はじめに
最近、
「遺伝子」
「ゲノム」といった言葉がニュースに登場する機会が増えています。
私たちの体にある細胞一つ一つの中に、DNAという化学物質があります。DNA
の中で、体をつくったり、働いたりするための情報を担うのが遺伝子。こういった
情報の全体がゲノムです。
いま、遺伝子やゲノムに関する研究がとても速く進んでいます。
こうした分野は「ゲノム医療」などと呼ばれ、病気の解明や新しい治療法づくりに
役立てられようとしています。同時に、ゲノム医療の進展は、多くの人のさまざま
な選択に影響を与えていくと指摘されています。社会のあり方や、人間という存在
自体を変えていく可能性も秘めています。
このような技術の多くは、まだ研究の段階で、実際に使われる機会は限られて
います。でも、いまの若い人たちが大人になったとき、ゲノム医療はだれもが、日
常的に接する技術となっているかもしれません。
この冊子は、主に高校生や大学生の世代のみなさんに、ゲノム医療という技術が
どんなもので、いまどのような研究が進んでいるのかについて知ってもらい、将来
この技術をどう活用していくべきなのか、みなさんが考えるきっかけにしていただ
けたらと思い、制作しました。遺伝医学の専門家から助言をいただきながら、最
近のニュースを素材にできるだけ分かりやすい内容になるよう努めました。
ゲノム医療が人々の暮らしと深く結びついている世界は、もう目の前に来ています。
この冊子を通して、その世界のドアを開いてみてください。
慶應義塾大学医学部・大学院医学研究科

朝日新聞社
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登場人物紹介

じろ先生

ジンくん

大学病院で遺伝医療
を専門としている医
師。高校の総合学習
に招かれて授業をし
たのをきっかけに、
２人と仲よくなった。

国語と社会が得意。
絵をかくのが好きで、
将 来 の 夢 はマンガ
家 だ った が、 大 学
進 学 も 考 え 始 めて
いる。

でこちゃん
得 意 な の は 体 育と
理 科。 大 学 に 進 ん
で 生 物 学 を 勉 強し
たいと 思って い る。
医療にもちょっと興
味がある。

ニャンデル
２人の通う高校にときどき出没しているメスネコ。
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01 未診断疾患プロジェクト
原因がわからず、何という病気なのか診断もつかずに、長年もどかしい思いをしてい
る患者のゲノム（全遺伝情報）を解析して、診断や治療につなげるプロジェクトが進
んでいます。大量の遺伝情報を高速に解読する技術が普及してきたことで、初めて可
能になりました。

長い間、診断がつかなかった人たちがいるんだね。

ゲノムを調べれば、病気がわかるの？

診断がつかない病気
子どもの場合、発達の遅れや障害があって

英国では、毎年6000人の子どもが原因不明
の病気を持って生まれてくるとの調査があり、

も原因がわからず診断のつかない病気は、遺

人口比から考えると、日本でも原因不明の病

伝子の異常がかかわるケースが多いとされて

気の子どもは毎年１万人以上生まれると推定

います。遺伝子はたんぱく質を作る指令役と

されています。そうした子どもたちのゲノム

なります。たんぱく質は栄養を消化するため

（７ページのコラム参照）を調べて、診断をつ

の酵素だったり、体の組織を作る材料となっ

けるプロジェクトが欧米で先行していました。

たりと、重要な役割を果たしています。遺伝

日本でも、国のプロジェクトとして日本医療

子に異常があることで、本来ならばつくられ

研究開発機構（AMED）が2015年に「未診断

るはずのたんぱく質がうまくできなくなるな

疾患イニシアチブ（IRUD）」を始めました。

どして、病気につながると考えられています。

AMEDは、省庁の縦割りでばらばらになさ

神経や代謝などにかかわる遺伝子に異常が

れていた医学研究の予算を一元化し、研究成

みられる病気は、8000種類以上あると推定さ

果を臨床の現場に早くつなげるために設置さ

れています。そのうち約5000種類については、

れた国の機関です。IRUDは、今では子ども

病気の原因となる遺伝子がわかっています。

だけでなく、診断がついていない大人の難病

それでも、こうしたそれぞれの病気ごとの患

患者も対象にしています。

者数はとても少ないこともあって、医師も何

3

けない難しいケースが多いのです。

日本のプロジェクトでは、地域のかかりつ

という病気なのか判断ができなかったりして、

けの医師が、原因不明の患者を見つけた場合、

ふつうに病院を受診しても診断までたどりつ

拠点病院に連絡する体制を作りました。拠点
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病院では、さまざまな診療科の専門医が詳し

だけでもほっとした」と感想を述べることが

く検討します。そのうえで、ゲノム解析が診

多いそうです。

断に役立つと判断された場合、患者や家族が

治療法が見つかるまでは行かなくても、ゲ

医師や遺伝カウンセラーから説明を受け、同

ノムの解析を通して病気の仕組みがわかって

意をすれば、検査を行います（図１参照）。

くると、それまで使っていた薬が効かない理

ゲノムを調べることで、
どうやって診断につながるんだろう？
遺伝子を調べるってことかしら。

01

由がわかったり、症状を和らげる対処方法が
見つかったりする可能性もあります。
患者の血液や皮膚の細胞からiPS細胞をつ
くって、細胞のレベルで病気を再現して、研
究することも考えられます。iPS細胞とは、
神経や筋肉など体のあらゆる組織の細胞に変

ゲノムの解析は、患者の血液の細胞で行い

化させることができる細胞です。いまある薬

ます。ゲノムの塩基配列（７ページのコラム参

で病気の進行を止められるものを探したり、

照）は、だれもがほとんど共通していますが、

根本的な治療法を見つけたりするきっかけに

個人によって違う部分もたくさんあります。そ

なる可能性もあるといわれています。

の中から、病気にかかわる違いを探します。
たとえば、診察をしただけでは病名がわか
らなかったとしても、同じような症状をもつ

このプロジェクトで行われたゲノムの解析
結果は、データベースにおさめられ、さまざ
まな医学研究に役立てられます。

人が、同じ塩基配列の特徴をもっていた場合、
その塩基配列の特徴が病気とかかわっている
可能性があるのです。

図 1：原因不明の病気の解明をめざす
プロジェクトの概要

すでに国内外の報告や論文で、病気の原因
だと特定されている塩基配列の特徴があれば、
その病気であることがすぐにわかりますが、
まったく報告が見つからないこともあります。
その場合、同じ塩基配列の特徴をもつ患者が
世界のどこかにいないか、研究者どうしで連
絡をとって探すこともあります。このように
して、新しい病気の発見につながったケース
も出ていて、国を越えた患者・家族会ができ
た例もあります。
病気の診断がついたら、治療法を検討しま
す。ただちに治療法が見つからないこともあ
りますが、患者さんの親は、
「診断がついた
4

こうしたプロジェクトは、ゲノムを高速に

ます。がん治療では、これまで肺がん、乳が

解読できる「次世代シーケンサー」と呼ばれ

んなど、臓器ごとに決められた治療を行って

る装置が普及し、解析する費用も１人分あた

きましたが、どの遺伝子が異常になっている

り十数万円程度に下がったことで可能になり

のかに注目すると、治療法の選択が変わる可

ました。最初にヒトゲノムを解析するプロジ

能性があります。

ェクトが2003年に終了しましたが、そこでは

一方、解析技術の進歩により、診療の現場

１人分のゲノムを読むのに10年以上、3000億

でゲノムを解析することが可能になりつつありま

円以上かかったことに比べると、技術進歩の

す。オバマ氏は、研究現場ではなく、実際の

めざましさがわかります。

診療でゲノム解析を活用して、個人ごとに最適

すべての診療科で、個人の遺伝情報をもと
に、その人にとって最もふさわしい治療法を
選ぶ「ゲノム医療」の時代がくるといわれて
いますが、このプロジェクトはその先駆け的
なものということもできるでしょう。
ゲノム医療に関心が高まっているきっかけ

な治療法の選択をめざすと宣言しました。
日本でもゲノム医療をめざす動きがありま
すが、課題もあります。
最新の科学を駆使してなされたゲノムの解
析結果やその解釈の説明は、患者や家族にと
って、むずかしい部分があるかもしれません。

