
気もあります。また、甲状腺がんを発
症しやすいような家族性甲状腺がん症
候群という病気もあります。そのほか
にも頻度は少ないけれども様々な遺伝
性腫瘍があって、腎がんを発症するも
のもあったり、脳腫瘍を起こすものも
あったりで、病気としてはたくさんの
種類があります。
　齊藤　Lynch症候群はどういうもの
なのでしょう。
　古川　Lynch症候群は、主に大腸が
んを発症しやすい遺伝性の病気ですが、
大腸がん以外にも、例えば子宮体がん
や胆道がん、胃がん、尿路系の腫瘍を
発生することがわかっていて、消化器
科だけではなくて、婦人科や泌尿器科
も関与する病気です。
　齊藤　そのような各科にまたがる病
気では、なかなか経過観察あるいは診
断が難しいというか、時に落とし穴が
あるような病気なのですね。
　古川　そうです。例えば、腫瘍を発
症した方がたまたま婦人科であった場
合に、家族歴の中の大腸がんに気づか
なかったりとか、尿路系の腫瘍に気づ
かなかったりすると、病気が見逃され
ることがあるので、やはり専門家に正
しく診断してもらって、その結果、正
しい、適切なフォローアップをしてい
くことが大事です。
　齊藤　例えば乳がんの患者さんの中
では、遺伝性のものはどうやって見つ
けていくのでしょうか。

　古川　主に家族歴が中心となります。
けれども、家族歴以外にも、例えば乳
がんのタイプであったり、乳がんの発
症年齢であったり、そういう臨床情報
を含めて総合的に臨床的な診断がなさ
れます。しかし、一方で確実にその病
気だという診断をするために、遺伝子
検査が必要となることがあります。
　齊藤　乳がん患者さんの中で、遺伝
性のものらしいというのはどのぐらい
いるのでしょうか。
　古川　だいたい日本では年間６万人
ぐらいの患者さんが乳がんを発症して
いますけれども、そのうちの３～５％
ぐらいだといわれていて、だいたい
1,800～3,000人ぐらいの遺伝性乳がん・
卵巣がん症候群の患者さんがいらっし
ゃると推測されています。卵巣がん患
者さんは日本では年間9,000人ぐらい発
症していますが、その中のおそらく10
％、900人ぐらいが遺伝性乳がん・卵
巣がん症候群だろうといわれています。
　齊藤　かなりの数の患者さんがいら
っしゃるようですけれども、患者さん
本人や家族はそのことを知っているの
でしょうか。
　古川　それも人によりけりで、例え
ば有名なアメリカの女優さんの場合に
は、お母さん、叔母さん、それからお
祖母さんも乳がんや卵巣がんを発症し
ていたために、自分が病気になる前に、
乳がんの家系であって、それらの病気
になるかもしれないことを心配されて

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅳ）

東京大学医科学研究所臨床ゲノム腫瘍学分野教授
古　川　洋　一

（聞き手　齊藤郁夫）

遺伝性腫瘍への取り組み

　齊藤　遺伝性腫瘍ということでうか
がいます。
　家族性の腫瘍というのもありますが、
どういう関係になりますか。
　古川　家族性腫瘍と遺伝性腫瘍の定
義は、遺伝性腫瘍は遺伝性がはっきり
している疾患群で、家族性腫瘍という
のは家族歴が明白で腫瘍を発生してい
る病気です。ですから遺伝性腫瘍のほ
うがさらに狭い疾患で、遺伝性腫瘍を
含めて、家族歴のあるものが家族性腫
瘍だという理解です。
　齊藤　遺伝性腫瘍が起こってくる原
因はわかりつつあるのでしょうか。
　古川　それぞれの疾患で原因遺伝子
が発見されていて、その原因遺伝子の
機能から、どのようなメカニズムで腫
瘍が発生するのかもわかってきつつあ
ります。
　例えば、遺伝性乳がん・卵巣がん症
候群という病気では、BRCA１あるい
はBRCA２といった遺伝子が壊れて腫
瘍ができます。それらの遺伝子は複製
の際や、様々な刺激によって起こる

