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出生前診断の現在
一母体血清マーカーを用いたスクリーニングテストが

もたらす社会･心理的影響について一
玉井真理子
The socialand psychological aspectsaround prenatal
diagnosis in Japan : maternalserum screening

The maternal serum screening has been getting started since 1994 in Japan as a commer‑

cial based clinical testJt has expected that such screening tests will be more and more com‑
mon among Japanese pregnant women because of its easy way at the starting‑point in a serial

of test. However, the counseling system that help women's or couplets own decision malting

based on appropriateinformed consent has not yet well functioned in medicalfield. especially

concerning these issues. We should now consider the social and psychological implications of
maternal serum screenlng mandate for individuals with handicap such as Down syndrome aL
ready among our society.

Key Words :
Prenataldiagnosis (出生前診断), Counseling (カウンセリング), Informedconsent (イン

フォームドコンセント), Decisionmaking (意思決定)

出生前診断をめぐる｢ふたつの現在｣

児由来の細胞を採取して調べる羊水検査,総
毛(じゅうもう)と呼ばれる胎盤の組織の一

児の出生前に,その児,すなわち胎児があ

部を採って調べる検査,さらには,胎児謄帯

る特定の疾息を有しているか否か,あるいは

血採取法,胎児皮膚生検法など,いわゆる俊

その可能性がどの程度高いかなどを診断する

襲を伴う手法を指すものである1).いずれに

｢出生前診断｣は,広義には超音波画像診断

しても,すなわち母体への侵嚢を伴うか否

を含み,狭義には,羊水中に浮遊している胎

か,その程度はいかなるものかにかかわら
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ず,これまで｢出生前診断｣という用語は｢胎

社会的反応に匹敵するような動きは現時点に

児診断｣と同義のものとして使用される場合

おいてきわめて少ない.

が多かった.

本稿では,主に後者を取り上げる.それ

しかし,現在はすでに,体外で受精させた

は,前者がその手技自体体外受精を前提とし

ヒト受精卵を子宮内に戻す前に遺伝子のレベ

ているために当面はおのずと受検者が限定さ

ルで調べるいわゆる着床前診断の臨床応用が

れるであろうと推測されるのに対し,後者は

検討されている段階である.これは, ｢出生

後述するようないくつかの理由によって今後

前診断｣ではあるがもはや｢胎児診断｣とは

の急速な普及･定着が予測されるにもかかわ

言えない.この｢出生前診断｣ではあるが｢胎

らず,商業主義的な利害が先行する形でそれ

児診断｣とは言えない局面を迎えているの

が進行することを懸念する声さえあるからで

が,本邦における当該の問題をめぐる｢ひと

ある3･4).

つの現在｣であろう.
｢もうひとつの現在｣がある.それが,次

この後者独自の問題点は, 1)受検者はハ
イリスク群に限定されるものではなく一次的

の項以下で述べるような｢母体血清マーカー

に検査を受ける対象として前接にされている

を用いたスクリーニング検査(maternalse‑

のは幅広い層の妊婦であること, 2)検査の

rumscreening)｣として,最近にわかに注目

｢手軽さ｣からインフォームドコンセントが

されるようになってきたものである.これら

軽視される危険をはらんでいること, 3)あ

｢ふたつの現在｣のうち,前者について,筆

くまでもスクリーニングであり羊水検査等と

者はすでに次のような問題点を指摘してい

は質の違う検査であることの意味が理解され

る2). 1)受精卵への侵襲および受精卵の廃

にくいこと,という三点にとりあえず集約さ

棄に伴う倫理的問題が必ずしも解決している

れると考えられるが2),これらに関してあら

とは言えないこと, 2)その手技自体が体外

ためて以下で述べるものとする.

受精を前提にしているため不妊治療としての
体外受精に関する従来の適応基準に抵触する
こと, 3)胎児異常の場合の中絶を避けるこ

とはできるが体外受精の過程での母体への侵

｢母体血清マーカーによるスクリーニング
検査(matemal serum screening)｣とは?