の一つは、2015年に米オバマ大統領（当時）

ゲノム情報は、患者だけでなく、その親族と

が「プレシジョン・メディシン（精密医療）」

も共有する部分があります。どういうことが

を推進すると宣言したことです。研究の積み重

わかる可能性があるのか、医師や遺伝カウン

ねで、塩基配列のわずかな個人差によって、最

セラーから事前に十分に説明を受ける必要が

適な薬や副作用の出方も違ってくることが明ら

あります。ゲノム医療の実現のためには、カ

かになってきました。またゲノムを調べれば、

ウンセリング体制の充実なども課題になって

特定の薬が効かないこともわかる場合もあり

います。

診断がつくとつかないのでは、
ぜんぜん違うんだね…

さまざまな病気の治療法が
見つかるといいね。

考えてみましょう
研究として進められてきたゲノム解析が、診療の場でも
使われ始めました。未来の医療がどうなるのか
5

想像してみましょう。

●●コラム●●

ゲノム、DNA、遺伝子

世界中の多様な人々を想像してみま

細胞が分裂するたびに、ゲノムはそっ

しょう。基本的な体のつくりは同じで

くりコピーされて、すべての細胞が同

すが、肌の色や目の色はさまざまであ

じ情報を持ちます。

ることがわかります。この違いを作りだ

ゲノムの実体はDNAです。ヒトの

しているのが「ゲノム（全遺伝情報）」

細胞の核の中に23対の染色体が納まっ

です。ヒトとイヌの違いを作りだして

ています。染色体はDNAがたんぱく

いるのもゲノムです。ゲノムは、遺伝

質 に ま き つ い た も の で す。DNAは、

情報のすべてをさします。体を作り、

塩基と糖とリン酸からなり、二重らせ

生き延びて子孫を残し、死に至るまで

んの構造をしています。
DNAの塩基は「アデニン」
「チミン」

のプログラムです。
体ができていく過程を考えてみま

「グアニン」「シトシン」の４種類あり、

しょう。複雑なヒトの体も、もとも

それぞれATGCの文字で表されます。

とは１個の細胞からなる受精卵が始

こうした文字列を塩基配列とよびます。

まりです。受精卵は分割を重ね、血

３文字分で20種類のアミノ酸のうちの

液の細胞、骨の細胞、腸の細胞……

一つを作る暗号になっています。アミ

と役割分担をするようになります。

ノ酸は、たくさん連なって「たんぱく

体作りの設計図ともいわれるゲノ
ムは、最初は受精卵の中にあります。

質」となります。
DNAのうち、たんぱく質を作る指
令をだす部分は「遺伝子」と呼ばれま

核膜

アミノ酸

DNA

す。 し か し、 遺 伝 子 を 作 る 領 域 は、
DNA全体の２％以下。残りは、遺伝
子の働きを調整するなど、さまざまな
役割をもつことがわかってきました。
最近は、たんぱく質を作る指令を出す
部分だけでなく、こうした働きをもつ
部分も遺伝子と呼ばれるようになって
きました。

mRNA
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0 2 生殖細胞と体細胞って何が違う？
がんは遺伝子の病気？

最近、がんの遺伝子をたくさん調べて、最適な治療法を探る研究がなされています。少し前
には、米国の女優ががんの予防のために、乳房を手術で取ったというニュースが流れました。
せいしょくさいぼう

たいさいぼう

この二つのニュースを理解するためには、人の体には、
「生殖細胞」と「体細胞」があること
を知っておく必要があります。
次世代に遺伝情報を受け渡す「生殖細胞」と、受け渡さない「体細胞」を、遺伝学では区
別して考えています。どのようにがんとかかわるのか、みてみましょう。

遺伝子を調べるということは、
がんも遺伝する病気なの？
うちのおじいちゃんは、がんになったけど、ほかの家族で
がんになった人は誰もいないよ。おじいちゃんがたばこを
吸いすぎたせいだと、おばあちゃんは話していたけど…
多くのがんは遺伝性ではないけれど、
中には病気になる体質が家族の中で
伝わりやすいタイプのがんがあるんだ。

次世代に伝わる生殖細胞の情報

7

細胞の核の中には、DNAがあります。受
精卵のDNAは、父親と母親から半分ずつ受

体の中の細胞には２種類あります。
「生殖細

け継いだものです。細胞分裂のたびに、この

胞」と「体細胞」です。生殖細胞には、精子と

DNAが コ ピ ー さ れ て、 ど の 細 胞 に も 同 じ

卵子があります。父親の精子と母親の卵子が

DNAが分配されていきます。皮膚の細胞も

いっしょになって、受精卵となり、ここから、

血液の細胞も、同じDNAをもっています。

人の体作りが始まります。受精卵は一つの細

細胞のDNAは、 紫外 線やウイルス感 染な

胞から始まりますが、次々と分割して、多数

どで傷つき、DNAの文字が部分的に欠けて

の細胞に分かれていきます。それぞれの細胞

しまったり、別の文字に入れかわったりしてし

が、神経の細胞になったり、筋肉の細胞にな

まうことがあります。細胞には、DNAの損傷

ったりして、体ができあがっていきます。体

を元通りに治す（修復する）仕組みも備わって

を作る細胞を体細胞といいます。

いますが、修復できないときもあります。体

0 2 . 生 殖 細 胞 と 体 細 胞 って 何 が 違う？がん は 遺 伝 子 の 病 気？

図 2：
生殖細胞系列DNAと
体細胞DNAの違い

02
精子

受精卵

体細胞
胎児

で囲まれた部分の細胞が
生殖細胞系列（ジャームライン）
卵子

細胞なら、このようにDNAに変化が生じた

なくなってしまうことが病気の始まりです。

としても、その細胞だけ、あるいはその人だ
けの問題です。これに対して、生殖細胞の
DNAに変化が生じた場合は、その変化は子

DNA と遺伝子の
関係は？

孫に受け継がれることになります。DNAの
情報が子孫に受け継がれるかどうかというこ
とは、とても重要なことなので、生殖細胞に
含まれ、子どもに伝わる可能性があるDNA
を「ジャームライン（germline）DNA」
、体

DNA の文字が連なった部分で、
何らかの働きをもつ部分を
遺伝子と呼んでいるよ。たとえば、
この文字を読み取ってたんぱく質が
作られる場合などがそうだよ。

細胞に含まれ、子どもに伝わる可能性がない
DNAを「 ソ マ テ ィ ッ ク（somatic）DNA」
と呼んで区別しています（図２参照）。

遺伝子にはいろいろな働きがあります。
DNAの損傷などがもとでうまく働かなくな

前おきが長くなりましたが、ほとんどのが

った遺伝子の修復にかかわる遺伝子や、体に

ん は、 体 の ど こ か の 細 胞 でDNAの 損 傷 が

とって有害な細胞を取り除く仕組みにかかわ

ちくせき

蓄積して、細胞の増殖がコントロールできな

る遺伝子などもあります。がんができるとき

くなったものです。たばこを吸う人が、肺が

には、こうした遺伝子が正常に働かなくなっ

んなどにかかりやすいのは、たばこの煙に含

てしまうことが関係しているとされています。

まれる化学物質が、肺にある細胞のDNAを

がんは、このように遺伝子の働きが異常に

傷つけるからだと考えられています。DNA

なることをきっかけに、増殖し続ける細胞の

の損傷が蓄積していくうちに、DNAに情報

かたまりです。このかたまりは大抵の場合、

として書かれている「遺伝子」が正しく働か

肺や大腸、胃など、特定の臓器の中にとどま
8

呼んでいます。遺伝性のがんは、がん全体の
図３：体細胞のがんは、
早めに手術で取れば治る

5〜10％ほどと考えられています。
たとえば、日本では年に９万人前後の女性
が乳がんを発症しますが、そのうち５％くら
いが「遺伝性の乳がん」と推定されています。
遺伝性の乳がんは、乳がんとともに卵巣がん
も発症しやすいため、「遺伝性乳がん卵巣が
ん症候群」（HBOC）と呼ばれています。この
症候群にかかわるのは、
「BRCA1 」または
「BRCA2 」という遺伝子です。受精卵の段階

