第１回希少がん患者サミット
～これまでの希少がん、これからの希少がん～
報告書

2019 年 11 月
（実施日 2019 年 4 月 27 日）

一般社団法人日本希少がん患者会ネットワーク
RCJ（Rare Cancers Japan）
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第 1 回希少がん患者サミット概要
【日時】2019 年 4 月 27 日（土）11 時～16 時
【場所】国立がん研究センター

新研究棟 大会議室

【主催】一般社団法人日本希少がん患者会ネットワーク
【共催】国立がん研究センター希少がんセンター
【目的】希少がん患者・家族、医療関係者、企業、行政など各ステークホルダーが集い、希少がんの
現状と課題を把握、パネルディスカッション（希少がんの診療ガイドラインの策定、治療開発に向け
た希少がんのゲノム関連臨床試験の実現について等)により、課題解決を探る。
【当日参加者数】247 名（申込者数 270 名うち当日欠席者 44 名/当日参加者 21 名）
【参加者内訳】

希少がん患者 90 名（37％）、家族（遺族含む）69 名（28％）

製薬会社 30 名（11％）、医療関係者 27 名（10％）メディア関係者 3 名（2％）行政 2 名（1%）
その他（一般含む）24 名（11%）
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【録画公開】第 1 回希少がん患者サミットの模様を RCJHP にて公開中

2019 年 7 月 22 日から

https://www.rarecancersjapan.org/2019/07/12/first-rare-cancer-patient-summit-the-rare-cancers-ofcancer-and-rare-cancers-have-been-held-in-the-past/

【参考資料】別添

１．ちらし

２．当日資料（登壇者パワーポイント含む）
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プログラム

演

時間

題

演

者

国立がん研究センター中央病院院長

挨拶

11:00-11:05

挨拶

挨拶

11:05-11:15

RCJ の活動について

眞島喜幸 RCJ 理事長

「希少がん全体の状況と希少がんセンタ

国立がん研究センター希少がんセンター長
中央病院 骨軟部腫瘍・リハビリテーショ
ン科長

講演 1

講演 2

11:15-11:45

11:45-12:15

西田俊朗先生

ーの取り組みについて」

川井 章先生
北里大学病院 新世紀医療開発センター
横断的医療領域開発部門 臨床腫瘍学教授

「ゲノム医療について」

佐々木治一郎先生
昼休憩

講演 3

12:15-13:15

13:15-13:45

昼休憩

患者交流会場：患者会資料展示あり

「MASTER KEY Project について」

PMDA 独立行政法人日本医薬品医療機器総
合機構 理事長
国立がん研究センター 中央病院

藤原康弘先生
報告
質疑

13:45-14:05

希少がんアンメットニーズについて
調査報告（アンケート解析結果）

ローリン・ガテリエ RCJ 理事
会場参加者

14:05-14:35

参加者意見交換

休憩

14:35-14:50

休憩

休憩

調査発表

14:50-15:00

ガイドライン調査結果

大西啓之 RCJ 副理事長

講演４

15:00-15:30

ガイドライン策定について

RCJ 眞島喜幸理事長/西舘澄人副理事長

応答

パネル
ディス

15:30-16:15

パネリスト

「それぞれの立場からの治療選択とは」

川井先生/佐々木先生/福岡先生/
中村先生

総括・閉会挨拶込み

16：15 退出

福岡敏雄理事

パネルディスカッション

カッシ
ョン

(公益)日本医療機能評価機構

RCJ 理事（山本/馬上/東）

連絡事項

※RCJ‐Rare Cancers Japan（一社）日本希少がん患者会ネットワーク略称
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講演・発表・ディスカッション内容要約
※RCJ-Rare Cancers Japan 一般社団法人日本希少がん患者会ネットワーク略称

