
21トリソミーのある方の
くらし

出生前検査についての自治会説明会 2021年6月15日（火）

植田 紀美子（関西大学人間健康学部）
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話 題

ダウン症候群の疾病説明

ダウン症候群のある方の最近の話題

出生前検査 と 不安

出生前検査 と 情報提供

ダウン症候群のある方・そのご家族のくらし（文献から）
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21トリソミー
ダウン症候群とは

 「ダウン症」は正式名称を「ダウン症候群」といい、21番目の染色体
が3本あるために起こる生まれつきの疾患。

 1866年Langdon Down により臨床的に初めて報告された。

 染色体異常による疾患で、一番頻度が高い。
 知的障がいのうち単一の原因からなる最も頻度が高い疾患。

 「標準型」(約95％)：減数分裂時の21番染色体対の不分離。突然変
異。

 「転座型」(約3％)：21番染色体が他の染色体に付着。
半分が親が均衡型転座を保有。

 「モザイク型」(約2％)：正常核型の細胞と21トリソミーの核型を
もつ細胞集団の両方が混在。
受精後の卵分裂の過程での不分離による。

（福島翻訳，Nussbaum, et al.トンプソン&トンプソン遺伝医学第2版. 2017)

ダウン症候群のある女児の
染色体（47, XX, +21)

 出生万対22.4人（母の年齢から推計するMorrisモデルから算出したダウン症候群のある出生児数）
（Sasaki A, Sago H. Med Genet A. 2019;179:1815-1819.）
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(Presson AP, et al. J Pediatr. 2013;163(4):1163-8 )

ダウン症候群のある方の寿命の向上（米国）

中央値
平均値

現在、ダウン症候群のある方の平
均寿命は約60歳といわれている。

先天性心疾患や先天性消化器疾患
等の合併症治療の成績が向上し、
この20～30年で飛躍的に平均寿
命が延びた。

現在、社会は成人期のダウン症候
群のある方のくらしとともにあ
る。
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日本：ダウン症候群のある方の死亡時年齢

原著をもとに図作成
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2014－2016年の死亡票で把握
したDS児者762名の死亡年齢

MotegiN, et al. Pediatr Int. 2021;63(1):94-101

72%がダウン症候群のある方でいう
老年期（40歳以上）での死亡

一般の老年期65歳以上の死亡は、全体の
死亡の85％で、その割合に近づいてい
る。
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ダウン症候群におけるライフステージを設定し、
そのライフステージからみた死因（西オーストラリア 1953－2000）
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Bittles AH, et al. Eur J Public Health. 
2007;17(2):221-5. 

ダウン症候群のある方は固形腫瘍の罹患は少
ないと言われており腫瘍による死亡は少な
い。
老年期といわれている40歳以上のダウン症候
群のある方のその他の死因は、ダウン症候群
のない方と大きく差はない。
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寿命が延びた現在、ダウン症候群のある方がどのように
いきいきと豊かな人生を送るかが重要になってきている。

利用者本位
尊厳の保持
意思決定
自立

Patient centered

地域共生社会の実現・社会的包摂の推進

成人期

小児期からの自立支援
・セルフエスティーム向上
・セルフケア技術習得
・セルフアドボカシー向上

発達支援
（教育・療育）

疾病変化に適応した医療
・ライフステージごと
の合併症理解

・適切な受診・健康行動

小児期

Family centered
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ダウン症候群のある方の代表的合併症（小児期）

Health supervision for children with Down syndrome.Bull MJ; Committee on Genetics. Pediatrics. 2011;128(2):393-406.

