです。

　年月が過ぎていきました。私は肉体的にだけでなく、
社会文化的なレベルでも、心損なわれていきました。
アルゼンチンは、まず大きな家族を持つことに重きが
置かれる社会なんです。この国では、ひと家族に子ど
もが4,5人いるのが当たり前で、女性の役割は母・妻に
なることなんですから。私は自分の国に馴染めなさを
感じ、今でもほとんど日常的に、悲しい質問をされて
います。子どもはいるの？いつなの？と。私のような
年齢の女性に子どもがいないのは、普通じゃないこと
に見えて、私に子どもがいないことに、ほとんどの人
は驚き、理解しようとはしてくれないのです。絶対に
養子縁組はしない、絶対母親にはならないと私は決心
していました。自分には子どもを持つ能力がないとい
うことは、自分が母親になりたいのか、なりたくない
のかなんて選べないということと同じくらいに、私の
心を痛めました。私は選ぶこともできず、ただ心痛め
るだけでした。

　でも、長年一番私に影響を与えていたのは、私の体
の中の悪いところを正確に知ることでもなく、そうい
う状態がどんな名前で呼ばれるのかということでもな
く、そのことをどう扱っていくのかということでもあ
りませんでした。私はお医者さんへの恐れによって、
病院から遠ざかっていました。ですので、30歳になっ
た時、私はインターネットで調べ始めたのです。

　自分の体の状態について読んだことを全部、私は自
分のものにしだしました。私はMRKHを持っている、
それはメイヤー・ロキタンスキー・クスター・ハウ
ザー症候群を略した名前だということ、ダイアレー
ションのこと、手術を望まない場合の治療選択肢。な



ぜ私の股関節と背中が長年痛みを持っていたのかも分
かりました。その痛みは、私の卵巣が明らかに普通に
排卵している、その痛みだったのです。私は自分が、
XX染色体を持つ完全な女性であることが分かって、
感謝しました。長年感じていたような怪物ではなかっ
たのです。私には子宮がない、そのことを証明するた
めに、私は断層撮影法を受けることにしました。

　しばらくダイレーションをして、それが効果的だと
も分かりました。私が普通の人生を送るのに役に立っ
てくれています。

　MRKHは身体的にだけでなく、心理的にもたいへん
複雑なものです。私は芸術を心理療法として使いまし
た。このおかげで、私は私自身を表現し、孤立から脱
し、創造的な女性になり、自分を美しく感じられるよ
うになりました。母親になれないことで絶望の淵に陥
らないようにも。今では分かります。女性は強いのだ、
内面的にも外面的にも美しく、自分自身の子どもを持
てなくても、女性として価値がないなんてことではな
いんだと。

　33歳、私はまた再び、MRKHを乗り越えねばならな
いことになりました。私の美しい姪が、MRKHと診断
されたのです。私は大きな衝撃を受け、深く心を揺る
がしました。ずっと私は姪とは親しい関係で、彼女が
生まれてからずっと特別な関係を結んでいました。私
の妹が亡くなった時、姪は私の娘であるように感じま
した。

　今回姪の体の状態が判明した時には、幸いにも私が
既にMRKHのことを十分に知っている状況でした。幸
運だと言ったのは、もしそうじゃなかったら、すぐに
ブエノスアイレスまで飛んで、自動的に手術を受けな
きゃいけないことになってしまうからです。

　私たちふたりは、治療選択肢について話しあい、ダ
イレーションにすることにしました。（お医者さんは、
そういう方法があることさえご存知ありませんでし
た）。これは彼女にとっても効果的な治療法になりつ
つあります。私と姪は以前の関係からは卒業し、新し
い関係を結ぶようになりました。MRKHという絆を。
18歳の歳の差にも関わらず、私たちふたりはなんでも
話す間柄です。

　今では分かります。自分自身を知ることは重要なこ
となのだと。あなたがどんな状況にあっても、あなた
自身を受け入れることが重要なのだと。自分を孤立さ

せようとしてはいけないことが重要なんだと。こうい
う身体が、あなたを他の人より劣った存在にすること
はありません。私の物語が将来の世代の人々に役立て
ればと願います。

　ジャクリーンはミシガン州立大学の大学院生で、広
告学の修士号を取るために勉強しながら、ブロガン＆
パートナーズという広告会社でフルタイムで働いてい
る女性です。広告会社ではメディアバイヤーを担当。
ジャクリーンがBeautiful You MRKH Foundationにコ
ンタクトしてきたのは、MRKHの啓発をしたいという
こと、それにグループに興味を持ってくれたから。何
度か話をしていく中で、MRKHを持つ女性の人生を良
いものにして行きたい、すべての年代のポジティヴな
ロールモデルになりたいという、彼女の熱意を感じま
した。Beautiful Youは、喜んでジャクリーンと活動を
共にし、チームに迎えることにしました。

　ここ数ヶ月の間、彼女の話はとても素晴らしいもの
だと感じ、私たちとしては、みんなにも彼女のことを
知ってもらおうとインタヴューをすることにしました。
ジャクリーンには彼女自身のことについて質問し、
MRKHのこと、MRKHは彼女の人生にどのような影響
を与えたのか、お聞きしました。

  ミス・ミシガンを受賞したミス・ミシガンを受賞した

  ジャクリーンさんインタヴュージャクリーンさんインタヴュー

  ミス・ミシガンを受賞したミス・ミシガンを受賞した

  ジャクリーンさんインタヴュージャクリーンさんインタヴュー



インタヴュアー：MRKHを持っていることでどんな体
験をしたのか、人生にどんな影響を与えたのか話して
いただけますか？

ジャクリーン：十代の頃ってとてもじゃないけど簡単
なものじゃないって、女性全員がうなずいてくれると
思います。女の子の十代って本当大変！女性ホルモン
が体の隅々まで行き渡って、みんな大人の女性になっ
ていくし、高校で友達ができるかどうか、いい成績が
とれるか、みんなと馴染んでいけるか、男子からいじ
められたりしないか、もうみんな色々な心配がある。
そして、ある日は学校に行って、クラスでうまくやっ
ていけるようにしてる。でもそんな次の日に、病院の
一室で、世界が全てひっくり返ってしまうような
ニュースを聞く。すぐには理解できないようなニュー
スを。私にとってはそんな感じでした。　MRKHと診
断されたのは15歳の時です。その時はそれがどういう
ことなのか全く理解できませんでした。分かったのは、
父と母が完全に打ち砕かれているということくらい。
生理は来ないだろう（それは悪くないんだけど）。そ
して自分の子どもは持てない（これは嫌でした）。高
校では友達数人にしか、そのことは話さなかったです。
じゃないと、浮いてしまうことになるし。当時は、そ
れだけは嫌だったんです。MRKHのことを明らかにし
はじめたのは大学に入ってからです。人と違うのは悪
いことじゃない、私の独自性なんだって思って。
ちょっと怒ってたというのもあった。もうこれ以上隠
し事なんてしたくないって。ずっと必死に隠してきた
んですが。でも私にとっては、秘密にすればするほど、
MRKHのことが実際よりも重荷になっていって。明ら
かにして話すようにしていくと、気持ちが楽になって
いきました。それに、赤ちゃんを持つこともずっと後
のことだし、あまりそのことを気にしないようにした。
代理母や養子縁組もありえるし、私が結婚したいと思
う人なら、どちらの選択肢でも愛情は変わらないだろ
うからって。なので、とにかく大学に行って、卒業し
て、広告会社の仕事を手に入れて、修士号を取るため
にまた大学に戻って、たまたまミス・ミシガン・USA
大会に出て、ミス・ミシガンに選ばれちゃった。

