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改訂にあたって
　心臓血管疾患における病態解明は急速に進歩してい
る．心臓血管疾患に関わる多くの遺伝子変異や染色体異
常が同定され，その成因を遺伝学的検査や染色体検査等
により特定することが可能になってきた．医療機関によ
っては遺伝学的検査や染色体検査を比較的簡便に実施可
能である．その一方で，疾患につながる遺伝情報の取得
にあたり，検査対象者本人の自己決定権，プライバシー
の保護等，基本的人権に関与する事項への慎重な対応が
強く求められている．
　心臓血管疾患に関わる遺伝子変化には，大別して，単
一遺伝子疾患における遺伝子変異と，多因子疾患におけ
る遺伝子多型とがある．遺伝子変異は発症に大きなイン
パクトをもたらすのに対して，遺伝子多型は「なりやす
さ」とも読み替えることができ，それ単独では発症に及
ぼす影響は極めて小さい．遺伝子多型判定が医療の場で
実施される場合は医療従事者がこのことを正確に認識
し，患者にも正確な知識が与えられるように努めなくて
はならない．さらに昨今の遺伝子解析研究の進歩に伴い，
この「遺伝子変異」，「遺伝子多型」という区別も所詮便
宜的なものであり，遺伝要因を論じる際のキーワードは
「多様性」に他ならないことがわかってきた．すなわち
遺伝子変異，遺伝子多型を問わず，遺伝子変化を人間が
元来有する多様性として理解し，その多様性と個々人が
有する独自性を尊重することが必要と考えられる．
　2003年，遺伝医学関連10学会および研究会は，わが
国の健全な遺伝医療確立を目指し，各学会，団体からの
ガイドラインをさらに充実させ，診療行為として位置づ
けられる遺伝学的検査に関する統一ガイドライン「遺伝
学的検査に関するガイドライン」を提案した．遺伝学的
検査を行う際には，事前に“遺伝カウンセリング”を行
うことが必須であると明記されている．
　日本医学会は2005年9月，日本循環器学会を含む日本
医学会分科会に「遺伝学的検査の適切な実施について」
を通知していたが，2011年2月，「医療における遺伝学
的検査・診断に関するガイドライン」を公表した．医師
等が医療の場において遺伝学的検査・診断を実施する際
に留意すべき基本事項と原則がまとめられている．また，

その趣旨に則して各医学会分科会が疾患（群），領域，
診療科ごとのガイドラインやマニュアル等を作成するこ
とを推奨している．
　この日本循環器学会ガイドラインは，心臓血管疾患患
者を診療対象とする医療従事者を対象に，遺伝学的検査
と遺伝カウンセリングに関する基本事項をまとめたもの
であり，医師が遺伝学的検査実施を決定する際の指針と
なることを目指し，作成された．さらに今回の部分改訂
では，日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に
関するガイドライン」の趣旨に則するよう記述の改訂を
行った．遺伝学的検査を行うにあたっては，検査対象の
疾患や病態にかかわらず，事前にこの日本循環器学会ガ
イドラインの総論を把握し，これを遵守することを強く
要望する．また，各論では，このガイドラインを利用す
る臨床医が各々の疾患・病態の理解を容易にするために，
遺伝学的検査が必ずしも日常診療にまで至っていないも
のについても，その遺伝学的観点から臨床像を多少詳細
に述べた．
　なお，この日本循環器学会ガイドラインにおいては，
次の用語を以下の通り定義する．
・遺伝カウンセリング：患者・家族のニーズに対応する
遺伝学的検査の結果，臨床所見，家族歴等の遺伝情報
およびすべての関連情報を提供し，患者・家族がその
ニーズ・価値・予想等を理解した上で意思決定ができ
るように援助する医療行為であり，相互間での対話過
程を指している．
・プライバシーと守秘義務：プライバシーとは，個人同
士の関係において生じる概念であり，守秘義務とは，
人と（医療）機関との関係において生じる概念とする．
プライバシーは通常個人によってコントロールされ
る．守秘義務は個人のプライバシーを手中にしている
人たち（他人，医療専門職等）が個人情報を管理する
際に課される義務である．
・未成年者，小児，新生児，胎児：原則的に，未成年者
は20歳未満，小児は16歳未満，新生児は生後28日以下，
胎児は母胎内の胚を含む個体と定義する．
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Ⅰ 総　論

1 日本循環器学会による「心臓
血管疾患における遺伝学的検
査と遺伝カウンセリングに関
するガイドライン（以下「本
ガイドライン」）」の基本理念

1 基本姿勢
　特定の心臓血管疾患における遺伝学的検査の実施にあ
たっては，被検者の人権尊重（自己決定権，拒否権，差
別を受けない権利，知る権利，知らないでいる権利）が
科学的・社会的利益よりも優先されなければならない．
さらには，患者の不利益（リスク）を最小限にとどめ，
患者の利益を最大限に尊重することを基本姿勢とするべ
きである（仁恵，危害防止）．したがって，遺伝情報は
基本的には遺伝学的検査を受けた本人の医療目的に限っ
て利用されなければならず，また，本人，およびその血
縁者が検査を受けたことで遺伝差別等の不利益をこうむ
ることのないように，慎重に配慮されなければならない．

2 遺伝学的検査の内容
　遺伝学的検査とは染色体検査，遺伝生化学的検査，遺
伝子検査をいうが，ここでは特定の心臓血管疾患におけ
る染色体検査，遺伝生化学的検査，遺伝子検査に加え，
確定診断のための検査，保因者検査，発症前検査，易罹
患性検査，薬理遺伝学検査，出生前検査等も対象とする．
遺伝学的検査の実施にあたっては，遺伝カウンセリング
とインフォームド・コンセントの取得は必須である．

　被検者（検査を受ける人）に対しては，遺伝学的検査
は一般臨床検査と異なり，いくつかの特性をもつことを
説明しなければならない．それらは，例えば（1）検査結
果は生涯変わらないこと（不変性），（2）個人の遺伝情報
であると同時に血縁者もそれを共有していること（共有
性），（3）将来発症する遺伝疾患を予測できる場合がある
が（予見性），発症時期や症状等については正確には予
測できないこと，また変異遺伝子がみつかっても発症し
ない場合もあること（不確実性），（4）保険，雇用等にお
いて患者やその家族が不利益をこうむる等社会的リスク
があること（危害性），等である．
　その上で，医療者側は遺伝情報をどのように医療に役
立てるか，また得られた遺伝情報をどのように管理する
か等についての具体的な対応について伝えるべきであ
る．

