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診断フローチャートと診断に必要な検査 
 

性分化疾患は、通常、新生児・乳児期に外陰部異常所見により発見される．この時期では、

社会的性（養育上の性）を適切に決定する必要がある．染色体検査と内分泌検査を含む必要

な検査を行い、診断を確定することになる。代表的な疾患の診断手順を下図に示す。 

T: テストステロン、E2:エストラジオ−ル 

 
重要なポイント：上記は一般病院で施行可能な検査に基づく。しかし、遺伝子診断により、

臨床診断が同一であっても、その原因が極めて遺伝的異質性に富むことが判明してきた。例

えば、アンドロゲン受容体不応症患者の中で、アンドロゲン受容体遺伝子に変異が検出され

るのは、完全型で 80%程度、不完全型で 30％程度に過ぎない。正確な遺伝子型－表現型解

析や遺伝相談を可能にするために、遺伝子診断の普及は極めて重要である。現在判明してい

る原因遺伝子の一覧は、下記の付録３，４にまとめた。 

＜病歴＞ 

 家族歴は診断上の有力な情報である。また、妊娠中のホルモン製剤使用の有無と妊娠中の

母体の男性化の有無が重要である。ホルモン製剤は、化粧品などに含まれることがあり、母

親が知らない間に使用している可能性がある。母体の男性化は、胎盤アロマターゼ欠損症と

POR 欠損症に特徴的である。 
 
＜身体所見＞ 

 外陰部の所見では、性腺・精巣の有無、陰茎長、尿道口の位置、陰嚢形成の程度、陰核の

大きさ、膣口の有無、陰唇融合の程度などを評価する（付録１）。女性型外性器を有する患

者に性腺・精巣を鼡径部や陰唇に触れるときには、精巣成分を有する性腺形成障害または男

性ホルモン産生障害・効果障害を疑う。触診上、精巣は弾力を有し、索状性腺や卵巣は硬い。

精巣様構造が存在するときは、精巣計で容積を測定し、正常値と比較する。片側性無精巣症

の場合、対側の精巣が肥大していることがある。陰茎長は、陰茎背側基部にある恥骨に定規
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をあて、陰茎を伸張して計測し正常値と比較する。陰核の大きさは、陰核包皮までを含め、

外側から定規を当てて測定し、正常値と比較する。 
 外陰部以外の所見では、色素沈着の存在は副腎性器症候群に特徴的で、生命の危険に陥り

易く、迅速な対応が要求される。軽症では、軽度の色素沈着が口唇、乳頭部、外陰部のみに

現れることがあり、注意を要する。奇形徴候の存在は、性分化異常を伴う染色体異常症や奇

形症候群を示唆する所見で、ターナー症候群、campomelic dysplasia、Smith-Lemli-Opitz 症候

群では特徴的なパタ−ンが認められる。また、Xp の重複、9p モノソミー、10q モノソミーに

よる精巣形成障害では、種々の小奇形や発達障害が認められる。 
 
＜主要臨床検査成績＞ 

 電解質異常（低ナトリウム血症、高カリウム血症）は塩喪失型副腎性器症候群を、血清コ

レステロール低値は Smith-Lemli-Opitz 症候群を、尿所見異常は Drash 症候群や Fraiser 症候群

を示唆する所見である。 
 
＜内分泌検査＞ 

 性腺系と副腎系の検査が重要である。性腺系では、テストステロン、エストラジオール、

FSH、 LH の基礎値の検討、および、GnRH test、 hCG test、 hMG test が行われる。テストス

テロン産生障害を伴う疾患（ライディッヒ細胞低形成、先天性副腎リポイド過形成、3β-
HSD 欠損、 P450c17 欠損、17β-HSD 欠損）では、hCG test におけるテストステロン反応の低