99％

97％

79％

95％

5％
4％

カテゴリー 合併症

循環器疾患 心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、房室中隔欠損症、ファロー四徴症、肺高血圧など

消化器疾患 鎖肛、十二指腸閉鎖、食道閉鎖など

血液疾患 一過性骨髄増殖症、白血病など

内分泌・代謝疾患 甲状腺機能異常、肥満、糖尿病など

神経疾患 筋緊張低下、点頭てんかん、自閉症スペクトラム症など

呼吸器疾患 睡眠時無呼吸症候群など

眼科疾患 白内障、斜視、鼻涙管閉そく症、弱視など

耳鼻・咽喉科疾患 難聴、滲出性中耳炎、扁桃肥大、軟口蓋閉鎖不全など

整形外科疾患 環軸椎亜脱臼、外反偏平足、股関節脱臼、多指（趾）症など

泌尿器科疾患 停留精巣、尿道下裂など

腎臓疾患 低形成腎、慢性腎不全など

皮膚疾患 円形脱毛症など

口腔外科疾患 口唇口蓋裂など

小児期の診療体系は
ほぼ確立している
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ライフステージに応じた適切な医学的管理と
子どもとその養育者への心理支援・教育／児童福祉との連携（小児期）

Bull MJ; Committee on Genetics. Health supervision for children with Down syndrome. Pediatrics. 2011 Aug;128(2):393-406.Ivan DL, et al. Clinical 
practice guidelines for management of children with Down syndrome: part II.  J Pediatr Health Care. 2014;28(3):280-4. より改変

新生児期 乳児期 幼児期 学童～青年期

出生前検査・
診断、遺伝カ
ウンセリング

診断

心身共に
豊かな
成人期を
目指す

先天性合
併症治療

≪医学的管理≫

新生児期 乳児期 幼児期 学童～青年期

診断後の疾病
受容、愛着
形成の支援

新たな医療的ケアの
必要性に対する相談

心身共に
豊かな
成人期を
目指す

≪子どもとその養育者への心理支援・教育／児童福祉との連携≫

療育の
紹介

福祉・保険
制度の相談

学校選択の相談

園での加配対応の相談

兄弟姉妹についての相談

性問題の相談学習方法の相談

卒後進路の相談

友達関係、保護者関係の相談

合併症早期発見のための定期診察
（疾病ごとに年1～2回の評価、環境変化に
伴う行動面・精神面変化の評価など）

精神的諸問題、新たな
医療的ケアの必要性
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ダウン症候群のある方の代表的合併症（成人期）

Tsou, et al. Medical Care of Adults With Down Syndrome: A Clinical Guideline. JAMA 2020;324(15):1543-1556. The Global Down Syndrome Foundation Medical 
Care. ／ Guidelines for Adults with Down Syndrome Workgroup https://www.globaldownsyndrome.org/global-adult-guidelines/
ダウン症候群の移行医療に関するタスクフォース 日本ダウン症学会. ダウン症候群のある患者の移行医療支援ガイド 2021.4

99％

97％

79％

95％

5％
4％

カテゴリー 合併症

循環器疾患 成人先天性心疾患、僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症、大動脈弁閉鎖不全症、心臓伝導障害

内分泌・代謝疾患 甲状腺機能異常症、高尿酸血症

呼吸器疾患 睡眠時無呼吸症候群

生活習慣病 肥満症、高脂血症

消化器疾患 胃食道逆流症、食道裂孔ヘルニア、便秘症

神経疾患 てんかん、アルツハイマー病、もやもや病、脳アミロイドアンギオパシー

精神疾患 自閉症スペクトラム症、強迫性障害、うつ病・抑うつ状態

眼科疾患 白内障、円錐角膜

耳鼻科疾患 難聴、耳垢塞栓

整形外科疾患 環軸椎不安定性、変形性頚、腰椎症、変形性股・膝関節症、骨粗しょう症

皮膚疾患 湿疹、ドライスキン、毛嚢炎、粉瘤

歯科疾患 う蝕、歯列不正、歯周病、摂食嚥下機能障害

腎臓疾患 神経因性膀胱、慢性腎不全

婦人科疾患 早発閉経

ダウン症候群の成人期の医療は、
ますます重要になり、

地域での医療体制整備が急務
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出生前検査を受ける動機（３大神話）