DNAの損傷を修復する機能を持った
蛋白質をコードしているので、BRCA
１やBRCA２遺伝子が壊れていると、
DNAの損傷が治せず、細胞の中にDNA
損傷が蓄積していくことにより腫瘍細
胞ができることが明らかになっていま
す。
　齊藤　どちらかというと、がんを起
こりにくくするような遺伝子が弱くな
っているということなのですね。
　古川　そうです。多くの場合は、お
っしゃるように腫瘍を抑制する遺伝子
が壊れている場合が多いのですが、そ
のほかにも腫瘍を起こす遺伝子が変異
によって活性化しているような遺伝性
腫瘍もあるので、一概に腫瘍抑制遺伝
子が壊れて腫瘍ができるとはいえませ
ん。
　齊藤　遺伝性の腫瘍にはどのような
腫瘍があるのでしょうか。
　古川　先ほど申し上げた遺伝性の乳
がん・卵巣がん症候群のほかにも、遺
伝性の大腸がんであるLynch症候群、
あるいは家族性大腸腺腫症といった病
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気もあります。また、甲状腺がんを発
症しやすいような家族性甲状腺がん症
候群という病気もあります。そのほか
にも頻度は少ないけれども様々な遺伝
性腫瘍があって、腎がんを発症するも
のもあったり、脳腫瘍を起こすものも
あったりで、病気としてはたくさんの
種類があります。
　齊藤　Lynch症候群はどういうもの
なのでしょう。
　古川　Lynch症候群は、主に大腸が
んを発症しやすい遺伝性の病気ですが、
大腸がん以外にも、例えば子宮体がん
や胆道がん、胃がん、尿路系の腫瘍を
発生することがわかっていて、消化器
科だけではなくて、婦人科や泌尿器科
も関与する病気です。
　齊藤　そのような各科にまたがる病
気では、なかなか経過観察あるいは診
断が難しいというか、時に落とし穴が
あるような病気なのですね。
　古川　そうです。例えば、腫瘍を発
症した方がたまたま婦人科であった場
合に、家族歴の中の大腸がんに気づか
なかったりとか、尿路系の腫瘍に気づ
かなかったりすると、病気が見逃され
ることがあるので、やはり専門家に正
しく診断してもらって、その結果、正
しい、適切なフォローアップをしてい
くことが大事です。
　齊藤　例えば乳がんの患者さんの中
では、遺伝性のものはどうやって見つ
けていくのでしょうか。

　古川　主に家族歴が中心となります。
けれども、家族歴以外にも、例えば乳
がんのタイプであったり、乳がんの発
症年齢であったり、そういう臨床情報
を含めて総合的に臨床的な診断がなさ
れます。しかし、一方で確実にその病
気だという診断をするために、遺伝子
検査が必要となることがあります。
　齊藤　乳がん患者さんの中で、遺伝
性のものらしいというのはどのぐらい
いるのでしょうか。
　古川　だいたい日本では年間６万人
ぐらいの患者さんが乳がんを発症して
いますけれども、そのうちの３～５％
ぐらいだといわれていて、だいたい
1,800～3,000人ぐらいの遺伝性乳がん・
卵巣がん症候群の患者さんがいらっし
ゃると推測されています。卵巣がん患
者さんは日本では年間9,000人ぐらい発
症していますが、その中のおそらく10
％、900人ぐらいが遺伝性乳がん・卵
巣がん症候群だろうといわれています。
　齊藤　かなりの数の患者さんがいら
っしゃるようですけれども、患者さん
本人や家族はそのことを知っているの
でしょうか。
　古川　それも人によりけりで、例え
ば有名なアメリカの女優さんの場合に
は、お母さん、叔母さん、それからお
祖母さんも乳がんや卵巣がんを発症し
ていたために、自分が病気になる前に、
乳がんの家系であって、それらの病気
になるかもしれないことを心配されて

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅳ）

東京大学医科学研究所臨床ゲノム腫瘍学分野教授
古　川　洋　一

（聞き手　齊藤郁夫）

遺伝性腫瘍への取り組み

　齊藤　遺伝性腫瘍ということでうか
がいます。
　家族性の腫瘍というのもありますが、
どういう関係になりますか。
　古川　家族性腫瘍と遺伝性腫瘍の定
義は、遺伝性腫瘍は遺伝性がはっきり
している疾患群で、家族性腫瘍という
のは家族歴が明白で腫瘍を発生してい
る病気です。ですから遺伝性腫瘍のほ
うがさらに狭い疾患で、遺伝性腫瘍を
含めて、家族歴のあるものが家族性腫
瘍だという理解です。
　齊藤　遺伝性腫瘍が起こってくる原
因はわかりつつあるのでしょうか。
　古川　それぞれの疾患で原因遺伝子
が発見されていて、その原因遺伝子の
機能から、どのようなメカニズムで腫
瘍が発生するのかもわかってきつつあ
ります。
　例えば、遺伝性乳がん・卵巣がん症
候群という病気では、BRCA１あるい
はBRCA２といった遺伝子が壊れて腫
瘍ができます。それらの遺伝子は複製
の際や、様々な刺激によって起こる

