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遺伝カウンセラーの現状@アメリカ

 状況
-全米約4,000人
-正称：Certified Genetic Counselor
- Cancer Genetics, Prenatal, Pediatric, Genetal Genetics, Adult, Cardiologyなどの
専門領域がある

-病院（各領域、検査ｵｰﾀﾞｰ管理）, ラボ（commercial, in house), 大学, 
企業（保険会社関係）, 行政など職場・職務は多岐に渡る

-遺伝カウンセラー単独の外来をもっていることが多い
- Genetic Counseling Assistant（またはGenetic Counseling Administrator）が
遺伝カウンセラーの補佐業務を行う

-人気の職業であり、求人は至るところにある
-少し前まではclinical genetic counselorが主流であったが、
近年企業や行政で働くnon-clinical genetic counselorが急増している

 待遇
- 年収: 平均約810万円 新卒: 600-700万円 （アシスタント：350万円）
- 病院：経験に応じてGenetic Counselor I, II, IIIなど昇格制度、Mentor制度を設
けている病院もある

- 企業：在宅勤務を選択することができる場合もある, 高給

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アメリカの遺伝カウンセラーの現状(1)・状況2018年現在、アメリカにおけるCertified Genetic Counselor（CGC）の数は約4,000人。それぞれのCGCは、周産期、がん、循環器、小児などの専門領域があり、例えば”I am a cancer genetic counselor”などと名乗る。（その専門領域に対して試験やライセンスがあるわけではない）。遺伝学的検査の多様化、CGCの雇用が診療科ごとになったり、企業などがCGCを雇用し始めたことが専門領域の細分化につながった。複数の領域を兼任したり、キャリアの途中で専門領域を変更するCGCもいる。領域別の割合としては、Cancer, Prenatal, Pediatricsの順にCGCの数が多い。病院により在籍するCGCの数は様々であるが、遺伝カウンセラーコースがある大学の大学病院は、遺伝カウンセラーコースの教育と臨床とを兼任しているケースが多い。また卒業生がそのまま大学病院や遺伝カウンセラーコースの教員として就職しているケースが多いことが理由と考えられる。例えば、大学全体でStanford Universityは約50人、Northwestern Universityは約80人, Cincinnati Children’s Hospitalは26人のCGCが在籍する。このように、臨床で活躍するCGCが遺伝カウンセラーコースの授業の一コマを担当したり、実習の面倒をみたりして遺伝カウンセラーコースの教育を細かく分担している大学も多い。従来はclinical genetic counselorが大多数を占めていたが、近年急速にnon-clinical genetic counselor、つまり企業や行政で働くCGCが急増している。2018年のNational Society of Genetic Counselors (NSGC,日本の日本認定遺伝カウンセラー協会にあたる）が行った調査によると、clinical genetic counselor、 non-clinical genetic counselor、clinical とnon-clinical両方で働いているCGCがそれぞれCGC全体の59%, 25%, 16%である。CGCの中には、”アメリカも昔はgeneralだった。現在はspecializeされているけれども、whole exome sequencingやwhole genome sequencingが当たり前の時代になったら、またアメリカもgeneralに戻ると思う“と話す人もいる（参考：Wicklund CAL, Duquette DA, Swanson AL. 2018. Clinical genetic counselors: An asset in the era of precision medicine., Am J Med Genet C Semin Med Genet. 