3 本ガイドラインの適用範囲
　本ガイドラインの適用範囲は，診療の一環として行う
遺伝学的検査であり，研究目的での遺伝学的検査につい
ては三省（文部科学省，厚生労働省，経済産業省）指針
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に従
うものとする．前者（診療目的の遺伝学的検査）が実行
されるのは，個々の対象者本人からの自発的な求めがあ
る場合，あるいは医療者側が検査の妥当性と有用性を説
明し，本人がそれを理解した上で検査を受諾した場合で
ある．得られた結果（情報）については，医療者側は被
検者とそれを共有し，医療に役立てることにのみ専念す
るべきである．これに対して，後者（研究目的の遺伝学
的検査）が実行されるのは，従来の基礎的研究に基づく
情報が存在しない場合，または存在するものの未確定な
場合であり，遺伝学的事実を新たに解明すること，もし
くは確認することを主目的としている．研究目的の遺伝
学的検査では，得られた遺伝学的情報は，試料採取時の
状況や検査内容により，個々の対象者にも開示されない

序

　このダイジェスト版では，ガイドライン全文から，総
論部分はそのまま採用し，各論部分は項目を挙げるにと
どめた．総論部分には遺伝学的検査を行うにあたっての
基本的事項が記載されている．遺伝学的検査を行う者が
基礎知識として備えておくべきものである．一方，各論

部分には種々の疾患や病態における現時点での遺伝学的
知見が記載されている．遺伝学分野の進歩ははやく，日々
新しい知見が加えられるといっても過言ではない．した
がって，遺伝学的検査を行う場合，このダイジェスト版
で「遺伝学的検査を行うにあたっての基本的事項」をあ
らかじめ把握し，検査に関する遺伝学的知見に関しては，
全文の各論部分を参考にして，最新情報を検索されたい．
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（不可能な）場合がある．この点については事前に十分
説明し，インフォームド・コンセントを得る過程で明示
しなければならない．また試料については，連結不可能
匿名化，もしくは連結可能匿名化等，わが国の三省指針
に従って慎重に取り扱うべきである．
　遺伝学的検査には，有用性が確立されているもの，有
用性は確立していないがその可能性が高いと考えられる
もの，またその区別がつけにくいものがある．後者は新
たな遺伝学的事実を確立させることを目的とするが，場
合によっては，この検査結果が患者やその家族にとって
有益な情報となる可能性も想定される．その場合は，本
ガイドラインの基本姿勢に明示した“患者の不利益を最
小限にとどめ，患者の利益を最大限に尊重する”とする
対応から，検査について十分な検討を行い，患者と家族
にその可能性を説明した上で，自由意思による決定を確
認し，インフォームド・コンセントを取得した後に実施
すべきである．
　遺伝学的検査の結果開示に際しては，「知らないでい
る権利」についても配慮し，本人の意思を再確認するべ
きである．遺伝学的検査を企業等に委託する場合は，提
出試料を匿名化する等の一定の過程を経て，個人情報を
保護することが必須である．診療の一環として行う遺伝
学的検査の検査費用に関しては，検査受託を行う場合も
含めて有料としても差し支えないが，研究目的の検査，
ないしは有用性に関してまだ明確でないと判断される検
査（例えば positive predictive valueが明確でない）の場
合は，費用の本人負担は望ましくない．

2 遺伝学的検査の目的・条件

1 遺伝学的検査の目的
　遺伝医学における診断は，先天異常を含めた疾患の臨
床的診察の他に DNA，RNA，タンパク，染色体を分析
することによりなされる．遺伝学的検査はヒト生殖細胞
系列における特定の遺伝子，染色体の状態を分析するこ
とである．心臓血管疾患の遺伝学的検査には以下のよう
なものがあり，その目的は，疾病治療・予防または早期
発見・早期治療のための根拠を得ることである．
（1 ）症状が出現している個人の確定診断
（2 ）診断時，無症状の個人が将来，心臓血管疾患となる
可能性（発症前診断）

（3 ）遺伝子変異や染色体異常を有しているものの，現在
および将来にわたって発症しない者（保因者）である
か否かを調べること（保因者診断）

（4 ）特定の多因子遺伝性疾患としての心臓血管疾患につ
いて遺伝的素因が存在するかを調べること（易罹患性
検査）

（5 ）薬剤に対する効果，副作用の発現の推定（薬理遺伝
学検査）

（6 ）出生前診断

2 遺伝学的検査の実施

　心臓血管疾患の遺伝学的検査の実施にあたっては，検
査を受ける人（被検者）の人権を尊重することが最も重
要であり，科学的・社会的利益より優先されなければな
らない．さらに，遺伝学的検査は被検者の家族・血縁者
全体に関わるという共有性から，被検者本人のみならず
家族・血縁者の人権の尊重も同等に重要である．心臓血
管疾患の遺伝学的検査は，日本医学会「「医療における
遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守して
実施されなければならない．
（1 ）遺伝学的検査は，臨床的および遺伝医学的に有用と
考えられる場合に考慮され，心臓血管疾患と臨床遺伝
学の専門的知識をもち，本人とその家族等の心理的・
社会的支援を行うことができる者により実施される．
検査実施に際しては，検査前の適切な時期にその意義
や目的の説明を行うことに加えて，結果が得られた後
の状況，および検査結果が血縁者に影響を与える可能
性があること等についても説明し，被検者がそれらを
十分に理解した上で検査を受けるか受けないかにつ
いて本人が自律的に意思決定できるように支援する
必要がある．十分な説明と支援の後には，書面による
同意を得ることが推奨される．必要のある場合には専
門家による遺伝カウンセリングや意思決定のための
支援を受けられるようにする．

　ⅰ…）心臓血管疾患の遺伝学的検査を実施する場合には，
事前に担当医師によって被検者の当該遺伝学的検査
に関するインフォームド・コンセントを得ていなけ
ればならない（3.インフォームド・コンセント参照）．

　ⅱ…）遺伝学的検査を行う場合には，その検査がもつ分
析的妥当性，臨床的妥当性，臨床的有用性が十分な
レベルにあることが確認されていなければならない
（これらの検証は三省指針「ヒトゲノム・遺伝子解
析研究に関する倫理指針」に従い研究レベルでなさ
れるべきである）．

　ⅲ…）遺伝学的検査を実施する施設は常に新しい遺伝医
学的情報を得て，診断精度の向上を図らなければな
らない．

　ⅳ…）遺伝学的検査は，医療機関を通さずに行うことが

4



心臓血管疾患における遺伝学的検査と遺伝カウンセリングに関するガイドライン

あってはならない．
　ⅴ…）遺伝カウンセリングは，遺伝学的検査の実施後も，
必要に応じて行われる．

（2 ）心臓血管疾患の遺伝学的検査およびそれに関連する
遺伝カウンセリング等の遺伝医療に関与する者は，被
検者および血縁者が特定の核型（染色体構成），遺伝
子型，ハプロタイプおよび表現型を保有することによ
って不当な差別（遺伝的差別）を受けることがないよ
うに，また，必要のある場合には適切な医療と臨床心
理的・社会的支援を受けられるようにする（5.遺伝カ
ウンセリング参照）．

