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プログラム　1 日目　3 月 18 日（土）

第 1 会場　札幌医科大学臨床教育研究棟 1F 講堂
エキスパート研修会【非公開】　 9：30 -11：30

第 8 回手術手技研究会【非公開】　SRS の合併症について 11：40 -12：40

開会式 12：55-13：00

会長講演 13：00 -13：30
座長：中塚　幹也　（岡山大学大学院保健学研究科）

	 GIDとの出会い−ホップ、ステップ、そしてジャンプ
舛森　直哉　（札幌医科大学医学部泌尿器科学講座）

レジェンドレクチャー 13：30 -15：00
座長：舛森　直哉　（札幌医科大学医学部泌尿器科学講座）

1.	 性同一性障害をとりまく環境はどう変わったか
山内　俊雄　（埼玉医科大学）

2.	 性同一性障害事始め
原科　孝雄　（医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院）

シンポジウム 1　GID 診療チームの立ち上げについて 診療の裾野を拡げるために 15：00 -16：30
座長：池田　官司　（北海道文教大学人間科学部作業療法学科）

S1-1.	 関西におけるGIC（Gender	Identity	Clinic）連携
織田　裕行　（関西医科大学精神神経科学講座）

S1-2.	 沖縄のGIDの医療の現状と行政の取り組みについて
宮島　英一　（クリニックおもろまち）

S1-3.	 山梨大学のGID医療の現状と今後の展望
百澤　明　（山梨大学医学部附属病院 形成外科）

S1-4.	 GID診療チームの立ち上げとマネジメント
中根　秀之　（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻
 リハビリテーション科学講座 精神障害リハビリテーション学分野）

S1-5.	 性同一性障害の診療に医療チームは必要か
山本　蘭　（一般社団法人gid．jp日本性同一性障害と共に生きる人々の会）
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プログラム　1 日目　3 月 18 日（土）

シンポジウム 2　身体的治療の標準化について 次世代に繋げるために 16：30 -18：00
座長：難波　祐三郎　（岡山大学病院 ジェンダーセンター）

 遠藤　俊明　　（札幌医科大学非常勤講師）

S2-1.	 FTMに対するホルモン療法
杉本　盛人　（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学）

S2-2.	 当科におけるホルモン療法の現状と問題点
馬場　剛　（札幌医科大学産婦人科学講座）

S2-3.	 Male	to	Femaleの性別適合手術時の体位の検討
山口　悟　（ナグモクリニック名古屋）

S2-4.	 次世代教育について
難波　祐三郎　（岡山大学病院 ジェンダーセンター）

第 2 会場　札幌医科大学記念ホール 2F 大ホール
一般演題 1　児童生徒、教育・心理 14：50 -15：50

座長：中山　　浩　（川崎市こども家庭センター）

O-1.	 教職員における性別違和感を持つ児童生徒に対する意識調査：学校内での啓発方法
林田　桃子　（岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程）

O-2.	 性同一性障害・性別違和と性的虐待の関連
古田　洋子　（埼玉県中央児童相談所）

O-3.	 小中学校に勤務する養護教諭のLGBTに関する認識と学校現場での取り組みの実態および	
	 看護職の役割

井關　敦子　（岐阜大学医学部看護学科母子看護学講座）

O-4.	 性同一性障害の学生が感じた「困難さ」に関する一考察
三宅　元子　（名古屋女子大学）

O-5.	 性同一性障害当事者のカムアウトの状況と心理的困難感との関連
森下　真祈子　（札幌医科大学神経精神医学講座）

O-6.	 性自認の問題が疑われる小学生の経過と学校場面での課題
中山　浩　（川崎市こども家庭センター）
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一般演題 2　診療チーム 15：50 -16：50
座長：山本　和儀　（山本クリニック）

O-7.	 名古屋大学における性同一性障害診療の現状
松尾　かずな　（名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科学）