　こんな、何かを成し遂げていくことについては、
MRKHを持っていることは話しませんでした。落ち込
むような、ずっと落ち込ませるような人生上の葛藤の
ことも。ただただ、そういうこと・人に向き合って、
そこから這い上がることに必死だった。克服して、笑
顔でこう言うの。「思い知ったか、ざまあみろ！」っ
て。MRKHが私に教えてくれた。助けもしてくれまし
た。人生で、涙で落ち込むようなことがあっても、そ
んな人がいても、自分自身の中に深く入っていって、

またそこから登ってくることが大切なんだって、そう
いうことを教えてくれた。

インタヴュアー：MRKHのことを啓発しようと思った
のは？

ジャクリーン：自分のことをMRKHの啓発に使おうと
決めるまでには、少し時間がかかりました。単純にこ
のことは個人的なことにしていましたから。世間に知
らせるのではなくてね。でも、このことに光を当てな
きゃと思った。そうしなきゃ、残りの人生で後悔しそ
うに思ったから。大変なことをする時って、その分得
るものもあります。私にとって、MRKHは、人生で最
も辛いことであると同時に、確かに大切なことでもあ
りましたから。Beautiful YouのウェブサイトでMRKH
を持つ女の子の話を読み始めて、このことを自分の人
生の第一のことにしようと思ったの。私もその流れに
身をおいて、MRKHを持っている女の子に、私もそう
だって伝えたいって。自分の美しさに気づいて欲しい、
いい意味で特別で、MRKHを自分の人生を定義するも
のにしちゃいけない、自分を飾るものにしちゃいけな
いって。どんな障害があっても、乗り越えられる、幸
せを手に入れられる、自分の人生を作るのは自分だけ
なんだって、女の子たちに伝えたくて。

インタヴュアー：ミス・ミシガンである間、 
Beautiful Youのパートナーになることにしたのは、
どういうところから何ですか？

ジャクリーン：ミス・ミシガンとしての間、それに残
りの人生で、Beautiful Youのパートナーになったのは、
Beautiful Youのみんなが、MRKHという診断への向き
合い方を変えていこうとしていること、自分はひとり
じゃないんだって、女の子たちに伝えようとしている
からです。15歳から24歳の間、私はMRKHを持ってい
る女性と話をしたことがなかったし、そういう女性が



他にもいるなんて思いもしなかった。それはとても孤
立した時間でした。パートナーになることで、私も一
緒に、世界中のMRKHを持つ女の子の孤立感を無くし
たいと思ったんです。

インタヴュアー：最近MRKHと診断された女の子に何
かアドヴァイスは？

ジャクリーン：とても辛い思いをしてると思う。でも、
MRKHを持っていることに食いつくされないよう、自
分の人生を定められないようにがんばってほしい。こ
の人生にはたくさんの素晴らしいことがある。否定的
になって自暴自棄にならないで。学校にいくこと、進
学することに集中して、いいことも考えるようにしよ
う。まだ分からないかもしれないけど、全てには理由
がある、最後には乗り越えていける、そんなことを伝
えたいです。

インタヴュアー：Beautiful Youに入って、なにか驚
いたようなことはありますか？

ジャクリーン：私が住んでる地域だけでも、こんなに
MRKHを持つ女性がいたなんて、とっても驚いたわ！
半年前までは、MRKHを持った人に出会うことも話す
ことも紹介されることも一度もなかったのに。グルー
プに入って良かったです。こんなに、こんなにたくさ
んの、私と同じような女性がいたんだから。

インタヴュアー：MRKHを持つ女の子や女性は、将来
どうなっていけばいいと思いますか？

ジャクリーン：もし将来、MRKHを持つ女の子に変化
を起こせるとしたら、診断されたばかりの女の子が、
自分は4,500人に1人なんだって感じないようにする
こと。分かった時の孤立感は私にはとても辛かったで
す。いつか、そんな女の子がサポートシステムを持て
るようにしたい、そしてMRKHを持つ他の女性を紹介
できるようにしたい、そしてそんな女の子たちが自分
の人生に対して素晴らしいことができるようになって、
自分のことをOKと思えるように、もっといい人生を送
れるようになっていってもらいたいです。

インタヴュアー：時間がある時は、どんなことがする
のが好き？

ジャクリーン：今は忙しすぎて。仕事はフルタイムだ
し、昼間はそれでつぶれちゃって、夜は大学院。それ
にイベントにも出なきゃいけない。週末は宿題か、ミ
ス・ミシガンのイベント。そういうことがない時は、
ミス・アメリカの準備のために、ジムに行って必死で
鍛えています。だからヒマな時はジムかな…。

インタヴュアー：あなたのことで、みんながまだ知ら
ないこと教えてもらえます？

ジャクリーン：ほとんどの人は、私を見たら、今まで
の人生ずっとコンテストのことばっかりだったんじゃ
ないかって、もしかしたら思ってるかもしれない。で
もそんなことはないんです。ミス・ミシガンは初めて
のコンテストでした。両親にエントリーのことを言っ
た時は、両親とも不意打ちを食らったみたいにしてま
した。私は今までそんなことに興味がなかったから。
おてんばで、7年間バスケ、その後4年間はバレーボー
ルをしてたし。ソフトボールや陸上、それに水泳教室
にも通ってました。競争好きなのね。それにスポーツ
が教えてくれたことは私を成長させてくれた。舞台で
はヒールを履かなきゃいけないけど、本当は今でもナ
イキのランニングシューズで出たいくらいです。



　 LMSW（ソーシャル
ワーカー試験合格者）の
トレイシー・シャクター
さんに、ロングアイラン
ドジューイッシュ病院／
スティーヴンアレキサン
ダーコーヘンこども医療
センターでのDSDチーム
の取り組みについて、ア
コードアライアンスの読

者へご紹介できるよう、インタビューを行いました。
トレイシーはチーム構築と、チームアプローチのあり
方、そしてソーシャルワーカーとしての彼女の役割に
ついて語ってくれました。

