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【はじめに】
ゲノム情報を網羅的に調べ、その結果をもとに病気の診断と治療等を行う『ゲノム医療』について、様々

な情報が各種団体・会議体より発信されており、新しいガイドラインや既存のガイダンスの改定等、日々情
報更新されているといっても過言ではない状況である。しかしながら、『ゲノム医療』に関わる新しい検査
であっても、検体採取から保存、運搬、測定、解析、報告に至る基本的な事項は、既存の『遺伝子関連検査』
の質保証の要件に共通する事項である。そこで、『ゲノム医療』に関する新しい情報を入手するとともに改
めて『遺伝子関連検査』に関わる規定・ガイドライン等についても再確認、再認識しておくことが必要である。
このコーナーでは、『ゲノム医療』に関わる遺伝子関連検査の品質を担保するための関連情報やサイトの紹
介をする。

【遺伝子関連検査・ゲノム医療に関わる情報サイト】
1 ．日本臨床検査標準協議会（JCCLS）；http://www.jccls.org/active/public2.html

① 遺伝子関連検査　検体品質管理マニュアル（承認文書）
 遺伝子関連検査における検体の採取、保管、運搬等の取り扱いを定めた文書である。
 遺伝子関連検査の分類と定義が記載されている。

病原体遺伝子検査（病原体核酸検査）
ヒトに感染症を引き起こす外来性の病原体（ウイルス、細菌等微生物）の核酸（DNA あるいは
RNA）を検出・解析する検査

ヒト体細胞遺伝子検査
癌細胞特有の遺伝子の構造異常等を検出する遺伝子検査および遺伝子発現解析等、疾患病変部・
組織に限局し、病状とともに変化しうる一時的な遺伝子情報を明らかにする検査

ヒト遺伝学的検査（生殖細胞系列遺伝子検査）
単一遺伝子疾患、多因子疾患、薬物等の効果・副作用・代謝、個人識別に関わる遺伝学的検査等、
ゲノムおよびミトコンドリア内の原則的に生涯変化しない、その個体が生来的に保有する遺伝学
的情報（生殖細胞系列の遺伝子解析により明らかにされる情報）を明らかにする検査

② 遺伝子関連検査　検体品質管理マニュアル（パート 2）
 新規測定技術・解析試料の品質管理承認文書である。
③ 遺伝子関連検査に関する 日本版ベストプラクティス・ガイドライン 解説版
 遺伝子関連検査の質保証に関する原則とベストプラクティスと具体的な方法を説明する解説版であ

る。

2 ．日本衛生検査所協会　（日衛協）
① 受託数アンケート調査 ; http://www.jrcla.or.jp/info/info/info_124.html
 日衛協では、日衛協加盟の登録衛生検査所を対象に、自施設で実施している染色体、遺伝子関連検査

の受託数を 2 年に 1 回集計し、報告している。2 年毎の項目群の受託数の推移、代表項目の受託数の
推移等を確認できる。

② 遺伝子関連検査の質保証体制についての見解（2018 年 12 月 1 日改定版公表）；
 http://www.jrcla.or.jp/info/info/310315.pdf
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「遺伝子関連検査の質保証に求
められる要件」は、1. 施設認定・
認証、2. 検査の質保証、3. 検査
従事者の水準・資格、4. 職員に
関する教育、5. リスクマネジメ
ントの観点からにまとめられて
いる（表 1）。医療法、臨床検
査技師等に関する法律（臨床検
査技師法）等が改正されたこと
を受け、改定版が作成され、新
たに、「NGS を用いた遺伝子解
析において求められ分析的妥当
性に関して考慮すべき事項」と
合わせて公表された。

3 ．日本臨床検査医学会 遺伝子委員会；
https://www.jslm.org/
committees/gene/index.html
本遺伝子委員会の活動報告と合
わせて、臨床検査振興協議会報
告、『ゲノム医療』に関わる資
料をリンク、開示している。
 「がん遺伝子パネル検査の品
質・精度の 確保に関する基本
的考え方」（第 1.0 版）
 「ゲノム医療における検体検査
の品質確保に関する提言（がん
ゲノム医療推進を踏まえて）」
 「ゲノム医療に関わる資料集」