体細胞の遺伝子変異の
蓄積で起きたがん

がんを手術で取る

から、この遺伝子をつくる文字の並びに変化
が起きていることで、病気が起こりやすくな
るのです。

っています。これをすべて除くことができれ

米国の女優アンジェリーナ・ジョリーさん

ば、がんは治ります。がんの早期発見が重要

が、発病していない自身の乳房と卵巣を取り

なのは、がん細胞が少なく、体の一部にとど

除く手術を受けたニュースをご存じでしょう

まっているうちに治療をすれば、治る可能性

か。母親やおばを卵巣がんや乳がんで亡くし

が高いからです（図３参照）。

ていたジョリーさんは、自身の遺伝子を調べ
たところ、母親と同じBRCA1 遺伝子の病的

家族性のがんは全体の１割

変異をもっていることが判明したため、事前
に手術を受けたのです。この変異があるから

これまでの説明で、大部分のがんは遺伝し

といって必ずがんを発症するとは限らないの

ない理由がわかっていただけたでしょうか。

ですが、一般的な女性に比べ、がんの可能性

こうしたがんは、体細胞の遺伝子、それも全

がかなり高くなることがわかっています。

身ではなく一部の体細胞の遺伝子で異常が起

遺伝子は体を構成するすべての細胞にある

きているからです。ところが、受精卵の遺伝

ため、遺伝性のがんになる遺伝子の変化を調

子に異常（“病的変異”と呼ばれます）がある

べるには通常、血液（白血球）を調べます。特

と、体中の細胞がその異常を持つことになり

定の臓器や組織を調べる必要はありません。

ます。
体中の細胞に、がんになりやすい遺伝子の
病的変異を生まれた時からもっていると、生ま

9

がん細胞の遺伝子を調べ治療に

れた後に起きた体細胞の遺伝子異常の蓄積が

多くのがんは遺伝しません。これまでも説

わずかでも、がんを生じやすくなると考えられ

明したように、患者さんの体の特定の場所に

ています。こうしたがんを「遺伝性のがん」と

ある体細胞で、遺伝子の変化が起こり、その

0 2 . 生 殖 細 胞 と 体 細 胞 って 何 が 違う？がん は 遺 伝 子 の 病 気？

結果としてがんになったものだからです。が

れ 異常があったとします。もし、Ｘ遺伝子の

んの発症にかかわる遺伝子はたくさんあり、患

異常な働きを止める薬があったとしたら、Ａさ

者さんごとに、また、がんの種類ごとに、異常

んにはこの薬の効果が期待できますが、Ｂさ

を起こしている遺伝子の組み合わせは異なりま

んには同じ効果はのぞめません。一方、肺が

す。患者さんの正常な細胞の遺伝子とがん細

んのＣさんがＸ遺伝子の異常をもっていたら、

胞の遺伝子を比較して、異常を起こしている遺

この乳がんの薬が効くかもしれません。

伝子を突き止め、その遺伝子の働きを止める
と、がんを抑えられる可能性があります。

このように、ひとりひとりの遺伝子の働きを
よく調べて、個人ごとに最も適した医療を提

このがん細胞の遺伝子の異常は、生まれつ

供していく「プレシジョン・メディシン（精密

きある異常ではありません。たばこに代表さ

医療）
」
という考え方が登場しています。遺伝子

れるような環境要因や加齢に伴う変化がきっ

の解析技術が進み、短時間でたくさんの遺伝

かけになって、成長してから起きたものです。

子を調べることができるようになってきたため

だから正常な細胞ではなく、がん細胞の遺伝

に、こうしたことが可能になりつつあり、実用

子を調べるのです。

化をめざす取り組みが進んでいます。

さて、最近、特定の遺伝子の異常な働きを
ぶんしひょうてきやく

いまはまだ、遺伝子異常のタイプに応じた

止める「分子標的薬」と呼ばれる薬がたくさ

薬が使えるケースはごくわずかです。たくさ

ん開発されています。

んの患者さんの遺伝子を調べてデータを蓄積

これまでのがん治療では、乳がん、大腸が
ん、肺がん…と臓器別に治療薬が開発され、

02

していく（ビッグデータとも呼ばれます）こと
で、薬の開発も進むと期待されています。

乳がん患者のＡさんとＢさんには同じ薬が使
われていました。一方、遺伝子の異常に注目
したとき、同じ乳がんでもＡさんはＸという遺

一般的ながんと、家族性のがんの
違いがやっとわかったわ。

伝子に、ＢさんはＹという遺伝子に、それぞ

がんで遺伝子を調べるという時に、
二つの意味があるんだね。

考えてみましょう
生殖細胞と体細胞の違いについて、復習してみましょう。
がんになりやすくなる生活習慣にはどんなものがあるか、
調べてみましょう。

10

●●コラム●●

単一遺伝子病

一つの遺伝子の異常（変異）で起こ

親が病気になりやすい遺伝子の特徴

る 病 気 を 単 一 遺 伝 子 病 と よ び ま す。

をもっていたとしても、その特徴が必ず

DNAの塩基配列のうち、重要なたん

子どもに引き継がれるとは限りません。

ぱく質を作る指令部分に変異があり、

私たちは両親から、それぞれ１セットず

そのたんぱく質ができない、または働

つ遺伝子を受け継いでいます。親が病

きに異常が起こることで病気になるよう

気になりやすい病的変異の遺伝子を一

な場合、単一遺伝子病となります。子

つもっていたとして、その遺伝子を子ど

どもの病気が多いですが、中には、手

もが受け継ぐ確率は２分の１です。

足の動きの制御ができなくなるハンチン

また、病的変異の遺伝子を受け継い

トン病のように、大人になってから発

だとき、それだけで発症しやすくなる

病するものもあります。がんなどの病気

場合と、それだけでは発症しない病気

も一部、遺伝性のものがあります。

があります。遺伝性乳がん卵巣がんは、

優性遺伝と劣性遺伝 ※
優性

劣性

病気

×

×

×

病気

×

×

×
病気

× ××
病気

×

突然変異

×

正常な遺伝子
病気を引き起こす遺伝子変異

※「優性」
「劣性」という用語について、日本遺伝学会は「優れている」
「劣っている」という語感があり、誤解されやすいとして、
それぞれ「顕性」
「潜性」と言い換えることを提案しています。
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病的変異を一つ受け継ぐと発症の可能

DNAがたんぱく質にまきついた染色

性が高くなります。こうした場合を「優

体には、１番から22番までの常染色体

性遺伝」といいます。遺伝性のがんや

と性の決定にかかわる性染色体（Ｘ染

神経系の病気の多くは優性遺伝をする

色体とＹ染色体）があります。性染色体

ことが知られています。親に病的変異

に病気の原因遺伝子がある場合は、こ

の遺伝子がなくても、
「突然変異」と

の例にあてはまらないこともあります。

いう現象によって子どもの遺伝子に病

高血圧、糖尿病など生活習慣病と呼

的変異が現れ、子どもが発病すること

ばれる病気は基本的に、遺伝子だけで

もあります。

なく、食事や運動といった生活習慣が

遺伝子の病的変異を片方の親から受

かかわって病気になります。生活習慣

け継いでもそれだけでは発症せず、父

などを環境とよびます。よくある病気

母の両方から受け継いだときに初めて

は、遺伝要因と環境要因の両方が原因

病気になる場合もあります。こちらは

になります。

「劣性遺伝」と呼ばれています。こう

生活習慣病には、多数の遺伝子がか

したタイプの病気には先天代謝異常症

かわっています。多くの場合、一つ一

などがあります。

つの遺伝子の変異が病気に与える影響

実は、私たちのほとんどすべての人

は小さいと考えられています。

が、数十種類の劣性遺伝性疾患の原因
になる病的変異を持っているとされて
います。両親から一つずつ受け継いで、

遺伝と環境の影響
100%

二つある遺伝子のうち、変異のあるの
環境の影響

が一つだけなので、発症していないの
です。

遺伝の影響

両親にも親戚にも病気の人がいないの
に、子どもが突然、遺伝性疾患を発症
することがありますが、その場合は劣性
遺伝の病気や、優性遺伝の病気が突然
変異で現れている可能性が考えられます。

0%

遺伝子の異常だけで
起こる遺伝性疾患

複数の原因で
起こる疾患

けがや中毒

がん、心臓病、糖尿病、
高血圧、関節リウマチなど
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0 3 遺伝子検査サービス
病気のリスクや体質について知ることができるとして、病気ではない一般の人がインタ
ーネットなどを通じて申し込む遺伝子検査サービスがあります。医師や病院を介さない
ため、ダイレクト・トゥー・コンシューマー（DTC、消費者直接販売型）という種類の
サービスです。病気のリスクを知り対策に役立つ可能性がある一方で、遺伝情報は親族
にもかかわるなど、注意しなければならないこともあります。

ネットで、
割引のキャンペーンをしているのを見つけて、
試してみようかと思ったことがあるよ。

個人によって違うDNA配列

からなり、配列のほとんどは人類共通です。
しかし、ごくわずかですが、個人による配列

「がんや生活習慣病などの病気の発症リス

の差があります。ヒトのゲノムは30億塩基対

クが手軽にわかります」といった情報がイン

もあるので、0.1％違うだけでも、300万の違

ターネットにあふれています。典型的な遺伝

いがあることになります。実際には、違いは

子検査サービスは、サイトから申し込むと、

もっと多いとされています。こうした個人ご

郵便でキットが届きます。唾液を採り、同意

とのDNAの文字の違いは、塩基配列のうち

書と一緒に返送すると、検査が終わった後に、

の１個の塩基だけが違うという意味で「一塩

閲覧サイトで結果を見ることができます。結

基 多 型 」、 英 語 で はSNP（Single Nucleotide

果は、さまざまな病気にかかるリスクが、平

Polymorphism）
と表現されます。

均的な人と比べて何倍高いかが数字で示され

SNPのタイプによって、薬の効き方や病気

るのが一般的です。検査で病気のなりやすさ

のなりやすさ、知能や性格にどんな違いがあ

や体質がわかると、どんな点にとりわけ注意

るかといった研究が、これまでに世界中でた

すべきかがわかり、健康対策に役立つとうた

くさん行われてきました。たとえば、血圧の

われています。

高い患者と健康な人のSNPを比べて、特定の

現 在 の 多 く の 遺 伝 子 検 査 サ ー ビ ス は、
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わかることは何百項目も
あるって書いてあったけど
何がわかるのかな？

SNPをもつ人で高血圧の患者の割合が高いの

DNAの 個 人 差 を 調 べ る も の で す。DNAは

であれば、そのSNPは高血圧のなりやすさに

ATGCの４種類の文字で表される塩基の配列

関連があることが考えられます。

0 3 . 遺 伝 子 検 査 サービス

図 4：遺伝子検査サービス
調べられない検査項目

調べられるとされている検査項目
■一般的な病気にかかるリスク

例）がん、心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、2 型糖尿病、
リウマチ、骨粗しょう症、緑内障、花粉症、歯周病

