gid.jp フォーラム31th 2014 in 長野

性同一性障害の概要と
医療・教育・自殺防止

2月2日

11:00 〜 16:40

日

※ 長野県 自殺対策緊急強化事業

性同一性障害をカミングアウトして
活躍中のシンガーソングライター

中村 中さん出演

性同一性障害とは、自分が男性または女性であると認識する性自認と、身体の性別、
戸籍上の性別、社会生活上の性別が一致しないことにより、多大な苦痛・苦悩を有
する状態のことをいいます。
性同一性障害の当事者は国内に 3 万人以上存在すると推定されていますが、困難な
状況におかれている者も多く、
まだまだ理解が進んでいるとは言えません。
就職は非常に厳しいですし、未だ身体的治療に健康保険は適用されていません。
学校における対応もこれからです。
そのため、
自殺を考えた事がある者が 58.6%、
自傷・自殺未遂経験者は 28.4%※1 と有意に高い数字を示しています。
そこで、性同一性障害についてよくわかっていただこうと、このフォーラムを企画いた
しました。
性同一性障害の概要や基礎的なお話しからわかりやすく解説し、
どういう治療が行わ
れるか、家庭や学校での対応はどうすればよいのかについても説明させていただき
ます。
性同一性障害であることをカミングアウトして活躍中のシンガーソングライター
中村 中さんの講演と歌もあります。
性同一性障害に対する正しい理解が、当事者を救います。
ぜひ、
この機会に性同一性障害について、知っていただければ幸いです。
性別のことで悩んでいらっしゃる方やご家族の方もぜひどうぞ。
みなさま多数のご参加を、お待ちしております。

※1 2010 年岡山大学調査による
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性同一性障害に対する正しい理解が︑当事者を救います︒

松本市総合社会福祉センター
参加費 無料
大会議室

わかって、ほしい
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プログラム

講師紹介
講師紹介

10:30
11:00
歌手・作詞作曲家 俳優
11:10
1985年6月28日生まれ、東京都墨田区出身
11:20
2006年にシングル「汚れた下着」
でデビュー。
12:05
翌年1stアルバム『天までとどけ』をリリースし、幅広い層から
支持を集め紅白歌合戦出場。4thアルバム「少年少女」
では
12:50
第52回「日本レコード大賞優秀アルバム賞」を受賞。
13:35
最新アルバムは『聞こえる』
14:20
代表曲は「友達の詩」
「リンゴ売り」
「風立ちぬ」
「家出少女」など。
14:35
自らの作品以外にも、作詞・作曲家としても活動。多数のアー
16:00
ティスト に作品提供している。
2013「エドワード２世」
ではフランス王妃イザベラを演じ演劇
16:30
界でも好評価を得る。
16:40

中村 中 さん

針間 克己 先生
はりまメンタルクリニック 院長
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1986年 岡山大学医学部附属病院産科婦人科入局
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2007年 岡山大学大学院保健学研究科 教授
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百澤 明 先生
山梨大学医学部地域医療連携支援学講座 特任准教授
山梨大学医学部附属病院形成外科 准教授、診療科長
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1997年
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2007年
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山梨医科大学医学部卒業
東京大学医学部形成外科学教室入局
東京大学医学部形成外科 助手
杏林大学医学部形成外科・美容外科 助手
杏林大学医学部形成外科・美容外科学内講師
埼玉医科大学総合医療センター形成外科・美容外科 講師
埼玉医科大学総合医療センター形成外科・
美容外科 准教授
2012年 山梨大学医学部地域医療連携支援学講座 特任准教授
山梨大学医学部附属病院形成外科 准教授 診療科長

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 代表
1981年 神戸大学 教育学部（現 発達科学部）卒業
2003年 性同一性障害をかかえる人々が、普通にくらせる
社会をめざす会 設立 代表に就任
2003年 性同一性障害特例法制定および2008年の同法
改正に尽力
2006年 日本テレビ ドラマ「私が私であるために」監修
アメリカ映画「トランスアメリカ」翻訳監修
2008年 フジテレビ ドラマ「ラスト・フレンズ」監修
2011 年 一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に
生きる人々の会に改組 代表に就任

参加費

無料

定

240名

員

参加申込
必要ありません。会場に直接ご来場ください。
席は先着順になります。参加者多数の場合は、
ご参加いただけないことが
ありますので、
ご注意ください。

会場
松本市総合社会福祉センター
大会議室
・JR中央本線 南松本駅前
・長野県松本市双葉4-16
・TEL.0263-25-3133
(場所の問い合わせのみ可）

19

松本市総合社会福祉センター
大会議室

ＪＲ南松本駅

中塚 幹也 先生

開場
開会、諸注意など
来賓挨拶など
針間克己先生 講演 「性同一性障害の概要と自殺防止について」
中塚幹也先生 講演 「学校における性同一性障害の子どもへの対応」
百澤 明先生 講演 「性同一性障害の身体療法について」
山本 蘭 講演 「性同一性障害の当事者がおかれている現状と課題 」
休憩
中村 中さん 歌と講演
パネルディスカッション・質疑応答
閉会の挨拶
閉会

イオン
南松本店

参加対象
性同一性障害に理解・関心のある方であれば、
どなたでもご参加いただけ
ます。特に、性同一性障害の当事者の方や性別違和をお持ちの方、そのご
家族、
ご友人の方などは、ぜひご参加ください。
※ 取材の方は、必ず事前にお問い合わせください。

注意事項
※ 本フォーラムは一般公開です。参加者は、各自でプライバシー保護にご
注意ください。
※ 会場においては、係員の指示に従ってください。
※ 他の参加者に迷惑や不快となる言動を行われた場合、退場していただく
場合がございます。
※ 許可無く、会場内での撮影や録音は、お断りいたします。

gid.jp とは
「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」は、北海道か
ら沖縄まで全国で1300名の会員が所属する性同一性障害の当事者団体です。
性同一性障害（Gender Identity Disorder=GID）の当事者が、差別や偏見を受
けることなく、普通にくらしていけるよう、様々な当事者支援のためのサポート
および社会活動・啓発活動を行っています。
本部は東京にあり、関西、東海、北陸、中国、九州、沖縄、南東北、北東北、甲信
に支部があります。gid.jpの活動に、ぜひご参加・ご協力ください。

問合せ先
本フォーラムに関するお問い合わせやご連絡等は、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 甲信支部までメール meeting-koshin@gid.jp
または本部 03-6420-3603 までお電話ください。