（医療法改正に関する資料集；
各学会等の資料のリンク集）

4 ．日本遺伝子分析科学同学院；
遺伝子分析科学認定士制度；
http://www.cmaj.jp.net/index.
html
遺伝子分析科学認定士制度は、
遺伝子分析科学または遺伝子関
連検査に関与する者の学識及び
技術の向上と検査の標準化を図
り、また一般の人々における遺
伝子関連検査に関する正しい知
識を啓発し、わが国の遺伝子関
連検査に基づく良質な医療の発
展・普及に寄与することを目的
としている。
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表 1．遺伝子関連検査の質保証に関する要件
遺伝子関連検査の質保証に関する要件　（一般社団法人日本衛生検査所協会　遺伝子関連検査受託倫理審査委員会）

1

施設認定・認証 
登録衛生検査所
の第三者による施
設認定・認証

⑴ ISO 1ISO15189 認定 認証・認定組織
公益財団法人日本適合性認定協会 

（Japan Accreditation Board （JAB）） 
http://www.jab.or.jp/

⑵ CAP–LAP 2CAP–LAP 認定 米国臨床病理医協会 
（College of American Pathologists（CAP）） 

臨床検査プログラム 
（Laboratory Accreditation Program, LAP） 

http://www.cgikk.com/capsurvey.html
⑶ CLIA 3CLIA 認定 CLIA　臨床検査室改善法 

（Clinical Laboratory　Improvement Amendments）
⑷ ⑴⑵⑶以外の制度 3その他関連認証・認定について 

（ISO、CAP–LAP、CLIA 以外の認
証制度） 
① ISO14001 
②医療関連サービスマーク 
③ ISO27001（ISMS） 
④プライバシーマーク

 
⑤認定組織適合性検査施設

①公益財団法人日本適合性認定協会 
　http://www.jab.or.jp/iso/iso_14001/ 
②一般社団法人医療関連サービス振興会 
　http://www.ikss.net/ 
③一般社団法人　日本規格協会 
　http://www.jsa.or.jp/jrca/seido-2.asp 
④一般財団法人日本情報経済社会推進協会（略称 :JIPDEC） 
   によって指定された民間事業者団体 
　http://privacymark.jp/index.html 
⑤日本組織適合性学会

2

検査の質保証 
提供する検査の質
保証に関する要件 

⑴分析的妥当性の担保 
検査の分析的妥当性を
担保するための要件

1検査開発時の検証項目（新たに
検査系を研修する際の必要事項）

①検討計画書の作成と承認（承認は社内評価部署による） 
②検討報告書の作成と承認

2検査導入時の検証項目 ①標準物質（CAP、培養細胞等）の利用 
②精度管理物質の活用 
③同時・経時（日差）・ヒト間の再現性データ取得 
④相関データ取得（別法が存在する場合） 
⑤検査品質精度を評価する社内委員会での承認

3検査実施時の精度管理方法 ①標準検査手順書（SOP）の作成 
②機器の日常点検と定期点検（記録） 
③検体の品質管理（DNA 分解度・内部標準の増幅） 
④陽性コントロール　陰性コントロールの利用 
⑤検体のトレーサビリティー 
⑥検査の記録 
⑦検体の匿名化と匿名化システム 
⑧責任者による判定と報告書確認 
⑨精度管理物質の活用

4外部精度管理への参加 ① CAP サーベイ 
②日本臨床検査自動化学会サーベイ 
③社内精度管理部門によるサーベイ 
④ UCLA International Cell exchange 
⑤日本組織適合性学会　DNA QC ワークショップ 
⑥施設間　クロスチェック

5検体の品質管理・保証 ①「遺伝子関連検査  検体品質管理マニュアル」（承認文書） 
　（平成 23 年 12 月） 
②「遺伝子関連検査  検体品質管理マニュアル」（パート２）（承認文書）
　新規測定技術・解析試料の品質管理文書（平成 29 年 10 月）
　日本臨床検査標準協議会  遺伝子関連検査標準化専門委員会
　http://www.jccls.org/techreport/tentative_guideline.pdf 
③日本病理学会　ゲノム診療用病理組織検体取扱い規定 
　http://pathology.or.jp/news/whats/genome-kitei-170915.html