DNAの損傷を修復する機能を持った
蛋白質をコードしているので、BRCA
１やBRCA２遺伝子が壊れていると、
DNAの損傷が治せず、細胞の中にDNA
損傷が蓄積していくことにより腫瘍細
胞ができることが明らかになっていま
す。
　齊藤　どちらかというと、がんを起
こりにくくするような遺伝子が弱くな
っているということなのですね。
　古川　そうです。多くの場合は、お
っしゃるように腫瘍を抑制する遺伝子
が壊れている場合が多いのですが、そ
のほかにも腫瘍を起こす遺伝子が変異
によって活性化しているような遺伝性
腫瘍もあるので、一概に腫瘍抑制遺伝
子が壊れて腫瘍ができるとはいえませ
ん。
　齊藤　遺伝性の腫瘍にはどのような
腫瘍があるのでしょうか。
　古川　先ほど申し上げた遺伝性の乳
がん・卵巣がん症候群のほかにも、遺
伝性の大腸がんであるLynch症候群、
あるいは家族性大腸腺腫症といった病
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て検査に関する情報提供をしています。
　齊藤　先ほどアメリカの女優さんの
お話が出ましたけれども、日本とアメ
リカでは考え方は多少違うのでしょう
か。
　古川　日本では遺伝性腫瘍に対する
遺伝子検査はほとんど保険収載されて
いませんが、アメリカでは、オバマケ
アも含めていろいろな保険会社が、健
康保険の中で検査を提供しています。
ただし、それは患者さんであった場合
で、近親者の場合にはそれぞれの近親
者がカウンセリングを受けて遺伝情報
を入手し、本人が健康管理の方法を決
定している状態です。
　齊藤　予防手術まで踏み切る方は日

本では少ないということでしょうか。
　古川　日本では予防手術を希望され
る方はそんなにたくさんはいらっしゃ
いません。ただし、本人が強く希望す
れば、それを実施できる施設は幾つか
あります。
　齊藤　こういった家族を持つ患者さ
んを診た担当医の先生が、ご家族に勧
めるとしたら、どういうことが大切で
しょうか。
　古川　まずは専門家の外来を受診し
ていただいて、正しい情報を提供して
もらい、それらを総合的にご本人に判
断してもらうことが大事だと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

いました。このように家族歴から本人
が心配されているような方もいますし、
家族歴ではなかなかわからなくて、心
配されていない方もいます。
　齊藤　家族歴の聴取に加えて、決定
的なことは遺伝子検査になりますか。
　古川　はい。遺伝子検査をすれば、
ほとんど確実に遺伝性腫瘍かどうかわ
かるのですが、実は遺伝子検査という
のは今のところ、遺伝性腫瘍に対して
はほとんど保険収載されていないので、
保険で検査をすることができません。
また、遺伝子検査でわからない、変異
が見つからないタイプの遺伝性腫瘍も
あるので、そういった場合には遺伝子
検査で100％診断できるわけではあり
ません。ですから、臨床診断と遺伝子
検査を総合的に判断して診断すること
が必要です。
　齊藤　遺伝子検査はどういったタイ
ミングで、未発症の家族の方等に勧め
るのでしょうか。
　古川　発症している方の場合には、
確定診断や治療法の選択で必要となる
ことがあります。未発症の近親者、家
族やお子さんの場合には、必ずカウン
セリングを受けていただいて、その検
査が持つメリット、デメリットを十分
に理解してもらってから、本人の判断
で検査を受けてもらっています。です
から、発症された方から近親者に遺伝
性腫瘍に関する情報を提供してもらっ
て、本人に遺伝カウンセリングを受診

