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要 旨
胎児期のアンドロゲン分泌が異常となり，脳の性分化に影響を与える可能性がある性分化疾患

を診ている小児内分泌学会，小児泌尿器科学会に所属する医師を対象として，性自認の問題に関
するアンケート調査を行った．対象疾患は，46,XY完全型アンドロゲン受容体異常症，46,XY 5α
還元酵素欠損症，46,XX 21-水酸化酵素欠損症，46,XY StAR異常症，46,XX POR異常症の 5疾患
で，合わせて 194 症例である．性自認に関しては，小児に適応されている性同一性障害の診断基
準（DSM-IV-TR）を用いた．外性器の形状はプラダー分類を用いた．CAIS 26 例は，全例外性器
女性型，養育性女性，DSM-IV-TR による性自認女性であった．5αRDの 2例は養育性女性で，反
対の性に対する強く持続的な同一感に該当項目を認めた．養育性男性 5例は性自認も男性であっ
た．21OHDの 142 例は，DSM-IV-TR で 1 項目以上の該当例 27 例，その中に 4項目以上の該当例
が 5名存在した．DSM-IV-TR 該当有り例となし例でプラダー分類の平均値に差を認めなかった．
POR異常症 7例，StAR異常症 13 例にはDSM-IV-TR 該当例はいなかった．以上より，46,XX 21-
水酸化酵素欠損症は，従来通り養育性女性が基本と考えられる．一方，5αRDは養育性男性を基本
に，再検討が必要と考える．

キーワード：性分化疾患，性自認，21 水酸化酵素欠損症，アンドロゲン受容体異常症，
性同一性障害

緒 言

男性胎児では胎生 7週頃に精巣が形成され，胎盤性
ゴナドトロピンの刺激でアンドロゲンを分泌し，12
週頃に内性器，外性器の男性化が完成する．その後胎
児下垂体からのゴナドトロピンの分泌増加により胎生
15 週から 25 週頃にかけて高濃度のアンドロゲンが産
生され，これに暴露された脳が自己を男性と認識する，
いわゆる脳の性分化がおこると考えられている．アン
ドロゲン受容体は脳内に広く分布しており，脳の解剖
学的性差にも関与していると推測されているが１）２），そ
の詳細は不明である．
1950 年以前，性分化疾患の性別は，外性器の性状，

性腺（卵巣または精巣），性染色体核型を基準に判定さ
れていた（true sex policy）．1950 年以降，Money らは
性分化疾患患児のフォローアップ研究から，性同一性
は養育性に依存することを明らかにし，将来の性行動，
生殖能を考慮して self-image が出来上がる 24 か月ま
でに，養育性に合致した外性器形成を終了すべきであ

ると主張し（optimal gender policy），これが性判定の
主流となった３）４）．1990 年代に入って，妊娠母体の血中
アンドロゲン濃度測定などから，ヒトでも胎児期のア
ンドロゲン暴露が，将来の gender role behavior（性役
割・行動）に関連することが報告され，胎児期のアン
ドロゲンと脳の性分化の関係が注目されるようになっ
た５）６）．
46,XX 21-水酸化酵素欠損症では，性格，行動などの

性差に関連した検討が古くから報告されており７）８），ま
た男性として生活している症例，男性への性転換を希
望する症例等の報告もある９）～１１）．最近では，多数例の調
査研究から養育性女性の中に性同一性障害例が存在す
ることが明らかになっている９）１２）～１４）．また，養育性女性
の 46,XY 5α―還元酵素欠損症の多くが男性への性転換
を実施または強く希望していることが明らかになって
いる１５）．しかし，我が国では性同一性，性役割，性指向
に関する問題は長く隠蔽され易い風土があり，性分化
疾患においてもこれらの問題に焦点を当てた検討は殆
ど行われて来なかったのが現状である．最近，性同一
性障害の性転換手術が認められ，社会的関心が高まる
中で，性分化疾患の性同一性，性指向等の問題も注目
されるようになって来た．
本研究では，性分化疾患のなかで，胎児期のアンド

ロゲン効果に明らかな異常が想定されている 5疾患に
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表 1　対象疾患患者の症例数，年齢分布と養育性