〇挨拶 国立がん研究センター中央病院院長

西田俊朗先生

希少がん領域では、一般のがんでは起こり得ないような診断の相違・遅れがあったり、治療法がなかっ
たり、治療法があっても必ずしも衆知されて皆が知っているわけではない。私たちは今から２年前に、
産学共同で推進する『MASTERKEY プロジェクト』 を立ち上げた。このプロジェクトは、希少がんの
レジストリ（疾患登録） 研究とバスケット試験（その薬剤が標的とする遺伝子変異があれば、どのタイ
プのがん腫でも登録できる臨床試験）から構成される。 レジストリ研究では、希少がんの診療情報、遺
伝子異常の情報、治療の効果を含む網羅的なデータ ベースを構築することを目的としている。多くのバ
スケット試験を実施することで、治療の機会が限られていた希少がんの患者さんに対し、臨床試験参加
で治療の機会の提供を目指している。
昨年 （2018）
、『MASTER KEY プロジェクト』について RCJ と連携協定を結んだ。社会に大きなウェー
ブを起こすべく、患者会の皆様方と、 医療者がコラボレーションし、規制当局や政府、製薬会社を含め
た 民間企業に理解をいただくことも重要だ。
『第１回希少がん患者サミット』は、テーマとなっている
『これまでの希少がん、これからの希少がん』のとおり、希少がん患者さんが、これまでどのような問
題を抱え、そしてこれからどうやってそれらの問題を解決していくのかを皆で考えていく場だ。情報を
シェアして明日に向けて一 歩を踏み出すきっかけとなったら嬉しく思う。 私たち国立がん研究センタ
ー職員一同、希少がんの治療開発 を重要テーマの１つとして位置付けている。ぜひとも皆様方と共にコ
ラボレーションしていきたい。今日一日を通し、希少がんについて勉強していただくとともに、いろい
ろな方とのネットワークを築いていただきたい

〇 RCJ の活動について

RCJ

眞島喜幸

妹をすい臓がんでなくし、本部がアメリカにある NPO 法人パンキャンジャパンの活動を行ってきた。薬
は圧倒的にアメリカで作られて、日本に入ってくるという構図がある。米国はがんを治るものにすると
いうことを国が掲げているが、日本では、がん難民が多くあったために山本孝参議院議員の下、2006 年
がん対策基本法が立法され、第一次がん基本計画ができた。この時は 5 大がんが対象であった。2012 年
第２期のがん対策推進基本計画には小児がん対策がはいり、希少がん対策のモデルとなり、2015 年希少
がんについての検討会に RCJ の現理事 2 名入り、意見を述べたのち、具体的な希少がん対策が始まっ
た。同時に改正がん対策基本法では、「第 19 条 2 項罹患している者の少ないがん（希少がん）
、治癒が特
に困難であるがん（難治性がん）にかかわる研究の促進について配慮するものとする」と入り、希少が
ん対策の予算にもつながった。全がん罹患の 20％、全がん死の 35％を希少がんがしめ、希少がんは 5 大
がんに比べて研究開発等が未だに遅れている。そうした状況を打破するために、日本希少がん患者会ネ
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ットワークが発足し 2018 年一般社団法人化した。16 団体加盟しているが、患者会がない希少がんも多
いので。団体だけでなく、個人でも加入が可能。活動内容は資料を参照されたい。希少がんは世界との
ネットワークを作ることも重要だ。RCJ は学会にも参加し国際希少がんシンポジウムを行っている。
MASTER KEY Project は希少がん患者には追い風である。希少がんの患者に 1 日でも早く新しい薬、治
療法を届けたいというのが私たちの願い。ESMO(欧州腫瘍学会)の Rare Cancers Asia に RCJ もパートナ
ーとして入り、世界の団体と一緒になって、希少がんの未来を築いていきたい。

〇「希少がん全体の状況と希少がんセンターの取り組みについて」
国立がん研究センター希少がんセンター長中央病院 骨軟部腫瘍・リハビリテーション科長
川井 章先生
罹患率（発生率）が人口 10 万あたり 6 例未満であり、かつ数が少ないが故に診療・受療上の課題が他の
がんに比べて大きいがんを、対策が必要な希少がんと定義した。これに従うと約 190 の種類のがんが該当
し、全がんの 15%~22%に相当する。一般的ながんと比較し治療成績が不良である理由として、
「医師の経
験不足」
「患者、医療者への情報の不足」
「医療者の教育・訓練の不足」
「他のがんの治療法の代用など最適
化されていない医療／不適切な医療」「臨床研究の不足」「基礎研究の不足」が想定される。
診療の実態として、ほとんどの医療機関が希少がんを年間数名しか診る機会がないという現状があり、
その結果、
・各施設と希少がん専門病理医の病理診断に相違がある「病理診断の不一致」
・外科技術の経験数の差による「術後成績の違い」
・臨床試験などが少ないことによる「治療開発の遅れ」等がある。
希少がんの問題に対する国立がん研究センター（NCC）の取り組みとして、
「希少がんセンター」
「希少がん対策 WG」の設置、
「MASTER KEY Project」を開始している。希少がん
センターでは、希少がん診療、正確な情報発信（Web、「希少がん Meet the Expert」セミナー（後日動画
配信））
、患者、医療者からの相談対応「希少がんホットライン」
、診療実態調査、医療者の教育等を行って
いる。NCC は現在、国の「希少がん中央機関」として希少がん診療の全国ネットワーク化に取り組んでい
る。希少がんのより良い医療実現のために「産・官・学」＋「患者」と共に手を携え、様々な問題に対処
していきたい。