母体血清マーカーを用いたスクリーニング

架は避けられないこと,などである.また,

検査(maternalserumscreening,以下｢母

当該の大学医学部の倫理委員会のみならず,

体血スクリーニング｣とする)｣とは,母体

学会レベルでもその臨床応用は検討され(新

の血液(血清) qlの蛋白質やホルモンなどの

聞報道によれば日本産婦人科学会は一皮は

指標を用い,これらの値が通常より多いか少

｢容認の方向｣,現在なお検討中),反対ある

ないかで,胎児異常のリスクを予測するとい

いは一時凍結を求める市民団体等の動きも起

う

ものである.現段階では3つの指標

きており,市民公開シンポジウム(当該大学

(AFP:アルファ･フェト･プロテイン,

主催, 1996年4月)も開かれている.一方後

uE3 :エストリオ‑ル, hCG:ヒトじゅう

者に関しての議論は,すでに臨床応用を開始

毛性ゴナドトロピン)を用いる場合が多いた

している大学の倫理委員会等での検討はとも

め,トリプルマーカーテスト,トリプルマー

かく,全体的状況としては,前者の問題への

カースクリーニング,あるいはスリーマー
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カーテストなどと呼ばれており(いずれも固

より直接的な検査とはそもそも検査の成り立

定的な呼称にはなりえていない),基本的に

上性質を異にするがゆえに, ｢スクリーニン

はWald (1988)5)の提唱した手法によるもの

グ｣と呼ばれるのであるが,この｢スクリー

である.また,感度(sensitivity)および特

ニング｣ということの意味,そして｢リス

異度(specificity)を高めるために指標を4

ク｣や｢確率｣ときには｢陽性/陰性｣といっ

つ用いる手法が採られる場合もある(four

た概念が適切に理解されうるものかどうかに

marker screeningあるはquadruple test)一

ついては,疑問を持たざるをえないであろ

方で,指標は二つのみという方法もある.

う. ｢スクリーニング｣ではあるが,決して

技術的な側面での信頼性･妥当性に関する

｢マス･スクリーニング｣ではなく,あくま

議論もいまだ続いてはいるものの,こうした

でも出生前における確定診断としての意味を

検査手法を臨床的に用いるによって,数多く

もつ羊水検査･繊毛検査等に対しての｢スク

存在するいわゆる先天異常のごく一部,ダウ

リーニング｣なのである.

ン症などの染色体異常や二分脊椎などの神経

本邦における母体血

管奇形の有無の｢可能性｣を,胎児の段階で

スクリーニングの動向

ある程度把握することができる.しかし,こ

の｢可能性｣はあくまでも｢確率｣すなわち

本邦においても, 1994年4月から商業ベー

｢リスクの値(リスク比)｣として算出され

スの臨床検査として母体血スクリーニングが

るものであり,検査結果としての｢陽性/陰

行なわれるようになり, 1995年12月までの延

性｣のなかには一定程度の偽陽性(false‑posi‑

べ検体数は約5,000件8),この検査を先駆的

tive) ･偽陰性(false‑negative)が含まれる

に導入したある医療機関(1992年8月から検

ことになるが,これはそのようにカット･オ

討し1994年4月から臨床応用)では1996年9

フ(cut‑off)値を設定しているという性質の

月現在で約9,000人以上がこの検査を受けた

ものである.こうした検査手法自体の特徴に

と,非公式ながら発表している9).また,こ

関しては,しばしば理解しがたいという印象

うした商業ベースの,すなわち精度管理が一

を一般に,そして時には医療関係者に与え,

定の基準で行なわれ,なおかつその結果が公

当然誤解を招きやすい点でもあることから,

表されているもの以外に,いわゆる研究ベー

相応のきめ細かな説明が必要とされる点でも

スとして全国の医療機関等で集められてきた

ある6,7).