（3 ）被検者が遺伝学的検査の実施を要求しても，担当医
師が，倫理的・社会的規範に照らして検査が妥当でな
いと判断した場合，もしくは自己の確固たる信条とし
て検査の実施に同意できない場合は，その理由をよく
説明した上で，検査の施行を拒否することができる．

（4 ）未成年者に対する心臓血管疾患の遺伝学的検査にお
いては，被検者である未成年者の権利を十分に尊重す
べきである．

　ⅰ…）未成年者等，被検者の自由意思に基づいて決定す
ることが困難な場合には，被検者本人に代わって検
査の実施を承諾することのできる地位にある者の代
諾を得なければならない．その際は，当該被検者の
利益を十分に考慮すべきである．この場合，被検者
本人の理解をできる限り得るために，年齢，発達段
階に相応したわかりやすい説明を行い，了解
（assent）が得られるように努力する．代諾は，親
権者，後見人，成年後見人等により行われ，これら
の代諾者は被検者の将来にわたる利益を最大限に尊
重し不利益を最小限にとどめるよう努めなければな
らない．

　ⅱ…）未成年者に対する遺伝学的検査は，治療および予
防的処置が有効である場合に実施される．

　ⅲ…）成人期以後に発症する心臓血管疾患で，治療法ま
たは予防法が確立されていないものについては，未
成年者に対する発症前診断は基本的に避けるべきで
ある．

（5 ）検査のために得られた試料（以下「試料」という）は，
原則として当該検査の目的以外の目的に使用しては
ならない．

（6 ）遺伝学的検査のための試料は厳重に保管され，また
個人識別情報および検査結果としての個人の遺伝情
報は，その機密性が保護されなければならない（「個
人情報の取り扱い」については，4.個人情報の管理と
保護参照）．

（7 ）遺伝学的検査を実施する医療機関および検査施設
は，一般市民に対し，正しい理解が得られるよう，適
切な情報を提供する必要がある．臨床的有用性が確立
していない遺伝学的検査は行うべきではない．また遺
伝学的検査を行うことを宣伝広告するべきではない．

3 遺伝学的検査の適用
　心臓血管疾患の遺伝学的検査は，症状が出現している
個人における確定診断のために行うことが多い．その検
査がもつ分析的妥当性，臨床的妥当性，臨床的有用性が
十分なレベルにあることが確認されていなければならな
い．
　同一家系内に特定の心臓血管疾患の罹患者が存在し，
遺伝学的検査によって診断が可能な場合には，家系内の
無症状の個人が将来当該疾患を発症する可能性を診断す
る遺伝学的検査（発症前診断）についても，今後，広く
行われる可能性がある．また，遺伝子変異や染色体異常
を有しているものの，現在および将来にわたって発症し
ない者（保因者）であるか否かを調べる遺伝学的検査（保
因者診断），特定の多因子遺伝性疾患としての心臓血管
疾患について遺伝的素因が存在するかを調べる遺伝学的
検査（易罹患性検査），薬剤に対する効果または副作用
の発現の推定（薬理遺伝学検査）も，臨床的有用性が確
立すれば行われる可能性がある．

4 遺伝学的検査の実施施設・実施者
　心臓血管疾患の遺伝学的検査の実施施設は，常に新し
い遺伝医学的情報を得て，診断精度の向上を図らなけれ
ばならない．さらに遺伝カウンセリング，フォローアッ
プを含む支援が実施できる体制を整えた上で行われるべ
きである．
　心臓血管疾患の遺伝学的検査の実施者は，心臓血管疾
患と臨床遺伝学の専門的知識をもち，罹患者本人および
家族・血縁者の心理的・社会的支援を行うことができる
医師であることが必要である．個人識別情報および個人
の遺伝情報は守秘義務の対象であり，遺伝学的検査の実
施者は，それらが第三者に漏洩されることのないよう厳
重に保護，管理しなければならない．遺伝学的検査に従
事する者は，検査の結果がなんらかの差別に利用される
ことのないように，慎重かつ特別な配慮を常に払わなけ
ればならない．

5 発症前検査，易罹患性検査，保因者検査
　心臓血管疾患の発症を予測する遺伝学的検査には，単
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一遺伝子の変異でほぼ完全に発症を予測することのでき
る発症前検査と，多因子遺伝性疾患の罹患性の程度を予
測する易罹患性検査がある．発症予測を目的とする遺伝
学的検査では，被検者のプライバシーを厳重に保護し，
適切な心理的援助を措置しなければならない．特に就学，
雇用，昇進，ならびに保険加入等に際して，差別を受け
ることのないように配慮しなければならない．雇用者，
保険会社，学校，政府機関，その他第三者機関は，心臓
血管疾患の発症を予測する遺伝学的検査の結果にアクセ
スしてはならない．また，未成年者に対して，治療法や
予防法が確立していない成人型心臓血管疾患の発症前検
査や易罹患性検査は，基本的に行われるべきではない．

①発症前検査

（1 ）心臓血管疾患の発症前検査は，以下のすべての要件
が満たされない限り，行ってはならない．

　ⅰ…）被検者は判断能力のある成人であり，被検者が自
発的に発症前検査を希望していること．

　ⅱ…）同一家系内の罹患者の遺伝子変異が判明している
等，遺伝学的検査によって確実に診断できること．

　ⅲ…）被検者は当該疾患の遺伝形式，臨床的特徴，遺伝
学的検査法の詳細についてよく理解しており，検査
の結果が陽性であった場合の将来設計について熟慮
していること．

　ⅳ…）検査を行っても，発症年齢，疾患の重症度等につ
いては必ずしも正確には推定できないことを，被検
者が十分に知らされていること．

　ⅴ…）遺伝学的検査後，および結果が陽性であった場合
には発症後においても，臨床心理的・社会的支援を
含むケアと治療を行う医療機関を利用できること．

（2 ）前項の要件がすべて満たされている場合に，遺伝カ
ウンセリングを行い検査の実施の可否を慎重に決定
する．遺伝カウンセリングは，当該疾患の専門医，臨
床遺伝専門医，精神医学専門医等を含む複数の医師が
中心となり，可能な限り，臨床心理専門職，看護師，
ソーシャルワーカー等の協力を得て，複数回行う． 

②易罹患性検査

　多因子遺伝性の心臓血管疾患の遺伝要因の解明が進め
られており，現状では臨床的有用性の検証段階であるが，
今後はこれらを対象とする遺伝学的検査の臨床応用が期
待される．
（1 ）多因子遺伝性の心臓血管疾患に関する易罹患性検査
を行う場合には，検査の感度，特異度，陽性・陰性結
果の正診率等が十分なレベルにあることを確認しな

ければならない．
（2 ）易罹患性検査に際しては，担当医師は，
　ⅰ…）遺伝子変化が同定されても，発症を意味するわけ
ではなく，「発症しやすい」を意味するだけである
こと，発症は浸透率や罹患性に対する効果（寄与率）
等に依存すること