■単一遺伝子疾患の診断

など

03

例）肥満タイプ、
BMI、
体脂肪率、
アルコール代謝、
日焼け、長寿、肌のタイプ、髪のタイプ

組織

染色体

■体質の傾向

細胞

■性格の傾向

例）好奇心、ギャンブル依存、忍耐力
核

■運動、学習能力

例）計算速度、言語能力、記憶力、
筋力

遺伝子

2 重らせん
DNA

■親子、血縁鑑定
検査では塩基配列の個人差を調べる

塩基

検査の流れ

遺伝子検査サービスでは、こうしたSNPと病

気をつけないといけないのは、SNPと病気

気や体質との関連を示した論文をもとに、多く

の関連は、たくさんの人のデータを集めて統

の遺伝子が関わる多因子疾患のかかりやすさ

計という手法で解析されたもので、たとえ同

（リスク）などについて判定しています。単一遺

じSNPの特徴をもっていたとしても、それだ

伝子疾患の診断には使われません（図４参照）。

けで病気の予測をすることはできません。ま
た、SNPが関係するリスクの差はわずかであ

なんだか、ややこしいね。
要するに、遺伝子検査サービスでは
SNPを調べるってことだね？

ることが多いです。さらに、性格や運動能力、
学習能力などについては、「そもそも予測に
使えるのか」といった疑問の声もあります。
日本医学会は「遺伝子検査を解釈する手法
が科学的に十分に確認されていないのに、確
実に予測できると誤解を与える場合が少なく
ない」との懸念を表明しています。欧米では、
14

遺伝子検査の質について保証を求める法規制

い研究では、別の結果になるかもしれないの

などがありますが、日本にはありません。

です。結果が異なる複数の論文が発表されて

未成年の子どもの性格や進路に関する適性

いるので、サービスを提供する会社がどの論

などを遺伝子検査でみることについて、日本

文を採用するかによって、リスクの判定が違

人類遺伝学会は「子どもの人権保護や差別防

うこともあります。どの会社の検査を受ける

止といった観点から十分な考慮が必要」とす

かによって、違う結果になることがあるので

る見解を示しています。

す。また時間がたてば、結果が変わることも

また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、

あり得るということになります。

一つの遺伝子の型でだけでなりやすさが決ま

結果を知ってしまった後では、知る前の自

るものではありません。たくさんの遺伝子と

分に戻ることはできません。どのような情報

食生活や運動などの生活習慣が関連していま

を知ることになる可能性があるのか、十分に

す。少数のSNPでわかることは限られている

考える必要がありそうです。

のです。

個人のDNAといっても、一部は親やきょ

SNPをめぐる研究はいまもさかんに続けら

うだいと共通していて、自分の子どもにも受

れており、ある研究では「このSNPがあると

け継がれていきます。個人の情報であると同

病気になりやすい」という結果だったのに、

時に、親族の情報でもあるのです。自分にと

別の研究では逆に「病気になりにくい」とい

っての病気のなりやすさは、親族にもかかわ

う結果になることもしばしばあります。新し

るということを考える必要もあるでしょう。

結果が会社によって変わることもあるんだ！

研究が進めば、
遺伝子でわかることも
変わるんだね。

考えてみましょう
遺伝子検査サービスの特徴について考えてみましょう。
遺伝子の検査には、目的によっていろいろな種類があります。
15

どんなものがあるか、調べてみましょう。

0 4 . 遺 伝 子 に よって保 険 が 変 わ ってくる？

0 4 遺伝子によって保険が変わってくる？
ゲノム医療の進展は、病気の治療などの医療分野だけでなく、社会のあり方にも影響を
与えるといわれています。その１例が「保険」です。ゲノム医療は保険にどのように関わっ
ていくと予想されるのでしょうか。ここでは、次のようなケースを例に考えてみましょう。
04

CASE. 1
40歳の会社員Ａさんは、最近、民間の会社がやっているがん保険に入るべきかどうか、
考え始めています。
Ａさんが小学生のころ、父親ががんで亡くなっています。もしかしたら、自分もいつ
か、がんにかかるのではないか、そんな心配があります。Ａさんは最近、ローンでマ
ンションを買ったばかり。子どもも２人いて、これから教育にお金がかかりそうです。

そもそも保険ってどういうもの？

将来の損害を軽く
元気に働くことができるうちはいいけれど、

みんなでお金を出し合って、
いざというときに備えるんでしょう？

大切な社会のしくみといえます（図５参照）。
みなさんが病院などで治療を受けたとき、
帰る前に窓口でお金を支払います。実は、窓

事故で大けがをしたり、急に重い病気にかか

口で支払うお金は、治療にかかった費用の一

ったりすると、それまでのように仕事を続け

部です。大半は、みなさんのご両親らがふだ

ることができず、治療にもいろいろとお金が

ん、少しずつ払っている健康保険料などによ

かかったりして大変です。保険は、災害を含

ってまかなわれているのです。このしくみは

めてこうした「いざ」というときのために、

「公的医療保険」と呼ばれていて、国や市町

あらかじめ一定のお金を掛け金として出して

村などが運営にかかわっています。日本では

おいて、事故や病気などにあった人にそのお

「国民皆保険」という制度があって、だれも

金を渡して、損害を軽くしようというしくみ

が加入でき、また加入しなければならないこ

です。あらかじめ掛けておくお金を
「保険料」、

とになっています。

いざというときに支払われるお金を
「保険金」
といいます。見ず知らずの人たちが助け合う、

これに対して、Ａさんが加入を考えている民
間企業の保険は「私保険」とも呼ばれています。
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図 5：基本的な保険のしくみ

大勢の人が
少しずつ保険料
を払う

もしものときに
保険金が
支払われる

保険会社
本人や家族の負担が軽くなる

Ａさんはどうして保険に入ろうと
考えたんだろう？

病気で治療に
お金のかかった A さん

どうかを事前に予想するのは難しいです。病気
などにならなければ、保険料を支払う一方で、
保険金は受け取らないのが基本になります。
保険会社の立場からも考えてみましょう。

いま入っておけば、
がんになったときに安心できると
思ったのかな？

保険に加入した人たちの中には、将来重い
病気にかかったり、事故に遭ったりする人も
いれば、かからない人もいます。病気や事故
がなければ、保険会社は基本的に、保険料を
受け取る一方、保険金は支払わずにすみます。

医学が進歩して、新しい抗がん剤が次々と

病気や事故のリスクが低い人にたくさん加入

登場するなど、がんの治療は日々、高度にな

してもらうほうが、会社を経営する観点から

っています。それとともに、がんの治療にか

は望ましいことになります。

かる費用も高くなってきました。がんの治療
を受けながら働くケースも増えていますが、

の研究がいまよりもっともっと進んで、だれ

大部分の人にとっては、やはり病気になる前

もが自分の遺伝子の情報を当たり前に調べる

に比べて生活は苦しくなりがちです。

ようになったとき、次のようなことが起こる

たいていの人にとって、自分ががんになるか
17

さて、ここからは未来のお話です。遺伝子

のではないか、という予測があります。

0 4 . 遺 伝 子 に よって保 険 が 変 わ ってくる？

CASE.2
20XX年、大学生のＢさんは、就職活動を始めるのを機会に、検査会社で自分の遺伝
しんきんこうそく

子情報を調べてみることにしました。すると、がんや脳卒中、心筋梗塞といった病気
を将来起こす可能性が、ふつうの人たちよりもかなり高いことがわかりました。そこ
で、病気になったときには高額の保険金をもらえるタイプの保険に入りました。もち
ろん、検査の結果は保険会社には知らせていません。
一方、Ｂさんの友人のＣさんは、すでにいくつかの保険に入っていましたが、すべて解

04

約することにしました。Ｂさんの話を聞いて同じ遺伝子情報の検査を受けたところ、が
んや脳卒中などにかかる可能性はふつうの人よりもずっと低いという結果だったからです。

Ｂさんの場合、がんや脳卒中などの病気を

払うのは損だと考えたのです。

将来、起こす可能性が高いことが遺伝子の検

このようなことが当たり前になったとした

査でわかりました。病気になったら多額のお

ら、保険会社はどうなるでしょうか。保険に

金がかかることが予想されるため、診断され

入るのがＢさんのような人ばかりになると、

た際にたくさんのお金がもらえるタイプの保

保険会社はいつも高額の保険金を支払うこと

険に入ったのです。一方、Ｃさんはそれまで

に追われることになるでしょう。その一方で

入っていた保険を解約することに決めました。

Ｃさんのような人が保険をやめてしまえば、

将来病気になる可能性が低いのであれば、も

保険料が十分に会社に入らなくなります。こ

らうあてのない保険金のために毎月保険料を

れでは、保険というしくみ自体が成り立たな
くなってしまいます（図６参照）。

図 6：
遺伝情報の利用で心配されていること①
遺伝子検査で病気になる
可能性が低いと判明→
病気の保険に入らない

保険会社としては、どのように対処する
ことが考えられるでしょうか。
いま、自動車保険の保険料を、交通事故を
起こしにくい年代の人には安くしようという
商品が売り出されています。事故を起こす可