⑵臨床的妥当性の担保 1検査導入時の検証項目 
・陽性コントロール 
・陰性コントロール

臨床診断が確定した検体もしくは疾患の原因となる遺伝子変異が明ら
かな検体の利活用 
精度管理物質の利活用

2顧問医との連携 臨床診断と検査結果の妥当性・乖離に関する解釈等
3ガイドラインの遵守 関連学会ガイドライン・ガイダンス等の遵守 

①「遺伝子関連検査に関する日本版ベストプラクティス・ガイドライン
　解説版」（平成 28 年 3 月発行） 
　（日本臨床検査標準協議会　遺伝子関連検査標準化専門委員会） 
　http://www.jccls.org/techreport/tentative_guideline.pdf 
②日本臨床検査医学会　遺伝子委員会　ゲノム医療に関わる資料集 
　https://www.jslm.org/committees/gene/index.html

3

検査従事者の 
水準・資格

⑴検査従事者の水準 1実務担当者に求められる要件 ①検査項目別・担当者別スキルマップの整備 
②バイオインフォマティクススキル（NCBI 等検索） 
③ IT スキル（NCBI 等検索） 
④英語読解力

⑵検査従事者の資格 
（学会等による資格） 

2資格制度を提供する学会等 
①日本臨床検査同学院 
②日本遺伝子診療学会 
③日本人類遺伝学会 
④日本組織適合性学会 
⑤日本染色体遺伝子検査学会・ 
　日本臨床衛生検査技師会 
⑥日本臨床腫瘍学会 
⑦日本臨床衛生検査技師会

学会等による資格制度 
①遺伝子分析科学認定士 
②認定ジェネティックエキスパート 
③臨床細胞遺伝学認定士 
③認定遺伝カウンセラー 
④認定組織適合性指導者 
④認定 HLA 検査技術者 
⑤認定臨床染色体遺伝子検査師 
⑥がんゲノムコーディネーター 
⑦認定病理検査技師

4

職員に対する教育 ⑴具体的教育内容 1外部（学会・セミナー等） 
学会・セミナー・講演会等への参
加による情報収集と知識の向上

学会・セミナー名 
○日本がん分子標的治療学会 
○日本移植学会  
○日本遺伝カウンセリング学会（遺伝カウンセリング研修会）  
○日本遺伝子診療学会（臨床遺伝情報検索講習会）  
○日本医学検査学会  
○日本衛生検査所協会（学術研究発表会）  
○日本家族性腫瘍学会（家族性腫瘍セミナー） 
○日本癌学会  
○日本癌治療学会  
○日本血液学会  
○日本検査血液学会  
○日本人類遺伝学会（遺伝医学セミナー　臨床細胞遺伝学セミナー）  
○日本染色体遺伝子検査学会（染色体遺伝子検査基礎技術セミナー）  
○日本組織適合性学会  
○日本造血細胞移植学会  
○日本乳癌学会  
○日本肺癌学会  
○日本病理学会  
○日本臨床衛生検査技師会（研修会・講習会）  
○日本臨床化学会  
○日本臨床検査医学会  
○日本臨床検査自動化学会（遺伝子・プロテオミクス技術セミナー）  
○日本臨床細胞学会  
○日本臨床腫瘍学会  
○その他・AMED・企業が提供するセミナー・e-learning 等 

2社内教育内容 
検査業務を実施する際に求めら
れる各種要件

①バイオセイフティー教育 
②カルタヘナ教育 
③ラジオアイソトープ教育 
④毒物 / 劇物 / 有機溶媒教育 
⑤廃棄物取り扱い教育 
⑥各種倫理指針・ガイドライン理解のための教育 
⑦検査項目解説 
⑧社内セミナー 
⑨月例等定例ミーティングでの集合教育 
⑩新入社員研修（分子生物学と分析技術） 
⑪新規項目担当時の講習・OJT 
⑫新規項目担当時のテスト検体による技術見極め 
⑬顧問・外部講師による臨床・基礎の教育

⑵教育の計画と記録 ①教育訓練計画書（年度計画）の作成 
②教育研修記録台帳の作成

5
リスクマネジメント 検体の受領から結果の報告までの検査工程全体に関わるリスクマネジメントへの対応は、ISO15189 や CAP の要求事項を考慮して、

PDCA サイクル * を有効に稼動させる等により、組織としてリスクマネジメント体制を機能させる。 
＊ PDCA サイクル：Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善） 

注：本表に示した遺伝子関連検査の質保証に関する要件は、今後も継続して見直す必要がある。 ＊平成 25 年 5 月 23 日策定　平成 30 年 12 月 1 日改定