１．障がい児を育てるのにお金がかかる

２．障がい児は親なきあと一人ではいきていけない

３．障がい児がいると兄弟姉妹がいじめられる

～遺伝相談外来での考察～ 玉井真理子氏

出生前診断受ける受けない誰が決めるの？山中，玉井，坂井編. 2017.生活書院
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出生前検査受検理由「不安がある」「安心を得たい」

→ 何が不安？ 誤った不安ではないか？
• 不安のまま、情報不足の中での termination ではないとはいえない

• 私は子どもは自立できないと信じていた・・・・・・・92％

• 私は障がいが非常に重いと考えていた・・・・・・・・90％

• 私は子ども自身への付加が重すぎる考えていた・・・・83％

• 私は障がいによる影響がどのようなものか不透明度が・82％

高すぎると考えていた

• 私は他の子どもにとって重荷だと考えた・・・・・・・73％

• 私自身にとって負担だと考えた・・・・・・・・・・・64％

• 障がいのある子どもは欲しくなかった・・・・・・・・63％

• この子をもつと不幸になると考えた・・・・・・・・・61％

ダウン症候群の出生前診断を理由に中絶した71名に対する中絶4か月後のオランダの調査
平均年齢37.9歳 在胎週数17.9週 出生前検査理由 高齢77.5％ 遺伝的要因5.6％ 定期スクリーニング16.9%

子どもに
関すること

自身・家族に
関すること

Korenromp MJ, et al. Am J Obstet
Gynecol. 2007;196(2):149.e1-11. 
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出生前検査受検理由「不安がある」「安心を得たい」

→ 結果的に手に入れた「安心」であること

坂井「子どもの健康を願う事」と「出生前診断を受けること」の間．出生前診断受ける受けない誰が決めるの？山中，玉井，坂井編. 2017.生活書院

「生まれてくる子が健康であってほしい」

「健康な子がほしい」

「健康な子でなければ産みたくない」

距離

ギャップ

 内なる自分との対話

 多様性に対する考え方・

障がい観が問われる瞬間
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適切な
客観的情報

正しく伝える

出生前検査における相談支援

相談支援者の役割は、傾聴、共感、理解の上で
（自身の意見でなく）適切な客観的情報を提供することにある。
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ダウン症候群のある子どもをもつ
父・母へのアンケート（米国）

• ダウン症候群のあるわが子がいて他人の目が気になる(n=1958人）・・

• ダウン症候群のあるわが子を持ったことを後悔している(n=1966人）・

Skotko BG, et al. Am J Med Genet A. 2011;155A(10):2335-47

99％

97％

79％

95％

• ダウン症候群のあるわが子を愛している(n=1979人）・・・・・・・・

• ダウン症候群のあるわが子を誇りに思う(n=1977人）・・・・・・・・

• ダウン症候群のあるわが子のおかげで人生観がより・・・・・・・・・

前向きになった(n=1967人）

• ダウン症候群のないわが子はダウン症候群のあるわが子と・・・・・・

良い関係にある(n=1723人）

5％
4％
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ダウン症候群のある子どものきょうだいへのアンケート（米国）

【9～11歳のきょうだいの回答】

• ダウン症候群のあるきょうだいを愛している(n=210人）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97％

• ダウン症候群のあるきょうだいを誇りに思う(n=210人）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87％

• 私の友人は、ダウン症候群のある私のきょうだいと

くつろいでいる(n=210)・・・・・・・・・・・・90%

• ダウン症候群のあるきょうだいが新しいことを学ぶこと

を手助けすることが好きである(n=210)・・・・・86％

Skotko BG, et al. Am J Med Genet A. 2011;155A(10):2348-59

• ダウン症候群のあるきょうだいがいて他人の目が気になる

(n=210)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9%

• ダウン症候群のあるきょうだいをダウン症候群のない

きょうだいと交換したい(n=208)・・・・・・・ ・・4％

【12歳以上のきょうだいの回答】

• ダウン症候群のあるきょうだいを愛している(n=570人）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96％

• ダウン症候群のあるきょうだいを誇りに思う(n=569人）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94％