O-8.	 おきなわジェンダーセンターにおける医師クラークの役割
辺土名　直子　（沖縄県立中部病院 おきなわジェンダーセンター）

O-9.	 性同一性障害者における専任看護師の役割
渡慶次　里美　（沖縄県立中部病院 おきなわジェンダーセンター 看護部）

O-10.	 戸籍の性別の「変更」ではなく「訂正」が認められた	21-水酸化酵素欠損症の2症例
大島　義孝　（岡山大学）

O-11.	 世界各国における性別変更手続きの比較
石井　慧　（京都民医連中央病院 臨床研修部）

O-12.	 札幌医科大学附属病院における性同一性障害当事者に対する看護の取り組み
小林　隆宏　（札幌医科大学附属病院 泌尿器科看護室）

第 3 会場　札幌医科大学臨床教育研究棟 1F 共用実習室
第 1 回 GID 認定医資格試験　（筆記・口答試験） 10：00 -11：30

当事者団体企画　 14：30 -17：00
司会：日野　由美　（HSA 札幌ミーティング、ウィズアス「私たちとともに性同一性障害」）

	 北海道の当事者団体の概要
発表演者： 斎藤　規和　（株式会社シムス、性同一性障害、札幌医大通院当事者の会）

 工藤　久美子、他メンバー 1名 
 （NPO法人 北海道レインボー・リソースセンター L-Port）

 日下部　元美　（毎日新聞記者）

プログラム　1 日目　3 月 18 日（土）
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プログラム　2 日目　3 月 19 日（日）

第 1 会場　札幌医科大学臨床教育研究棟 1F 講堂
シンポジウム 3　GID の用語を巡る諸問題 9：30 -10：50

座長：松永　千秋　（ちあきクリニック）

S3-1.	 「Gender	incongruence」の日本語訳についての考え方
池田　官司 　（北海道文教大学人間科学部作業療法学科）

S3-2.	 性同一性障害とは何だったのか
中根　秀之　（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻
 リハビリテーション科学講座 精神障害リハビリテーション学分野）

S3-3.	 DSM-5の日本語訳への疑問およびICD-11の「gender	incongruence」の日本語訳案の検討
針間　克己　（はりまメンタルクリニック）

S3-4.	 SOGIEの多様性に関する専門用語と「正しい知識」問題
東　優子　（大阪府立大学地域保健学域）

シンポジウム 4　教育現場における性別違和をもつ児童生徒の現状と対応 10：50 -12：10
座長：康　　　純　（大阪医科大学総合医学講座神経精神医学教室）

 館農　　勝　（ときわ病院）

S4-1.	 二次性徴抑制療法および18歳未満に対するホルモン療法の報告義務とリマインド
佐藤　俊樹　（さとうクリニック）

S4-2.	 学校教育と性別違和を持つ生徒への対応	−スクールカウンセラーの立場から
手代木　理子　（札幌医科大学小児科、札幌市教育委員会スクールカウンセラー）

S4-3.	 トランスジェンダー生徒の学校経験
土肥　いつき　（京都府立高校教員、大阪府立大学博士後期課程）

S4-4.	 性別違和をもつ児童生徒の通学する学校との連携
佐々木　掌子　（立教女学院短期大学現代コミュニケーション学科）

GID 委員会からの報告　国内推定当事者数について 12：10 -12：20

	 「性同一性障害に関する委員会」による性別違和が主訴の症例数と	
	 国内外性別適合手術例数の推定調査

針間　克己　（はりまメンタルクリニック）
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理事長講演　 12：20 -12：40
座長：舛森　直哉　（札幌医科大学医学部泌尿器科学講座）

	 性同一性障害を取り巻く課題と今後の展望
中塚　幹也　（岡山大学大学院保健学研究科）

ランチョンセミナー　 12：40 -13：30
座長：中塚　幹也　（岡山大学大学院保健学研究科）

	 ①テストステロン検査の現状 ②性感染症の現状と性器外感染
髙橋　聡　（札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座）

 共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 
 　　　セティ・メディカルラボ株式会社

総　　会　 13：30 -13：50

シンポジウム 5　ジェンダーの多様性をめぐる神話（Fictions and Realities of Gender Variation） 15：00 -16：30
座長：東　　優子　（大阪府立大学地域保健学域）

S5-1.	 GIDの「神話」を「歴史」に引き戻す
三橋　順子　（明治大学文学部）

S5-2.	 どんな理解を促進するのか
遠藤　まめた　（やっぱ愛ダホ！ idaho-net.）

S5-3.	 性の多様性：LGBTのメインストリーム化で失われていくもの
東　優子　（大阪府立大学地域保健学域）

閉会式　 16：30 -16：35

プログラム　2 日目　3 月 19 日（日）
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第 2 会場　札幌医科大学記念ホール 2F 大ホール
一般演題 3　外科治療 9：30 -10：30