対象疾患 症例数 2～ 12 歳 13 ～ 19 歳 20 歳以上 養育性女性

46,XY 完全型アンドロゲン受容体異常症  26 10  6 10  26

46,XY 5α還元酵素欠損症   7  5  1  1   2

46,XX 21 水酸化酵素欠損症 142 66 27 49 142

46,XX POR異常症   7  4  3  0   7

46,XX StAR 異常症  13  3  4  6  13

表 2　調査に用いた性同一性障害の診断基準（DSM-IV-TR）

A．反対の性に対する強く持続的（6か月以上）な同一感
A-1 反対の性になりたいという欲求，または自分の性が反対であるという主張を繰り返し述べる
A-2 男子の場合　女の子の服を着るのを好む，または女装をまねるのを好む

女子の場合　定型的な男性の服装のみを身に着けたいと主張する
A-3 ごっこ遊びで，反対の性の役割をとりたいという気持ちが強く持続する，または反対の性であるという空想

を続ける
A-4 反対の性の典型的なゲームや娯楽に加わりたいという強い欲求
A-5 反対の性の遊び友達になるのを強く好む

B．自分の性に対する持続的（6か月以上）な不快感，またはその性の役割についての不適切感
男子の場合
B-1 自分の陰茎または精巣は気持ち悪い，またはそれがなくなるだろうと主張する
B-2 陰茎を持っていない方がよかったと主張する
B-3 乱暴で荒々しい遊びを嫌悪し，男の子の典型的な玩具，ゲーム，活動を拒否する
女子の場合
B-1 座って排尿するのを拒絶する
B-2 陰茎を持っている，または出てくると主張する
B-3 乳房が膨らんでほしくないと主張する
B-4 月経が始まってほしくないと主張する
B-5 普通の女性の服装を強く嫌悪する

焦点を当てて，性自認に関する調査を行った．

対 象

2009 年に実施した性分化疾患の実態調査にもとづ
き１６），調査対象疾患を診ていると思われる 155 施設の
小児内分泌学会員あるいは小児泌尿器科学会委員に調
査用紙を配布した．この調査は性分化疾患患者を診て
いる担当医を対象として行ったもので，直接患者を対
象としたものではない．65 施設から回答があり，症例
数は 211 例，そのうち今回の対象疾患に該当しない症
例が 17 例あり，対象疾患症例数は 194 例であった．対
象疾患は，46,XY完全型アンドロゲン受容体異常症，
46,XY 5α還元酵素欠損症，46,XX 21-水酸化酵素欠損
症，46,XY StAR異常症，46,XX POR異常症，の 5疾患
である．
46,XY完全型アンドロゲン受容体異常症は，テスト

ステロン，デヒドロテストステロン（DHT）分泌は亢
進しているものの，その効果が全く発揮されない疾患
で外性器は女性型である．46,XY 5α―還元酵素欠損症

はテストステロンの効果は発揮されるもののDHT産
生は障害されるため外性器は女性型から男性型まで多
様である．46,XX 21-水酸化酵素欠損症では副腎由来の
アンドロゲンから転換されるDHT，46,XX P450 oxi-
doreductase（POR）異常症ではそれに加えて胎盤由来
アンドロゲンから転換されるDHTによる外性器の男
性化がおこる．46,XY StAR異常症は全てのステロイ
ドホルモンの産生が障害され，外性器は女性型となる．
これら 5疾患の症例数，調査時の年齢分布，養育性を
表 1に示す．

方 法

この調査では，対象疾患患者の思春期前の自己の性
に関する認識を，担当医がどのように把握していたか
を調査した．調査内容は，養育性（戸籍上の性），外性
器の性状（小陰茎，尿道下裂，停留精巣），プラダー分
類（正常，I～V度），米国精神医学会が作成した小児に
適応されている性同一性障害の診断基準（DSM-IV-
TR）の和訳（表 2）を用いた性自認に関する調査の 4
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表 3　養育性女性の 5α還元酵素欠損症 2症 例 の
DSM-IV-TR 調査結果