C さん

能性が低い、つまり保険金を受け取る確率が
低いのであれば、それに応じて保険料の負担

B さん

保険会社

遺伝子検査で病気に
なる可能性が高いと判明
→保険金が高額のタイプに

保険金の支払いに
負われ、経営が
成り立たなくなる

も低くしようという考えからです。
それと同様に、遺伝子を調べることで将来
の病気のリスクを正確に予想できるのであれ
ば、会社が検査結果をもとにしたその人のリ
スクについて知り、リスクに応じた保険料を
18

図 7：
遺伝情報の利用で心配されていること②
B さん・C さん
病気にかかるリスクが低いと判明
→保険料をより低額に

ふつうの人よりも高い保険料を支払わなけれ
ばならなかったり、保険への加入を断られた
りするのは、
「遺伝子情報を理由にした不当な
差別だ」というわけです（図７参照）。
遺伝子の情報で将来の病気の可能性を予
測することは、実はそう簡単ではありません。

C さん

糖尿病や高血圧といった病気には、生活習慣
が大きく関わっています。たとえ、遺伝子の特

保険会社

B さん

徴からは病気の可能性が低くても、たばこを
吸っていたり、ごちそうばかり食べて運動をし
ないでいたりすると、病気になってしまうかも

A さん
病気にかかるリスクが高いと判明
→保険料がより高額・あるいは
保険加入を拒まれる
生まれつき病気のリスクが高い
でも…A さん本人に責任はない
遺伝子情報にもとづく差別？

しれません。また、現状では、遺伝子を調べ
るだけで、将来起こるかどうかを高い確率で
予想できる病気はごく一部に限られています。
それでも、上記のようなケースが近い将来
に起こる可能性を否定することはできません。
遺伝子情報を私的保険に利用することは許容

払ってもらう、といったことが考えられます。

されるのか、されるとして、どのように利用

病気になる可能性が高い人の保険料は高めに、

することであれば認められるのか、社会全体

可能性が低い人の保険料は低めにする、とい

で考えておく必要があります。

う考え方です。場合によっては、保険への加
入自体を断ることもあるかもしれません。

将来、保険のあり方が変わって
しまうかもしれないんだね。

ただ、そのことには反対の意見もあります。
病気になりやすい遺伝子の特徴をもってい
るのは生まれつきのことで、生活習慣などとは

お金のことは難しいけど、
しっかり考えないとね。

違って本人にはどうすることもできず、いわば
本人にとって責任のないことです。それなのに、

考えてみましょう
遺伝子の情報を保険に使ってもいいかどうか、
考えてみましょう。
19

米国には遺伝子情報と保険について定めた
法律があります。どんな内容か調べてみましょう。

0 5 . 着 床 前 診 断と 着 床 前 スクリーニ ン グ

0 5 着床前診断と着床前スクリーニング
子どもがほしくてもなかなかできないカップルのために、
「体外受精」と
いう技術が実用化されて約40年になります。これまでに日本を含む世界
中で、体外受精を経て多くの子どもが生まれました。
この技術を応用して、重い遺伝性の病気の遺伝子が子どもに伝わらない
ようにしようという「着床前診断」という技術があります。最近では、体
産婦人科医

よしこ先生

外受精の成功率を高めることなどを目的にした「着床前スクリーニング」
という方法も注目を集めていて、効果を調べるための研究が始まりました。

「着床前」っていうけど…
着床ってなんなのかな？

体外受精とは
カップルが子どもを望んでも１年、妊娠し

受精卵が子宮にくっつくことが着床でしょう？
その前に…ってことね。

層で不妊治療を受ける人が増えてきています。
代表的な不妊治療の手段である体外受精と
はどんな技術でしょうか。

ない場合を不妊症といいます。かつては「２

不妊には様々な原因がありますが、段階を

年」だったのですが、不妊治療をする医師ら

踏んで治療を進めていくことが一般的です。

が集まってつくる日本産科婦人科学会という

明らかな原因がわからない場合には排卵日を

団体が、2015年に「1年」へと変更しました。

予測し、性交の日をあわせる「タイミング法」

通常は、カップルが妊娠を望むと、１年以内

や、必要があれば精子を濃縮して子宮に直接

に約８割が妊娠すると言われています。

注入する「人工授精」へと進み、それでもう

日本では、結婚をしたり、子どもを最初に
もったりする年齢が高くなり、生まれる子の

05

のうしゅく

まくいかないときに体外受精を試みることも
多くなっています（図８参照）。

数も減ってきています。価値観の変化や、い

体外受精は、卵巣から卵子を採取し、シャ

まの社会では仕事と子育てを両立するのが難

ーレの中で精子と受精させ、受精卵がある程

しいことが大きな要因です。ただ、年齢が高

度育った段階で子宮に移す方法です。受精卵

くなればなるほど、妊娠することが難しくな

が子宮の内膜という場所にくっつくのが着床

ります。学会の統計では、比較的年齢の高い

で、妊娠の第一歩となります。卵子をたくさ
20

はいらんゆうはつ

ん採るために排卵誘発剤という薬を

図 8：人工授精と体外受精

使いますが、まれに卵巣が誘発剤の

人工授精

刺激で腫れたり、血管が詰まったり

精子を選ぶ

女性の年齢が高い場合は、最初か

精液を採取

きることがあります。

子宮内に注入する

子宮

（血栓症）するなどの重い副作用が起

ら体外受精が選択されることもあり
ます。体外受精は1978年に英国で最

体外受精

初の出産が報告されました。日本で
は2014年までに約43万人の子が体外
受精で生まれたと報告されています。

がら精子を一つだけ卵子に注入する
けんび

す。男性の側に不妊の原因があり、

どにこの手法が使われます。

卵巣

子宮に移植する

精子が十分に育っていないケースな

子宮

採卵

「顕 微授精」という手法も含まれま

一部の細胞を取り出して調べる
精子

顕微授精
卵子

きた複数の受精卵から、それぞれ一

べ、異常がないと判断した受精卵を
子宮に戻す方法です（図９参照）。子
宮に着床させる前に調べるのでこう
呼んでいますが、「受精卵診断」な
どと呼ばれることもあります。
さまざまな病気の中には、遺伝子
の特徴によって、発病する確率がほぼ
予測できるものがあります。着床前診
断が対象とするのは主に、親から子
へと受け継がれる遺伝子の特徴で病
いでんせいしっかん

気になる遺伝性の病気（遺伝性疾患）
21

顕微鏡
け ん び

着床前診断は、この体外受精でで

部の細胞を取り出して遺伝情報を調

採卵

分割が進む

精子と卵子を受精させる

子宮に移植する

体外受精には、顕微鏡で観察しな

受精卵

精子

卵子

受精卵

顕微鏡を見ながら
精子を 1 匹だけ
卵子に注入
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です。この技術を経た最初の妊娠例が1990年
に英国で報告されました。複数の受精卵から

図 9：着床前診断の流れ

一部の細胞を調べ、病気を発症しないと判断
できた受精卵を女性の子宮に戻したのです。
この手法のメリットとされているのは、
「人
工妊娠中絶が避けられる」ことです（図1０参
照）。

いた手法は、胎児がおなかの中である程度育
った段階で、染色体や遺伝子を調べて病気か

精子

卵子

体外受精

どうかを判断し、病気であると診断されれば
人工的に中絶する、というものでした。しか

受精卵

し、中絶は女性の身体にも、精神的にも大き
な負担を与えます。着床前診断なら、正常と

検査結果をもとに、
異常がない受精卵を子宮に戻す

重い病気を避ける目的でそれまでなされて

05

判断した受精卵だけで妊娠を試みるので、中
絶をしなくてもすむ、とされているのです。
遺伝性疾患を理由に出産をあきらめていたカ
ップルにとっては、子どもをもつ選択肢が開

発育した
受精卵

かれることになります。
着床前診断に対しては、批判的な意見もあ
ります。病気になる可能性があるからといっ
て、「生まれるべき命」と「生まれるべきで
ない命」を人間が決めてしまっていいのか、

妊娠・出産へ

という問いかけでした。特定の病気の子が生
まれることを避ける例が増えたら、いまその
病気とともに生きている人が「生まれてこな
くていい人」として差別されることにつなが
るのではないか、といったことも心配されて
います。

この技術があることで、
子どもを持とうと
考える人がいるんだね。

こうしたことに配慮して、着床前診断の対
象となるのは重い病気に限り、行っていいか
を１例ずつ、実施予定の施設で倫理審査をし、
さらに日本産科婦人科学会で審査・承認する

難しい面もあるんだ。
だ か ら、 慎 重 に 進 め て
いるんだね。

ことになっています。
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通常の方法を含めていったん妊娠できても、