下と GnRH test における LH/FSH 過剰反応が見られる。5α-reductase 欠損症では、hCG 負荷後

のテストステロンとジヒドロテストステロンの比が上昇する（正常男児の比、11±3）。アン

ドロゲン不応症では、ゴナドトロピンやエストラジオールの比較的高値がしばしば見られる。

ゴナドトロピン欠乏症では、GnRH test における LH/FSH の反応低下が見られる。一方、エ

ストラジオールを含む女性ホルモンの検討は、正常女性が思春期までホルモン産生細胞の発

達に乏しいため、診断的価値は低い。しかし、hMG test でエストラジオールの反応が見られ

るときは、卵巣成分の存在が示唆される。なお、新生児期のステロイドホルモンは、胎児副

腎由来の様々な代謝産物により干渉され、正確な測定はしばしば困難である（付録２）。 
 副腎系では、コルチゾール、ACTH の基礎値の検討、および、ACTH 負荷時の詳細な血中

および尿中ステロイドホルモンプロフィールの検討を行う。性腺と副腎に共通するステロイ

ドホルモン代謝異常による、先天性副腎リポイド過形成、 3β-HSD 欠損、 P450c17 欠損、 
P450c21 欠損、 P450c11 欠損の診断に有用である。 
 
＜画像診断＞ 

 内性器の形態確認を目的として超音波検査、CT、MRI などを行う。特に、MRI ではかな

り詳細なウォルフ管およびミュラー管構造物の情報がえられる。これらの検査で内性器構造

が判然としないとき、尿道・膣造影がおこなわれることがある。しかし、性腺、特に腹腔内

の索状性腺の同定はしばしば困難である。なお、超音波検査は、機能低下精巣が微細石灰化

や輝度の低下などの所見を呈することから、精巣機能の判定にも有用である。 
 
＜腹腔鏡および性腺生検＞ 

 画像検査において内性器構造が不明なとき、あるいは外科治療の一環として行われる。卵

精巣性 DSD や混合性性腺異形成の診断に有用である。 
   
＜染色体検査＞ 

 性分化疾患では必須の検査である。正常核型は、遺伝的性と性腺の性の不一致や男性ホル

モン産生障害・効果障害で多く見られ、精巣性 DSD でも約 8 割に認められる（46、XX が 6
割、46、XY が 2 割）。異常核型は、性染色体異常症が大多数を占め、ターナー症候群、混

合性性腺異形成などが代表である。ときに、XY 性腺異形成において、Ｘ染色体短腕重複や、

9p および 10q モノソミーが認められる。 
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 染色体検査は、通常 20-30 個の末梢リンパ球に行われる。しかし、臨床症状と核型が不一

致の場合（例、ターナー症候群の表現型と 46、XY 核型の共存）、多数の細胞解析による低

頻度モザイクの検討および複数の組織（皮膚繊維芽細胞や性腺細胞）の細胞解析による組織

特異的モザイクの検討が必要である。 
 
＜分子遺伝学的検査＞ 

 近年、分子遺伝学的検査が比較的簡単に行われるようになり、 多数の遺伝子解析が可能

となってきている。必要に応じてこれらの遺伝子解析を考慮すべきである（付録３，４） 
 
 
 
 
付録１：本邦における陰茎長、精巣容積の基準値 
                            

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
陰茎長基準値とミクロペニスに対する治療効果 

 
精巣容積基準値 
 
 
 
 

 
付録２：新生児テストステロン値のピットフォール 

新生児期では、テストステロンを含む種々のホルモン値が胎児副腎由来のステロイド産物の干渉

を受け、正確に測定できないことがある。特に、交叉反応のために偽高値を示すことがあり注意

を要する。以下はその代表例である。 
 
例：ECLIA 法（抽出操作なし）と LCMSMS 法（抽出操作あり）の比較 

日齢 1 4 6 8 12 

ECLIA 法 (ng/mL) 12.8 8.13 2.67 3.40 0.09 

LCMSMS 法 (ng/mL) 0.01 0.03 0 0 0 

 

これは、誤診を防ぐために重要な情報である。 
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付録３性分化異常症に関わる遺伝子異常: 46,XY 
遺伝子 座位 遺伝形式 性腺 Müller 管 外陰部 疾患・その他の徴候 

