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はじめに
性同一性障害 gender identity disorder（GID）
という言葉は広く認知されており，2011
年に岡山大学医学部医学科4年生80名に実施したアンケート調査では，
「
（性同一性障害を）
知らない」と回答したものはいなかった．しかし，同性愛との違いを説明できるかという
問いには，わずか22.5％の学生が「説明できる」と回答し，70％が「何となく区別がで
きるが説明は難しい」
，7.5％が「説明できない」と回答している（図1）
．この例に漏れず
「性同一性障害」という言葉は広く知られていても，同性愛をはじめとする他のセクシャ
ルマイノリティーとの区別は，意外にあいまいである．これは性同一性障害などの当事者
にも当てはまり，自分の問題に悩み始めたとき，問題の本質が何なのかわからず混乱する
ことがしばしば見られる．性同一性障害の解説にあたって，まず性同一性障害を含むセク
シャルマイノリティーについて概説し，その中での性同一性障害の位置づけや概念につい
て解説する．

セクシャルマイノリティーとは
セクシャルマイノリティー sexual minority
（性的少数者）
とは，何らかの意味で「性」
のあり方が非典型的であり，少数者に属する人のことである．
「性」には大まかに，1）
生
物学的性（sex）
，2）
性自認（gender identity）
，3）
性指向（sexual orientation）
の3つの局
面があると考えられている．代表的な組合せを表1に示す．生物学的性別と性自認が一致
し反対の性別に性指向が向いている者は，多数であるというだけであり，他のあらゆる組
合せがありうる．少数者は，
「間違っている」わけではなく「疾病」でもない．単に，典型
的でないというだけである．
付言すれば，性自認や性指向は単純に男女二つに分けられるものではない．婦人科領域
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（図 1） 性同一性障害（gender identity disorder：GID）
の認知度

（表 1） セクシュアリティー（sexuality）の多様性と代表的セクシャルマイノリティー（sexual Minority）

生物学的性
性自認
性指向

典型的
男性

典型的
女性

レズビアン
Lesbian

ゲイ
Gay man

両性愛者
Bisexual

FTM トランス
ジェンダー

MTF トランス
ジェンダー

男
男
女

女
女
男

不問
女
女

不問
男
男

不問
不問
男女両方

女
男
不問

男
女
不問

注：FTM；female to male 女性から男性，MTF；male to female 男性から女性

でなじみの深い性分化疾患の存在を考慮すると，生物学的性別も男女二分法が単純に当て
はまらない．我々は，多数派の存在を前提に単純な男女二分法でものを考えがちであるが，
実際の性のあり方にはかなりの多様性がある．
表中に記したように同性愛や両性愛の場合，生物学的性別は問題にならず，あくまで性
自認と性指向の組合せに着目する．これらの非典型的な性指向は，多くの場合先験的なも
のであり，多数者が意識せずとも異性に性的に惹かれるのと同様，同性や両性に惹かれる．
特別の性的体験を求めて意識的に性指向をコントロールしているわけではないので，努力
で変更できるものではない．かつて同性愛は精神医学的「疾患」とされ，診断基準が ICD
（国際疾病分類）
に記載されていたが，現在は削除されている．同性愛そのものは精神疾患
ではない．
表1右の二項に記したトランスジェンダー（transgender）
とは，生物学的に自分の肉体
がどちらの性に所属しているかをはっきりと認知していながら，人格的には自分が別の性
に属していると確信している人々を広く指す概念であり，同性愛と同様に少数者を指す一
般的な呼称であって診断名ではない．生物学的女性は FTM
（female to male）
，生物学的
男性は MTF
（male to female）
と呼ばれる．同性愛の性指向と同様，トランスジェンダー
の性自認は努力で変更できるものではない．同性愛は，性的な関係になる相手との関係が
主な問題であるが，トランスジェンダーの場合，自らが本来のものと認識する身体と現実
の身体とのギャップから生ずる苦痛や，社会的な性別の取り扱いに関連して問題を生ずる．
例えば，自分は男のはずなのに乳房が発達して気持ち悪い，自分は女性だから女性トイレ
を使わないと恥ずかしいが外見や法的扱いが男性のため女子トイレに入れないなどの問題
である．そのため，トランスジェンダーの一部は，苦悩を軽減するための精神療法や身体
を望む形に近づけるための性ホルモン療法，性別適合手術などの医学的処置を求めて医療
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機関を受診する．周囲から自然に望む性別と
して扱われるためにも，法手続に則って戸籍
の性別表記を変えるためにも，医学的処置は
必要となる１）．このような医学的処置を実施
するためには一定の診断が必要となり，性同
一 性 障 害 GID
（gender identity disorder）
は，これらの人々に対する診断名である．こ
の関係を簡単に図示すると，図2のようにな
る．
（図 2） トランスジェンダーと性同一性障害
（GID）
の関係