DMS-IV-TR 症例 1（8歳） 症例 2（10 歳）

A

A-1 なし なし

A-2 あり あり

A-3 あり あり

A-4 なし あり

A-5 あり あり

B

B-1 なし なし

B-2 なし なし

B-3 なし なし

B-4 なし なし

B-5 なし なし

プラダー分類 3度 1度

項目である．調査用紙を患者にわたすことなく，思春
期前の状態を，担当医がカルテを振り返るか，新たに
問診する方法により確認することを明記して，調査を
依頼した．なお，今回対象とした性分化疾患の性同一
性に関しては，基礎疾患のない性同一性障害との混同
をさけるため，性同一性と同義である性自認を用いた．
この調査は山梨大学医学部倫理委員会の承認を得て

行った．

結 果

以下，疾患ごとに調査結果を示す．
1）46,XY完全型アンドロゲン受容体異常症
アンドロゲン受容体機能が完全に消失しており，26

例全例が外性器は女性型で，養育性は女性である．性
自認に関しては，1例で 1項目（反対の性の遊び友達に
なることを強く好む）に該当した以外は，全て該当な
しで，全例性自認は女性と判断された．
2）46,XY 5α―還元酵素欠損症
7例中 2例が養育性女性（8歳，10歳）で，5例は養

育性男性であった．養育性女性の性自認に関する調査
結果と外性器のプラダー分類を表 3に示す．この 2例
は反対の性に対する強く持続的な同一感に該当する項
目が見られたが，自分の性に対する持続的（6か月以
上）な不快感，またはその性の役割についての不適切
感には該当項目が見られなかった．養育性男性の 5例
中 4例が小陰茎，1例が尿道下裂であった．性自認に関
しては該当する項目はなく，5例全例性自認は男性と
判断された．

3）46,XX 21-水酸化酵素欠損症
142 例，全例養育性は女性である．性自認調査で 1

項目以上に該当した症例は 27 例（19％）あり，とくに
A-1 を含む 4項目以上に該当する症例が 5例（3.5％）存
在した．この 5例の該当項目を表 4に示す．5例中 4
例はAの 5項目全てに該当していた．A-1 は該当せ
ず，該当項目が 3項目以下であった 22 例では，Aの 1
項目該当 7例，Aの 2項目該当 8例，Bの 2項目該当
6例，Aの 2項目と Bの 1項目該当 1例であった．全
142 例で，座って排尿するのを拒絶する（B-1）に該当
する症例は認めなかった．外性器のプラダー分類は
1～5度に分布し，性自認調査で該当項目なしの 112
例（記載のない 3例を除く）の平均は 2.8 度であった．
1項目以上該当した 27 例も 1～5度に分布し，平均は
2.6 度で，該当項目なしの群と有意差を認めなかった
（student t-test）．前述した 5症例のプラダー分類は 2，
2，3，3，4度であった．
4）46,XX POR異常症
7例全例養育性は女性である．全例で陰核肥大を認

め，プラダー分類 1，1，2，2，3，3，4度であった．性自認
調査では，該当項目を認めず，性自認は女性と判断さ
れた．
5）46,XY StAR異常症（リポイド副腎過形成症）
13 例全例養育性は女性である．外性器は女性型で陰

核肥大はなく，1例で痕跡性腺を認めた．性自認調査で
該当項目はなく，性自認は全例女性と判断された．

考 察

今回の調査では，思春期前の性自認の判定にDSM-
IV-TR を用いた．この調査は対象疾患患者に直接行っ
たものではなく担当医への調査であり，質問項目への
該当は性同一性障害を診断するものではないが，該当
項目が多数存在する症例は，思春期以降に性自認の問
題がさらに明確になる可能性があると考えている．
46,XY完全型アンドロゲン受容体異常症は，胎児期

にアンドロゲン効果が消失しているため，アンドロゲ
ンによる脳の男性化はおこらない．今回の調査で外性
器が完全女性型の 26 例全例が性自認は女性と判断さ
れ，養育性と一致していた．Jurgensen らの報告でも，
2～12歳の 5例で養育性，性自認，性役割・行動は女性
であった１７）．12歳以上の 46,XY完全型アンドロゲン受
容体異常症の性自認をまとめた報告でも，98 例全例が
養育性，性自認とも女性であった１５）．これらの結果か
ら，外性器が完全女性型の 46,XYアンドロゲン受容体
異常症は出生時に精巣が確認されても，基本的に養育
性は女性とするのが適切であると考えられる．
今回は調査対象から除外したが，アンドロゲン受容