　ⅱ…）検査目標とする遺伝子に変化が見出されない場合
であっても発症する可能性が否定できないこと，等
について被検者に十分に説明し，理解を求めなけれ
ばならない．

（3 ）易罹患性検査は，被検者に適切な情報を提供したイ
ンフォームド・コンセントに基づいて，自由意思によ
って実施されなければならない．

③非発症者保因者検査

（1 ）心臓血管疾患の遺伝学的検査は，家系内に常染色体
劣性遺伝病やX染色体劣性遺伝病，染色体不均衡型構
造異常の患者がいる場合，当事者が保因者であるかど
うかを明らかにし，将来，子孫が同じ遺伝病に罹患す
る可能性を予測するための保因者検査として行われ
ることがある．

（2 ）保因者検査は，被検者の健康管理に役立つ情報を得
ることを目的とするのではなく，将来の生殖行動に役
立つ可能性のある情報を得るために行われるもので
あることを被検者に十分に説明し，理解を得なければ
ならない．

（3 ）将来の自由意思の保護という観点から，未成年者に
対する保因者診断は基本的に行われるべきではない．

（4 ）保因者検査を行う場合には，担当医師および関係者
は，診断の結果によっては，被検者およびその血縁者
や家族が差別を受ける可能性があることに十分配慮
しなければならない．

6 出生前検査・診断（着床前診断を含む）
　遺伝子変異等により発生することが明らかとなってい
る先天性心臓血管疾患については，遺伝学的検査等の検
査が可能な場合，出生前診断が可能である．
　ただし，出生前検査・診断を行う前に，当該の心臓血
管疾患の重篤性を十分に勘案して検討することが重要で
あり，検査前遺伝カウンセリングを行うことが特に重要
である．
　また，当該疾患罹患児はもとより，同胞，両親，血縁
者等に対しても遺伝学的検査等を実施する必要性のある
場合，それらに関する情報も十分提示の上，遺伝学的検
査，出生前診断の情報提供をしなくてはならない．本人
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や血縁者に及ぼす影響に関してもカウンセリングを行
い，遺伝情報を「知らないでいる権利」があることにつ
いても十分な情報提供を行う必要がある．
　上記の遺伝カウンセリングを経て，出生前診断を行う
ことが決定した場合には，日本医学会「医療における遺
伝学的検査・診断に関するガイドラインに関するガイド
ライン」（表1）および日本産科婦人科学会「出生前に
行われる検査および診断に関する見解」改定案（2011
年2月）に記載された基準に従う．
　なお，着床前診断に関しては，各施設における倫理委
員会で個々に審議した後，日本産科婦人科学会に申請の
上，さらなる倫理審議を受けたのち実施可能とする．

7 薬理遺伝学検査
　薬理作用，薬剤の副作用には個人差があるが，この個
人差は薬物代謝関連酵素（例えば CYPs），薬物トラン
スポーター，薬物受容体等をコードする遺伝子の多型と
関係することが知られている．投薬前にそれらの遺伝子
多型を検査することで，薬理効果を確実にしたり，重篤
な薬剤副作用を回避したりすることが可能になると考え
られる．ワルファリンやクロピドグレルに関して研究成

果は蓄積しているが，臨床的有用性に関してはさらなる
検証が必要である．
　診療の場でこれを行う際は，日本医学会「医療におけ
る遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守し
て実施されなければならない．

3 インフォームド・コンセント

1 インフォームド・コンセントとは
　インフォームド・コンセントは，生命倫理の4原則の
うちの「自律尊重」を具現化するために生まれた概念で
あり，具体的には「患者・家族が，自分の置かれた状況
について，十分把握した上で，医療者側から示された方
針に同意を与えること，あるいは医療者側から示された
治療法の選択肢それぞれの長所短所を理解した上で，治
療法を選択すること（この場合はインフォームド・チョ
イスともいう）」である．
　一般に，インフォームド・コンセントにおいて同意を
与えるのは20歳以上の成人とされている．未成年者の
場合，最近のわが国の指針・ガイドラインの多くは，16
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表１　遺伝学的検査実施時に考慮される説明事項の例
1）疾患名 : 遺伝学的検査の目的となる疾患名・病態名
2）疫学的事項 : 有病率，罹患率，性比，人種差等
3）病態生理 : 既知もしくは推測される分子遺伝学的発症機序，不明であればその旨の説明
4）疾患説明 : 症状，発症年齢，合併症，生命予後等の正確な自然歴
5）治療法 : 治療法・予防法・早期診断治療法（サーベイランス法）の有無，効果，限界，副作用等
6）遺伝学的事項 : 
・遺伝形式 : 確定もしくは推定される遺伝形式
・浸透率，新規突然変異率，性腺モザイク等により生じる確率
・再発（確）率 : 同胞ならびに子の再発（確）率（理論的確率と経験的確率）
・遺伝学的影響 : 血縁者が罹患する可能性，もしくは非発症保因者である可能性の有無

7）遺伝学的検査 :
・遺伝学的検査の目的（発症者における遺伝学検査の意義），検査の対象となる遺伝子の名称や性質等
・遺伝学的検査の方法 : 検体の採取法，遺伝子解析技術等
・遺伝学的検査により診断が確定する確率 : 検査精度や検査法による検出率の差等
・遺伝学的検査によりさらに詳しくわかること : 遺伝型と表現型の関係
・遺伝学的検査結果の開示法 : 結果開示の方法やその対象者
・発症者の遺伝学検査の情報に基づいた，血縁者の非発症保因者診断，発症前診断，出生前診断の可能性，
その概要と意義

8）社会資源に関する情報 : 医療費補助制度，社会福祉制度，患者支援団体情報等
9）遺伝カウンセリングの提供について

10）遺伝情報の特性 :
・遺伝学的情報が血縁者間で一部共有されていること
・発症者の確定診断の目的で行われる遺伝学的検査においても，得られた個人の遺伝学的情報が血縁者のた
めに有用である可能性があるときは，積極的に血縁者への開示を考慮すべきであること

11）被検者の権利 :
・検査を受けること，受けないこと，あるいは検査の中断を申し出ることについては自由であり，結果の開
示を拒否することも可能であること
・検査拒否，中断の申し出，結果の開示拒否を行っても，以後の医療に不利益を受けないこと
・検査前後に被検者が取り得る選択肢が提示され，選択肢ごとのメリット・デメリットが平易に説明されること

注： ここに掲げた事項は，これらすべてを遺伝学的検査実施前に説明しなければならないということではなく，被
検者の理解や疾患の特性に応じた説明を行う際の参考として例示したものである
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歳以上で20歳未満の場合は，本人および代諾者（親権者）
の同意，16歳未満の場合は，代諾者（親権者）の同意
が必要であるとしている．また，16歳未満の場合も本
人に十分説明し，了解（assent）を得る努力をすべきで
あると記載されているものが多い．