　ロングアイランドジューイッシュ病院／スティーヴ
ンアレキサンダーコーヘンこども医療センターのDSD

チームでソーシャルワーカーとして働けるようになっ
てとても喜んでいます。私たちのチームは、小児・思
春期婦人科のヘザー・アプルバーム,MDをプログラム
ディレクターとして専門的に結成されたチームで、現
在十分にまとまった活動を行なっています。このチー
ムは、小児内分泌科の Phyllis Speiser, MDや、小児泌尿
器科の Jordan Gitlin, MD と Lane Parlmer, MD、小児外
科の Nelson Rosen, MD、小児遺伝科の Joyce Fox, MD、

小児精神科の Carmel Foley, MD、新生児集中治療部の
Carol Adelman,  DSW、そして婦人科ソーシャルワー
カーの私から構成されています。

　ソーシャルワーカーの視点を尊重する外科医や看護
師と一緒に働けるのはとても大きいことです。患者さ
んとご家族がドアを開けて出入りしてくるその前、後
のニーズを考慮に入れてくれるのですから。私たちは、
患者さんがひとりの人間としていかに生活されている
のか、患者さんの周りとの関係、社会的ネットワーク
の中でいかに生活されているのかということに関心を
向け、不確かさや不安、話しにくさ、悲しみ、愛、そ
して成長に対応するようにしています。

　私はチームのソーシャルワーカーとして、宗教や民
族性、そして周囲の環境などの心理社会的アセスメン
トを主導する役割を果たしています。ご家族との信頼
関係を作り、最終的にはご家族の困惑や知りたいこと

を共有できるようにするのです。まだ幼いお子さんの
ご家族には、診断や医学的介入、予後に関わる不安に
一緒に対処できるよう支援しようとしています。１０
代の患者さんには、ボディイメージを中心に、積極的
に耳を傾け、支援を紹介し、自分自身をより良く感じ
られるのに必要なコーピング手段を提供しています。
患者さんが青年期ならば、決断は真に彼ら、彼女らの
手に委ねられます。私はダイレクトに支援をし、身体
的・精神的成長の観点から彼ら、彼女らがどのような
地点にあるかを見極め、今、そしてこれからをどうし
ていくのかアシストするようにしています。

　早急な外科的「固定」処置が常にベストな長期的選
択肢とは限らないこともあるということを認識してく
れているチームとともに働けることに、私は特に満足
しています。私たちのチームは、たとえば陰唇拡張に
は、外科的処置ではない、圧力式ダイアレーションの
ような選択肢を真剣に採用しています。私たちは、
きっと患者さんが自分自身、自分の身体、自分の人生
をより良く感じて私たちのクリニックを去っていける
よう努力しています。

　現在私は、陰唇未形成の女の子のためのローカルサ
ポートグループを作ろうとしています。私達は目下、
患者の女の子の母親のピアサポートを提供しています
が、これはお母さんたちが明らかに、娘さんの生殖能
力が、この身体の状態によって減退するのではないか
と大きな不安とストレスを体験されているからです。
大人になった患者の女性に参加していただいてこのよ
うなお母さん方にお話いただくことが、お母さん方の
助けになると私は思っています。そうすることで、最
初は母親の娘として社会に出て、自分の目的を達成し、
社会の一員としてがんばっている女性と出会うことが
できるからです。このような「メンタリング」はとて
も貴重なものになり得ます。

　このチームでの私の一番大きな目標は、必ずその人
全体に目を向け続けること、そして、私たちが遺伝学
や、変異、ホルモンのことを扱っている時にも、絶対
にその人全体を見失わないということです。この任務
は、同じ目的を共有する医師や看護師と共に協力して
いくことで必ず達成できると思っています。

「「その人全体に目を向け続ける」その人全体に目を向け続ける」
　　　～ロングアイランド病院では　　　～ロングアイランド病院では
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訳者注：AISなどのDSDを持つ女性と家族のためのサ
ポートグループ「AIS-DSD Support Group for Women 

and Families」のサイトに掲載されている、サポート
グループ案内文です。思春期前後に判明するDSDは女
の子に多く、ほとんどの女の子・そのご家族は大きな
ショックを受けられ、DSDに対する社会的偏見に曝さ
れることになります。
AIS-DSDサポートグループは、最近日本支部も開設さ
れ、活動されています。

DSDを持っていることが、ちょうど判明したばかりの
女の子へ
　もしあなたが自分のDSDのことを知ったばかりなら、
こんな切迫した疑問をお持ちかもしれません。ここで
は、そういう疑問に、個人的に少しお答えします。

「私は本当にまだ女の子なんですか？」
　もちろん！あなたはちゃんと女の子ですよ！

「パートナーや家族、友達に、なんて言ったらいいで
すか？」

　今日は何も言わないでおきましょう。ちゃんとした
情報を全部説明してもらうまで、今しばらく待って、
大丈夫だ、言っても安全だと思えるときに、少しずつ
話しをしていきましょう。

「医学的な質問や、カウンセリング、サポートはどこ
で受けられますか？」
　ここにアクセスしてください。(AIS-DSDサポートグ
ループへのリンク）

「今日すぐになにか決めなきゃいけないんですか？」
　ゆっくりいきましょう。まずはちゃんとした医学的
診断をもらって、それから、子どもの頃の医療カルテ
を探しはじめてください。それから、あなたの疑問を
お医者さんに聞いてみましょう。次に、サポートを得
られるよう私たちにメールをください。

「すぐに手術を受ける必要があるのですか？」
　外科手術が必要かどうか、それは、それぞれの人の
特定の状態や心身の健康への考慮も含めて、様々な要
因によって異なります。医学的介入が必要じゃない場
合もありますし、早急な対応が必要な場合もあります。
AIS-DSDサポートグループは医療アドバイスはしてい
ません。あなたが信頼できる外科医からアドバイスを
もらってください。もちろん、希望されるならセカン
ド（サード）オピニオンをもらうこともできます。

「私は気がおかしくなっちゃうんですか？」
　今はそう思ってるかもしれません。でも、そんなこ
とにはなりませんよ！

「私は性別を変えなきゃいけないんですか？これから
の人生全部を？何を着たらいいの？結婚はできる
の？」
　つらい疑問ですね。私たちの両親と大人専用のe

メールサークルでは、こういう問題について長期でお
手伝いができます。でも今日これだけは言えます。あ
なたはちゃんとした女性です！いつも着ている服を着
ればいいのです。あなたはあなたのままなのですか
ら！そして、あなたが愛する人だったら、結婚もでき
ると思いますよ。大丈夫でしょう。