体機能が一部残存している 46,XY部分型アンドロゲ
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表 4　46,XY 21 水酸化酵素欠損症 5症例のDSM-IV-TR 調査結果

DMS-IV-TR 症例 1 症例 2 症例 3 症例 4 症例 5

A

A-1 あり あり あり あり あり

A-2 あり あり あり あり あり

A-3 あり あり あり あり なし

A-4 あり あり あり あり なし

A-5 あり あり あり あり なし

B

B-1 なし なし なし なし なし

B-2 あり なし なし なし なし

B-3 あり あり あり あり なし

B-4 あり あり あり なし あり

B-5 あり あり あり あり あり

プラダー分類 2度 2度 3度 3度 4度

ン受容体異常症の外性器は男性型から ambiguous ま
で多様であり，養育性も男性�女性に二分されている．
de Vries らは，過去の報告をまとめて，養育性女性 46
例中 5例，養育性男性 35 例中 5例で性自認に深刻な問
題を生じたと報告している１５）．46,XY部分型アンドロ
ゲン受容体異常症の性判定は基準を設けにくく，性判
定にも難渋する症例が多く存在すると思われる．今後，
アンドロゲン暴露量・暴露期間，脳のアンドロゲン感
受性と性自認，性役割・行動，性指向の関係を詳細か
つ長期的に検討していく必要がある．
46,XY 5α―還元酵素欠損症は 7例と例数が少ないた

め，今回の結果から性自認の問題を明確にすることは
できないが，結果は従来の報告と一致していた．すな
わち思春期前の養育性女性の 2例では反対の性（男性）
に対する強く持続的な同一感が示されており，思春期
以降に性自認の問題が強くなってくる可能性がある．
de Vries らは，養育性女性の 117 例中 69 例（59％）で
性転換を含む重大な性自認の問題を生じたと報告して
おり１５），今回の 2例も性自認の問題を注意深く診てい
く必要がある．この 2例の外性器はプラダー分類では
1，3度であり，男性化は必ずしも顕著ではないことか
ら，外性器の男性化は脳の男性化の基準とはならない
ことを示唆している１５）．外性器が男性型の 5例は養育
性男性で，性自認に関しても男性で問題がないと判断
された．de Vries らも同様に，養育性男性の 26 例は性
自認も男性と報告している１５）．46,XY 5α―還元酵素欠損
症では，胎児期にテストステロンは正常に分泌されて
おり，脳は正常男性胎児と同様のテストステロンに暴
露されている．5α―還元酵素の残存活性の程度で外性
器の男性化と脳へのDHT暴露量は決定されるが，

DHTの脳への暴露量は正常以下となる．養育性女性
の 46,XY 5α―還元酵素欠損症の外性器はほぼ女性型で
あり，DHT暴露はさらに微量となる．このような症例
の中から多くの性自認の問題が報告されてきているこ
とは，脳の性分化に主要なアンドロゲンはテストステ
ロンであることを示唆している．今後，46,XY 5α―還元
酵素欠損症の日本での症例集積が必要ではあるが，養
育性男性例には性自認に問題のある症例の報告が無
く，養育性女性の 60％以上に重篤な性自認の問題が生
じていることから１８），性の判定に関しては，本疾患の養
育性は男性を基本として判断していくべきであろうと
考える．
46,XX 21 水酸化酵素欠損症では，胎児期に胎児副腎