2 遺伝学的検査におけるインフォーム
ド・コンセントと遺伝カウンセリング

　日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関す
るガイドライン」では，遺伝学的検査を実施する際の留
意点として，「すでに発症している患者を対象に行う場
合」と「その時点では，患者ではない方を対象に行われ
る場合（非発症保因者診断，発症前診断，出生前診断）」
とを明確に分けて記載されている．
　すでに発症している患者を対象に行われる遺伝学的検
査は，臨床的有用性が高いと考えられる場合に考慮され，
主治医の責任で，通常診療の一環として実施することが
重要である．実施する際には，血縁者に影響を与える可
能性を含めて遺伝学的検査の意義や目的について説明
し，インフォームド・コンセントを得てから実施すると
している．この背景としては，臨床的に有用性が高いと
考えられるのであれば，他の臨床検査と同様に，躊躇す
ることなく実施すべきであるという理念に基づいてい
る．また，必要に応じて専門家による遺伝カウンセリン
グが受けられるようにする，としている．
　一方，保因者診断，発症前診断，出生前診断等，患者
ではない人を対象に行われる遺伝学的検査においては，
検査実施前に十分な遺伝カウンセリングが行われるべき
である．
　日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関す
るガイドライン」では，遺伝カウンセリングについて，
下記の記載がある．
　遺伝カウンセリングは，疾患の遺伝学的関与について，
その医学的影響，心理学的影響および家族への影響を
人々が理解し，それに適応していくことを助けるプロセ
スである．このプロセスには， 
（1…）疾患の発生および再発の可能性を評価するための家
族歴および病歴の解釈

（2 ）遺伝現象，検査，マネージメント，予防，資源およ
び研究についての教育

（3…）インフォームド・チョイス（十分な情報を得た上で
の自律的選択），およびリスクや状況への適応を促進
するためのカウンセリング
等が含まれる．
　現在，我が国には，遺伝カウンセリング担当者を養成

するものとして，医師を対象とした「臨床遺伝専門医制
度」＜http://jbmg.org/＞と非医師を対象とした「認定遺
伝カウンセラー制度」＜http://plaza.umin.ac.jp/ ~GC/＞
があり，いずれも日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセ
リング学会が共同で認定している．
　遺伝カウンセリングに関する基礎知識・技能について
は，すべての医師が習得しておくことが望ましい．また，
遺伝学的検査・診断を実施する医師および医療機関は，
必要に応じて，専門家による遺伝カウンセリングを提供
するか，または紹介する体制を整えておく必要がある．
　遺伝学的検査には様々なものがあり，診療としての意
義，倫理的問題の有無，得るべきインフォームド・コン
セントの内容，遺伝カウンセリングの必要性等は，検査
によって全く異なる．生殖細胞系列の遺伝子情報は生涯
不変であり，血縁者に一部共有されているものでもある
ため，様々な問題を考えておかなければならない．生殖
細胞系列の遺伝子変異を明らかにする遺伝学的検査の目
的は多様であり，それぞれの検査における対応を十分検
討した上で行う必要がある．

3
遺伝学的検査実施時のインフォー
ムド・コンセントにおいて考慮さ
れる説明事項

　インフォームド・コンセントにおいて患者・家族・ク
ライエントに提供すべき情報として，日本医学会「医療
における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」で
は，表1のように記載されている． 

4 個人情報の管理と保護

1 個人情報の管理と保護の基本事項
　本ガイドラインの適用範囲は診療の一環として行う遺
伝学的検査であり，日本医学会「医療における遺伝学的
検査・診断に関するガイドライン」に従って実施するべ
きである．一方，研究目的の遺伝学的検査は本ガイドラ
インの対象ではない．しかし，実際には研究目的の遺伝
学的検査と厳密に区別することは困難な場合も想定され
る．また，当初は純粋な診療目的で行われた検査でも，
その結果が判明した後に研究を行う必要が生じることも
ある．研究目的の遺伝学的検査の要素を含む場合は，本
ガイドラインではなく，三省指針「ヒトゲノム・遺伝子
解析研究に関する倫理指針」に従うべきである．
　すでに発症している患者の診断を目的として行われる
遺伝学的検査は，被検者の利益のために行われるため，
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個人情報の管理と保護を可能な限り行う必要があるもの
の，匿名化等の処置は必ずしも必要ない．またその結果
は，原則として，他の臨床検査の結果と同様に，患者の
診療に関係する医療者が共有する情報として診療録に記
載する必要がある．一方，研究目的で行われる遺伝学的
検査の場合，基本的には被検者の利益が得られるわけで
はないため，被検者の不利益が生じないように個人情報
の管理と保護を厳重に行う必要がある．試料の匿名化や
検査結果をスタンドアローンのコンピュータに格納する
こと等の処置が求められる．
　また，遺伝学的検査を行う際の個人情報保護に関して
は，民間企業，行政機関，独立行政法人等の区分に応じ
て適用される個人情報の保護に関する法律，行政機関の
保有する個人情報の保護に関する法律（2003年法律第 

58 号），独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関
する法律（2003年法律第59号）および個人情報の保護
に関する法律第11条第 1 項の趣旨をふまえる必要があ
る．

2 保護すべき個人情報
　「個人情報」とは，生存する個人に関する情報であり，
氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することができ，
それにより特定の個人を識別することができることとな
るものを含む）をいう．
　遺伝情報が通常の個人情報と比較して特殊な点は，生
涯変化しないこと，将来の発症を予測し得る場合がある
こと，非発症保因者（発症しないが遺伝子変異をもち，
次世代に伝える可能性のある者）の診断ができる場合が
あること，血縁者にも影響し得ること，その個人が属す
る集団全体にも影響し得ること，試料の採取当時はわか
らない重要な情報が将来明らかになる可能性があること
等である．
　したがって，遺伝情報が個人情報と連結可能な場合，
その情報が漏れることにより被検者，および家族が不利
益を受ける可能性がある．そのため，遺伝学的検査によ
り得られた遺伝情報を含む個人情報は，本人と担当者の
他には（担当以外の医療従事者，本人の肉親，学校，雇
用主，保険会社等）漏洩しないように厳重に管理する必
要がある．そのためには，漏洩のあらゆる可能性を検討
して，安全対策を講じなければならない．例えば，情報
を記載した書類は鍵のかかる部屋あるいはロッカーに保
管する，あるいは情報を格納したコンピュータへのアク
セスはパスワード，指紋認証といった手段で制限するこ
と等が考えられる．

3 医療従事者の守秘義務
　医療従事者は遺伝学的検査により得られた個人情報
（遺伝情報を含む）を正当な理由なく漏洩してはならな
い．また，医療従事者は職を辞した後でも同様の義務を
有する．刑法134条1項は，医師，薬剤師，助産婦等に
守秘義務を課している．また，行政法規では放射線技師，
臨床検査技師，衛生検査技師にも守秘義務を課している．