178(1):63-67. PMID:  29575585)CGCの働き口は多様であり、flexible, different possibilityがあるという理由で志願する人も少なくない。病院：領域、働いている病院にもよるが、基本的にはCGC単独の外来をもっていることが多い。患者のニーズに合わせて適宜Clinical Geneticistやその他の臨床医と協働している。この1-2年で院内ラボで働くCGC(Lab Genetic Counselor, 参考：遺伝カウンセリング学会ポスター発表　http// )や院内の遺伝学的検査が患者に合ったコストに無駄のない検査かをチェックする（Utilization Review）仕事の需要が高まってきている。病院にとっても患者にとっても適切な検査を選択することは、メリットが高いからである。（参考：https://med.stanford.edu/genetic-counseling/faculty.html#lab　のLinbo Yuさんのページ）企業：企業で働くCGCの数は増加している。検査の問い合わせ対応、レポート作成、テレビカウンセリング、マーケティング、学会でのラボ・検査の宣伝活動、医療者への教育活動、研究・論文執筆など、その職務は多岐に渡る。自宅勤務も可能である企業もある。プライベートの状況に合わせて働き方を選択できる、高給である、海外で働くことができるなどの点が人気の理由である。検査会社（commercial lab/in house lab)の問い合わせ対応は、CGCが行っていることが多く、clinical genetic counselorもCGC同士なので、話がスムーズであると好評である。行政：例えば、州のPublic Healthの部署でがんの予防・治療に関する政策に携わったり、データの解析・論文執筆などを行っている。Genetic Counseling Assistant (CGA)： 近年遺伝カウンセリングの需要増加やCGCの業務が拡大していることから、遺伝カウンセラーにアシスタントを設ける施設が増えてきている。施設によってはGenetic Counseling Administratorと呼ぶ。例えば、UC Davis Medical Centerでは、一人のCGAが2-3人のCGCにつき、クライエントが来談する前に得た家系情報の整理・家系図の作成、患者への連絡、検査キットの準備などを行う。施設やdepartmentにより、勤務日数、業務範囲は様々である。学部卒業後、遺伝カウンセラーコース入学前の出願準備中の人がCGAに就き、一定の経験を経てから遺伝カウンセラーコースに出願するケースが多い。待遇年収：近年CGCの求人件数、年収は年々増加傾向にある。平均年収は810万円（最新のデータでは900万円を超える）。新卒の年収も600-700万円である。企業がCGCを病院よりも好待遇で雇い始めたため、一気に企業に就職するCGCが増え、病院も待遇を良くしなければCGCを雇うことができなくなったことから、この５年で年収が一気に増大した。年収1000万円を超えることも多い。昇格制度：経験に応じた昇格制度を設けている施設もある。昇格制度があるか否かをチェックして就職先を決める遺伝カウンセラーも多い。企業においても、経験や実績に応じた給与、キャリアパスを設けているところが多い。Mentor制度: National Society of Genetic Counselors (NSGC)が斡旋していることもあり、シニアCGCが若手CGCの指導や相談にのるMentor制度を多くのCGCが利用している。施設内で設けていない場合は、NSGCを通して申請することができる。※アメリカにおける遺伝カウンセラーの現状や待遇についての詳細：https://www.mygenecounsel.com/2018/06/04/genetic-counseling-2018-professional-status-survey/https://s3.amazonaws.com/baypath/files/resources/pss-2016-executive-summary-2.pdf
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遺伝カウンセラーの現状@アメリカ
 遺伝カウンセラー養成コース