「私は死んじゃうんですか？」
　私たちは悲しいことにいつかは死に至ります。けれ
どもそれは今じゃないです。XYの染色体を持ってい
るからといって死ぬわけじゃありません。あなたも私
たちと同じように、おばあちゃんになるまで生きてい
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ますし、私たちも素敵なおばあちゃんになるまで生き
ていたいです！

「私はセックスはできるんですか？」
　もちろん。あなたの素敵なパートナーと健やかでア
クティブで満たされた関係でいるにはどうすればいい
か、私たちはあなたをサポートできると思います。

　まだ少しドキドキされているかもしれませんね。こ
こからは、アンドロゲン不応症を持つケイティさんと
いう女性からの、招待状を紹介します。彼女はフィラ
デルフィアで大学を卒業し、数年前にこの招待状を書
いてくれました。ケイティさんは大学を卒業して、最
近サムさんとご結婚されました（このことは招待状に
も書いてあります）。彼女からのメッセージを読んで、
もしよければ彼女に直接手紙を書いてみてください。

みなさん、こんにちは！

　私はケイティです。25歳。フィラデルフィア地区に
住んでいます。私が好きなのは、犬（特に小さいの）、
編み物、それにフィアンセのサムとの旅行です。好き
な色はピンク。卒業したら（今私は医学生なのです）、
医者になりたいと思っています。星座はいて座。あ、
それと、忘れてました。私はアンドロゲン不応症を
持っています。

　私は6歳のときにAISを診断されました。ヘルニアの
手術の時で、私には子宮と卵管がないことをお医者さ
んが見つけたのです。私はまだその時小さかったから、
全部詳しくは理解できませんでした。なので私の両親
は、少しずつ少しずつその話を私に聞かせてきたので
す。新しい話を聞く度に、私の心は痛み、聞くのが怖
くなりました。自分の置かれた状況を違う目で見られ
るようになるって、難しいことですよね。自分ではど
うしようもないって時は特に。私は長い間、悲しくて
孤独で、周りのもの全てが敵であるように思いながら
過ごしていました。

　私の両親はAISのサポートグループの設立メンバー
なのですが、私もミーティングに行くことで、いい体
験ができて、元気になっていくスタートを切れたよう
に思います。ミーティングでは、私と同じような経験
をしてきた、AISやスワイヤー症候群、MRKHや他の
様々なDSDを持つ、きれいで賢くて心が強い女性の皆
さんと出会いました。彼女たちはすぐに私を受け入れ
てくれて、なによりもうれしかったのは、私が何も言
わなくても、私の気持ちを理解してくれたことです。
サポートグループに出たことで、私は自信が持てて、
そのおかげで、自分の気持や、AISのことを自分がど
う思っているか、両親や友達、ボーイフレンドに話す
ことばをみつけられるようになりました。だんだん私
は、AISが私の存在を決めるのではないと気がつくよ
うになっていきました。AISは私の一部に過ぎず、私
の全てではないのだと。もちろんまだ、悲しかったり、
打ちのめされたりする日もあります。特に、私は妊娠
はできないんだと思い出したときには。でも、そんな
ふうに思った時でも、そういう気持ちを乗り越えさせ
てくれる、大好きな人達の集まりがあるんだと、私は
もう知っているのです。それに、いつか子どもを養子
にもらいたいねと、フィアンセとで楽しみにもしてい
ます。

　私は自分がDSDを持っていることを、なんとか自分
の人生の肯定的なところにしようとがんばってきまし
た。大学ではこのことをオープンに話し、それが縁で、
別の大学や医学校、お医者さんや看護師さんのミー
ティングで話をする機会につながりました。NPR（ナ
ショナル・パブリック・ラジオ：アメリカの公共ラジ
オ局）やマリ・クレール（欧米の高級ファッション雑
誌）、オプラ・ウィンフリー・ショー（アメリカで最
も有名なトークショー）などのメディアで自分の話を
することにもなったんですよ。私は今、ペンシルバニ
ア大学の医学生です。どうすればDSDを持つ人を一番
良く支援できるか、医師として取り組んでいきたいと
思っています。

　 DSDを持っていることをこんなにオープンにするの
は正直私も怖いです。けれども、私がこういうふうに
オープンにするのは、今皆さんにこうやって手紙を書
いている理由と全く同じ理由なのです。つまり、あな
たはひとりじゃない、今はたいへんかもしれないけど、
絶対良くなっていくんだってことを、あなたに伝えた
いんです。今では私は、100人以上のAISやその他似た
ようなDSDを持った女性の方たちを知っています。10

代の女の子もいますよ。みんな、もしあなたが必要と
するなら、手を差し伸べてあなたの役に立ちたいと
待っています。サポートグループのミーティングや、
eメールのグループに参加もできますし、1対1で携帯



やネットでチャットもできますよ。13歳から25歳まで
限定のグループもあります。重要な医学的問題や、恋
人のこと、セックスのこと、それに自分の心をいたわ
ることなどなど、そんなことをみんなでお話していま
す。みなさんの家族の方が話せる場所もあります。家
族の人だって、皆さんと同じ疑問を持っていますから
ね。

　ですから、お願いです。どうかためらわないで。こ
のサイトを見て回って、個人的にアクセスできますの
で、みなさんの情報を私に送ってください。こちらか
らすぐにお返事しますので。
　私たちのグループへようこそ！あなたをお迎えでき
てうれしいです。それに、忘れないでください。今は
そんな気持ちになれないかもしれないけど、大丈夫。
きっとうまくいきます。みなさんの役に立ちたいと
願っている、女性だけのグループが、みなさんをお待
ちしています。

愛をこめて。
ケイティ・バラッズ

訳者注：これは欧米のDSDを持つお子さんと家族のた
めのサポートグループで公表されている親御さんや
DSDを持つ女性の往復書簡です。その場ではすぐに性
別が特定できない赤ちゃんが生まれた時は、現在では
然るべき検査がなされ、性別は判定できるようになっ
ています。この書簡では、先にご紹介しているブリフ
ファさんやジムさんの頃とは異なり、医学の進歩に
よって、PAISでも女の子と判定できたお子さんを持
つお母さんたちが、年頃になった娘さんに、どのよう
にDSDのことを話すか、大きな苦悩を抱えながらお子
さんのことを懸命に考え、その体験をつづっていらっ
しゃいます。

一時、DSDについては残念ながら、「親が勝手に性別
を決めている」といったように、親御さんが一方的な
責めを負わされたり、「親が本当のことを言わないか
らダメだ」と、親御さんの罪悪感や苦悩、お子さんへ
の想い、親御さんの立たされる孤立に思い至ることの
ない、心ない言葉に曝されることがありました。そん
な偏見の中でも親御さんたちは懸命に子育てをされて
きたのです。