体外受精の成功率を高めるのが目的

原因がわからずに流産を繰り返してしまった

年齢が高くなると、体外受精を受けても出

りするカップルを対象に、出産の可能性を高

産につながる確率は下がっていきます。着床

めたり、流産を減らしたりできるかどうかを

を経て妊娠まではできたとしても、その段階

調べるのが目的です。

で流産してしまう確率が年齢とともにどんど

流産は、とりわけ女性の心身に大きな負担

ん高まってしまうことが、学会の統計でわか

を与えます。染色体に数的異常のある受精卵

っています（図11参照）。

を子宮に戻さないことで、こうした流産を減

こうした背景には、通常46本ある染色体の
すうてき

数がきちんとそろわなくなる「数 的異常」が、

らすことができるのではないかという期待が
あります。

年齢が高まるのにつれて受精卵で起きやすく

一方、高齢の人ほど受精卵の染色体異常が

なることがあると考えられています。数的異常

生じやすくなることから、結果的に子宮に戻

があると妊娠が難しく、たとえ妊娠できても胎

せる受精卵がほとんど残らず、出産の確率は

児がうまく育たず、流産につながりやすいのです。

高まらないのではないか、という見方があり

着床前スクリーニングは、着床前診断と同

ます。この手法の有効性はまだ、世界的にも

じように受精卵から一部の細胞を取り出して、

結論が出ていません。

染色体の数がそろっているかを調べる方法な

今回の臨床研究には、倫理的な観点から慎

どが一般的です。数的異常がない受精卵を選

重な意見もあります。計画では、染色体に数

んで子宮に戻せば、流産などを起こさず出産

的異常のある受精卵は戻さないことになって

に至りやすくなるのではないか、と考えられま

いますが、この中には、21番染色体が通常よ

した。着床前スクリーニングは、体外受精の

り１本多いことで発達の遅れなどがみられる

成功率を高めるのが大きな目的なのです。

ものの、健康上大きな問題なく育つことが多

この方法が有効かどうかを調べるための臨

い「ダウン症候群」などが含まれています。数

床研究を、日本産科婦人科学会が始めました。

的異常がない場 合に比べれば、出産に至ら

体外受精を繰り返しても妊娠できなかったり、

ないことも多いと言われていますが、こうした

図 10：着床前診断・着床前スクリーニングと出生前診断の違い
検査のタイミング
着床前診断および
着床前スクリーニング

出生前診断
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妊娠する前

妊娠した後の
一定の段階

中絶などとの関係

指摘されている主な問題点

流産を避けられる

・受精卵の段階で「生まれるべきかどうか」
選別する面がある

中絶の回避も可能となる
中絶する可能性が
生じる

・胎児の生命を絶ってしまう可能性がある
・女性への心身の負担がある
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図 11：体外受精による出産率と流産率
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日本産科婦人科学会のデータから

受精卵も一律に戻さないことについて批判的
な見方もあります。
学会の試みはあくまで研究で、この手法

いまの段階では、着床前スクリーニングは

んどん進んでいて、いずれ、染色体に関する

は一般的な治療には認められてはいません。

細かい異常や、すべての遺伝情報（ゲノム）

研究の結果、有効性が確かめられたら、あ

における異常なども受精卵の段階で調べられ

らためてこの方法を日本でも広く実施する

るようになると言われています。そうなると、

ことが妥当かどうか、実施するのであれば

大人になってから発症する可能性がある遺伝

どのように行うことにするのか、倫理的な

性のがんなどを含めて、着床前に調べる病気

面についても議論をしていく、と学会は説

の対象がどんどん広がっていくのではないか、

明しています。

という予想や懸念もあります。

着床前スクリーニングは、
まずは効果があるかどうかを
調べるのね。

05

染色体の数だけを調べます。でも、技術はど

倫理的な面については
改めて検討するんだ。

考えてみましょう
着床前診断や着床前スクリーニングにはどんな利点や
課題があるのか、またこの手法はどのような人たちに
認められるべきか、考えてみましょう。
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●●コラム●●

ゲノム解読と「赤ちゃんの権利」

「ヒトゲノム」といわれる人間の全

次世代シーケンサー

ての遺伝情報は、DNAの文字約30億
でつくられていると考えられています。
その文字の並びはどのようになってい
るのか、1990年から米国、英国、日本
などが解読に取り組みましたが、１人
分のゲノムを読み取るのに13年もかか
りました。それが、いまでは速いもの

ていました。それが、2017年には1100

では１日ほどで解読できる機械も出て

ドルほどになっています。

います。こうした機械は「次世代シー
ケンサー」と呼ばれています。

いまの診断では、ゲノムの一部だけ
を読み取るのが主流です。でもいずれ、

技術が進むのに伴って、ゲノム解読

費用が安くなることも相まって、すべ

にかかるコストも下がっています。米

ての遺伝情報を手軽に調べられる時代

国の国立保健研究所（NIH）によると、

がくるかもしれません。「病院や診療

2001年ごろにはヒトゲノム１人分を読

所の外来でゲノムを調べる」といった

み解くのに１億ドル近い費用がかかっ

ことが、ごく当たり前の医療の一つと

（ドル）
1億

ヒトゲノム 1 人を解読するのにかかる
コストの推移

1000 万

100 万

10 万

1万

1000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

米国立保健研究所の資料から
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なる可能性があります。

うした病気に関しては、親が赤ちゃん

さらに、こうしたヒトゲノムの解読

のゲノムを調べることで、赤ちゃんに

を、出生直後の赤ちゃんで調べるとい

とっても大きな恩恵につながるでしょ

う研究も進められています。生まれた

う。一方、「大人になって、がんにな

直後に病気を起こした赤ちゃんについ

りやすいかどうか」といった点につい

て原因を探すためにヒトゲノム解読を

てはどうでしょうか。

行っている病院も海外にあります。

遺伝的な病気へのなりやすさについ

また、大人になってから発症しやす

て検査を受けること、検査にもとづい

い遺伝性のがんなどの可能性があるか

て予防法や治療法を選ぶこと。こうし

といったことが、生まれる前に、ある

たことは、子どもが将来、自分の判断

いは生まれた直後の段階で簡単に判明

で決められるようになるまで調べずに

するようになる可能性があります。生

そっとしておく。そのような配慮が必

まれてきた直後は問題がなくても、あ

要だという考え方もあります。

とになって発病することがないか、あ

「ゲノム情報は、わたしのもの。でも、

らかじめ調べておくというプロジェク

わたしだけのものではない」とも言わ

トも、海外にはあるようです。

れています。ゲノム医療の進展は、
「赤

遺伝情報は、基本的には自分自身の
ものです。自分の遺伝情報について、

ちゃんの権利」についても課題を投げ
かけています。

知る権利もあれば、知らないでいる権
利もあります。では、子どもの遺伝情
報はどうでしょうか。親が赤ちゃんの
ゲノムを調べようとするとき、子ども
自身の「遺伝情報を知らないでいる権
利」はどうなるのでしょう。
病気の中には、生まれてすぐの段階
で検査をし、治療を始めることで健康
を保てるタイプのものもあります。こ
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●●コラム●●

遺伝カウンセラー

遺伝子の情報が医療の分野で活用さ
れる機会が増えるにつれて、
「遺伝カ

また、自身の遺伝子の情報について

ウンセラー」と呼ばれる人たちが果た

一度知ってしまえば、知る前の状態に

す役割の重要性が高まっています。

戻ることはもうできません。検査を受

遺伝カウンセラーの仕事の一つは、
病院などの医療現場で、遺伝医療に関

けず、知らないままでいる権利もあり
ます。日本人類遺伝学会は2017年に、

する情報を患者や家族らに伝えること

「検査で予期しない病的変異が見つかっ

です。患者本人と両親や祖父母、きょ

たときに結果を伝えるかどうか、事前

うだいなどの親族のあいだで病気がど

に患者に説明して同意を得るべきだ」

のように起きているかを示す「家系図」

とする提言を発表しました。

をつくるなどして、病気と遺伝の関係
などについて説明します。

遺伝カウンセラーは日本遺伝カウン
セリング学会と日本人類遺伝学会とい

患者や家族を心理的にサポートする

う二つの団体が共同の委員会をつくっ

ことも大きな役割です。本人や家族が

て認定しています。
「認定遺伝カウン

どのような悩みを抱えているかを傾聴

セラー」になるためには、養成課程を

したうえで、必要な助言をし、患者や

設置した大学院を修了したうえで、認

家族の選択を支えます。

定試験に合格する必要があります。看

最近、遺伝性のがんを発症する可能

護師などの医療職出身の人もいますが、

性について遺伝子検査で調べたり、妊

心理学など医学以外のことを大学で学

娠中の女性の血液を使って胎児の状態

んだ人も少なくありません。

をみたりする試みが注目されています。

医師の中にも、遺伝医療に詳しい

こうした検査を受けるかどうか考える

「臨床遺伝専門医」と呼ばれる人たちが

とき、検査によって何がわかり、何が

います。遺伝性疾患の診断や治療を担

わからないのか、また検査の結果どの

当し、認定遺伝カウンセラーとともに、

ようなことが起こると予想されるのか

遺伝カウンセリングを行っています。

などについて、事前に知っておくこと
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は大切です。

0 6 . ３人 の 親 をもつこども

0 6 ３人の親をもつこども
2016年秋、米ニューヨークの不妊治療クリニックで３人の遺伝子を受け継ぐ新たな体外
受精の技術で、男の赤ちゃんが生まれ順調に育っているという報道がありました。母親
はミトコンドリア病を防ぐために、第三者から提供を受けた卵子の核を除き、母親の卵
の核を移植しました。病気の原因となる母親のミトコンドリアDNAを伝えないためです。
赤ちゃんは父と母の遺伝子を
受け継いで生まれるはずなのに、
３人の遺伝子って、どういうこと !?