であろう検体の数は,これと同数かそれ以上

さらに,検査の流れから言えば,クライア

とも推測される.さらに, 1996年からは大手

ントはこのリスクの値を参考にして,あらた

の臨床検査会社を含む数社がこの母体血スク

めて羊水検査や繊毛検査などの侵襲を伴うが

リーニングの受注を開始したことにより,本

確定診断につながる検査を受けるかどうかを

邦においても本格的に普及する兆しが見えて

決定するという位置付けのものである.した

いる.

がって,リスクは年齢相応の基準値より相対

さて,この母体血スクリーニングを受けよ

的に高いがあえてその後の検査は受けないと

うとする場合,とりあえず必要なのは通常腕

いう選択もあり得る.従来の羊水検査･械毛

からの採血だけである.つまり,検査を受け

検査や胎児の血液や皮膚を採取して調べる,

るクライアント側からすれば, ｢献血｣や｢貧
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表1

先天異常の胎児診断とくに妊娠初期織毛検査に関する見解
(日本産科婦人科学会合告, 1988年1月)

妊娠前半期に行われる先天異常の胎児診断には,羊水検査,繊毛検査,胎児鏡,胎児採血,超音波診宙な
どの方法が応用されているが,これらの胎児診断は倫理的にも多くの問題を包含していることに留意し,
以下の点に注意して実施する必要がある｡
1.胎児が恩児である可能性(危険率) ,検査法の診断限界,副作用などについて検査前によく配明し,
充分なカウンセリングを行うこと｡

2.検査の実施は,充分な基礎的研修を行い,安全かつ確実な技術を習得した産婦人科医,あるいはその

指導のもとに行われること｡

3.伴性(Ⅹ連鎖)劣性遺伝性疾息のために検査が行われる場合を除き,胎児の性別を両親に告知しては
ならない｡なお先天異常に対する個人の捉え方は様々であるので,検査の実施,その後の処置については
充分に慎重でなければならない｡
妊娠初期繊毛検査法については,以下の点に留意して実施する｡
1.妊娠初期繊毛検査法は,下記のような夫婦からの希望があり,検査の意義について充分な理解が得ら
れた場合に行う｡
a.夫婦のいずれかが染色体異常の保因者
b.染色体異常児を分娩した既往を有するもの
C.高齢妊娠
d.重篤な伴性(Ⅹ連鎖)劣性遺伝性疾息の保因者
e.重篤で胎児診断が可能な先天性代謝異常症の保因者
f.重篤でDNA診断が可能な遺伝性疾息の保因者
g ‑その他重篤な胎児異常の恐れがある場合
2.検査前に羊水検査との比較についても充分説明すること｡

3.検査の実施は多数例による基礎的研修の結果,安全かつ確実な繊毛採取法を取得した産婦人科医に
よってなされること,さらに羊水検査を実施している医師によってなされること｡また,夫婦に対する検

査結果の告知は遺伝学や先天異常の知識が豊富な産婦人科｣宝によってなされること0
4.繊毛細胞の培養が必要となることがあるので,細胞培養に関し高度の技術を有するものが充分な設備
を有する施設で行うこと｡

血の検査｣との比較村照として理解されるの

重篤な胎児異常が予測される場合｣にあては

と同じ程度の侵襲しか伴わず,検査の施行そ

まり,羊水検査の適応範囲に含まれることに

れ自体は比較的｢簡便｣である.しかも,こ

なる.時間的順序から言えば当然スクリーニ

れまで侵襲を伴う検査として主流であった羊

ングのほうが先であるにもかかわらず,その

水検査などは,日本産婦人科学会の適応基準

ことがこの適応基準ではまったく考慮されて

｢先天異常の胎児診断,とくに妊娠初期繊毛

はいない.この基準が作成された時代を考え

検査に関する見解(1988年1月)｣になら

れば無理からぬことであろうが,それは｢そ

い,原則として表1中に示すような適応範囲

の他重篤な胎児異常が予測される場合｣を母

に含まれるいわゆるハイリスクのクライアン

体血スクリーニングによって特定(detect)