是非皆さんには、親御さんのそのままの想いを、その
ままにありのままに受け止めていただければと思いま
す。

（文中でも触れられていますが、DSDのことをお子さ
んに話す年齢は、地域・文化によって異なり、またお
子さん・ご家族の状況によっても異なってきます。こ
の年齢に話すべきだというものではないことを注意し
て下さい）。

8歳のPAISを持つ娘さんのお母さん、ジルさん（38
歳）から、彼女の友人マルタさんへのメール（2010
年10月）

　私の赤ん坊の誕生、そしてPAISの診断からこれまで、
私はずっと大きな雲がかかったように重苦しい気分に
なることが多々ありました。他の親御さんもそうなの
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だということは分かっています。でも、お医者さんは
この雲のことをご存知ありません。その雲の原因を表
す言葉はご存知ですが。お医者さんはそのことを「開
示」と呼んでいます。

　娘が8歳の頃、あるお医者さんがこう書いてらっ
しゃるのを読みました。（チャーミアン先生の「患者
に話す時」の「その他役に立つこと」です）。子ども
の状態について「開示」というのは止めよう、それで
はまるで秘密を暴くような言い方だ。その代わり、子
どもの状態について「説明」する、そう考えることに
しようと。

　それで私の雲が晴れたとは言えません。ですが、ほ
んの少しだけは楽になりました。説明ならできる。そ
んなに怖くないように思える。それなら、一回だけ
じゃない、たった一度で全部話さなくちゃいけないわ
けじゃないように思えました。（開示と説明、どっち
が正確な表現なのか誰も言ってくれない状態でしたけ
ど！）　説明なら、以前もしていました。娘が4歳の
時です。お人形で遊んでる娘に、お母さんがみんなお
なかで子どもを育てるわけじゃないの、養子の子ども
が来てくれることもあるのよって。

　でも私が本当に、切実に知りたかったのは、他の親
御さんが、XYの娘さんにどうやって説明しているかっ
てことでした。自分のおなかで赤ちゃんを育てること
はないだろうって。そして娘さんたちの反応がどんな
ものだったのか？どんなことを訊いてきたのか？それ
に、いつ言うのが一番いいのか、他の親御さんはどう
やって知ったのかっていうことも。

　追伸。ここ数日は私にとって特別な日になりました。
娘が、自分はどこか「違う」と知り、そのことについ
て前よりも少し訊いてくるようになったのです…。私
も常時このことを意識しなきゃいけなくなりました。
それに、どうすればこの子を傷つけることなく話すこ
とができるかどうかも。。。でもここ数週間のうちに
この子は知ることになるでしょう。赤ちゃんは持てな
い。生理はない。膣もない。ホルモンを服用する必要
があるなどなど。。。お医者さんに行く必要もありま
す。5歳以来の検査です。お医者さんは子どもが混乱
しないよう、麻酔をかけて検査するのはどうかと仰っ
てます。でもいずれにしても、この子はなぜ病院に行
かなきゃならないのか理解しなきゃいけないことにな
ります。

CAISを持つマルタさん（36歳）からの返信（2010
年10月）

　娘さんには、大丈夫だよ！ってお伝えしたいです。
お母さんは正しいアプローチを誠実にされていると思
います。（もちろん、正しいアプローチって言っても、
それぞれの家族のそれぞれの事情に応じて違ってくる
と思いますけどね）。

　でもとにかく、お母さんは正しいアプローチをして
いると思います。お母さんは十分な知識を持っている。
何年もかけてこころの準備もされてきている。他の親
御さんとお話され、皆さんの経験も学ばれてきた。お
母さんはきっと、娘さんの望むこと、疑問、知りたい
ことをもう十分ご存知です。そしてこのことは絶対娘
さんの支えになるでしょう。

　私には子どもはいません。でも、娘さんが自由に分
からないことを話せる雰囲気をお母さんが作り上げて
きたなら、娘さんが疑問や望みを話すリズムを空気の
ように掴んでいたら、娘さんもこころの準備ができた
時には、お母さんの話と気持が届くことだと思います。
これからもまだ長い道のりでしょうが。

PAISを持つ11歳の娘さんのお母さん、アナさんが、
数週間後この会話に加わりました。（2010年11月）

　私にもPAISを持つ娘がいます。今は11歳。もうす
ぐ12歳になります。

　娘にとって、私たち家族は重要な時期に来ました。
自分の身体について、娘がたくさん訊いてくるように
なったのです。「生理はいつ始まるの？」「おっぱい
はいつ大きくなるの？」。そして多分3月にはHRT
（ホルモン補充療法）を始めることにもなるでしょう。

　娘にはもっと多くのことを伝えねばなりません。既
に、ホルモンは出てるけど、ちゃんと働いてはくれて
ないとは言ってあります。健康に成長するにはお薬が
必要だとも。赤ちゃんの時、手術を受けていることも
知っています。でも、当面私はこれ以上話せそうにあ
りません。

どうこれ以上話せばいいのか、時々分からなくなりま
す。。。とても複雑で。。。

ジルさんからの返信（2011年11月）

　娘のアナはもうすぐ9歳です。

　続きは「娘に話すということ」というタイトルで、
個人的なお話ですが、またいつか書きなおそうと思っ



ています。でもまだしばらくは、もう少しこころの整
理をつけたいと思っています。いつかみなさんとシェ
アできればと。。。

　10月にマルタさんとメールで、娘にどうやって
PAISのことを更に詳しく説明してきたかを、お話させ
ていただきました。今が話す時なのだと思った理由は、
娘がたくさんの疑問を訊いてくるようになったからで
す。自分のクリトリスは妹のと違う、なんで？いつ毛
は生えてくるの？（クラスの友達でもう発毛が始まっ
ている女の子がいるんです）。娘はもう、自分の膣が
妹のと違っていることも気がついています。私はいつ
も娘に、お互いが信頼し合えるような答えを伝えよう
と努めています。（娘の年齢の子どもが通常聞くよう
な範囲を超えてでも）。でも。。。赤ちゃんのことに
ついてどう話せばいいのか、このことについては本当
に葛藤しています。生理がないことも、遊びに行く時
に「持っていくべきものリスト」に入る前に話ができ
ればと。。。　専門のお医者さんの所に行くときも、
一緒に行くかどうかを訊きました。（クリトリスが大
きいため、自分は少し違うということを娘はもう知っ
ているのです）。

　娘にはここ数ヶ月、その「違い」について話ができ
ればと思うと、大丈夫かなと思う時に、かなり何回か
話してきました。娘は最初は本当に嫌がって、怒リだ
すこともありました。ですので私は「あなたが話した
いと思う時でいいのよ」と。娘は「うん、でも今は
嫌」とは応えてくれました。（その時は、Xファク
ター((訳者注：イギリス・アメリカなどで人気のス
ターオーディションショー。))が始まるところだった
からかもしれないですけどね）。それである日、絵本
（「おかしなところに毛がはえた！」((訳者注：イギ
リスで発売されている絵本「Hair In Funny 
Places」。思春期を迎える男の子・女の子用に、二次
性徴について説明している。))です。）を見せて、夜
ベッドに行く時に一緒に話をしてもいいかどうか訊く
と、「うん」と頷いてくれました。。。