• 私の友人は、ダウン症候群のある私のきょうだいと

くつろいでいる(n=568)・・・・・・・・・・・・89%

• 成人したときダウン症候群のあるきょうだいとずっと
関わっていく予定である(n=570)・・・・・・・・93％

• ダウン症候群のあるきょうだいがいて他人の目が気になる

(n=571)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7%

• ダウン症候群のあるきょうだいをダウン症候群のない

きょうだいと交換したい(n=570)・・・・・・・ ・・4％
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ダウン症候群のある方、本人へのアンケート
（米国）

• 人生がみじめである(12歳以上n=277人）・・・・・・・・・・

Skotko BG, et al. Am J Med Genet A. 2011;155A(10):2360-69

99％

97％

99％

97％

89％

86％

• 幸せな人生である(12歳以上n=276人）・・・・・・・・・・

• 自分自身が好きである(12歳以上n=277人）・・・・・・・・

• 家族を愛している(12歳以上n=277人）・・・・・・・・・・

• きょうだいを愛している(12歳以上n=258人）・・・・・・・・

• きょうだいはベストフレンドである(12歳以上n=255人）・・・

• 友達をつくるのはたやすい(12歳以上n=276人）・・・・・・・

4％
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「ダウン症や障害をもっているとかわいそうだと思う人もあるかもしれませんが、それは違
うと思います。ダウン症であっても障害をもっていても決して不幸ではないのです。」

「生まれてこないほうがいい命なんてないんですよね。赤ちゃんはお母さんのお腹の中で
蹴ったり、たたいたりしりながら、命あることを知らせてくれます。その命を大切にしてほ
しいと思うんです。」

「私はいま、充実した生活を送っています。だから私は生まれてきてよかったと思っていま
す。ダウン症者として生まれ、今を生きている自分があるのはたくさんの方々の支えがあっ
たからここまで来れたのだと思います。だから私にできる活動を、体の許すかぎり続けてい
こうと思います。」

「人は皆、幸せのかたちはそれぞれ違うと思いますが、それぞれの形の中で、幸せが大きく
膨らんでいくことを心から願いながら・・・・」

ダウン症候群のある方の声

21番目のやさしさに ～ダウン症のわたしから 岩元綾 かもがわ出版
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ダウン症候群のある子どものいる家庭(n=1418)
へのアンケート（家族の関係性調査：米国）

Skotko BG, et al. Am J Med Genet A. 2016;170A(4):930-41.

• 親が、ダウン症候群のある子どもがいて他人の目が気になると考える方
が、よりダウン症候群のある子どものきょうだいもそのように考える。
（きょうだいの年齢が小さいほど、その傾向が強い。）

• ダウン症候群のある子どものきょうだいは、ダウン症候群のある子ども
と良い関係であると親が感じていると、ダウン症候群のある子どもの
きょうだいは、ダウン症候群のあるきょうだいのことをより愛している。
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ダウン症候群のある方のくらし（健康状態・就学状況・就労状況）

公益財団法人日本ダウン症協会／日本ダウン症学会「ダウン症のある方たちの生活実態と、ともに生きる親の主観的幸福度に関する調査」報告書（第1報）令和2年11月

ダウン症候群のある方の84％は、概ね健康である。

535 942 267 1111

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

おおむね健康で加療中の疾病等はない おおむね健康ではあるが通院加療中の疾病がある

通院加療中で日常生活で配慮を要する 入院加療中である

無回答 平均年齢 男性18.79歳、女性19.16歳

公益財団法人日本ダウン症協会（JDS)正会員4471人に対する自記式質問票調査、回収率35.4％
ダウン症候群のある方 男性872名（平均年齢18.79歳）、女性705名（平均年齢19.16歳）の分析
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ダウン症候群のある方のくらし（健康状態・就学状況・就労状況）

公益財団法人日本ダウン症協会／日本ダウン症学会「ダウン症のある方たちの生活実態と、ともに生きる親の主観的幸福度に関する調査」報告書（第1報）令和2年11月

公益財団法人日本ダウン症協会（JDS)正会員4471人に対する自記式質問票調査、回収率35.4％
ダウン症候群のある方 男性872名（平均年齢18.79歳）、女性705名（平均年齢19.16歳）の分析