トのみがその対象となっているが,このスク

することそれ自体の是非や妥当な適応範囲に

リーニングにはそうした基準はない.むし

ついての議論を,現段階において不必要とす

ろ,スクリーニングによってリスクが相対的

る根拠にはもちろんならないであろう.この

に高いとされた妊婦は,この適応基準に従え

母体血スクリーニングを取り巻く状況は,そ

ば,最後の項として掲げられている｢その他

の他多くの生殖先端医療技術が既成事実先行
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型で定着していったと指摘されている10)のと

く,実際には先天異常児の親になる可能性を

同様に,現段階では｢だれもやっていいとは

｢ある程度｣減らすことができるにすぎない

言っていないかもしれないが,だれもやって

のだが,この｢程度｣というものをどうとら

はいけないとも言っていない.やってほしい

えるかはまったくの個人的価値観に基づく判

という人がいて,それを可能にする技術があ

断である.また同様に,先天異常というもの

り,それを提供できる人と施設が存在する｣

を,特にしばしば問題となるその｢重篤さの

というだけであり,十分な社会的議論を経て

程度｣というものをどうとらえるかもおよそ

いるとは言い牲い.

個人的な価値観に基づくものである.した

また,羊水検査をはじめとする出生前診断
一般が容認されているなかにあってこのスク

がって,自らが｢重篤｣と考える先天異常を

リーニングそれ自体をとりたてて｢否｣とす

クライアントに対しては,ひとつの選択肢と

る根拠は見当らず,したがって,結果的･追

それによる自己決定の機会をより侵架の少な

随的にであれ,将来を見通して積極的にであ

いスクリーニングという形でひとまず提供す

れそれを｢是｣とするなら,あるいは｢是｣

ることにはなろう.

可能な限り回避するという明確な目的を持つ

とはしないまでも緊急非柾的な選択として社

次に,何を失うのか?についてである.先

会的に容認されるものとするなら,そのこと

にも述べたが,母体血によるスクリーニング

によって当然起こると予測される諸問題につ

を受けようとする場合にとりあえず必要なの

いては,ある程度の公共性をもった何らかの

は,通常腕からの採血だけである.このある

対策が講じられなければならないであろう.

意味での｢簡便さ｣は,スクリーニングと呼

母体血スクリーニングによって
クライアントが得るもの･失うもの
さて,ここでは,前項で述べたような母体

ばれる検査の意味(検査によってわかること
/わからないこと,わかることの確実/不確
実性)および検査に伴うリスク,別な選択の
有無,検査の結果の陽性/陰性の意味など,

血スクリーニングの｢簡便｣さとも言うべき

プリテスト･カウンセリング(スクリーニン

特質によって,果たしてクライアントは何を

グを受ける前にその結果にしたがって先々ど

得,そしてまたその一方で何を失うのだろう

のような選択を迫られることになるのか見通

か?という問いをたててみたい.

した上での第一段階のカウンセリング)に当

まず,何を得るのか?現在の適応基準で

然含まれなければならない内容が達成されな

は,高齢妊娠とは言えず,しかも先天異常児

い事態を予測させる. ｢念のために血を採っ

出産の既往もなく遺伝病の保因者でもないク

ていろいろ調べておきましょうか｣という程

ライアントは,侵嚢を伴う出生前診断につい

度のインフォームドコンセントで済まされて

ては｢適応外｣である.そのようなクライア

しまう可能性も,残念ながらないとは言えな

ント(妊婦やカップル)が,いわゆる先天異

いのがわが国の医療機関の現状ではないだろ

常児の出生を可能な限りの方法で回避したい

うか.