からアンドロゲンが分泌され，脳の性分化に影響して
いる．今回の調査で，養育性女性の 142 例中 27 例
（19％）が性自認調査DSM-IV-TR で該当項目を認め，
特に 5例（3.5％）では 4～9項目に該当していた．DSM-
IV-TR 該当有り例と該当なし例の外性器の男性化に
は有意差を認めず，外性器の性状は脳の性分化を反映
していないと推測される．養育性女性の先天性副腎過
形成症（CAH）では，性役割・行動が男性的となる症
例が存在することは古くから知られていたが，深刻な
性自認の問題がどの程度存在するかは最近まで明らか
になっていなかった．Dessens らは 1955 年以降の報告
を渉猟し，性自認の問題を検討し９），養育性女性の 250
例中 13 例（5.2％），養育性男性の 33 例中 4例（12.1％）
に深刻な性自認の問題を抱えていることを明らかにし
た（両群の発症率に有意差なし）．養育性男性の外性器
はほぼ男性型であった．Lee らも同様に，自験例を含め
て 30 例の養育性男性の成人例の 3例に性自認の問題
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を生じたと報告している１４）．養育性女性の 46,XX 21
水酸化酵素欠損症では，将来，5％程度に深刻な性自認
の問題を生じること，外性器の男性化の程度からそれ
を予測できないことは，Dessens らの報告と今回の調
査でほぼ一致していた９）．養育性女性の症例の大部分が
性自認は女性であることから，早期診断された 46,XX
21 水酸化酵素欠損症乳児例は養育性女性を基本とす
る従来の考え方は適切であると考える．一方，日本で
はほとんどないと考えられるが，養育性男性で幼児期
以降も養育された例では，女性への性転換は慎重にす
べきとの報告がある１４）．
46,XX POR異常症は胎児期に副腎・胎盤由来のア

ンドロゲンに暴露される疾患である．今回回答のあっ
た 7例の外性器の男性化はプラダー分類 1～4度に分
布していた．全例養育性女性で，性自認に問題はなかっ
た．現在，日本で診断確定例は約 30 例存在しており，
21 水酸化酵素欠損症と同様に，例数を増やせば性自認
に問題のある症例が出てくる可能性がある．本症の性
自認を検討した報告はなく，今後の症例の集積が必要
である．
46,XY StAR異常症は全てのステロイドホルモンの

産生が障害され，外性器は女性型となる．46,XY完全型
アンドロゲン受容体異常症と同様に胎児期のアンドロ
ゲン効果は消失しているため，性自認は女性となる．
養育性は女性とする疾患と考えられる．
脳の性分化に胎児期アンドロゲンが重要な役割を果

たしていることは，今回の調査結果からも明らかであ
る．性分化プログラムの基本は女性であることから，
46，XY性分化疾患には多くの男性化障害が含まれて
おり，これらの疾患の胎児期のアンドロゲン暴露量は
多様である．このような疾患の中には，脳の男性への
分化が不完全な状態で出生してくる小児も存在する可
能性がある．性同一性障害の発症率は，男性 1�11,900，
女性 1�30,400 と報告されており１９），性分化疾患の性同
一性障害発症はこれよりはるかに高率である．出生後
の養育性への適応を促すための心理療法，内科的治療
の有効性，外科的治療の時期と適応（性腺摘出，外性
器形成術）に関しては，性同一性障害とは分けて，今
後検討すべき重要な課題と考える．

謝辞 本研究は，厚生労働科学研究費補助金難治性疾患
研究事業（性分化疾患の実態把握と治療指針作成）の助成を
受けた．
日本小児科学会の定める利益相反に関する開示事項はあ
りません．

文 献

1）Merke DP, Fields JD, Keil MF, et al. Children

with classic congenital adrenal hyperplasia have
decreased amygdara volume：potential prenatal
and postnatal hormonal effects. J Clin Endocrinol
Metab 2003；88：1760―1765.

2）Mueller SC, Mandell D, Leschek EW, et al. Early
hyperandrogenism affects the development of
hippocampal function ： preliminary evidence
from a functional magnetic resonance imaging
study of boys with familial male precocious pu-
berty. J clin Adolesc Psychopharmacol 2009；
19：41―50.

3）Hampson JG, Money J, Hampson JL. Hermaphro-
dism：recommendations concerning case man-
agement. J Clin Endocrinol Metab 1956；16：
547―566.

4）Money J, Ehrhardt AA, Masica DN. Fetal femini-
zation induced by androgen insensitivity in the
testicular feminizing syndrome：effect on mar-
riage and maternalism. Johns Hopkins Med J
1968；123：105―114.

5）Finegan JK, Niccols GA, Sitarenios G. Relations
between prenatal testosterone levels and cogni-
tive abilities at 4 years. Dev Psychol 1992；28：
1075―1089.