46,XY DSD 
 性腺形成異常：単一遺伝子異常 
WT1 11p13 AD 精巣異形成 +/- F/A Wilms 腫瘍、腎疾患、性腺腫瘍

(WAGR,Denys-Drash, Frasier 症候群） 
SF1
（NR5A1） 

9p33 AD/AR 精巣異形成 +/- F/A 重症型では原発性副腎不全 

SRY Yp11.3 Y 精巣異形成
/ovotestis 

+/- F/A  

SOX9 17q24-25 AD 精巣異形成
/ovotestis 

+/- F/A Campomelic dysplasia 

DHH 12q13.1 AR 精巣異形成 + F 神経障害 
ATRX Xq13.3 X 精巣異形成 - F/A/M αサラセミア、発達遅滞 
ARX Xp22.13 X 精巣異形成 - A 頭蓋骨異常、てんかん、体温調節障害 

性腺形成異常：染色体異常に伴う候補遺伝子異常 
DMRT１ 9p24.3 モノソミー 精巣異形成 +/- F/A 発達遅滞 
DAX1 
(NROB1) 

Xp21.3 dupXp21 精巣異形成/卵巣 +/- F/A  

WNT4 1p35 dup1p35 精巣異形成 + A 発達遅滞 

ホルモン合成・作用の障害 
LHGCR 2p21 AR 精巣 —  F/A/矮小陰

茎 

Leydig 細胞低（無）形成 

DHCR7 11q12-13 AR 精巣 −  様々 Smith-Lemli-Opitz 症候群 
STAR 8p11.2 AR 精巣 —  F 先天性リポイド副腎過形成症 
CYP11A1 15q23-24 AR 精巣 −  F/A 先天性副腎過形成症 
HSD3B2 1p13.1 AR 精巣 −  A 先天性副腎過形成症 
CYP17 10q24.3 AR 精巣 —  F/A/矮小陰

茎 

先天性副腎過形成症 

POR 7q11.2 AR 精巣 —  M/A 複合型ステロイド合成酵素機能低下症、

Antley-Bixler 症候群 

HSD17β3 9q22 AR 精巣 −  F/A 思春期の部分男性化 
SRD5A2 2p23 AR 精巣 −  A/矮小陰茎 思春期の部分男性化 
AMH 19p13.3- 

13.2 
AR 精巣 + 正常男性 

AMHR2 12q13 AR 精巣 ＋ 正常男性 

Müller 管遺残症候群、両側停留精巣 

AR Xq11-12 X 精巣 −  F/A/矮小陰

茎/正常男性 

完全型− 部分型 

遺伝形式 AR：常染色体劣性、AD：常染色体優性、X:X 染色体伴性、Y：Y 染色体伴性 
外陰部 M：男性型 A：中間型 F：女性型 
 

付録４：性分化異常症に関わる遺伝子異常: 46,XX（改変） 
遺伝子 座位 遺伝形式 性腺 Müller 管 外陰部 疾患・その他の徴候 

46,XX DSD 
性腺（卵巣）形成異常 
SRY Yp11.3 転座 精巣

/ovotestis 
—  M/A  

SOX9 17q24 dup17q24 検索なし —  M/A  

アンドロゲン過剰 
HSD3B2 1p13 AR 卵巣 ＋ 陰核肥大 先天性副腎過形成症 
CYP21A2 6p21-23 AR 卵巣 ＋ A 先天性副腎過形成症 
CYP11B1 8q21-23 AR 卵巣 ＋ A 先天性副腎過形成症 
POR 7q11.2 AR 卵巣 ＋ A 複合型ステロイド合成酵素機能低下症、

Antley-Bixler 症候群 
CYP19 15q21 AR 卵巣 ＋ A 先天性副腎過形成症 
Glucocorticoid-R 5q31 AR 卵巣 ＋ A 先天性副腎過形成症 