　どのように身体（女の子も男の子も）が発達してい
くのか、しばらくの間娘が知りたがっていたのは私も
分かっていました。なのでその夜、娘が何度も詳しく
訊くようになってきた疑問について、この絵本に興味
を持ってくれたら説明をしようと思ったのです。

　この絵本は、ホルモンが放出しはじめると、年頃の
女の子と男の子の身体にどのようなことが起きるのか
描いたものです。女の子の出血（生理）が始まり、そ
れがおなかの中で赤ちゃんを育てることができるよう
になるという表れなんだというところに差し掛かり、
私は娘に、「ごめんなさい、お母さんこれ以上読めな

い・・・。このことがね、あなたの違いにどう関係す
るのか、お母さん、あなたに説明しなくちゃならない
の」と打ち出しました。

　あなたには出血はないのと説明すると、娘は「だっ
たら、私はおなかで赤ちゃんを育てられないの？」と
訊いてきました。「そう・・・。そういうことなの
…」と私が言うと、当たり前のことですが、娘は泣き
出し、私は泣いている娘を強く抱きしめるしかありま
せんでした。答える言葉なんてありませんよね。。。
私は怖くなりました。この子にどうしてやればいいん
だろう！　きっと娘はこの話を受け止めるには、まだ
まだ早かったのでしょう。。

　しばらくして私は続けました。「ごめんね…。読み
始めたばかりなのに、こういう話をして。もともと読
みたい本でもなかったのにね。でも、お母さん、あな
たにこれ以上、本当じゃないことを言うことなんてで
きなくて。絶対嘘はつきたくなかったの」。それに、
このことを乗り越えていくことが本当に大切なのだと
思うということも。娘は静かに泣き続け、ただただ抱
きしめてほしがっていました。。。

　明日は学校に行かなくてもいい、一日中一緒にいよ
う、ふたりだけでね。そこで訊きたいことがあったら、
どんなことでもいつでも訊いていいから。でも、なに
か楽しいこともしない？（学校があったり、きょうだ
いがいるからとかで）いつも時間が取れなくてできな
いようなことを。そう言うと、娘は頬を赤くして、も
う少し話をすることができました。里親制度のことも
です。私たちの本当に親しくしている友人が、里親に
なってすばらしい家族を築き上げていることも話せま
した。それに、親しくしている友人で、自分は子ども
を持たないことにしている人のこと、更に、心から自
分の生物学的な子どもを欲しいと望んでいるけど、そ
れに恵まれない友達のことも。

　健康に発達・成長するのを助けるお薬も後々必要に
なってくることも説明しました。娘は、自分の膣はど
こにあるのかと訊いてきました。「それは中に隠れて
いるの。だから、もう少し大きくなったら、お医者さ
んが膣を開けるのを助けてくれるのよ」と言うと、娘
が「膣“かくちょう”が必要なの？」と訊いてきたので、
私はびっくりして思わず笑ってしまいました。「あな
た、そんなことどこで覚えてきたの？？」。私が笑っ
たことで、娘もリラックスできたようです。まだ8歳
の幼なじみの子が娘に、赤ちゃんは膣から出てきて、
出てくる時「膣拡張」しなくちゃいけないんだと言っ
てたと、娘は説明してくれました。「そう、その膣拡
張が必要なの。でもそれは、もっと大きくなって、
ちゃんとお医者さんとお話してから。そうしたらどう



するのかはっきりするから」と私は答えました。

　すると娘は「お母さん。私、男の子なの？」と訊い
てきました。どう答えればいいか一瞬分からなくなり
ました。その時は思いもよらないことだったんです。
でも、この疑問は、膣がないことやクリトリスが大き
いことについてであり、自分の性別についてどう感じ
ているかということではないことははっきりしていま
した。こういう疑問にはこれまでの子育てで答えてき
た方法、シンプルに子どもに分かりやすい答え方が、
できるだけ本当のことを言うには役に立つように感じ、
こう答えました。「覚えてる？赤ちゃんはみんな、お
母さんのおなかの中で、全く同じところから始まるっ
て話したこと。まだおなかの中でだけどね、男の子、
女の子になっていくのはそれからなの。あなたは、お
母さんのおなかの中でね、この本に書いてあった「ホ
ルモン」みたいなことが起きそうになったの。ちょっ
と混乱があったのね。でもあなたが『ちょっと待っ
て！私は男の子になるんじゃない！女の子になりたい
の！』って言ったから、あなたは自分がなろうと思っ
た女の子になったのよ」。娘は少し考えて、うなずき
ました。（後になってですが、もう少しうまくできて
いたらと思いました。なぜそのことを訊いたのか、
言ってもらった方が良かったのではないかと。性別の
違いよりも同じところを、こういうことを訊いても大
丈夫なんだっていうことを伝えたほうが良かったかも
しれません）。

絵本は最後まで読むことにしました。でも、彼女の
身体のことは話さず、ただ読んだだけでした。

もうひとつ娘に言ったのは、今日話したことは後々
友達に話してもいいけれども、とりあえず今は、もう
少しいろいろな話を家族の中だけで話せるようにして、
家族みんながこの話に慣れるようにしていきたいとい
うことです。もしあなたがお友達に話したいと思った
ら、できればまずお母さんと話し合って、どうするの
が一番良いかふたりで考えていきたい、と。

　「それとね。明日もしかしたら、あなたは初めての
養子の子どもをお迎えできるかもよ。この街の動物園
はとっても大きくて、動物を一匹「養子」に来てもら
えるの」。娘は動物が好きで、よく一緒に動物園に
行ってたのですが、動物を見るところの何箇所かに
「里親募集中」の看板が出ているのをいつも指差して、
「いつかそうしようね」と言っていたのです。更に、
ウェブサイトで「子どもや養護施設のスポンサー」に
なれる団体のページ（プラン・インターナショナルな
ど）を見れば、どうすればいいのかもっと分かるとも
言いました。そういうサイトはよく一緒に見ていたの
ですが、これまでは具体的には何も話してなかったの

です。娘はいいアイディアだと思ってくれたようで、
とても落ち着いた様子になってくれました。

　そして・・・。これは、子どもって私たちが不安に
思うほどにはずっとものごとを受け止められるって意
味で言うんですが、娘が「お母さん、あたし悲しく
なっちゃったから、後もうひとつ。明日一緒にトイザ
らス行ってくれる？」なんて言ってくるんですね
（笑）。「トイザらスに行っても、お母さんがあなた
に話したことが無くなるわけでも、変わるわけでもな
いのよ」、（娘は「分かってる、ママ」と言ってくれ
ました）、でもいっぱいの笑顔で、「そうね、ちょっ
とでも気分が良くなるなら、一緒に行ってもいいよ」
と言いました。