6）Grimshaw GM, Sitarenios G, Finegan JK. Mental
rotation at 7 years：relations with prenatal tes-
tosterone levels and spatial play experiences.
Brain Cogn 1995；29：85―100.

7）Erhardt AA, Epstein R, Money J. Fetal andro-
gens and female gender identity in the early-
treated adrenogenital syndrome. Johns Hopkins
Med J 1968；122：160―167.

8）Erhardt AA, Meyer-Bahlburg HF. Effects of pre-
natal sex hormones on gender-related behavior.
Science 1981；211：1312―1318.

9）Dessens AB, Slijper FM, Drop SL. Gender
dysphoria and gender change in chromosomal
females with congenital adrenal hyperplasia.
Arch Sex B ehav 2005；34：389―397.

10）Hines M, Brook C, Conway GS. Androgen and
psychosexual development：core gender iden-
tity, sexual orientation, and recalled childhood
gender behavior in women and men with con-
genital adrenal hyperplasia. J Sex Res 2004；
41：75―81.

11）Houk CP, Lee PA. Approach to assigning gender
in 46, XX congenital adrenal hyperplasia with
male external genitalia：Replacing dogmatism
with pragmatism. J clin Endocrinol Metab
2010；95：4501―4508.

12）Kandemir N, Yordam N. Congenital adrenal hy-
perplasia in Turkey：a review of 273 patients.
Acta Paediatr 1997；86：22―25.

13）Frisen L, Nordenstrom A, Falhammar H, et al.
Gender role behavior, sexuality and psychosocial
adaptation in women with congenital adrenal hy-
perplasia due to CYP21A2 deficiency. J clin En-
docrinol Metab 2009；94：3432―3439.

14）Lee PA, Houk CP. Review of outcome informa-
tion in 46,XX patients with congenital adrenal
hyperplasia assigned�reared male：What does it



1408―（26） 日本小児科学会雑誌 第117巻 第 9号

say about gender assignment. International J Pe-
diatr Endocrinol 2010；doi： 10, 1155�2010�
982025.

15）De Vries AL, Doreleijers TA, Cohen-Kettenis
PT. Disorders of sex development and gender
identity outcome in adolescence and adulthood：
understanding gender identity development and
its clinical implications. Pediatr Endocrinol Re-
views 2007；4：343―351.

16）大山建司．日本の性分化疾患の実情 1，性分化疾
患の実態調査結果．日児誌 2011；115：1―4.

17）Jurgensen M, Hiort O, Holterhus PM, et al. Gen-

der role behavior in children with XY karyotype
and disorders of sex development. Hormones
and Behavior 2007；51：443―453.

18）Cohen-Kettenis PT. Gender change in 46,XY per-
son with 5 α-reductase deficiency and 17 β-
hydroxysteroiddehydrogenase deficiency. Arch
Sex Behav 2005；34：399―410.

19）van Kesteren PJ, Gooren LJ, Megens JA. An epi-
demiological and demographic study of trans-
sexuals in the Netherlands. Arch Sex Behav
1996；25：589―600.

Gender Dysphoria in Children with Disorders of Sexual Development in Japan
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The aim of this study was to examine patients with different forms of disorder of sexual development
(DSD) (i.e., complete androgen insensitivity, 5-α reductase deficiency, StAR disorders with 46, XY and 21-
hydroxylase deficiency, POR deficiency with 46, XX) with regard to gender identity in prepuberty. Pediatric
endocrinologists and urologists treating patients with DSD filled out questionnaires on gender identity (DSM-
IV-TR) and external genitalia (Prader’s stage). Twenty-six patients with androgen insensitivity were raised as
females and their gender identities were female. Of 7 patients with 5-α reductase deficiency, 2 were raised as
females but did not show a clear female gender identity. The gender identity of the other 5 patients raised as
males was male. Male gender identity was suspected in only 5 of 127 patients with 21-hydroylase deficiency
raised as females. The gender identity in all of 7 POR-deficient and 13 StAR disorder patients raised as females
was female. These results suggest that the majority of 46, XX patients with 21-hydroylase deficiency showed
no gender identity problems, whereas in patients with 5-α reductase deficiency, the assumed importance of
prenatal androgen exposure for brain masculinization must be considered when raised as females.