〇「ゲノム医療について」
北里大学病院 新世紀医療開発センター
佐々木治一郎先生

横断的医療領域開発部門

臨床腫瘍学教授

北里大学病院はがんゲノム医療連携病院であり、ゲノム医療について患者さんと接する現場の立場からお
話ししたい。がんは細胞の遺伝子の異常が積み重なって起こる。がん遺伝子というアクセルが踏まれ、が
ん抑制遺伝子に異常が加わりブレーキが利かなくなる。遺伝子についた傷が修復されずに残った変異（遺
伝子異常）が複数組み合わさってがんとなる。ポリープ（前がん細胞）が大きくなるにつれ、複数の遺伝
子異常が積み重なってくるため、がんにならないようポリープを予防的にとる。横綱級の遺伝子異常をド
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ライバーがん遺伝子（キーとなるもの）といい、分子標的薬の治療標的にすればがんを小さくしたり、や
っつけることができる。間野先生が発見された、EMF4ALK （遺伝子異常）に対して ALK 阻害薬（分子
標的薬）などがある。
がんのなりやすさとしては、環境要因、遺伝要因がある。家族の中に多発するものが家族性腫瘍と言われ
る。遺伝性腫瘍症候群は、家系的にがん抑制遺伝子の働きが弱くなる遺伝子をもっている方々である。こ
のように体質が影響する場合がまれにある。
がん薬物療法には、殺細胞性抗がん薬、分子標的治療薬、内分泌療法薬があるが、最もゲノムと関連する
のは、分子標的治療薬である。どのドライバー遺伝子があるかを一度に調べることができるのが、遺伝子
パネル検査だ。
がんゲノム医療とは、遺伝子パネル検査を利用して治療方針をたてること。現在ゲノム医療の体制が整え
られ、まずがんゲノム医療連携病院などで患者さんに遺伝子パネル検査の説明、同意書取得、検体採取を
行い、検査会社で解析される。解析された遺伝子情報、病院からの臨床情報が、
「がんゲノム情報管理セン
ター」
（C－CAT）に送付され、がんゲノム情報のデータベースに照らし、有効と考えられる抗がん剤候補
や臨床試験・治験などの情報整理がされる。がんゲノム医療中核拠点病院等の専門家会議（エキスパート
パネル）において、この C－CAT の情報を踏まえて患者に最適な治療法を選択し、これに基づいた医療を
提供することとなっている。
現在話し合われている保険診療のパネル検査※には適用条件があるが、希少がんについては保険診療とな
る可能性が高い。パネル検査で遺伝子異常があっても治療に結びつかない場合もある。遺伝性腫瘍症候群
の原因遺伝子がわかることがあるので遺伝カウンセリング(自費)を行う。様々な遺伝子パネル検査が存在
し、微妙に内容が異なるので、どのパネルがよいかゲノム相談窓口で聞いてほしい。がんゲノム相談外来
（自費）でも相談できる。ゲノム医療に関しては、患者さんは、ゲノム医療連携病院(中核病院)へ紹介さ
れる。患者申出療養は、混合診療とならず、費用がさがる可能性がある。欧米では遺伝性腫瘍症候群の方々
を守る法律もあり、日本でも必要であると患者側から声が挙がっている。
※2019 年 6 月 1 日より遺伝子パネル検査は保険収載されました。

