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古川 そのメカニズムは正確にはわかっておりません.

fusionができて異常で,その例で alltransレチノイ

ン酸が効 くときは,簡単に理屈が分かるのかと思ったの

ですが.よく分からなくて,正常なレチノイン酸 リセプ

ターもあるわけです.この人たちは染色体 としては

heteroなので,その占有率とかと最初言われましたが.

そんな単純ではなくて.最近言われているのは,fusion

蛋白が棺の中でなくて細胞質に出て しまうという横序

があってそれに対 して,レチノイン酸を大量に投与する

と.場所が変わるのではないか言われていますが,まだ

完全には解明されていないと私は rollow してお りま

す.

司会 どうもありがとうございました.では次に,塞

婦人科から相田先生お願いします.
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遺伝子診断の最近の進歩

表1 遺伝子診断の3つのカテゴリー (ASCO)
は じ め に

急連な進歩を示す最近の分子病態に関する研究により,

多 くの知見が得られている.全ての疾患は遺伝子の変化

に基ず くものとしてとらえられ.これまでに鴇つかの疾

患で関連遺伝子が同定されてきている.今後多くの疾患

において原因遺伝子が特定されれば,遺伝子診断による

二次予防への新たな道が開ける可能性がある.これらの

急速な研究の進歩に比 し,臨床面での対応の遅れがある

ことも事実であり,ここでは婦人科領域での遺伝子診断

に関しての諸問題について触れる.

遺伝子診断

婦人科領域の遺伝子診断を考えた場合,主に,①BR
CAl及びBRCA2などの発症前遺伝子診断.②先天代

謝異常などの原因を確定するための病因診断.③がんな

どの組織において somaticな変化をとらえる病型診断

などが挙げられよう.

このうち発症前遺伝子診断の目標は,ハイリスク群に

おいて保因者を同定 し,定期的な followupを行 うこ

とによる早期発見 (がんの二次予防),また,将来的に

はそれら保因者に対する発痛予防 (一次予防)をも含む

ものであり,多 くのがん研究の 目標で もある.実際に

BRCAlの保因者で.薬剤投与による乳埴発症予防の

計画が進みつつあるところであるし,卵巣がんに関 して

は米国において.BRCAlによる遺伝子治療が試み ら

れている.

また,腫壊組織においてある特定の遺伝子の発現や異

常をとらえることにより.その腫境の性格をとらえる病

型診断とも言える研究は従来多くされており,これらの

研究がさらに進めば.治療法の個別化による治療成練の

向上が期待できる.婦人科領域でも,子宮体癌において

エス トロゲンレセプターの発現を調べ,それをもとに維

持療法にホルモン剤を選択するなど,実際の臨味面で既

に応用されているものもある.

これらの遺伝子診断のうち,主に発症前診断について

述べていく.

遺伝子診断の3つのカテゴリー

ASCOが,原因遺伝子と疾患の因果関係や医療上の

メ1)ットなどをもとl･こ,遺伝子診断を遺伝子ごとに大 き

く3段階に分類 している (表1).ただ しこれは,国を

挙げてプロジェクトを進めている米国での見解であ り.
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Groupl:APC.RET,RBl,VHL
責任遺伝子が明確に同定されており,検査の結果に

よって医療方針を決めることができるような疾患.遺伝

子検査も標準的な医療の一部とみなされる,

Group2:MSH2,MLHl,PMSl/2,BRCAl/2,p㍊
責任遺伝子と特定のがんへの易雁恩性との関連性が

かなりの程度明らかになっている.ヘテロ保因者の同

定の医療的メリットはまだ確立されたものではなく,

仮鋭段階にあり,臨床効果も研究段階

Group3:p16,CDK4.ATM
疾患と突然変異との関係が明らかでない場合,あるい

は責任遺伝子との関係がごくわずかな家系でしかわかっ

ていない.ヘテロ保因者の同定の医療的メリットもま

だ確認されていない.

そのまま本邦の実状に即 しているかどうかは議論の余地

がある.

家族性腫壊研究会がまとめた結果では,遺伝子素因診

断を実施 している施設は既に50を越え,医療倫理面での

議論の高まりとも相まって,同研究会より遺伝子診断に

関するガイドラインが提案されている.

家族性乳癌卵巣がんと BRCAl遺伝子

現在婦人科領域の疾患で遺伝子素因診断が試みられて

いるものとしては,子宮体癌の合併で知られる HNPCC
や家族性乳癌卵巣がん等があげられる.

乳癌はかなり以前より疫学的研究から,その5-10%
で遺伝性が示唆され,原因遺伝子の同定が試みられてき

たが,1994年 Mikiらにより家族性乳癌に関係すると

考えられていた BRCAl遺伝子が分軽同定 された 1).