- 1969年～ , 現在39の養成コース
-生物学・心理学（学士）→Genetic Counselor Assistant→ 遺伝ｶｳﾝｾﾗｰｺｰｽ
（2年間, Master of Science）→ 認定試験受験→州のライセンス申請・取得
-入学試験の倍率は約10倍。2018年度より、最終合否判定はマッチングシス
テムを利用して行っている

- 出願時に受験者に求められているもの（例）
- 陪席の経験, 遺伝カウンセラーアシスタントの経験, カウンセリングの経験など
- 大学の成績
- 基礎的な生物・遺伝関連授業を学部時代に履修していること

 認定証（２種類）
- ABGC (American Board of Genetic Counseling)の試験に合格することによって認定遺伝
カウンセラー(Certified Genetic Counselor(CGC))として認められる。5年更新

- 認定試験：合格率約75-85％ (毎年2月と8月にコンピューター上で実施。
全200問, 4時間。面接なし。受験当日に合否が出る。）

-各州の認可を得るとLicensed Certified Genetic Counselor(LCGC)となる。
更新年数は州ごと。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アメリカの遺伝カウンセラーの現状(2)・養成コース2018年現在39の遺伝カウンセラーコースがある。最も古いのはSarah Lawrence校（1969年～）。2年間の修士課程ほとんどのコースは修了時にMaster of Science(MS)の学位が授与される。Master of Public Healthのコースもある。近年、Certified Genetic Counselor(CGC) は人気の職業であり、志願者数は定員の約10倍に上る。事実、米国CareerCast社の調査で全米における“the best job of 2018”でGenetic Counselorが１位にランクインしている。入学試験は、出願→書類選考→面接→合否発表という流れで行われる。例えば、Stanford校では、2017年度の入学試験の出願者数145人。そのうち面接に進むことができるのが40人。最終的に合格するのは11-12人である。それぞれのコースごとに特色があり、各コースはその情報をインターネットで公開している。志願者はそのコースのサイトを閲覧し、出願に必要なスキルを身につけたり経験を積んだりして出願に向け準備する。多くのコースが、陪席の経験、Genetic Counseling Assistant の経験、何等かのカウンセリングの経験（カウンセリングをする側の経験）など経験の有無を判定基準に入れている。また、最低限履修しておくべき単元（生物学や遺伝学に関するものが多い）も提示している。複数校の学生にインタビューしたところ、志望校は、ScienceとPsychologyのカリキュラムバランス、コースの特色（実習が多い、実習先がユニーク、dual degree制度がある、カリキュラム内容など）、立地条件、講師陣の人柄や経歴、一学年あたりの人数（４～30人）、学費などで選択しているとのこと。7-10校併願している人が多い。2018年度の入学試験より、Genetic Counseling Administration Matchが導入された。受験者は志望校を順位付けし、受入れ側（大学）もどの受験者を受入れたいかを順位付けして提出し、期日（4月下旬）に「あなたはこの大学のコースに合格しました/この受験者が合格者です」という連絡が届く。これまで、複数のコースに合格した受験者は数日のうちに入学するコースを決めなければならなかったり、受入れる大学側は定員に至るまで順番に合格通知を出さなければならなかったため、「絶対に一校しか合格しない/一度に合格者が決定する」このようなマッチングシステムが導入された。入学者のバックグラウンドはサイエンス、特に生物学や遺伝学などが多い。心理学を専攻していた人もいる。社会人経験者、医療資格を既に持っている人、PhDを持っている人が入学するケースは稀であり、学部卒業0～2年後に入学する人が大半を占める。・認定証・試験American Board of Genetic Counseling（ABGC）が認定試験の作成、認定を行っている。ABGCに認定されるとCertified Genetic Counselor(CGC)となる。ABGCの認定試験は、養成コースを修了（5月）した年の8月から受験することができる。ほとんどの修了者が養成コースを修了直後一年以内に受験している。合格率は75-85%。以前は３年に一度の試験だったが、2005年ごろからwebテストになり、年2回(8月, 2月）受験できるようになった。全200問、4時間の試験であり、面接はない。受験当日に合否が出る。ABGCの認定制度とは別に、各州がライセンスを発行している。これはその州でCGCとして働くために必要なものであり、その州におけるCGCの職務権限範囲を規定している。州のライセンス取得は、基本的に事務手続きのみであるが、ABGCに認定された後でなければ申請できない。州に認可されるとLicensed Certified Genetic Counselorとなる。州によっては、ライセンス更新時に州が規定する研修の受講など、何等かの”continuing education”の要件を定め、更新時のその証拠の提出を求める州もある。ABGCの認定証の更新は５年。州のライセンスの更新年数は州による。例えばカリフォルニア州では３年。
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遺伝カウンセラーの現状@アメリカ
 課題