5 ．日本遺伝子診療学会 ；http://www.gene-dt.jp/index.html
① 遺伝子診断・検査技術推進フォーラム；http://www.gene-dt.jp/frame/f_forum.html
 毎年『ゲノム医療』に関わる公開シンポジウムが開催されている。
 次回は、2019 年 12 月 5 日が予定されている。
② 臨床遺伝情報検索講習会 ; http://www.gene-dt.jp/frame/f_workshop.html
③ ジェネティックエキスパート認定制度 ; http://www.gene-dt.jp/frame/f_GE.html
 認定制度委員会が開催する「臨床遺伝情報検索講習会」を活用したジェネティックエキスパートを認

定している。講習会では、持参した PC を用いた、遺伝子関連情報検索についての実技講習、講義が
実施されている。

6 ．日本臨床検査自動化学会
① 遺伝子・プロテオミクス技術委員会；http://www.jscla.com/committee02

・遺伝子・プロテオミクス技術セミナー；学会開催時に、講演会・実習のセミナーを開催している。
・白血病関連遺伝子検査外部精度管理等を実施している。

② 「いまどきの遺伝子・プロテオミクス技術と自動分析機器　2017」（2017 年発刊）
新しい遺伝子関連検査、次世代シークエンスの技術紹介、精度管理等の現状と課題について、検査部、
機器メーカー等から投稿されている。がん遺伝子パネルを用いた次世代シークエンサーの測定系に
おいては、脱パラフィンから、核酸抽出、測定、解析までの全工程についての確認が可能な、市販の
FFPE 精度管理物質を用いた評価についても事例が紹介されている。

　　　　　
7 ．日本染色体遺伝子検査学会 ; http://www.jacga.jp/

本学会のセミナーのご案内サイトでは、染色体遺伝子検査基礎技術セミナー、日本臨床衛生検査技師会 
遺伝子・染色体研修会の案内等についてのリンク、紹介をしている。

8 ． e-Precision Medicine　（がんゲノム医療に関わる e-learning）
① 日本病理学会 ；https://www.e-precisionmedicine.com/pathology

ホルマリン固定パラフィン包埋検体の適切な作製・保管方法などゲノム診療実践に必要な、病理検体
取り扱いに関する基礎的知識の習得を目的としている。

② e Precision Medicine Japan；https://www.e-precisionmedicine.com/medicine
全国ゲノムスクリーニングSCRUM-JAPAN
で組織した遺伝子スクリーニング基盤を利
用し、Precision Medicine 体制の構築を目
指し、臓器横断的かつ遺伝子レベルでの情
報についての学習を目的としている。

③ 日本家族性腫瘍学会　遺伝性腫瘍
e-Learning； 
https://www.e-precisionmedicine.com/
familial-tumors
遺伝性腫瘍全般に共通する基本事項 、代表
的な遺伝性腫瘍の各論について学習できる。

9 ．関連学会 ガイダンス・規定・ガイドライン（表 2）
日本病理学会「ゲノム診療用病理組織検体取
扱い規定」、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」、日
本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学
会合同「次世代シークエンサー用いた遺伝子
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表 2．遺伝子関連検査　関連学会等　発行文書
遺伝性疾患遺伝子検査（生殖細胞系列遺伝子検査）