家系内に複数の乳癌患者が存在する家族性乳癌家系では,

その35-45%で BRCAlが関与 し,同程度に BRCAl
に引き続 き同定された BRCA2が関与 しているとされ

る.家族性乳癌の中には,卵巣がんの患者も含 まれる家

族性乳癌卵巣がん家系があ り, この ような家系での

BRCAl遺伝子の関与の割合は60-80%程度 と推測 さ

れている.一方 BRCA2では男性乳痛の l)スクが高 ま

るが.BRCAl程には卵巣がんの リスクが上が らない

と考えられている.本邦で井上らが家族性乳癌家系にお

いて BRCAl遺伝子の解析を行った結果では,遺伝子

異常がその約10%程度 しか認められなかったことより,

本邦と欧米との疫学的背景の相違の可能性を報告 してい

る2).我々が,2名以上の卵巣がん患者がいる家族性卵
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巣がん家系と乳噂が含まれる乳癌卵巣痛家系について解

析を行った結果では,家族性卵巣がん家系の約40% (7

/17家系),家族性乳癌卵巣がん家系の約60% (ll/18家

系)で mutationが検出された3).この頃度は欧米の

頻度に近いものであり,疫学的な面での今後の研究の集

積が必要と考えられる.また,BRCAl遺伝子の S0-

maticmutationはこれまでに4例の報告があるのみ

で.非常に稀とされ,孤発例での BRCAl遺伝子の関

与については研究段階である.

BRCAl遺伝子異常

卵巣癌と乳痛で BRCAl遺伝子の異常が起こる場所

が異なっている傾向があるとする報告もあるが4),遺伝

子異常が集中している場所,いわゆる hot-spotはな

いと考えられている.人種によってはある特定の遺伝子

異常が高塀度に見つかるという報告もある5).これまで

のところ,遺伝子異常は全ての翻訳領域において確認さ

れている.また,欧米の報告では,遺伝子異常の多くが

nonsensemutationや rrameshirt等により蛋白の

異常を起こすものであると言われている.自験例でもそ

のほとんどが protein truncation type であ り,

missensemutationを確認できたものはわずか2家

系に過ぎなかったが,他家の報告では本邦の特徴として

その半数が missensemutationであるとするものも

ある.遺伝子の長さ,遺伝子異常の部位が遺伝子全長に

渡ることや,家系調査を十分にしないままに polymor-

phism をmutationとして報告していることなどのた

めに,遺伝子解析を行う際には多くの費用と莫大な労力

がかかるのが現状である.

卵巣がんの治療成細

卵巣がんは無症状のために,その早期発見が非常に難

しいことから,婦人科がんの中でも致死率の高い悪性疾

患である.各種の抗癌剤投与が試みられているが,進行

期のがんでは,5生率は約30-40%以下が現状である.

しかし,組織型によって差はあるものの,早期に発見さ

れた群では予後が良い.また,Rubin らの報告では,

進行期の卵巣がんでも BRCAlの保因者の予後は孤発

例のものに比べ有為に良好であった.我々も少ない症例

ではあるが,Ⅲ期の卵巣がん患者で保因者群と非保因者

秤 (孤発例)で予後を比較した結果,保因者群での予後

や無病生存率が良好であることが示唆された7).

このようなことより,ハイリスク群のなかで保因者を

遺伝子診断で確認し,リスクを認識したうえで,定期的

な followupを行うことで早期発見の可能性が期待で

きる.さらには早期発見が可能となれば,そのような患者

さんでの治療成績の向上も期待できるものと考えられる.

BRCAlの疾患浸透率

遺伝子素因診断は,仮に遺伝子異常があっても疾患発

症のリスクが非常に低いもの等の場合には,慎重に検討

されなければならない.BRCAlの場合,欧米で一生涯

の乳癌発症のリスクが約80-90%,卵巣痛の発症のリス

クは約20-40%と報告されている.本邦ではこれまでこ

のような疫学的調査がなされたことは無く,遺伝子素因

検査を行うにあたって障害のひとつと指摘されてきた.

本邦では井上らの報告を見る限り,家族性乳癌家系で

BRCAl遺伝子の異常が見つかる可能性が低 く,家族

性乳癌卵巣痛家系で BRCAl遺伝子異常が見つかる頻

度が高いことより,家族性乳癌卵巣癌および家族性卵巣

痛家系の保因者をもとに,卵巣痛の生涯危険率を計算 し

た (図1).卵巣痛が2名以上存在する家系での卵巣が

ん発症の危険率は非常に高く,前述の予後との関係から

もこのようなハイリスクでの rollowupは大変重要だ

と考える.

遺伝子診断とその問題点--医学的技術的問題点

本シンポジウムの本題でもある遺伝子診断に対する問

題点を BRCAl遺伝子について挙げるとすれば.医学

的技術的問題点と,倫理上の問題に大まかに2分される.