ミトコンドリアとは

ミトコンドリア DNAとは、
何のことかしら？

やや大げさかもしれません。ふだん、遺伝子

ミトコンドリアとは、細胞の中にある「小

すことが多いですが、このケースでは、父と

器官」といわれるものの一つで、大きさは

母の核のDNAのほかに、第三者のミトコン

１万分の１ミリほど。人の細胞は約60兆個と

ドリアDNAを受け継いだ赤ちゃんが生まれ

いわれていますが、その一つ一つに１千個も

た、ということなのです。

のミトコンドリアが含まれています。この小
さな器官は、体にとってはなくてはならない
ものなのです。

どうして、そのようなことが行われたので
しょうか。
このミトコンドリア病の母親は流産を繰り

ミトコンドリアの重要な働きは、「アデノ

返し、ようやく生まれた子どももこれまでに

シン」という物質に三つのリン酸がくっつい

２人、亡くなっていました。そこで、次に生

ている「アデノシン三リン酸（ATP）」とい

まれる子がミトコンドリア病を受け継がない

う物質を作ることです。このATPが、体が

ようにする方法を試みました。

働くためのエネルギーのもとになります。

具体的な方法はこうです。まず、ミトコンド

ミトコンドリアは、細胞の核にある一般的

リアのDNAに異常がある母親の卵子の核を取

なDNAとは別に独自のDNAを持ちます。こ

り出します。 一方 で、 正常なミトコンドリア

のDNAは、母親に由来したものです。この

DNAを持つ第三者の女性の卵子を用意して、

DNAに異常があると「ミトコンドリア病」

この卵子から核を抜きます。それから、母親

という病気になります。その症状はさまざま

の卵子の核を第三者の卵子の核に入れます。

で、難聴や筋力低下などが代表的です。
報道にあった「３人の親」という表現は、

06

という時は、細胞の核の中にあるDNAをさ

そのうえで、核を入れ替えた卵子と夫の精子
を体外受精させました。生まれた赤ちゃんは、
28

図 12：三つの遺伝子を受け継ぐ体外受精

響を見極める必要があります。
海外では、2015年に、ミトコンドリア病が子
どもに伝わるのを防ぐ目的で、今回と同じような

母親の卵子

治療を、英上院が承認しました。米国でも2016

提供された第三者の卵子
健康な
ミトコンドリア

異常がある
ミトコンドリア

年、臨床試験に対して倫理的に大きな問題はな
いとする答申を専門家の団体がまとめましたが、
実施には米食品医薬品局（FDA）という機関の
許可が必要とされました。今回のクリニックは、
こうした規制のないメキシコで実施しました。

核を取り除く

核を取り出す

核を移植

日本では、生殖補助医療を規制する法律が
なく、日本産科婦人科学会が生殖医療に関する
規定を示しています。この規定では、第三者か
ら提供された卵子を使った体外受精は認められ
ていませんので、この規定に従えば、この技術
を使った妊娠・出産はできないことになります。

体外受精で、核の DNAは両親、ミトコンドリアの
DNAは提供女性の受精卵を作り、母親の体内に戻す

子どもが生まれた後で、
この技術を使ってほしくなかったと思ったら、
どうなるんだろう。元には戻せないよね。

母親と父親のDNAに加えて、ミトコンドリ
アに含まれる第三者のDNAを受け継ぐこと
になります（図12参照）。
一方、この方法の安全性の評価はまだ定ま
っていません。専門家は、母親の異常なミト
コンドリアがわずかに残って増える可能性を
指摘しています。ミトコンドリア病は成長し
てから発症することもあるため、長期的に影

そんなこと言ったら、
ほかの体外受精の技術もみんなそう。
子どもが選ぶことはできないわ。

考えてみましょう
ミトコンドリア病を防ぐために、
今回のような方法を試みることをどう考えますか。
ほかに、生殖にかかわる新しい技術について、
29

どんな議論があるか調べてみましょう。

0 7 . ゲノム 編 集

07 ゲノム編集
遺伝子を正確に改変できる「ゲノム編集」技術が急速に普及して注目を集めています。
がんやエイズなどの病気の治療にこの技術を使う研究が始まりました。新しい技術のた
め、安全性や効果を確認する研究が進行中です。一方、精子や卵子、受精卵にこの技術
を使うと、重い遺伝病を防げるようになる可能性がありますが、次の世代に伝わる遺伝
子を改変することについては、倫理的な面からも慎重に考える必要があります。将来、
技術が進歩した時にどのような対応をしたらよいのか、世界中で議論が始まっています。

ゲノム編集という言葉を最近、
ときどき聞くけど、どんな技術なのかな？

受精卵の遺伝子を
改変するって、どういうこと？
そんなことが本当に
できるようになるのかな？

ゲノム編集とは

まず、なぜゲノム編集が話題になるのか、
どんな技術なのか、みてみよう。

ようという技術です（図13参照）。
ゲノム編集という技術が登場する以前にも、

ゲノムとは、それぞれの生物がもつすべて

遺伝子を改変する技術はあり、もともとある

の遺伝情報のこと。人間の場合は「Ａ（アデ

DNAの中に新たな遺伝子を組み込むことは

ニン）」
「Ｔ（チミン）」
「Ｇ（グアニン）」
「Ｃ（シ

できました。でも、ただ遺伝子をやみくもに

トシン）」という４種類の文字であらわされ

組み込むだけでは、遺伝子がきちんと働かな

る「塩基」が糖とリン酸とともに二重らせん

い場合もあります。新たな遺伝子は「狙った

を作っています。これがDNAです。ヒトの

場所」に組み込む必要があるのですが、うま

細胞の中の塩基は30億対あります。DNAの

くいく確率は非常に低く、長い時間をかけて

うち、たんぱく質をつくるといった何らか

何度も繰り返す必要がありました。

の働きをもつ部分を遺伝子と呼んでいます。

07

ゲノム編集は、DNAを狙った場所に組み

ゲノム編集とは、この塩基の並び方を正確に

込み、遺伝子の働きを改変する技術です。い

書き換えることで遺伝子の働きを変え、生物

くつかの手法が知られていますが、2012年に、

のもつ特徴を人間にとって望ましいものにし

従来よりも簡単で効率がよく、また安いコス
30

トでできる「クリスパー／キャス９」という

図 13：ゲノム編集の仕組み

技術が発表されてから、急速に普及しました。
この技術で、微生物や植物、動物などのあ

することができるようになりました。たとえ
ば、ゲノム編集によって食べられる部分を大
きくした魚、腐りにくいトマトや干ばつに強

遺伝子を壊す

らゆる生物がもつ細胞の遺伝子を簡単に改変

いトウモロコシなどを作る研究が、実用化を

遺伝子
狙ったところを
切るハサミ

DNA

切断

遺伝子は働かなくなる

目指して進んでいます。

気の治療を目指した研究も進んでいます。最
も進んでいる例が、エイズの治療です。エイ
ズは、HIVというウイルスが、病原体をやっ

遺伝子を挿入

ゲノム編集は農作物だけでなく、現在、病

つけるのに欠かせない白血球という血液の細

となる細胞から作られます。そこで、造血幹
細胞の遺伝子を、HIVが感染できないように
ゲノム編集で改変してしまおうという研究が

これまでの
遺伝子組み換えの例

白血球は、造血幹細胞という血液の「もと」

進んでいます。その造血幹細胞を体に戻せば、
HIVが感染できない白血球が体内でつくられ
続けるので、エイズを発症せずにすむように
なることが期待されます。

入れたい遺伝子を加える

別の遺伝子が働く

胞に感染することで、感染症への抵抗力を失
う病気です。

切断

はさみではなく
細菌やウイルスの性質を利用
遺伝子を持った
細菌やウイルス

どこに組み込まれるかわからない

DNAは塩基の並びが遺伝情報になっていま
す。ゲノム編集は、狙った塩基配列を探し、
そこで「はさみ」役が DNAを断ち切る技術

免疫細胞の遺伝子を改変して、がんを攻撃
する力を強くするような研究もなされています。

です。その後、細胞に備わる修復の仕組み
が働きますが、しばしば修復エラーが起こ
り、塩基が削られるなどで、遺伝子の働き
がなくなります。切ったところに挿入した
い塩基配列を入れて、望みの配列に置き換

ゲノム編集で
病気が治せるなら素晴らしいね。

えることもできます。

まったく新しい治療法も
できるのかな？
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受精卵への応用

図 14：ヒト受精卵のゲノム編集での
政府の考え方

従来技術とは比べものにならないくらい、
正確に効率よく遺伝子改変できるゲノム編集
技術が登場した当初から、遺伝性の病気の
「予防」に使える可能性が示されました。
遺伝性の病気の原因になる遺伝子の変異は、