してもらうことが第一だと思います。
　齊藤　まず検査の前にカウンセリン
グですね。
　古川　そうです。
　齊藤　そのカウンセリングはどうい
ったところでできますか。
　古川　全国遺伝子医療部門連絡会議
という会議があります。これは全国で
遺伝カウンセリングや遺伝子検査を提
供している施設の会議で、そのホーム
ページの中でいろいろな遺伝性疾患の
カウンセリングを提供している施設を
紹介しています。この会議のホームペ
ージからカウンセリングを提供してい
る施設の情報を入手し、カウンセリン
グ外来を受診していただくことが推奨
されます。
　齊藤　実際、カウンセリングはどの
ような流れになっていくのでしょうか。
　古川　カウンセリング外来はほとん
どが予約制です。受診していただいた
際には、まず相談者がどういう内容の
情報を欲しいのか、どういう不安を持
っていらっしゃるのか、どういうこと
を相談したいのかを全部うかがいます。
家族歴あるいはこれまでの病状、ある
いは患者さんがいれば、患者さんがど
のような病気で、どのような治療を受
けたのかなどの臨床情報をすべて聞い
て、それらを総合的に判断して、必要
な情報を提供しています。そのカウン
セリングの中で、遺伝子検査がメリッ
トがある場合には、選択肢の一つとし
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て検査に関する情報提供をしています。
　齊藤　先ほどアメリカの女優さんの
お話が出ましたけれども、日本とアメ
リカでは考え方は多少違うのでしょう
か。
　古川　日本では遺伝性腫瘍に対する
遺伝子検査はほとんど保険収載されて
いませんが、アメリカでは、オバマケ
アも含めていろいろな保険会社が、健
康保険の中で検査を提供しています。
ただし、それは患者さんであった場合
で、近親者の場合にはそれぞれの近親
者がカウンセリングを受けて遺伝情報
を入手し、本人が健康管理の方法を決
定している状態です。
　齊藤　予防手術まで踏み切る方は日

本では少ないということでしょうか。
　古川　日本では予防手術を希望され
る方はそんなにたくさんはいらっしゃ
いません。ただし、本人が強く希望す
れば、それを実施できる施設は幾つか
あります。
　齊藤　こういった家族を持つ患者さ
んを診た担当医の先生が、ご家族に勧
めるとしたら、どういうことが大切で
しょうか。
　古川　まずは専門家の外来を受診し
ていただいて、正しい情報を提供して
もらい、それらを総合的にご本人に判
断してもらうことが大事だと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

いました。このように家族歴から本人
が心配されているような方もいますし、
家族歴ではなかなかわからなくて、心
配されていない方もいます。
　齊藤　家族歴の聴取に加えて、決定
的なことは遺伝子検査になりますか。
　古川　はい。遺伝子検査をすれば、
ほとんど確実に遺伝性腫瘍かどうかわ
かるのですが、実は遺伝子検査という
のは今のところ、遺伝性腫瘍に対して
はほとんど保険収載されていないので、
保険で検査をすることができません。
また、遺伝子検査でわからない、変異
が見つからないタイプの遺伝性腫瘍も
あるので、そういった場合には遺伝子
検査で100％診断できるわけではあり
ません。ですから、臨床診断と遺伝子
検査を総合的に判断して診断すること
が必要です。
　齊藤　遺伝子検査はどういったタイ
ミングで、未発症の家族の方等に勧め
るのでしょうか。
　古川　発症している方の場合には、
確定診断や治療法の選択で必要となる
ことがあります。未発症の近親者、家
族やお子さんの場合には、必ずカウン
セリングを受けていただいて、その検
査が持つメリット、デメリットを十分
に理解してもらってから、本人の判断
で検査を受けてもらっています。です
から、発症された方から近親者に遺伝
性腫瘍に関する情報を提供してもらっ
て、本人に遺伝カウンセリングを受診

してもらうことが第一だと思います。
　齊藤　まず検査の前にカウンセリン
グですね。
　古川　そうです。
　齊藤　そのカウンセリングはどうい
ったところでできますか。
　古川　全国遺伝子医療部門連絡会議
という会議があります。これは全国で
遺伝カウンセリングや遺伝子検査を提
供している施設の会議で、そのホーム
ページの中でいろいろな遺伝性疾患の
カウンセリングを提供している施設を
紹介しています。この会議のホームペ
ージからカウンセリングを提供してい
る施設の情報を入手し、カウンセリン
グ外来を受診していただくことが推奨
されます。
　齊藤　実際、カウンセリングはどの
ような流れになっていくのでしょうか。
　古川　カウンセリング外来はほとん
どが予約制です。受診していただいた
際には、まず相談者がどういう内容の
情報を欲しいのか、どういう不安を持
っていらっしゃるのか、どういうこと
を相談したいのかを全部うかがいます。
家族歴あるいはこれまでの病状、ある
いは患者さんがいれば、患者さんがど
のような病気で、どのような治療を受
けたのかなどの臨床情報をすべて聞い
て、それらを総合的に判断して、必要
な情報を提供しています。そのカウン
セリングの中で、遺伝子検査がメリッ
トがある場合には、選択肢の一つとし
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