586 341 413 200 6 31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

保育園・幼稚園等 保育園等と療育機関の並行利用

療育機関を経て保育園等利用 療育機関

在宅 無回答

ダウン症候群のある就学前のお子さんの85％が保育園・幼稚園等で
地域のお子さんとともにすごされている。
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ダウン症候群のある方のくらし（健康状態・就学状況・就労状況）

公益財団法人日本ダウン症協会／日本ダウン症学会「ダウン症のある方たちの生活実態と、ともに生きる親の主観的幸福度に関する調査」報告書（第1報）令和2年11月

ダウン症候群のある方の80.8％が地域の小学校、52.8％が地域の中学校で学んでい
らっしゃる。ただし、平成19年から特別支援教育体制が開始されており、教育措置については世代によって

大きな違いが生ずる可能性が高いことを考慮する必要がある。

88 479 481 2 23

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通常学級 支援学級 特別支援学校 その他 無回答

201 896 237 518

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通常学級 支援学級 特別支援学校 その他 無回答

【小学校：修了時点】

【中学校：修了時点】
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ダウン症候群のある方のくらし（健康状態・就学状況・就労状況）

公益財団法人日本ダウン症協会／日本ダウン症学会「ダウン症のある方たちの生活実態と、ともに生きる親の主観的幸福度に関する調査」報告書（第1報）令和2年11月

ダウン症候群のある方の学校卒業後の日中活動は、就労継続B型と生活介護事業所が
最も多く8割を超え、雇用契約に基づき賃金をえて就労しているものは、12％である。

13 49 15 23 5 24 398 236 44

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般就労 一般就労障害者枠 特例子会社就労

就労継続A型 自営手伝い 就労移行支援事業所

就労継続B型 生活介護事業所 何もしていない
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ま と め

 21トリソミー(ダウン症候群)は、染色体異常による疾患で一番頻度が高く、知的障が
いのうち単一の原因からなる最も頻度が高い疾患。多くは、突然変異によるもの。

医療の進歩によりダウン症候群のある方の寿命はのび、60歳ともいわれており、現代
社会は成人期のダウン症候群のある方のくらしとともにある。

ダウン症候群のある方にとっては、どのように豊かな人生を送るかが重要になってき
ており、ライフステージごとの疾病変化に応じた医療はもとより、小児期からの自立
支援も重要。成人期は、利用者本位、尊厳の保持、自立等を前提とした生活を目指
し、そのためには、ノーマライゼーションの理念のもと、地域共生社会の実現、社会
的包摂の推進が必要不可欠。

現時点で検査法がある出生前検査において、対象となる疾患は、先天性疾患の中でも
頻度の多い染色体異常であり、そのため、ダウン症候群が対象となっている現状。
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ま と め

出生前検査受検理由の「不安」の中には、例えば、誤った考えに基づくものもあり、
適切な客観的情報を提供することが重要。

「生まれてくる子は健康であってほしい」と素朴に願う気持ちと「健康な子でなければ
欲しくない」というものの間には相当な隔たりがあり、妊婦は揺れ動く気持ちの中、出
生前検査を選択できる状況にあり、そういった意味でも適切な客観的情報提供が重要。

ダウン症候群のある方やそのご家族の多くは幸せなくらしを送っているなど、根拠に基づ
く「くらし」の情報は、今まで知らなかったことによる「不安」に対して有用ではない
か。

出生前検査を受けるにあたっては、対象疾病のある方のくらし、社会的資源、合併
症、など、様々な情報を提供した上で検査結果を得た後の選択肢も適切に検討してい
く必要があり、それには専門的なサポートが重要であることから、検査を検討する妊
婦には、適切な医療機関等での詳細な説明・遺伝カウンセリングを受けることを推
奨。
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ご清聴、誠にありがとうございました

Jamie Brewer
～本当に素晴らしいこと。
ファッション業界が多様性を
個性として考えている～

ニューヨークコレクション 2015.2.12
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