遺伝学的検査受託に関するガイドライン 日本衛生検査所協会

医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン 日本医学会

遺伝学的検査としての染色体検査のガイドライン
日本人類遺伝学会希少遺伝性疾患の分子遺伝学的検査を実施する際の 

ベストプラクティス・ガイドライン

家族性腫瘍における遺伝子診断の研究とこれを応用した 
診療に関するガイドライン

日本家族性腫瘍学会

薬剤関連遺伝子検査（生殖細胞系列遺伝子検査）

ファーマコゲノミクスの運用指針
日本臨床検査医学会　日本人類遺伝学会
日本臨床検査標準協議会

血液疾患関連遺伝子検査（体細胞遺伝子検査）

造血器腫瘍診療ガイドライン
日本血液学会

造血器腫瘍診療ゲノム検査ガイドライン

癌関連遺伝子検査（体細胞遺伝子検査）

ゲノム診療用病理組織検体取扱い規定
日本病理学会

ゲノム研究用病理組織検体取扱い規定

肺癌患者における ROS1 融合遺伝子検査の手引き

日本肺癌学会

肺癌患者における PD-L1 検査の手引き

肺癌患者における ALK 免疫染色プラクティカルガイド

肺癌患者における EGFR 遺伝子変異検査の手引き

肺癌患者における ALK 融合遺伝子検査の手引き

肺癌患者における BRAF 遺伝子変異検査の手引き

悪性黒色腫（メラノーマ）薬物療法の手引 日本皮膚悪性腫瘍学会

大腸がん診療における遺伝子関連検査のガイダンス 日本臨床腫瘍学会

次世代シークエンサーを用いた遺伝子パネル検査 
に基づくがん診療ガイダンス

日本臨床腫瘍学会　日本癌治療学会
日本癌学会



パネル検査に基づくがん診療ガイダンス」はじめ各学会から発行されている文書を紹介する。各文書に
は検体の採取、取扱いから報告結果の解釈、取扱い等、各検査の特性、臨床における検査の意義を確認
することができる。

10．AMED 「ゲノム医療における情報伝達プロセスに関する提言」平成 31 年 3 月公開；https://www.amed.
go.jp/news/seika/kenkyu/20190329.html
日本医療研究開発機構（AMED）のゲノム創薬基盤推進研究事業 A ‐ ②：ゲノム情報患者還元課題―
患者やその家族等に対して必要とされる説明事項や留意事項を明確化する課題「医療現場でのゲノム情
報の適切な開示のための体制整備に関する研究」（研究代表者：京都大学 小杉眞司先生）

「ゲノム医療における情報伝達プロセスに関する提言を作成、公開された。
―その 1：「がん遺伝子パネル検査を中心に（改定版）」「ゲノム医療における情報伝達プロセスに関する提言」
―その 2：「次世代シークエンサーを用いた生殖細胞系列網羅的遺伝学的検査における具体的方針（初版）」

11．PMDA コンパニオン診断薬 WG；https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/cross-sectional-project/0013.html
コンパニオン診断薬 WG の活動内容、本邦で承認されたコンパニオン診断薬の一覧等が閲覧できる。

12．SRL 総合検査案内；http://test-guide.srl.info/hachioji/
項目グループ名左のレ点をクリックすると、該当項目グループの pdf 版総合検査案内をダウンロードで
きる。　遺伝子関連検査；http://test-guide.srl.info/hachioji/test/middle/11
各項目グループをクリックすると、項目一覧が閲覧できる。各項目をクリックすると、項目毎に検査の
目的、検体の提出条件（未染標本スライド等）、診療報酬、容器、臨床意義、異常値を示す病態・疾患、
参考文献、関連項目、SRL NEWS（新規導入時、方法変更時、保険収載、改定等）の情報が掲載されて
いる。

【おわりに】
次世代シークエンス（NGS）を用いた『オンコマイン Dx Target Test マルチ CD ｘシステム』（『オン

コマイン』）は体細胞遺伝子変異解析システム（抗悪性腫瘍薬適応判定用）として 2018 年 4 月に製造販売
承認を取得した。『オンコマイン』は非小細胞肺がん組織から抽出した DNA 中のBRAF V600E 遺伝子変
異の検出を行うコンパニオン診断システムである。その後 NGS を用いたコンパニオン診断システムとし
て我が国で初めて 2018 年 12 月に保険適用となった。さらに 2019 年 2 月には、BRAF 遺伝子に加えて 3
種類の遺伝子（EGFR, ALK, ROS1）について追加承認された。2019 年 6 月、『オンコマイン』の適用拡
大含め、2 種類の包括的ゲノムプロファイル、『FoundationOne CD ｘがんゲノムプロファイル』『OncoGuide 
NCC オンコパネルシステム』が保険収載された。これらの遺伝子パネルに用いる提出材料作製の条件・
核酸抽出・NGS 測定・解析・報告に関わる品質管理は、今後の大きな課題となる。

本稿で紹介したサイト、関連学会、関連団体、書籍等の情報は、『ゲノム医療』に関わる情報の一部であり、
また常に更新、変更されることにも留意頂き、新たに発信される他の情報ともに活用頂き、ゲノム医療、
NGS 測定、解析、結果解釈等、遺伝子関連検査の品質保証、人材育成に活用頂きたい。
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