セクシャルマイノリティーの
メンタルヘルス

「男らしく」
「女らしく」という言葉に代表
されるように，性の問題は道徳的，倫理的な問題に結びつきやすく，
「正しい」
「間違ってい
る」という価値判断を含みやすい．例えば，トランスジェンダー当事者自身が思春期に達
して生物学的な同性を性的に好きになることに気づくと，
「恥ずかしいことだから，隠さな
ければ」
「これは間違っている，治さなければ」と考えがちである．また，MTF トランス
ジェンダーの態度が女性的であれば，周囲は「男はもっとしっかりしなくては」
「女みたい
な態度は止めなさい」といいがちであろう．繰り返し述べたように，セクシャルマイノリ
ティーは自ら望んで非典型的な性自認や性指向を持っているわけではないため，多数者と
自分の差異を自覚しても，それを変更することは不可能である．このような一般的価値観
と自らのありようの齟齬が，当事者の自尊感情を傷つけ，メンタルヘルスを悪化させる．
また，自分でも「恥」と感じる問題であり，周囲になかなか打ち明けられず，適切な援助
から遠ざかってしまう．このように問題の構造としては，ストレスに起因する不適応が主
体であり，精神病圏の問題ではない．したがって，セクシャルマイノリティーに生ずるメ
ンタルヘルスの問題は，必ずしも精神科のサポートを必要とするものではない．

性同一性障害の頻度
信頼するに足る統計はないとしながらも，1993年の DSM-Ⅳの記載では手術を求める
性同一性障害患者は，MTF で3万人に1人，FTM で10万人に1人とされており，DSM-ⅣTR になっても改訂されていない２）．しかし，1999年から2009年の間に岡山県内から岡
山大学ジェンダークリニックを受診した患者数は，MTF で人口1万5千人に1人，FTM で
は1万人に1人程度になる３）．受診者ではなく人口ベースによる調査では，2006年から2008
年に行われた米国での18歳から44歳の住民に11万人中，生物学的女性の0.6％，生物学
的男性の0.2％，すなわち女性170人に1人，男性500人に1人が生物学的性別と性自認が
異なると回答している４）．これらから推定すると人口2〜3千人程度に1人医療を求めるト
ランスジェンダーがいてもおかしくはない．従来考えられていたよりも性同一性障害の頻
度は高く，一般臨床医も遭遇しうる問題であると言える．

性同一性障害の治療
精神神経学会が「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」を発表しており，
1997年以来3回の改訂が行われた．現在は，2012年1月に改訂作業が終了した第4版が最
新である５）．
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初版以来，同ガイドラインでは，一貫して複数診療科が合同した医療チームによる診療
を求めている．詳細はガイドラインそのものにあたっていただきたいが，おおざっぱに要
約すれば，診断と精神医学的サポートを精神科が，身体的性別の確定およびホルモン療法
を婦人科・泌尿器科が，性別適合手術を形成外科・婦人科・泌尿器科が担当する．身体的
治療の適応の可否は医療チームの合議で決定し，性器に関わる性別適合手術は医学的正当
性を担保するために直接診療に関わらない専門家も交えた性別適合手術判定会議で検討す
ることになっている．
ガイドラインでは，地域性などを考慮して専門医療チームを有する医療機関が近医や非
専門医にホルモン投与の実施を依頼することも認められているため，医療チームに属さな
い婦人科クリニックなどでも性同一性障害患者の診療に関わることがあり得る．この状況
では，遠方の医療チームの専門医よりも地域の医療者の方が，ホルモン剤の処方や注射を
求める当事者により頻繁に会うことになり，単に「ホルモンをもらう」
医療機関ではなく，
日々の困りごとの相談先になることもしばしばある．性同一性障害患者は，性自認と生物
学的な性別の関係が非典型的である以外，
「普通の人」が多いため，性同一性障害患者のメ
ンタルヘルスに関しては，精神科医のフォローが不要なことも多い．医療者として，患者
が経験した苦痛に耳を傾け，受容的・支持的かつ共感的に理解しようとする態度があれば，
統合失調症や薬物療法を要するほどのうつ病などを合併しない限り，十分なサポートにな
る．

若年症例へのアプローチ
日本精神神経学会のガイドライン策定から10年以上が経ち，多くの患者が専門施設を
訪れるようになったが，これまでの受診者は若くても10代後半からの者が多かった３）６）．
若年者の性同一性障害の存在は，海外では以前から知られており，1990年代にはその特
性もある程度明らかになっている７）．児童期までの性同一性障害は，思春期に性別違和感
が軽快し，生物学的性別に適応した生活が可能になる例が多いとされるが，逆に違和感が
悪化する例では，何らかの対応をしなければ苦悩が深まり，自殺や自傷といった行動に発
展する可能性が高い７）８）．我が国でも，性同一性障害の受診者（主に成人）
は，
「性同一性障害
について説明を受けるとすれば何歳の時が良かったか」という問いに，FTM は平均12.2
歳，MTF は平均10.7歳の時点が良かったと回答し，多くは児童期の終わり頃までには説
明を受けたいと考えていたことが判明している９）．
国 際 的 に は，思 春 期 を 迎 え る 頃 の 若 年 の 当 事 者 に 思 春 期 の 発 来 を 遅 ら せ る
gonadotropin-releasing hormone agonist 等の投与が行われ，二次性徴抑制療法と呼
ばれる１０）．これまで，我が国のガイドラインには記載されていなかったが，最新の第4版
ガイドラインに取り入れられた．この治療は，別項に詳しいように10歳過ぎに開始の可
否を決断する必要がある．前述のように当事者は自分の問題を隠す傾向があり，家族や周
囲が問題をいかに発見するか，あるいは当事者が話しやすい環境を整えておくかがカギに
なる．性教育を含めた学校保健に関わる産婦人科医の役割は大きいものと思われ，性同一
性障害を含めたセクシャルマイノリティーの問題は常に意識されるべきであろう．
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