遺伝形式 AR：常染色体劣性、AD：常染色体優性、X:X 染色体伴性、Y：Y 染色体伴性 
外陰部 M：男性型 A：中間型 F：女性型 
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現行治療方針要約 
 
社会的性（養育上の性）の決定：内・外性器の機能、性腺腫瘍の危険性を考慮して決定する。

最も重要な点は、性的機能がより適合する性を選択することであり、染色体構成や遺伝子変

異は考慮する必要はない。なお、近年、脳の性分化状態を勘案して社会的性を決定すること

を模索されている（付録１）。最も重要な所見は外性器の形態である。男児では陰茎長と陰

嚢形成が、女児では膣形成の有無が重視される（これらの形成は困難である）。可能なかぎ

り、小児内分泌専門医、泌尿器科医、産婦人科医を含むチ−ムによって、家族と共に判断す

ること望ましい。 
 
外科的治療：性分化疾患ではしばしば乳児期や思春期において外科的治療が必要となる。基

本的に選択された性に不一致な構造物は摘出する（46,XX の卵精巣性性分化疾患は、稀に早

期に精巣成分を摘出したときに妊娠可能となる）。特に、Ｙ染色体成分を有する索状性腺は、

性腺腫瘍が発症しやすいため摘出すべきである（付録２）。アンドロゲン受容体異常症の精

巣は、エストラジオール分泌を介して二次性徴を生じるため思春期前の摘出は控えられてい

たが、近年、精巣腫瘍の発症が多いことから早期に摘出すべきとされている（しかし、アン

ドロゲン受容体異常症における性腺腫瘍発症の最年少患者は 14 歳であり、それ程早くはな

い）。また、男児における尿道下裂や女児における陰核肥大などに対する外性器形成術を行

う。外陰部形成術は、精神的影響を考慮して、1-2 歳が推奨されている。 
 
内科的治療：男児として養育する場合、小陰茎にたいして乳児期にデポ型テストステロン製

剤（25 mg）を 1-3 回投与する（付録３、４）。立小便が可能な陰茎長（3.0-3.5 cm 以上）を

目標にする。また、精巣腫瘍の発症を超音波などで定期的に観察する。思春期年齢で一度精

巣生検をおこなうことも推奨されている。思春期年齢以降、デポ型テストステロン製剤 200 
mg 程度を 3 ｰ 4 週毎に筋注して維持する。女児として養育する場合、思春期前にはホルモン

療法は不要である。なお、将来の性生活に備えて定期的に膣のブジー管理を行うことは、一

時行われたが、現在では不要とされている。思春期年齢以降、エストロゲン製剤の投与、お

よび子宮が保持されている場合には、エストロゲン製剤とプロゲステロン製剤による

Kaufman 療法を行なう（付録５）。また、男女共に、ゴナドトロピン分泌不全による続発性

性腺機能障害では、hMG (FSH)と hCG 療法により、妊孕性確保が可能である。なお、副腎ホ

ルモン産生障害を伴う場合は、直ちに糖質および電解質ステロイド補充を行なう。 
 
カウンセリング：最も重要な点は、患者が最も信頼し、支えてほしい存在である両親から疾

患については説明されることである（付録６）。これは、患者に受容感を与え、その後の社

会的自立をする上で大変強い支えとなる。したがって、はじめは医師から性分化疾患の説明

があることが多いが、その場合も可能な限り両親同席で話し、その後、両親のみからきちん

と話すことが重要である。しかし、性分化疾患では、両親は話すことに抵抗を感じ、しばし

ば両親に医療者と保護者が揃ってきちんと話すことの重要性を理解してもらうまでに時間を

要する。何をどこまで話すかということは一概には決められない。しかし、患者の医療面・

健康面で重要なことは必須である。例えば、ホルモン補充療法はでは、きちんとその必要性

を理解しなければ長期間継続できない。一方、社会的女性にたいして性染色体の話をするこ

とは、本人が強く全てを知りたいという希望がない限り、不要である（とわれわれは考えて

いる）。なお、結婚が決まって心配になり、突然、性腺機能不全の話を聞くという事態は避

けねばならない。受験など、社会的なイベントを勘案しながら年齢相当の内容を話してゆく

ことが重要である。 
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付録１：性同一性障害の頻度（12 歳以上）：文献データを要約 