4 結果情報の告知
　遺伝学的検査の結果（結果情報）の告知は，原則とし
て被検者本人，または被験者本人から承諾を得た医療従
事者に対して行われなければならない．

①�未成年者等，理解能力を認められない人への結
果情報の告知

　未成年者の場合，16歳以上の場合には本人が理解で
きるように可能な限り説明し，本人に結果を告知する．
　未成年者や認知症等により理解能力が十分でない場
合，本人の家族構成や置かれている状況等を勘案し，本
人の意思や利益を代弁できる人を次のなかから選び，告
知する．すなわち，任意後見人，親権者，後見人や補佐
人が定まっている場合はその人．本人の配偶者，成人の
子，父母，成人の同胞もしくは孫，祖父母，同居の親族
またはそれら近親者に準ずると考えられる人．
　ただし，診療の一環として行われる遺伝学的検査は，
被検者本人の利益のために行うものであるので，本人が
理解できないとしても，当該の遺伝学的検査が本人に役
立つ可能性がなければ検査をしてはならない．
　結果を本人以外の人に告知する場合でも，結果情報に
アクセスする権利はあくまで本人にあることを告知する
人に伝えなければならない．また，被検者が未成年者で
あった場合，同意可能な年齢に達した時点で本人に情報
告知すべきことを，代理で告知を受けた人に伝えなけれ
ばならない．

②結果情報の所有権

　遺伝学検査の結果情報の所有権は本人にある．医療従
事者である担当者も，代理で告知を受けた人も結果情報
の所有権が本人にあることを常に自覚し，本人の利益を
守る立場にあることを忘れてはならない．

③個人情報へのアクセス権

　遺伝学的検査により得られた個人の遺伝情報は，被検
者本人に属するものであり，この個人の遺伝情報へのア
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クセス権は原則として本人と，本人から承諾を得た医療
関係者のみが有する．

④遺伝学的検査から新知見が得られた場合

　当初は診療目的で行われた遺伝学的検査であっても，
検査結果によっては研究を行う必要が生じる可能性もあ
る．その場合は本ガイドラインではなく，三省指針「ヒ
トゲノム・遺伝子解析研究に関するガイドライン」に従
うべきである．すなわち，倫理審査委員会による研究計
画の承認，インフォームドコンセント，個人情報および
解析結果の厳重な管理と保護等が求められる．

5 遺伝カウンセリング

1 遺伝カウンセリングの原則

①遺伝カウンセリングの非指示性と支援的態度

　遺伝カウンセリングでは，クライエント（遺伝カウン
セリングを受ける人）の意思決定を誘導するのではなく
（非指示性），意思決定の手助けをする姿勢（支援的態度）
が求められる．非指示的遺伝カウンセリングには2つの
大きなポイントがある．第一は，クライエントの意思決
定に役立ち，正確で偏りのない情報を十分に提供するこ
とである．第二は，クライエントを理解し，また共感す
ることによって，その自律的な意思決定を支援できるよ
うな良好な関係を築くことである．遺伝カウンセリング
担当者は，自身が最善と思う方向に患者側を導きかねな
いような意識的に歪曲した説明を避けなければならな
い．クライエントは，正確な情報を得るためには遺伝カ
ウンセリング担当者を頼らざるを得ず，もしその情報が
偏っていた場合，通常はそれを見抜くことができない．
しかし，非指示的遺伝カウンセリングとは，クライエン
トに情報を与えるのみで，当事者とその家族が意思決定
をする手助けを行わなくともよいというわけではない．
クライエントが望む遺伝カウンセリング担当者とは，自
分たちの問題に耳を傾け，自分が何に価値を置くか理解
し，それを表現するための手助けと，意思決定のための
手助けをしてくれる人物である．意思決定はあくまでも
当事者とその家族のものであり，遺伝カウンセラーによ
って誘導されてはならないが，可能な限りその意思決定
を支援する態度が求められる．

②わかりやすい説明と十分な時間

　遺伝カウンセリング担当者はクライエントが理解でき

る平易な言葉を用い，クライエントが十分理解している
か否かを常に確認しながら遺伝カウンセリングを進める
べきである．そのためには，十分な時間をかけるべきで
ある．

③個別性

　遺伝カウンセリングを受けるクライエントは複数であ
ることが多い．個人によって遺伝的負荷や家族的・社会
的立場が異なることが多いため，個別に話を聞く機会を
設けることが必須である．

④未成年者等への配慮

　20歳未満の未成年者には，事実を理解する能力のみ
ならず，社会的な判断能力に応じた対応が必要となる．
検査を要求したり，同意したりするための判断能力とは，
（1）任意性，（2）個人および家族の社会的・文化的状況，
価値観，生活スタイルに照らした選択としての「妥当な
結果」，（3）合理的な考え方をもった大多数が理解し得る
「正当な」選択理由，および（4）リスクと便益，選択肢に
ついての理解である．判断能力に必要な思考は11歳頃
にはじまり，14歳頃まで発達する．それでも，未成年
者からの要求や同意が本当に任意であるかを判断するの
は難しく，十分な注意が払われなくてはならない．
　遺伝カウンセリング担当者は，クライエントが未成年
であっても，疾病や治療法の選択肢について理解させる
努力を，可能な限り行うべきである．そして，疾病と可
能な治療法についての見通しについて，本人の前で両親
と議論されるべきであり，両親は治療または予防法に関
しての決定を下さなければならない．ただし，治療法や
予防法のない成人発症の疾病の発症前診断は小児に対し
ては行われるべきではない．
　小児については，その成長に合わせて，本人の要望が
より尊重されるべきである．15歳以上の未成年者につ
いて，本人の要望が両親のものと同等に扱われるべきか
否かは，文化的，家族的，法的な状況および個人の状況
によって個々に対応すべきである．すなわち，被検者の
判断能力を基準とした，ケース・バイ・ケースの対応が
必要である．
　遺伝カウンセラーは，非指示的遺伝カウンセリングの
なかで，必要な事実のすべてをクライエントに伝え，被
検者の信条と価値観に従って事実と向き合うことを励ま
すように努めなくてはならない．
　非指示的遺伝カウンセリングの例外として，判断能力
のないクライエントへの遺伝カウンセリングが挙げられ
る．クライエントのなかには，精神性疾患，重度の知的
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障害，アルコールや薬物に対する依存症をもつ人や，正
常な知能をもってしても，教育等によっては，コミュニ
ケーションに問題を抱える人もいる．これらの人たちは，
遺伝的リスクの意味を推し量ることが機能的に困難であ
る可能性がある．このようなクライエントのうち，他者
への危険が多大と考えられる場合は，遺伝医学専門家が
被検者もしくは血縁者に前もって指示的カウンセリング
が行われることを告げた上で，例外的に直接的なアドバ
イスを行うことがある．現時点では原則として倫理的に
許容されると考えられているが，さらなる慎重な検討が
必要である．