- 現在遺伝カウンセラーは白人女性が95%を占め, 多様性に欠けている
- 遺伝カウンセラーが少ない州があり十分な遺伝医療を提供できていないと
ころもある

- ライセンスがない州がある, 勤務地変更で州のライセンスを取り直す必要
がある

- 企業と病院間の給料の格差
- 遺伝カウンセリング時に保険に関しての情報提供・確認に時間を割かなけ
ればならないことも多い

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アメリカの遺伝カウンセラーの現状(3)・課題現在National Society of Genetic Counselors(NSGC)では、Certified Genetic Counselor(CGC)は白人女性が95%を占め、多様性に欠けていることを問題視している。背景には、遺伝カウンセラー養成コースの学費が高額であること・大都市に大学やGeneticsの部門がある病院が集中しているため生活費が嵩むこと・受験の面接時に渡航費がかかることなど、家庭や個人に経済的基盤があり、一定以上の基礎学力が備わっていないと養成コースに入学するのが難しいという現状があるのではないかと言われている。CGC4,000人を州や人口で割るとまだまだCGCが足りていない現状がある。また、CGCの分布が偏っているため州によっては十分な遺伝医療を提供できていない州もある。CGCを多く雇用している施設であっても、CGCの業務内容が多岐にわたり、また当たな職種や領域での募集が出るため、CGCを雇用し続けている。　　参考：https://s3.amazonaws.com/baypath/files/resources/pss-2016-executive-summary-2.pdf　の5ページ州ライセンス：州によってはライセンスがない州がありライセンスがない州で働くCGCは、職務権限範囲の狭く業務に支障をきたしている。例えばニューヨーク州のCGCは、自身で遺伝学的検査をオーダーすることができない。勤務地が変更となった場合、新しい勤務地の州ライセンスを取得し直す必要がある。企業に勤めるCGCは州をまたがって業務を行っていることが多く、企業は複数の州のライセンス取得費用を負担し手続きを行う必要がある。テレビカウンセリングや電話による遺伝カウンセリングの場合も同様の問題があり、クライエントの在住する州のライセンスを持っている必要がある。　　参考：https://www.nsgc.org/p/cm/ld/fid=19企業勤務のCGCと病院勤務のCGCとで、大幅な年収の差がある。特に、院内LabはCommercial Labとの獲得競争に収入面では負けてしまうことが多く頭を悩ませている。Lab Genetic Counselorの需要が高まる中で、CGC獲得競争は今後も続くことが予想される。遺伝カウンセリングの中で、そのクライエントが加入している保険が、クライエントが受けようとしている遺伝学的検査の検査額の何％をカバーするかについて、セッション中で時間を割かなければならないことも多く、“insurance counseling”と揶揄されている。
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遺伝カウンセラーの現状@イギリス
 状況

-約400人
-正称： Registered Genetic Counsellor
-厳密な専門領域はないが、主に担当している領域がある
-病院に勤務（private clinic勤務は稀, 昔はよく家庭訪問に行った）
-血縁者の検査は、遺伝ｶｳﾝｾﾗｰ単独の外来をもっていることが多い

 養成
- 2004年～2015年：England (2ｺｰｽ), Wales (1ｺｰｽ), Scotland (1ｺｰｽ), 入学試験倍率3-4倍
-生物学・心理学（学士）→ 遺伝ｶｳﾝｾﾗｰｺｰｽ（2年間, Master of Science）→
2年間研修→書類（ログ, エッセイなど）を提出→Registered Genetic Counsellor

- 5年ごとに更新が必要（ログの提出など）
- 2016年～, England(STPコース), Wales (1ｺｰｽ), Scotland (1ｺｰｽ), 3年間のコース

 待遇
-病院（国）に雇用されているので国家公務員扱い
- Band7 新卒平均年収: おそらく500万円

 課題
-国家資格ではないため看護師よりも収入、年金が少額
- Scientist Training Program(STP)ができ職種のすみわけがどのようになるか未知