疾患 核型 養育上の性 総患者数 
性同一性障 

害患者数 
頻度 

副腎皮質過形成 46,XX 女性 217 10 4.6% 

  男性 14 3 21.4% 

不完全型アンドロゲン受容体不応症 46,XY 女性 46 5 10.9% 

  男性 35 5 14.3% 

完全型アンドロゲン受容体不応症 46,XY 女性 98 0 0% 

  男性 0 … … 

5α レダクターゼ欠損症 46,XY 女性 117 69 59.0% 

  男性 26 0 0% 

17β-HSD-3 欠損症 46,XY 女性 51 20 39.2% 

  男性 2 0 0% 

ミクロペニス 46,XY 女性 8 0 0% 

  男性 64 2 3.1% 

陰茎切断 46,XY 女性 6 3 50% 

  男性 0 … … 

無陰茎 46,XY 女性 11 6 54.5% 

  男性 10 0 0% 

総排泄腔外反症 46,XY 女性 21 6 28.6% 

  男性 5 0 0% 

膀胱外反症 46,XY 女性 3 2 66.7% 

  男性 161 2 1.2% 

 
 
付録２：胚細胞腫瘍の発症リスク：文献データを要約 

リスク 疾患 悪性化リスク 推奨される治療 研究数 患者数

高リスク群 性線異形成 (+Y)、腹腔内 15-35 性線摘出 12 ＞350

 PAIS 陰嚢外 50 性線摘出 2 24 
 Frasier 症候群 60 性線摘出 1 15 
 Dennis-Drash 症候群 (+Y) 40 性線摘出 1 5 
中間リスク群 ターナー症候群 (+Y) 12 性線摘出 11 43 
 17beta-HSD 28 モニター 2 7 
 性線異形成 (+Y)、陰嚢内 不明 生検と放射線？ 0 0 
 PAIS 陰嚢内 不明 生検と放射線？ 0 0 
低リスク群 CAIS 2 生検と？ 2 55 
 Ovotestis DSD 3 精巣成分除去？ 3 426 
 ターナー症候群 (-Y) 1 なし 11 557 
無リスク群？ 5alpha-reductase 0 未解明 1 3 
 ライディッヒ細胞低形成 0 未解明 2 ？ 

 

ポイント：これらは生殖細胞由来の腫瘍である。このような腫瘍の発生は、体細胞障害に

より性腺異形成を招く（常染色体）遺伝子変異において、生殖細胞発生障害により性腺

異形成を招く（性）染色体異常症よりも多いと推測されるが、正確なデータは存在しな

い。 
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付録３．                                付録４． 
 

 
 
 
 

付録５．                              付録６． 
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性分化疾患ケアチームによる管理体制試案 
 
1. 性分化疾患ケアチーム結成の目的 

性分化疾患における社会的性（法律上の性、養育上の性）の選択、その後の成長・成熟のフ

ォロー、親子の心理的支援等、生直後より長期かつ多岐に亘るサポートを提供することを目

的とする。 

 

2. 構成部門・診療科 

小児内分泌科、小児泌尿器科、小児精神科、周産期部門（産婦人科、新生児科）、遺伝科を

含めて構成されることが望ましい。性分化疾患患者にたいする最初のコンサルテーションは、

小児内分泌医師になされるべきである。看護部門、ソシアルワーカーも家族のサポートのた

めに参加することが望まれる。 

 

3. 性別選択の流れ 

 日齢 ０（または入院当日） 

性分化疾患（と思われる）児の出生・搬送  

小児内分泌科（あるいは他のメンバー）からチーム全員に連絡 

ケアチーム第１回会合       

診察：特に外性器所見 

画像診断：超音波、ＭＲＩによる性腺・内性器の確認 

採血：電解質、血糖、テストステロン（新生児期のテストステロンは RIA では必ずしも真の

値をとらず、しばしば偽高値を示すことに注意）、ゴナドトロピン、染色体を検査する。症

状により ACTH・17OHP・cortisol、SRY 検査、その他を追加する 

外科・副腎疾患の場合には治療を開始する 

親への心理的介入を開始する（社会的性が選択されるまで、出生の秘匿という方法もある） 

 