⑤守秘義務

（1 ）遺伝カウンセリング担当者は被検者（あるいはクラ
イエント）に情報のすべてを伝えなければならない．
情報の適切な提示は自由選択の前提条件であると同
時に，遺伝カウンセリングを行う者と受ける者との自
由な交流と信頼関係にとって必要不可欠となる．

　…　近年行われている出生前診断についても，クライエ
ント（多くの場合，妊婦，あるいは妊婦とその配偶者）
に胎児に関する情報を正確に伝える必要がある．

（2 ）検査結果は正常な結果を含めて，遅れることなく被
検者に伝えられるべきである．

（3 ）健康状態に直接関係しない検査結果，例えば配偶者
が子どもの実父でない事実は，開示しなくてもよい．

（4 ）被検者やその血縁者が，検査結果を含めて遺伝情報
を知りたくないと希望した場合は，その意思が尊重さ
れるべきである．ただし，治療可能な新生児，小児の
場合はこの限りではない．

（5 ）心理的もしくは社会的に重大な危険をもたらす可能
性のある情報については，情報開示を保留してもよ
い．遺伝カウンセリング担当者は，情報開示の一般的
義務の範囲内で，被検者（あるいはクライエント）に
情報を伝える時期について判断しなければならない．

（6 ）子どもを望む夫婦には，パートナーの遺伝情報を互
いに共有することをすすめるべきである．

（7 ）被検者の親族に対しても遺伝カウンセリングを行う
ことが有用と判断される場合，遺伝カウンセリング担
当者は，被検者から親族に遺伝カウンセリングをすす
めるように話すべきである．

（8 ）特に重大な遺伝的負荷を回避できる場合には，親族
に遺伝情報を提供すべきである．そうすればその親族
は自身の遺伝的リスクを知ることができる．

（9 ）保因者検査，発症前検査，易罹患性検査，出生前検
査の結果は，雇用主，生命保険会社，学校，政府機関

に漏洩されてはならない．遺伝的体質による不利益ま
たは利益を受けてはならない．

（1…0）患者名簿は（いかなるものであっても）守秘義務
の厳重な規範に従って守られるべきである．

2 遺伝カウンセリングの体制

①遺伝カウンセリングの構成

　遺伝カウンセリングは，疾患の診療経験の豊富な専門
医と遺伝カウンセリングに習熟した者が，チームとなっ
て行うことが推奨される．遺伝カウンセリングに習熟し
た者とは，臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラー，あ
るいはそれと同様な資質を有する者のことである．臨床
遺伝専門医が当該疾患の診療経験に乏しい場合は，必ず
当該疾患の専門医と連携して相互に連絡を取り合いなが
ら行う必要がある．遺伝カウンセリングは，クライエン
トが心理的にリラックスできる環境で行うことが望まし
い．一般の診察室で行う場合は，外部の物音が気になる
ような環境は避け，人の往来が見えないような配慮も必
要である．

②検査前遺伝カウンセリングが必要な場合

　遺伝学的検査を行う場合には，検査をオーダーする医
師（この場合，多くは主治医であり循環器を専門とする
医師と想定される）は，検査の意義等について十分に説
明し，インフォームド・コンセントを得てから行う必要
がある．検査前に遺伝カウンセリングをすることは必須
ではないが，インフォームド・コンセントを取得する過
程で，被検者から希望があれば検査前遺伝カウンセリン
グの機会を提供する．

③�検査結果の診断への活用と遺伝カウンセリング
の必要性

　疾患の診断を目的とした遺伝学的検査においては，遺
伝学的検査の結果は，臨床診断の判断材料の1つとなる．
遺伝学的検査のみで診断が行われることはない．主治医
は，被験者に対しては，検査の結果を一連の診断プロセ
スの流れの中でわかりやすく説明する必要がある．本人
の診断に続き，家族に波及する問題（家族の保因者診断
等）がある場合は，遺伝カウンセリングの機会を提供す
る．

④記録等の管理

　遺伝学的検査の結果については，チーム医療の観点か
ら原則として，一般の診療録に記載することを原則とす
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る．しかし，個人情報保護の観点から，遺伝カウンセリ
ングの内容に関する記録は，一般の診療録とは切り離し
て別に保管する等の慎重な対応が必要である．特に，電
子カルテを採用している医療施設においては，遺伝関連
の個人情報が漏洩されることのないように十分に配慮す
る必要がある．
　遺伝カウンセリングは，基本的には自由診療の中で行
われる．例外的に，保険診療の範囲内で実施可能な遺伝
カウンセリングは，以下の条件を満たす場合に限られる
（2011年5月現在）．
（1 ）以下の15疾患について，遺伝子疾患の検査を行っ
た場合に考慮される．保険点数は4,000点である．なお，
疾患によっては，遺伝子疾患の検査に，DNAシーク
エンス法，PCR法だけでなく，酵素活性測定法が含
まれる．

　　 対象15疾患：デュシェンヌ型筋ジストロフィー，
ベッカー型筋ジストロフィー，福山型筋ジストロフ
ィー，栄養障害型表皮水疱症，家族性アミロイドー
シス，先天性QT延長症候群，脊髄性筋委縮症，中
枢神経白質形成異常症，ムコ多糖症Ⅰ型，ムコ多糖
症Ⅱ型，ゴーシェ病，ファブリ病，ポンペ病，ハン
チントン舞踏病，球脊髄性筋委縮症．

（2 ）上記15疾患について遺伝子疾患の検査を実施し，
その結果について患者またはその家族に対し遺伝カ
ウンセリングを行った場合には，患者1人につき月1
回に限り500点が加算される．

3 心臓血管疾患における遺伝カウンセリング

①心臓血管疾患と遺伝カウンセリング担当者

　心臓血管疾患の遺伝カウンセリングは，遺伝学・心臓
病学・疫学の十分な知識と経験をもち，カウンセリング
一般の基礎的技術を身につけた，習熟したカウンセリン
グ担当者によって行われることが望ましい．カウンセリ
ング担当者は必ずしも医師である必要はないが，当該心
臓血管疾患の診療に習熟した専門医との十分な連携が不
可欠である．

②遺伝学的情報の重要性

　遺伝カウンセリングは，当該疾患に関する最新の遺伝
学的情報を被検者の家系に即して過不足なく正確に伝
え，これらに対するクライエントの適切な理解を促進す
ることからはじめなければならない．遺伝のしくみをは
じめとして，適切な遺伝学的情報を十分かつ理解可能な
形で提供すること自体が，クライエントの心理的支援に