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イギリスの遺伝カウンセラーの現状・状況- 2018年現在、イギリスにおけるRegistered Genetic Counsellor（RGC）の数は約400人。アメリカに比べると専門領域が明確に分かれていないが、Geneticsの部門に所属していても実際に遺伝カウンセリング外来を担当している領域があることが多いRGCはGenetic Centreのある病院に勤務していることがほとんどであり、private clinicに勤務している人はイギリス国内でも10人弱である。昔は小児領域の遺伝カウンセリングが多かった（染色体検査と一部の遺伝子の検査しか遺伝学的検査がなかった）ため、家庭訪問が多かったが、現在はハンチントン病などの発症前診断の初診を除き、病院の遺伝カウンセリング外来で遺伝カウンセリングを行うことがほとんどである・養成RGCの養成コースは2016年を境に新たな局面を迎えている。2004年～2015年は、Englandに2コース, Walesに1コース, Scotlandに1コース、遺伝カウンセラーの養成コースがあった。入学試験の倍率は3-4倍であった。学部時代に生物学や心理学を学んだ人、すでに病院でgenetic nurseやpsychologistとして働いていた人が入学することが多かった。2年間の遺伝カウンセラーの養成コース修了時に、Master of Science(MSc)の学位が授与される。遺伝カウンセラーの養成コース修了後は、２年間研修生として病院に勤務する（給料はBand6）。その後決められた書類一式（症例報告、エッセイ、ログなど）をGenetic Counsellor Registration Board(GCRB) に提出し、Registered Genetic Counselorとして登録される（登録番号が発行される）2016年より、Englandでは、Genomic CounsellingについてもScientist Training Program(STP) という国家プロジェクトが始まり、既存の遺伝カウンセラー養成コースは閉鎖された。国を挙げてのwhole exome sequencing, whole genome sequencingの結果を解釈でき活用できる人材の育成が始まった。WalesやScotlandは遺伝カウンセラー養成コースを継続して開校しているが、これまでとコンセプトを変えているようである。Walseのプログラムは、3年間の”Part-time - distance learning”となっており、養成年数や履修方法が変更となっている。　　参考：第42回日本遺伝カウンセリング学会学術集会ポスター発表：　http://　　　　　 STP概要：http://www.nshcs.hee.nhs.uk/join-programme/nhs-scientist-training-programme　　 　　     WalesのCardiff校 プログラム概要：https://www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/taught/courses/course/genetic-and-genomic-counselling-msc・待遇Genetic Centreに勤務するRGCは国家公務員扱いである（各病院はNHS fundedのため）給料は、Band7である。Band7という決まった給料体系の中で、昇給していく。Band７の新卒平均年収は500万円ほどと推定される（現在詳細を調査中）。・課題RGCは国家資格ではない。Band7は看護師よりも年収が低く、年金受給額も少額。2016年より、Scientist Training Program(STP)が始動し、初めての修了生が出るのが2019年である。旧来の養成課程を修了したRGCと同様の職務内容となるのか、待遇は同様なのか詳細はまだ決まっていない(2017年12月現在)。また、現在RGCは国家資格ではないが、国家資格となるのか否かも注目されている。
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遺伝カウンセラーの現状@フランス
 状況

-約180人
-正称：conseiller en génétique
-専門領域はない (general)
-大都市のpublic病院のMedical Genetic部門, またはCancer Centerに勤務
-医師の責任の元で遺伝学的検査を行うことが法律で定められている
-病院によるが遺伝ｶｳﾝｾﾗｰ単独の外来をもっていることが多い

 養成
- 2004年～,現在1コース（Marseilleのみ）,入学試験の倍率は約5-8倍
-理系, 医師を目指していた人→ 遺伝ｶｳﾝｾﾗｰｺｰｽ（2年, Master of Science）

→ コース修了＝登録

 待遇
-新卒の平均年収：約300万円（手取り）
-取得済み学位（修士/博士）に応じた給料

 課題
-低賃金,遺伝カウンセラー全体の給料体系の改善
- bioethicsの法律を遵守しなければならない
例）遺伝学的検査の結果を血縁者に必ず伝えなければいけない