　それからふたりで下に行って、今度はお父さんに抱
きしめてもらって。（夫は下で不安になりながら待っ
てくれていました。娘が体のことを訊くのはいつも私
にでしたので、私が話すことにふたりで決めていたん
です）。夫には、娘と話したことを簡単にだけ説明し
ました。（もちろん夫は後で詳しく話をすることは承
知していましたし、この場面で大きな声で説明するこ
とでもないと思いました。それよりもここでは、娘に
はいつでもお母さん、お父さん、両方のところに戻れ
るんだってことをちゃんと分かっておいてもらいた
かったのです）。

　夫は娘を今までになく強く抱きしめ、本当にどんな
に愛しているか娘に話しました。しばらく一緒にテレ
ビを見て（娘は私たちの間に座って）、それから2階
に一緒に上がって、娘が眠りにつくまで側にいました。

　話をした経験として、子どもに体のことを話すのは
いつなのかがどんな風に分かるかというのは、少し出
産に似てるなと思いました。皆さんも妊娠中、ずっと
物思いされてましたよね。いつ検査室に行くのか。病
院に行くべき時がどんな時なのか。そしてその時が来
たら（そうなったら、もういつ行くべきかは明らかで
すけどね）・・・と。そういうこと、皆さんどうやっ
て分かっていきました？もし皆さんの娘さんがいろい
ろと訊いてくるようになってきたら、それは、身体の
ことについて説明する時が来たのだと私は思います。
マルタが私に言ってくれたように。「娘さんに自由な
時間と空間を与えてあげてください。そして彼女のリ
ズムに合わせてあげて」。とても良いアドヴァイスだ
と思います。

　もうひとつ私が実感で分かったのは、お医者さんが
「開示」と呼ぶもの、お子さんに少しの情報を言うと
いうこの「大きな出来事」についてです。実感的に分
かったのは、子どもたちのこの身体は何かひとつの



「出来事」ではなく、長いプロセスなのだということ。
お医者さんもこのことについては、皆さんがお子さん
にこの事（どんなことでもです！）を説明していく長
い道のりなのだと認識していただきたいと思います。
そうすれば、もっと複雑なことを説明する時にも、
もっと簡単に説明する言葉を見つけることができるで
しょうから。今だから分かるのですが、ここ数年間少
しずつ少しずつやってきたことが、この長い道のりを
少し簡単にしてくれたように思います。玉ねぎを少し
ずつ少しずつ、一枚一枚向いていくような積み重ねが
大切だと思います。

　次の朝、朝食前に、娘はまさに初めて里親になりま
した（WWFでイルカの里親に）。その日は一緒に素
敵な時間を過ごしました。その日だけ十分に甘えを聞
いて、抱きしめて、少しご褒美をあげたりして
（ちょっとだけですけどね）。私の友達の所を訪ねた
時は、私は友達には明らかに「白い嘘((訳者注：誰か
を守るためなど、ついていい嘘のこと。))」をつきま
した。娘には、自分の身体のことをプライヴェートに
しておきたかったり、もう少し自分自身慣れていく必
要があったら、「白い嘘」はついていいと言いました。
（そういうこと以外の嘘は絶対ダメとも言っておきま
したけどね！）。

　私にとって一番つらかった瞬間は、話をしてから2
日後、娘が学校に行く際、まだ幼い声で「お母さん、
行ってきます！」と言った時です。私は怖くなりまし
た。行かせられない、もしこの子がお昼間に私が話し
たことを思い出して、それがどういうことなのか分
かったらどうしよう…。そうなっても、そこで抱きし
めてあげられない。その日は一日涙が止まらず、娘の
ことを思うと心に重いものを感じました。次の日から
は、もし娘が多少でも不安になったりしてないか、閉
じこもったりしてないか気になり続けました。本当、
臨床心理士さんに見極めておいた方がいいポイントを
教えてもらいたかったです。

　でももうこれも1ヶ月前の話です。娘は元気そうで
す。娘がおっぱいのことを言ってきたら、おっぱいは
すぐに大きくなるよと言おうと思っています。（お友
達の身体に起きることのうち、いくつかはあなたにも
起きるよと）。同じクラスの男の子たちと女の子たち
が、「恋」しあってるという話が出てきたら、あなた
の番もすぐに来るというようなことを言おうと思って
います。でもどっちみちまだみんな早すぎるけどね、
とも。

　最後に皆さんに自信をつけてもらおうと思います。
今は時間をかけること、そして娘さんに身体のことを
話すことについて。ちょっと別の話なんですが。娘が

私たちの友達に、サンタクロースが本当は誰か分かっ
たって言ったことがあったんです。娘にこの事を訊い
てみたら、友達がそう言ってたから知ったけど、まだ
小さい弟も妹もいるからまだ家では言いたくなかった
のと答えたのです。

　数日後、娘は寝る前にベッドで私に言いました。
「本当は知りたくなかったの…。サンタさんが誰かっ
て…。言われる前はもっと楽しみだったのに…」。

　娘を産んでからずっとこれまで、私は娘が「本当は
知りたくなかった…」と言う瞬間を恐れていました。
ただ、サンタの話は結構重要なところだと思います。

　ごめんなさい、あまり考えずに書いてるので…。綴
りも間違ってると思います。頭痛がひどくて、一度こ
こで止めようと思います。でもまたこのことについて
は詳しく書こうと思います。皆さんが勇気を持てるよ
うな、説明する言葉を見つけられるような…。

　多分、本当に最後に。私はいつも、話をすることで
むしろ安心感をもたらすことができると思っています。
でも、これは始まりに過ぎないとも思いました。まだ
この角を曲がったばかり。これからも長い道があるの
だと…。

マルタさんからの返信

　お話を共有していただいて、ありがとうございます。
ジルさんの想いも、体験も、伝え方も全部です。あり
がとうございました。他の親御さんにも、とても参考
になると思います。

　ジルさんの仰るように、ものごとがあるべきところ
にあるようになっていくには時間がかかるものだと私
も思います。ジルさんも、娘さんも。

　娘さんは今、少し多くのことを知りました。これか
らも理解していかれるでしょう。この症候群は彼女の
人生の一部分となっていきます。（彼女の心の中で、
ということです）。でももちろん、彼女の年齢なりに
考えていかれるでしょうが。（サンタクロースが本当
は誰なのかというお話のように）。