と考えている場合,彼らにとっての選択肢は

一連の検査からなる出生前診断をこういっ

結果的･相対的に狭められていることにな

たとりわけ｢簡便｣な方法でスタートさせる

る.もちろん全面的に回避できるわけではな

こともできるようになる事態は,そういった
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｢簡便さ｣ゆえに検査自体の普及･定着を促
進する要因になりうるであろうが,イン

家族が｢自己決定｣できる条件

フォームドコンセントやカウンセリングに関

適切な情報を授供して,あとは家族の｢自

しては,検査手法の｢簡便さ｣ゆえにむしろ

己決定｣というのは一見理にかなっているよ

｢簡略化｣される危険をはらんでいることを

うではあるが,家族の｢自己決定｣を支える

指摘しておかなければならない.この検査の
一般への普及という点においてはわが国に先

ためには,少なくとも適切かつ十分な情報そ
のものと,そしてさらには,不確定な情報

んじておりガイドライン等も作られている欧

(たとえばダウン症の精神遅滞の程度など)

莱ll,12)においても同様の指摘がなされている

を共有しつつ,多くの場合行きつ戻りつする

ことからすれば7･13‑16),このような｢簡便

家族の不安走な心理状態に伴走者としての共

さ｣と｢簡略化｣は構造的に分かち難く結び

感を示すことができるだけの時間的･空間的

付いているものとして警戒しなければならな

設定と,専門カウンセラーの関与など内実を

いだろう.

伴った人員配置が必要である.

そしてさらに,先天異常のリスクは多くの

家族の｢自己決定｣を支える条件が貧困だ

場合それほど高いものではなく(ただし,初

とすれば,そうした現状の中で,最初に受け

回陽性率は比較的高く,この中には一定の偽

なければならない検査の単なる｢簡便｣さだ

陽性が含まれているが,前述のごとく検査自

けでスクリーニングが普及する,あるいはそ

体がそれを前提にして成り立っているからで

れによって定着が加速される状況は,そうし

ある),したがって,羊水検査を受けるかど

たスクリーニングを積極的に希望するクライ

うかや受けた結果異常が見つかったらどうす

アントにとっても決して好ましいものとは思

るかなどについて深く考える経験を必ずしも

えない.筆者は, ｢安心｣を得るために母体

しなくても済むことが,一方ではスクリーニ

血スクリーニング検査を受け｢安心｣して妊

ングの普及･定着を促進し,また一方では,

娠を継続しそして出産を迎え先天異常をもた

インフォームドコンセントやカウンセリング

ない児と対面するという一種の｢夢想｣は,

の｢簡略化｣に拍車をかけるのではないだろ

出生前診断の検査全般の成り立ちそのものに

うか.技術がどんなに｢簡便｣になっても,

立ち返って考えるとき,やはり｢幻想｣かそ

クライアントがその｢簡便｣さを享受できて

れにきわめて近いものであるという感を禁じ

ち,その先に待っているかもしれない妊娠の

得ないが,そのことを承知の上で検査を選択

継続/非継続という選択,すなわち胎児異常

するクライアントの存在を否定するものでは

を理由とした選択的人工妊娠中絶をするか否

ないからである.

かということの｢重み｣は同じである.検査

何がバランスのとれた｢適切｣な情報なの

の｢簡便｣さがインフォームドコンセントや

かの判断はもちろん難しいが,およそ｢障

カウンセリングの｢簡略化｣をもたらすこと

害｣や｢病気｣というものに対するマイナ

になったとしても,選択の｢重み｣そのもの

ス･イメージやネガティブ･バイアスとも言

は決して｢簡便｣にもならず｢簡略化｣もさ

うべき価値観が先行する状況のなか,出生前

れないのである.