 日齢 ５− ７ （あるいは入院 5－7日後） 

ケアチーム第２回会合 

染色体・ホルモンデータ等の結果確認：この時点で十分なデータが揃っていれば、社会的性

の選択を行う。検討が不十分であれば、検査項目を話し合い、この時点では社会的性の選択

は保留する。 

 

 日齢 １０− １２（あるいは入院 10－12 日後） 

ケアチーム第３回会合 

社会的性選択保留例について話し合う。判定不能例については更に検討を重ねる。 

 

4. 性分化疾患のフォローアップ体制 

性分化疾患では、本人に対しては乳幼児期における外科的治療、小児期における成長発達、

思春期における性成熟、生殖年齢における生殖能の評価と治療、そして、幼少時よりの心理

的サポートが必要である。親に対しても出生時からの心理的サポートの継続が必要と考えら

れる。 

 

注１ 社会的性の選択は 医学的かつ総合的評価の下に行う。 

注２ 選択した性は、選択理由とともに親に担当医（性分化異常ケアチームの医師）から

「提案」の形で伝え、決定は親に委ねるものとする。 

注３ 社会的性の決定は、出生届の期限の１４日以内を目標とするが、拙速に判定し後に性

変更等の混乱を来さないよう、慎重に行う。このため、場合によっては性別保留の

まま出生届を出すこともやむを得ない。 
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注４ 社会的性決定は、生後１ヶ月以内には完了するようにする。 

注５ これらの検討の過程は文書にて保存する。 

注６ 必要に応じて遺伝子診断を行なう。 

注７ 患者会については、疾患の多様性から難しい点があるが、自然発生的に生まれたもの

については、これを支援する。 



 - 12 -

戸籍の届出・戸籍法について 
 

１）届出 

戸籍法第四章第二節 出生 

第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があったときは、三箇月以内)にこれを

しなければならない。 

○２ 届書には、次の事項を記載しなければならない。 

 一 子の男女の別および嫡出子又は嫡出でない子の別 

 二 出生の年月日時分および場所 

 三 父母の氏名および本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名および国籍 

 四 その他法務省令で定める事項 

  

説明： 上記の出生届が原則であるが、以下が可能である。 

１）戸籍の未載について 

 男女性別は未載可、医師の証明書を添付し「追完」できる。 

 名前も未載可、「追完」できる。 

 ただし、いずれの場合も「追完」の記録は残る。 

２） 届出そのものを遅らせることについて 

 14 日以内が原則であるが、遅れても受理はする。 

 ただしその場合、以下の過料が課せられる可能性がある。  

戸籍法第九章 罰則  

第百三十五条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下

の過料に処する。 

３） 戸籍における性の変更について 

 医学的自由があり、妥当と認められる診断書が提出され家庭裁判所で認められれば性

の変更は可能。 

 変更の記録が残るが、転籍・結婚で性変更の記録は消える。 

４）性同一性障害と性分化疾患における性同一性障害を伴わない性の変更の異同について 

 性同一性障害者の性別については、厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書

の提出などが定められている。基本的に性同一性障害を伴わない性分化疾患における性の変

更(診断の変更など医学的事由による)とは区別して扱うべきである。ただし、完全に別個に

扱うことが不可能な事例もあることを認識して対処する。 

戸籍法第三章 戸籍の記載  

第二十条の四 性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百

十一号)第三条第一項の規定による性別の取り扱いの変更の審判があった場合において、当

該性別の取り扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者(そ の戸籍から除かれ

た者を含む。)が他にあるときは、当該性別の取り扱いの変更の審判を受けた者について新

戸籍を編製する。 

 