アナさんからの返信

　お話されたこと、書いていただいてありがとうござ
います。



　この症候群について女の子に多少なりとも話をする
時期というのは、それぞれの子の精神的な成熟度に
よって違ってくると私は思っています。9,10歳でもう
精神的に成熟してる女の子もいるでしょうし、12歳で
もまだという子もいます。

　私の娘はちょうど2段階目です。娘は12歳ですが、
まだ幼いところもあって、まだ少ししか話しをしてい
ません。でも、2,3ヶ月以内にお医者さんのところに
行きますので、きっと今までよりたくさんの質問が出
てくると思います。それがその時です。

ジルさんからの返信

　アナさんが指摘くださった精神的成熟は、とても重
要な点です。ただ、それぞれの子どもの違いだけでな
く、文化や社会の違いもあるように思います。たとえ
ば、ここイギリスの子どもって、セックスについては
ずっと多く知っていると思います。

　もうひとつは、早めに話していく場合（8歳頃な
ど）、静かに優しくメッセージをくり返し話す必要が
あります。もっと早く、赤ちゃんが持てないことを話
し始められた親御さんの経験談を読んだ時、ああ、私
はもう遅いのかも、もっと早く何か話さなきゃいけな
かった！と思わず私は考えました。ですが、その親御
さんは、子どもがどれだけ腑に落ちたか、本当に理解
できたかよく分からなくて…とも仰ってました。 

マルタさんからの返信

　いつどのように話すのか、ジルさんの仰る通り、文
化と社会の違いもありますよね。

　これは私の意見ですが、早めに少しずつ話をするほ
ど、お子さんは自分の人生に取り入れていくのだろう
と思っています。

　もちろん大人のようには理解できないでしょうが、
話を「消化」しはじめていくでしょうし、仰るとおり、
後でまたくり返し話しをすることもできます。ドアは
開いてますから、質問された時に詳しく話もできると
思います。私は思うのですが、私たち（このような体
を持つ女性）の多くが、何か自分は他の子と違うとい
うことを感じています。（お医者さんのところに行っ
たり、外性器のことだったり、ヘルニアのことだった
りなどなど）。 なので、まだ幼くてすべてを理解でき
ない時期でも、（年齢に応じた）答え方を用意してお
いたほうがいいと私は思います。

　私の場合は、何も訊きませんでした。勇気がなかっ
たんです。両親と私の関係性もあったと思います。決
して悪い関係ではなかったんですが、この話はまた別
の時に…。（ただ多分ですが、訊ねてはいけないこと
なんだとは思っていました）。

　でもこれは、話すことが簡単だということではあり
ません。とても難しいことだと私も思います。

　まず親御さんがお子さんの身体の状態を受け止めな
きゃいけなくて、それから説明ができるようになるの
だろうなあと。

その後…　―18ヶ月後

　マルタさんとそのご主人は、初めてのお子さんの養
子縁組の手続きをされています。

　アナさんの娘さんはとても幸せに暮らしています。
ホルモン療法を始め、お友達のように、おっぱいが大
きくなってきています。生理がないことを学校などで
どうしていくか、考えている最中です。

　
ジルさんより

　私が娘を家で学校に見送ったあの日。あの日は学校
生活の中でも特別な日になりました。あれから1年た
ちましたが、娘はその日を覚えています。2011年11
月のある木曜日の午後、プールの窮屈な着替え部屋で
（一番下の娘も一緒でしたが）、娘が私に言ってきた
んです。「お母さん。学校ズル休みさせてくれて、お
母さんと特別な日を一緒にいたのって、1年前だよ
ね」。

　私は微笑んでこう言いました。「そうよ。お母さん
あなたのこと大好きだもん」。

　そうすると娘は、「またズル休みして一緒にいたい
なあ」と言ってきたのです。

　私は自分の感情をぐっと飲み込んで応えました。
「なんでズル休みさせたかは覚えてるの？」。「覚え
てるよ」と彼女は応えます。「だったらOKよ。またズ
ル休みしちゃお」。この時は、なんだかとっても不思
議な、でも楽しい瞬間になりました。

　私は学校には、（嘘をつかずに）一緒に楽しい一日
を過ごしたいのでお休みさせていただきますと言おう
と思っていたのですが、娘は風邪だからということに



してくれないかと言いました。目立ちたくなかったの
です。

　そして当日。ショッピングで素敵な朝を一緒に過ご
して、お昼からはお父さんも加わって、ミュージカル
「We will rock you」を見に劇場に行きました。

　この日は今では我が家の習わしになっています。娘
自身はそれが何故なのかよく分かっていないようです
が。でも、次の11月、お父さん・お母さんと過ごせる
本当に特別な日を数えて待つことはできるようです。

　学校では性教育（赤ちゃんはどうやってできるのか、
どんな風に生まれてくるのか、思春期にはどんなこと
が起きるのか）を受けました。娘には、小学校の先生
は複雑な人生まで説明することはまだ難しいのよと、
事前に説明して、あなたの場合はいくつか違うところ
があるということ、いつでも訊きたいことがあれば訊
いていいということを思い出してもらいました。それ
から数週間後のことですが、娘の「保健体育」のノー
トに、思春期で起きることがまとめて書いてあるのを
見て、とても悲しくなるということがありました。娘
は「私には生理が起きる」と書かねばならなかったん
です。それ書くのってどうだった？と訊くと、肩をす
くめて「先生が書けって言ったこと書いただけよ。気
にしてない」とのことでした。私はただ娘を抱きしめ、
あなたのことをとても愛しているからという他ありま
せんでした。ですが全体的には、性教育は、娘が知識
を増やし、疑問を訊ねる機会を増やしてくれた点では
役に立ったと思います。

　今（2012年5月）私は、臨床心理士さんの助けを借
りながら、内性器と性腺切除（娘はPAISを持っていま
すので）、それにXY染色体について説明するこころの
準備をしています。夫は染色体のことについては必ず
しも話す必要はないのではと考えています。（「娘が
どうやって理解するんだろう？僕だって実際よくわか
らないのに」）。でも、私は言うことが正しいと思っ
ています。一度扉が開けば、娘も疑問を訊けるように
なります。だったら、一緒に学んでいけばいいのだと。
この困難なパズルの最後の1ピースを放っておいてし
まうことで、何か間違った意味を与えてしまうよりは
いいのだろうと。

　夫にはこのことを話すことについては、私は違った
考えを持っているとは言いました。その時のために、
何を話すか、話さなきゃならないことを書き出して、
どう話すか考えておく必要があると思っています。あ
る程度の話の見通しをつけておこうと。

　私たちの旅は続いています。曲がり角も重い雲も共
に。それをも道標にして。



私たちは皆さんの隣にいます。

私たちをステレオタイプの中に
閉じ込めないで下さい。



ライフ
ストーリーズ
「男でも女でもない人」でもなく、「性分化疾患の人」でもない

「人」の物語