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
フランスの遺伝カウンセラーの現状・状況2018年現在、フランスにおけるconseiller en génétiqueの数は約180人。アメリカに比べると専門領域が明確に分かれておらず、generalな領域を担当している。基本的には、大都市のpublic病院のMedical Genetic部門, またはCancer Centerに勤務している。それぞれの施設には遺伝カウンセラーが3-4人雇用されていることが多い。Bioethicsの法律で、遺伝カウンセラーは医師の責任の元で遺伝カウンセリングと遺伝学的検査を行うことが規定されている。病院にもよるが、遺伝カウンセラーが単独の外来をもっていることが多い。小児領域、発症前診断の遺伝カウンセリングは医師が同席することが多く、挙児に関する相談は遺伝カウンセラーが担当していることが多い。conseiller en génétiqueは国家資格である。・養成フランスにはマルセイユに遺伝カウンセラーの養成コースが一校あるのみで、すべての遺伝カウンセラーはこのコースから排出されている。一校しかない理由として、他大学では遺伝カウンセラーコースを設置するのに必要な人員（directorはclinical geneticist、学生を指導できる遺伝カウンセラーがいる）や遺伝医療に関連する学問分野（分子生物学、発生学など）の授業を学内で確保しカリキュラムに組み込むことが難しいこと、需要と供給の関係（修了人数と募集人数）が現在がちょうど良いということが挙げられる。遺伝カウンセラーは人気の職業であり、マルセイユ校のdirectorの元には週に3通ほどコース入学に関する問い合わせメールが来る。入学試験は約5-8倍である。入学試験は、出願→書類選考→面接→合否発表という流れで行われる。入学試験の出願者数毎年約100人。面接に進めるのは60人。最終的に合格するのは12-20人。出願者の多くは、学部でScienceを専攻していた人（中でもGenetics専攻は偏差値が高い人が多い）、医師を目指していた人（フランスは医学部に入学して最終的に医師になることができるのはほんの一握りの人）などである。2年間の遺伝カウンセラーの養成コース修了時に、Master of Science(MSc) の学位が授与される。マルセイユ校の遺伝カウンセラー養成課程を修了すると自ずとconseiller en génétiqueとして登録される。・待遇待遇は各病院が決めるため、雇用された施設により職務権限の範囲や年収が異なる。当初は遺伝カウンセラーという職種が病院でなかったためengineerとして雇用されていたが、現在は「遺伝カウンセラー」として雇用されるようになった新卒の平均年収は税金等を差し引いておよそ300万円。Engineerと同じ給料体系である。ただし、所持している学位の方が優先され、すでにPhDを取得している人は、PhDの給料体系となる。・課題与えられている業務内容や責務に対し、低賃金であることが問題となっている。French Association of Genetic Counsellors (AFCG) （日本の日本認定遺伝カウンセラー協会にあたる）の理事長が、遺伝カウンセラーが担う業務や役割を具体的に示し、政府に直接働きかけ給料体系の改善に努めている。Bioethicsの法律を遵守しなければならない。現在の法律では、遺伝学的検査の結果を発症リスクのある血縁者に必ず伝えなければいけないと規定されており、疾患やクライエントの状況に応じた伝達はできない状況にあり、遺伝カウンセリング担当者も頭を悩ませている。　　参考：遺伝医療の現状についての報告：http//
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遺伝カウンセラーの現状@オーストラリア
 状況

-約300人（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞとｵｰｽﾄﾗﾘｱの合計人数）
-正称：certified genetic counsellor
-病院, ラボ, 大学など職場・職務は多岐に渡る

 養成
- 1990年代初頭～,現在2コース(University of Sydney, University of Melbourne)
- “caring role”の経験があることが望ましい（看護師、臨床心理士、その他
医療従事者の経験があることが望ましい）→遺伝ｶｳﾝｾﾗｰｺｰｽ（2年間, Master
of Science）→ 2年間研修→書類（ログ, エッセイなど）を提出→ certified 
genetic counsellor

Ormond et al., 2018. Genetic counseling globally: Where are we now?, Am J Med Genet C Semin
Med Genet. 178(1):98-107. より

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
オーストラリアの遺伝カウンセラーの現状・状況2018年現在、オーストラリアとニュージーランドにおけるcertified genetic counsellorの数は約300人。アメリカと同様に、現在non-clinical genetic counsellorが増加傾向にあり、病院だけでなく、企業、大学などでも働いている。・養成イギリスと同様1990年代初頭より、遺伝カウンセラーの養成が始まった。遺伝カウンセラーの養成コースはUniversity of Sydney, University of Melbourneの２校のみである。遺伝カウンセラー養成コース入学前（出願前）に2年間の修士課程ほとんどのコースは修了時にMaster of Science(MS)の学位が授与される。修了後は2年間の研修を経て、決められた書類一式（症例報告、エッセイ、ログなど）をthe Human Genetics Society of Australasia (HGSA) に提出し、certified genetic counsellorとして認定される。
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