診断は適応基準に当てはまる人であればむし
ろ受けて当たり前,あえて受けないことを選

出生前診断の現在 一母体血清マーカーを用いたスクリーニングテストがもたらす社会･心理的影響について‑

表2
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妊婦全員に手渡されるダウン症についての説明の文書(EIkinsら. 1995より)

○ダウン症者は,重籍な心疾患などによって乳幼児期に亡くならない限り(そのようなことが起きる可能
性は2%以下である), 55歳くらいまでは生きる(lifeexpectancy)｡

○ダウン症者の平均知能指数(IQ)は,およそ60から70であろう｡ほとんどが中･軽度の遅滞である｡

重度･最重度は5%以下である｡ダウン症者において通常観察される程度の知能指数の場合,極めて一般
的なこととして判断力(decisionalcapacity)を有している｡ダウン症者の知能指数のスコアは,今世紀

に入ってから徐々に上がり続けている｡ PuescheIらは, 1975年の時点でもほとんどが中･軽度の遅れで
あり,重度は5%以下(100人中)であることを報告している｡また, 35人中20人が中･軽度, 4人が正

常範囲であることを示す別の研究もある｡
○公的な学校教育システムのなかの特殊教育のコースにいるゲウン症者に関して言えば,読字能力は,小
学校3年生レベルを平均として幼椎園レベルから12学年(高校3年)にまでまたがっている｡ 11歳ないし
は13歳までフォローできた15人のうち,読字能力(readingcomprehension)においては15人中11人が小

学校2年生程鼠読字認識(readingrecognition)においては15人中9人が小学校3年生程度だったとい

う報告がある｡ 75%から90%のダウン症者は,成人後,就労支援プログラムによって職に就いている｡

○多くのダウン症者は,独立して生活するか,あるいはグループホームで暮らすことができるだけの能力
を有している｡

○非常に多くの家族が,ダウン症の子どもを養子に迎えるための登録名簿に名前を連ねている0
○ダウン症者は一般に,家族に対してネガティブな影響(negativeimpact)よりもむしろポジティブな

影響をもたらしている｡

択すれば奇異の眼差しが向けられ,甚だしい

れたはじめてのスクリーニング｣であると

場合は非難までされることも考えられる.出

し,家族だけでなく, ｢すでに社会の一員と

生前診断を受けるかどうかの選択の段階で,

して生活しているダウン症の本人にとってこ

もし障害をもった子どもが生まれたらその子

のスクリーニングがどのような意味を持つも

どもや家族はどんなサポートが受けられるの

のなのか考えなければならない｣と述べてい

かというところまで見通したカウンセリング

る.彼らは,非指示的カウンセリングが原則

は,果たして国内にどの程度行なわれている

であるにもかかわらず,ある医療機関では胎

のだろうか.当事者である障害者団体との連

児の異常がわかるとクライアントのほとんど

携のもとにこうしたカウンセリングを行なっ

が中絶を選ぶのに対して,ある医療機関では

ている例としては,日本ダウン症協会が非公

半数しか中絶を選んでいないという対照的な

式に行なっている相談活動があるが,今後の

報告も紹介している.さらに,今日における

課題を検討するうえでも相談実績の公表が期

ダウン症ですら,それに関する否定的な方向

待されるところである.

に偏った評価(negative bias)が専門家の間

何が｢適切｣な情報なのかに関しては, El‑

でもどちらかというと前面に出ているとしか

kinsら17)が, ｢Ethical Concerns and Future

言えないような状況においては,正確な今日

Directions of Maternal Screening for Down

的情報を,社会的な存在としての彼らをむし

Syndrome｣という象徴的なタイトルの論稿

ろ意図的･積極的に評価するような形でクラ

なかで興味深い指摘をしている.彼らは,ダ

イアントに提供しない限り(affirmativein‑

ウン症が母体血スクリーニングの主たる対象

formation),全体としてはバランスがとれな

になっていることに対して,これを｢致死的

いのではないかという考えのもとに,表2に

ではない独立した疾患に対して広く取り組ま

示すようなダウン症についての説明文書を,
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