まず,前者について述べると,倫理的間複と重複するこ

とではあるが,本邦での疫学的調査が不十分であること

が挙げられる.乳癌や卵巣がんが欧米に比し,発症率が

1/4程度と低いことや,患者登録制度なども不備なこ

とが原因として挙げられるが,疫学的研究は今後の重要

な課題の一つといえる.また,BRCAl遺伝子を解析す

る場合.その遺伝子の大きさから大変な労力と費用がか

かるという問題点もある.さらに遺伝子診断で保因者を

同定した後に,早期発見のためのスクリーニング法の問

題が挙げられる.卵巣がんではコストなどを含め,集団

検診で有効なスクリーニング法について検討されている

段階であるが,Follow upをする医療サイドも保因者

のリスクを認識した上で,超音波検査や血液学的検査な

ど-一般検診よl/)精度の高い検査を行うことによりはじめ

て,早期発見の可能性が期待される,保因者が同定され

た後に問題となるものに,発癌予防が挙げられる.卵巣

や乳腺の予防切除などの有効性に関しては今後の研究の

藤橋を待つ必要がある.また,乳癌発症予防に夕をキシ
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図I BRCAl保因者における卵巣積の疾患浸透率.

(Kaplan-Meier法を用いて算定)

フェンを投与する試みが検討されているが,この治療は

子宮体癌のリスクを挙げる危険性があることより,慎重

に検討されるべきであると考える.

遺伝子診断とその問題点･--倫理上の問題点

BRCAlの場合,米国では既に遺伝子診断が実施さ

れたが.この遺伝子診断に対 し幾つかの問題点が指摘 さ

れた.そのひとつに保健や雇用などにおける差別が生 じ

る点が挙げられる.しか しこれは,今後家族性腫塙の原

因遺伝子が解明されてい くに従い.遺伝子診断実施の有

無に関わらず,家族歴があること自身がこのような社会

的弱者を作 り出してしまう可能性がある.このような点

からも,何らかの社会的な配慮もしくは啓葉が必要 と考

えられる.また,遺伝子診断は被験者に十分なインフォー

ム ドコンセントを必要とすることから,欧米のようなカ

ウンセラーの育成が急務とされる.また.遺伝子異常が

世代間で引き継がれることより,被験者以外へのインフォー

ム ドコンセント等のプライバシーの保護をめぐる高度な

問題が本邦では危倶されている.さらに,BRCAlでは

疾患浸透率が 100%に連 しないことから,遺伝学の専門

家などから,カウンセリングの難しさが指摘されている.

将来における展望

今後多くの疾患でその原因遺伝子が同定されてゆくに

つれ,我々臨床家にとっても遺伝子診断は現実問題となっ

ていくと思われる.将来的に予後不良でかつ集団検診で

早期発見が困難な疾患に対 し,遺伝子診断により発症前

よりその危険性を推測し,ハイリスク群に対して精度の
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高い検診をしていくことで,早期発見ひいては予後の改

善が期待される.

更に原因遺伝子が同定され.その横能が解明されてゆ

けば,悪性腫境などにおいては正常細胞への分化誘導,

転移阻止などへの新たな遺伝子治療の道が将来的に開け

る可能性 もある.

このような遺伝子研究の利点を臨床の場に生かすため

には,今後の研究の積み重ねが必要であると共に,遺伝

子診断においては,臨床的適応.社会的適応などを考慮

してすすめていく必要があろう.また遺伝子診断で発症

前診断をする場合,診断でハイリスク女性を検索するの

が目的ではなく,その先の早期発見と治療成兼の向上が

最終的な目標であり,そのための検診体制の整備などが

急務であると考える.
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司会 相田先生,ありがとうございました.非常に幅

広い問題についてディスカッションしていただきました.

御討議お願いします.どうぞ.

岡田 BRCAlが関与 している乳癌,子宮痛はどの

くらいのパーセンテージなのでしょうか.

相田 BRCAlが関与している悪性腫痔は乳癌と卵

巣痛だといわれてお ります.BRCAlが関与 している

のは familialな乳癌と familialな卵巣癌なのです

が,乳埼全体で家族歴があるのは5から10%といわれて

います,欧米で報告されている例ではその内の BRCA

lが関与している症例は30から40%といわれています.

卵巣痛の場合にはこれといったデータはないのですが,

家族歴のある卵巣痛は全体の5%位です.我々が今回調

べた結果ですと,その内の40%位が関与していると考え

られます.

岡田 家系調査などで inrormedconsentをお取 り

になる場合に,相手の方は勧んでお受けになるのでしょ

うか.それともいやだという方もかなりいらっしゃるで

しょうか.

相田 相手によるのですが,私たちは卵巣痛の家系に

ついて調査していて,研究目的というお話をしてお願い

しています.

司会 あi)がとうございました.では最後に国立小児

病院からおいでいただいた恒松先生にお願いしたいと思

います.恒松先生の御略歴を簡単に説明させていただき

ます.先生は昭和40年の座席義塾大学のご卒業でいらっ

しゃいまして,国立小児病院の勤務を経まして平成元年

にテキサス大学のエムディーアンダーソン病院に短期留

学されておr)ます.平成 2年4月から国立小児病院の小

児科の血液腫壕科の医長をしていらっしゃいます.今臥

先生からは遺伝性腺塔の susceptibilityに関する遺伝

子診断の倫理的問題について豊富な経験からお話が聞け

るかと思います.ではよろしくお願いいたします.