座長：百澤　　明　（山梨大学医学部附属病院 形成外科）

O-13.	 形成尿道の術後狭窄を段階的ダイレーションで再拡張したFTM（Female-to-male）の一例
渡辺　匡人　（からぁ訪問看護ステーション）

O-14.	 乳房切除術後に乳癌を発症した1例
駒越　翔　（岡山大学病院 形成再建外科）

O-15.	 腸管造膣術後の腸管吻合部に縫合不全を生じ、保存的加療で治癒した１例
渡邊　敏之　（岡山大学病院 形成外科）

O-16.	 Female	to	Male	GID症例における胸壁男性化手術と子宮卵巣摘出術の同時手術
今泉　督　（沖縄県立中部病院 形成外科）

O-17.	 当事者の経験からみるMtF変声ボイスによる音声周波数スペクトルの変化
丹羽　奈緒子　（まんまるの会）

O-18.	 GIDFTM患者の乳房切除術後の乳輪乳頭部位置について　−健常人男性との比較−
百澤　明　（山梨大学医学部附属病院 形成外科）

一般演題 4　精神、ホルモン 10：30 -11：30
座長：石原　　理　（埼玉医科大学産婦人科）

O-19.	 ホルモン投与によるFemale-to-Maleの身体満足度の変化
正岡　美麻　（東京大学大学院医学系研究科ユースメンタルヘルス講座）

O-20.	 長期に保存的にホルモン療法のみを施行していたが、	
	 テストステロン値をコントロールできず除精術を施行したMTFの一例

関口　由紀　（医療法人LEADINGGIRLS女性医療クリニックLUNAグループ  
 LUNA骨盤底トータルサポートクリニック）

O-21.	 性自認が変わるとき
阿部　惠一郎　（あべクリニック）

O-22.	 息子のSRSを受容できずに予後に影響があったと考えられるアルコール依存症の一例
星野　隆之　（独立行政法人国立国際医療研究センター病院）

O-23.	 Female	to	male当事者に対する男性更年期症状質問紙の回答結果
伊與木　貴也　（札幌医科大学医学部泌尿器科学講座）

プログラム　2 日目　3 月 19 日（日）
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市民公開講座　GID ってなぁに？ 14：30 -16：30
座長：舛森　直哉　（札幌医科大学医学部泌尿器科学講座）

PL-1.	 GID（性同一性障害）とは？　性的マイノリティの基礎知識
中塚　幹也　（岡山大学大学院保健学研究科）

PL-2.	 GIDへの精神科的対応
池田　官司　（北海道文教大学人間科学部作業療法学科）

PL-3.	 GD/GIDに対するホルモン療法の現状と課題
松尾　かずな　（名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科学）

PL-4.	 性別適合手術について
市原　浩司　（札幌医科大学医学部泌尿器科学講座）

第 3 会場　札幌医科大学臨床教育研究棟 1F 共用実習室
理事会【非公開】 8：20 -9：20

ポスターディスカッション　 13：50 -14：20
座長：松本　洋輔　（岡山大学大学精神科神経科）

P-1.	 性同一性障害当事者DNAをもちいた全エクソーム解析
仲地　豊　（埼玉医科大学ゲノム医学研究センタートランスレーショナルリサーチ部門）

P-2.	 大学生における「性同一性障害当事者との関係性の近さ」と「理解・支援への意識」
樫野　千明　（岡山大学病院 産婦人科）

P-3.	 医療系学生による性教育/ピアエデュケーションについて
澤山　初音　（IFMSA-JapanSCORA）

P-4.	 トイレサイト運営サイドから見たGIDトイレ問題について
太田原　章巨　（エブリカ）

P-5.	 特例法と受療行動に関する一考察
織田　裕行　（関西医科大学精神神経科学講座）

P-6.	 多様な性と生を生きる大学生による大学生のためのピア学習活動の意味
平上　久美子　（名桜大学人間健康学部看護学科精神看護学）

プログラム　2 日目　3 月 19 日（日）