受精卵

60兆個といわれる体のほぼ全ての細胞で起き
ていて、しかも血液や腸など、同じ特徴をも
つ細胞は日々、新たに作られ続けているので

ゲノム編集

す。病気にかかわる臓器もたくさんの細胞で
できているので、そのすべてでゲノム編集を
することは、なかなかむずかしそうです。

し、精子や卵子、受精卵の段階で遺伝子の異

臨床応用

報がコピーされて体が作られていきます。も

子宮に戻す

たった一つの細胞で、ここにある遺伝子の情

基礎研究

できたとしたらどうでしょう。受精卵は最初、

実験室

では、精子や卵子、受精卵で遺伝子改変が

07

常を修復することができれば、受精卵が分裂
してできる体のすべての細胞に修復された遺
伝子が伝わることになります。

日本政府の方針
受精卵をゲノム編集して子宮に戻すことは禁止す
るが、基礎研究は容認する

しかし、受精卵の遺伝子を操作することに
対しては、さまざまな議論があります。

使おうと考える人が現れかねないという懸念

この問題が世界的に注目を集めたきっかけ

が出てきました。そして、世界中から「安全

は、中国のグループがヒトの受精卵にゲノム

性がわからない現時点で応用すべきではな

編集を行った研究でした。2015年の論文で、

い」という意見が表明されました。

重い病気を起こす遺伝子異常を、ゲノム編集

一方、将来的には有望な技術になる可能性

で治せるかどうかを探る目的でした。使った

もあり、2015年12月に、受精卵にゲノム編集

受精卵は、異常があって子どもに発育するこ

を使う臨床応用は認めないが、基礎研究は認

とは考えにくいものでした。また、子宮には

めるべきだという研究者の声明が米国のワシ

戻さない「基礎研究」だと主張していました。

ントンで開かれた国際会議で発表されました。

米国のグループも2017年に同様の研究を報告

基礎研究とは、実験室で行い、人の子宮には

しました。

戻さないということです。

でも、この技術を実際の「病気の予防」に
32

安全性がわからないってどういうこと？
うまくいかない可能性があるってことなの？

技術の安全性が確立された時に備え、精子や
卵子、受精卵にゲノム編集技術を使う臨床応
用を認めるとしたら、どんな条件かというこ
とをまとめた報告書を発表しました。日本で
は、政府の総合科学技術イノベーション会議
の生命倫理専門調査会が、受精卵にゲノム編

ゲノム編集は、DNAの塩基配列の狙った

集を使う基礎研究は認めるが、臨床応用は認

ところを切る技術です。狙った配列と似た配

めないという方針を発表しています（図14参

列が他にもあると、狙ったところ以外でも切

照）。

れてしまう可能性があります。これを「オフ
ターゲット」といいます。もし、間違ったと
ころで切れたら、治療どころか、ほかの病気

もっと技術が進んで、安全性が確立したら、
受精卵に使ってもいいんじゃないかな？

を起こすかもしれません。
受精卵の発生が止まってしまう可能性だって
あります。それから、効率がいいといっても、
100％ではありません。遺伝子改変された細胞
と、されない細胞が交じった「モザイク」と
いう状態が生じる可能性があります。この場
合も治療効果はよくわかりません。

それでも 100％安全ということは
ないんじゃない？
わからないことがある段階で、
受精卵を操作するのはどうだろう。

ゲノム編集された受精卵の細胞の一つを取
り出し、狙い通りに改変されているか確認し
たうえで、子宮に戻すという方法が提案され
ています。でも、すべての細胞を検査するわ

技術的な課題を完璧に解決することはむず

けにはいかないので、オフターゲットやモザ

かしいかもしれません。それでも、技術がど

イクを完全に防ぐことはできません。また健

んどん進んでいけば、「この程度のリスクで

康な子どもが生まれたとしても、大人になっ

これだけの恩恵が望めるなら、やってもいい

ても本当に病気にならないか、長期的な影響

のではないか」「いや、まだだめだよ」とい

はわかりません。

った議論は続くでしょう。

ところが、世界の研究開発競争が激しく、
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デザイナー・ベビー

もし、技術が完璧になったとしても、いろ

技術の進歩が非常に速いため、こうした技術

いろな立場の考え方があります。病気の「予

的な課題が解決される可能性もあると考えら

防法」として期待をもつ人がいる一方で、そ

れるようになってきました。そうなった時に

もそも、命の萌芽ともいえる受精卵を操作す

どうするかということで、2017年に、米国の

ること自体について反対する意見もあります。

学者の団体である米科学アカデミーは、将来、

この意見は、ゲノム編集技術が登場する前か

ほうが

0 7 . ゲノム 編 集

らありました。特定の病気に対して、「治療

ひとたび使われ始めたら、どんどん拡大し

すべきもの」という考え方が強くなると、そ

て、病気だけでなく、背を高くしたい、高い

の病気をもった人や障害がある人の存在を否

知能にしたいといった、親の欲望を満たすた

定することにつながらないかと心配する声も

めに使う人が出てこないかと心配する人もい

あります。

ます。こうした手段は「デザイナー・ベビー」

ここまで考えてきたのは、
「重い病気を治

という言葉で呼ばれることもあります。デザ

療すること」でした。では、重い病気とは何

イナー・ベビーという言葉は、以前からあり

でしょう。誰が、どのように決めたら、多く

ましたが、SFの世界の話だとされてきまし

の人が受精卵の遺伝子を改変することに納得

た。しかし、技術的に、まったくありえない

するでしょうか。

とはいえなくなってきました。

また、当然ながら、遺伝子改変に関して、

いまはまだ、遺伝子を少しいじるだけで身

生まれてくる子どもに前もって同意をとるこ

長を高くしたり、知能を高めたりするような

とはできません。子ども本人には、遺伝子を

ことは夢物語です。でも、遺伝子と体の特徴

変えたことをいつ伝えればいいのでしょうか。

をめぐる研究が進展していけば、より望まし

子ども自身は、そのことをどう受けとめるで

い子どもを遺伝子改変でつくろうとする動き

しょうか。

が出てくるかもしれません。

ゲノム編集は非常に簡単で、研究者なら誰

技術が進歩すれば、その利用法をめぐり、

でも扱えるといっていい技術です。遺伝子の

さまざまな考え方が出てくるでしょう。その

変異で起こる重い病気を予防するといってい

時に備えて、ひとりひとりが今から少しずつ

たのが、将来、高血圧や肥満、認知症を予防

考え、専門家だけでなく、社会全体で決めて

するといったように対象が拡大する恐れはな

いくことがのぞましいでしょう。

07

いか、と懸念を抱く声もあります。

立場によって、
考え方がいろいろ
あるんだね。

技術が進歩したら、
デザイナー・ベビーを作りたいと
いう人がでてくるかもしれないね。

考えてみましょう
ゲノム編集技術が進歩した時、
受精卵に応用することをどう考えますか。
重い病気の治療が目的であれば許されるでしょうか。

34

皆違う、皆かけがえのない存在
個人の設計図であるゲノムは、約30億の文字で書かれています。遺伝子解析技術の進歩で、
ゲノム全体の解析が進み、ひとりひとりわずかに違う配列をもっていることが明らかになって
きました。わずかな配列の違いが病気を起こすこともあります。研究者は病気になる仕組み
を探り、治療法の開発をめざして努力を続けています。
ゲノム配列の多様性は、人類の長い歴史を反映していると考えられています。たとえば、あ
る男性の生殖細胞のゲノムで突然変異が起こり、DNAの塩基配列がＡからＣに変化したとし
ます。その子どもは、父親からの「Ｃ」と母親からの「Ａ」が伝わります。父親も母親も「Ａ、Ａ」
でしたが、その子どもは「Ａ、Ｃ」をもつことになります。Ｃになると、遺伝子の働きが異常
になって、生き残りに不利になるなら、その変異をもつ人が集団の中で増えることはないでし
ょう。遺伝子の働きに影響がないか、有利になるような場合は、子孫に伝わり、何世代もへて、
ある集団に「Ａ、Ａ」
「Ａ、Ｃ」
「Ｃ、Ｃ」という三つの型をもつ人がいることになります。
東日本大震災の復興事業の一環で、地域の健康調査や遺伝子研究を行っている東北大メ
ディカル・メガバンク機構などは、約2000人の日本人のゲノムを解析して、個人による配列
が違う箇所を2700万も見つけました。みんな少しずつ違うゲノムをもっているのです。その差
が背の高さや顔の形、体質や薬の効きやすさなどの個性につながります。一つだけ、完璧に
健康な配列があり、それと違えば、病気になるという単純なものではありません。完璧な配
列をもつ人などいないのです。
配列の差が生存に有利かどうかは、環境によって左右されることもあります。たとえば、
栄養を効率よく蓄えることにかかわる遺伝子をもっている人は、飢餓状態が続く時には生き
残りに有利です。しかし、食べ物がたくさんある時代には、太りやすい体質となり、生活習
慣病のかかりやすさにつながるという仮説もあります。
特定の病気になりにくい変異もあることがわかってきています。非常にまれな変異をもつ人
が、アルツハイマー病になりにくいという研究が発表されて注目されました。
遺伝医学は、親から子へと伝わる「遺伝（heredity）」とひとりひとりの違いである「多様性
（variation）」を研究する学問です。多様性を理解することは、みんなそれぞれ違い、ひとり
ひとりがかけがえのない存在だと認識することにつながると思います。
多様な遺伝子の成り立ちをもった人が生まれ、さまざまな環境で育ち、たくさんの考えや
思いを取り交わし助け合うことで、皆さんの人生がより豊かになっていくのだと思います。
慶應義塾大学医学部 臨床遺伝学センター 教授
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