なることを認識しなくてはならない．

③遺伝に対する認識

　我が国では，「遺伝」という言葉を「特別な遺伝病」
と誤って結びつけてしまう傾向が強いため，遺伝カウン
セリングに際しては，ほとんどのクライエントに知識の
偏りや認識のゆがみが存在することを十分に認識してお
かなければならない．遺伝に関するクライエントの知識
やイメージを確認し，必要な是正を行うとともに，遺伝
のしくみ一般に関する内容と，被検者の当該疾患特有の
病態およびその遺伝情報とが混同されないよう，配慮が
必要である．

④心臓血管疾患に対する認識

　遺伝カウンセリングに際しては，家族性心臓血管疾患
そのものを否定的に捉える傾向が強い，という現実を十
分に認識しなければならない．特にクライエントは過去
において，家系内の罹患者に接している場合が少なくな
く，その体験のみに基づく知識の偏りや知識のゆがみが
存在することが十分に考えられる．予防・治療方法やケ
アのあり方が改善されている状況等，当該心臓血管疾患
に関する最新の医療情報について，十分にかつ理解可能
な形で提供すること自体が，クライエントの心理的支援
になることを認識しなくてはならない．

⑤心臓血管疾患の遺伝学的検査の意味

　心臓血管疾患の遺伝学的検査および診断は，様々な理
由で，被検者の理解を得にくい側面を有している．検査
を受けるか否かの意思決定に大きな影響を及ぼすにもか
かわらず，誤解されやすいと思われる点を以下に示した．
これらについて，クライエントが十分理解しているかど
うかを慎重に確認しつつ，遺伝カウンセリングを進める
必要がある．
（1 ）遺伝学的検査の適用となる心臓血管疾患をもつ家系
は決して多くない．現段階においては，同一家系内に
おいて特定の心臓血管疾患の明らかな集積を認める
場合でも，その心臓血管疾患の原因遺伝子が特定され
ているとは限らず，また，原因遺伝子が同定されてい
ても遺伝学的検査による診断が実施できるとは限ら
ない．しかし今後は，こうした検査の適用となる心臓
血管疾患の範囲は広がると予想される．

（2 ）発症していない健康な個人に遺伝学的検査を行うに
あたっては，まず，同一家系内で心臓血管疾患を発症
している血縁者から検査を行い，遺伝子変異を確認す
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ることが必要である．発症していない健康な個人の遺
伝学的検査の結果だけを得ても解釈は困難である．

（3 ）心臓血管疾患の遺伝学的検査は，いわゆる心臓血管
疾患の検診とは違うものであり，それだけで心臓血管
疾患に罹っているかどうかを判断できるものではな
い．

（4 ）遺伝子変異陽性の結果は，特定の心臓血管疾患を発
症する可能性が高いということを意味するものであ
り，必ずしもすぐに発症するわけではなく，また，将
来必ず発症するということでもない．家族性心臓血管
疾患の多くは浸透率が高いが，100％近くになること
は少ない．それが直接，心臓血管疾患の発症時期やそ
の症候，治療や予防の可能性，経過および予後等を示
すものではない．たとえ心臓血管疾患が発症しない場
合でも，検査結果が間違っていたことを意味している
わけではない．

（5 ）遺伝子変異陰性であっても，将来心臓血管疾患を発
症することはないとも，あるいは通常より心臓血管疾
患を発症する可能性が低いとも，同一家系内にいわゆ
る心臓血管疾患の遺伝体質が全くないともいえず，少
なくとも一般集団と同程度に心臓血管疾患の発症リ
スクを有している．

（6 ）遺伝学的検査の結果は，検査を受けた人の子どもに
とっても同時に重要な意味をもつ．優性遺伝の場合，
子どもに受け継がれる確率は理論的には50％である．
また，発端者がde novo変異個体である可能性も考え
られるが，この場合でも子どもに受け継がれる確率は
優性遺伝の場合，50％と考えてよい．

（7 ）遺伝学的検査を受けなくても，従来の方法でリスク
を評価することが可能な場合があり，それを選択する
こともできる．

（8 ）同一家系内の複数名が遺伝学的検査を行い，それぞ
れが異なる結果を得ることにより，人間関係の軋轢や
心理的葛藤が生じる可能性がある等，検査結果の如何
にかかわらず家族内にもたらされる心理的影響は少
なくない．

（9 ）遺伝子変異が陽性で，その情報を遺伝カウンセリン
グ担当者が他の家族構成員にも伝える必要がある場
合，まずクライエント本人のみに伝え，クライエント
から他の家族構成員に遺伝カウンセリングをすすめ
てもらうようにすべきである．また，被検者と必ずし
も良好な人間関係が維持されていないと思われる他
の家族構成員に関しては，伝える時期，順番等をクラ
イエントの希望に沿って決めカウンセリングを行う
必要がある．

（1 0）同一家系内で遺伝学的検査を受けるのがたとえ 1 
名のみであっても，その結果はもはやその個人だけの
問題ではなくなる．ある特定の個人の希望によって遺
伝学的検査が行われる場合，他の家族構成員への遺伝
情報開示は，原則として本人の希望に沿って行われる
が，家族構成員の「知らないでいる権利」も考慮され
なくてはならない．

Ⅱ 各　論

　序に述べたように，ここでは疾患や病態の項目のみを
挙げる．各論の詳細は，ガイドライン全文を参考にされ
たい．

1 染色体異常

1 22q11.2欠失症候群

2 Williams症候群

3 Down症候群

4 その他

①18トリソミー症候群

②13トリソミー症候群

③Turner症候群

5 染色体異常症の検査に関するガイドライン

2 単一遺伝子異常

1 Marfan症候群

2 心中隔欠損

3 Holt-Oram症候群
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4 Alagille症候群

5 Noonan症候群

6 肺動脈性肺高血圧

7 心筋症

①原発性心筋症

　1）定　義
　2）拡張型心筋症
　3）肥大型心筋症
　4）拘束型心筋症
　5）不整脈原性右室心筋症
　6）左室心筋緻密化障害

②特定心筋症

　1）代謝性心筋症
　2）筋ジストロフィー
　3）神経筋疾患

8 不整脈

①総　論

②遺伝性QT延長症候群

③二次性QT延長症候群

④Brugada症候群

⑤家族性心房細動

⑥遺伝性QT短縮症候群

⑦カテコールアミン感受性心室頻拍

⑧先天性洞不全症候群

⑨遺伝性不整脈のオーバーラップ症候群
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9 家族性高血圧

①Liddle症候群

②Apparent�Mineralcorticoid�Excess（AME）

③グルココルチコイド奏効性アルドステロン症（GRA）

④Ⅱ型偽性低アルドステロン症（Gordon�症候群）

⑤妊娠期に悪化する高血圧症

⑥ミトコンドリア遺伝子異常による高血圧症

⑦アルドステロン産生副腎腺種（APA）による高血圧症

3 多因子疾患
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