〇「MASTER KEY Project について」

※MASTER KEY Project 略：MKP

PMDA 独立行政法人日本医薬品医療機器総合機構 理事長
国立がん研究センター 中央病院
藤原康弘先生
今年春から夏にかけて、日本のがん診療が大きく変化している。パネル検査が保険収載されることで、効
率的な治療開発が期待できる。個別化医療、企業参画、保険会社の商品開発等につながるなど良い点があ
る一方、課題として、パネル検査をしても治療へつながる患者さんは 10％と少ないこと、必要な遺伝カウ
ンセリング体制が整っていない、遺伝子異常が世代をこえて受け継がれる場合、社会において差別を受け
る可能性といった倫理的な問題、個人情報の取り扱いが難しいことなどがある。
がん遺伝子検査に基づいた治療の状況は、すでに承認薬がある 9％（保険診療へ）
、適応外薬 9％（既承認
薬の適応拡大の臨床試験へ）、未承認薬が 18％(新薬開発、治験などへ)という流れだが、6 割の方は遺伝
子検査を受けてもなんの治療法もない。5 大がんに比べて希少がんは製薬会社が着手せず、世界的にも治
療薬が少ない。一人でも多くの希少がん患者に医療を届けるために、MKP は網羅的で正確な希少がんの
内容をデータベース化するためのレジストリ研究（将来の開発促進のベースとなる）を柱とし、バイオマ
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ーカー（遺伝子異常やたんぱく情報など、がんの個性の情報）を元に治験に参加が可能になるプロジェク
トだ。現在 MKP に参加しているのは、国立がん研究センター中央病院、京都大学病院、北海道大学病院、
九州大学病院の 4 施設。将来的にはがんゲノム医療中核拠点病院へ広げていきたい。2019 年 3 月末時点
572 例のデータベースが構築され、登録上位のがん種は、軟部肉腫、中枢神経のグリオーマ 乳房の上皮
性腫瘍 大唾液腺の上皮性腫瘍、皮膚の上皮性腫瘍、骨肉腫、肝臓・肝内胆管の上皮性腫瘍、神経内分泌
腫瘍。MKP が行うバスケット型の試験は、がんの名前は関係なく、遺伝子異常のみで治験を行う。現在 8
つの治験を行っている。昨年始まった RCJ との連携により、MKP の認知が進んだ。これからもさらに多
くの参加を期待している。生検や手術などをしなくても遺伝子異常を見つけることができる侵襲の少ない
リキッドバイオプシーの利用も模索している。MKP を行っている施設は、ある程度希少がんの診療が豊
富で、希少がんの治療をする体制が整っているといえる。課題は、MKP 参加施設が現時点では限定的で
あること、限られた予算、参加施設をどこまで広げるか。
MKP とは別に、遺伝子検査を受けても治療がない 6 割の方を救うために、患者申出療養制度を利用して、
参加基準をゆるめたりして、できるだけ多くの患者さんが治療薬にアクセスできるようなプロジェクトを
準備中である。未承認薬は、その 5 割がひと月あたりの薬剤費が 300 万円以上であり、個人輸入は限界。
このプロジェクトは薬剤を企業から無償提供していただき、患者申出療養の枠組みの中で使用することを
目指し、外資系の企業との交渉が進んでいる。NCC オンコパネルやファウンデーションワンのパネル検
査の結果を持っている方、先進医療 B でもパネル検査の結果を持っている方が、患者申出療養に参加でき
るように計画している。産学民共同で協働での開発を進めていきたい。

〇 希少がんアンメットニーズについて

調査報告（アンケート解析結果）
RCJ 理事 ローリン・ガテリエ

日本の希少がん患者の満たされていない課題（アンメットニーズ）について RCJ が 2018 年夏に行ったア
ンケート調査は、参加 16 団体を通して日本全国の多くの患者・家族・遺族に対して行われ、自由記述を
含む 41 の質問からなり、502 名の回答数があった。
◇専門家へのアクセスが非常に求められていること
◇セカンドオピニオンの割合が高いこと
◇通院の時間がかなり長いこと（特に九州、四国、東北では 3 時間以上が多い）
◇希少がんの情報が少ないこと
◇治療のための転院が多いという状況があり
◇臨床試験が少ない現状に対して、63％の患者は臨床試験に参加したいと考えていることがわかった。
結論として、希少がん患者、家族、遺族の願いは、
◇適切な希少がんの情報へのアクセス（74%）
◇新しい治療法（66%）
◇ゲノム解析に基づいた治療の確立（35%）
であることがわかった。 RCJ は、今後も医療機関、製薬企業、行政、患者家族との協働により、治療や
ガイドラインの開発、希少がん患者・家族の生活の質の向上をめざし活動していく。
会場からの発言で、鳥取の希少がん患者の医師は「5 大がんと異なり、希少がんは診断されるのに数年も
かかる例もあるほどとてつもなく長い時間がかかる」と意見した。また、
「希少がんの知識が十分である医
7

師が数えるほどしかいないため、最初の診断が異なっている例がある」、
「希少がんの専門病院から遠くに
居住する患者にとって不利な状況がある」との意見があった。

〇ガイドライン調査結果

RCJ 副理事長

大西啓之

日本の希少がんのガイドラインの現状を知るべく調査を行ったところ、診療ガイドラインは医療者向けで、
患者用ガイドラインは、希少がんについては、無いに等しい状況だ。
もちろん個々の患者の状況は少しずつ違い、人生観や価値観によって、最終的にどの治療法を選択するか
が異なるのは当然である。根拠と科学的データに裏付けられた情報といっても、確からしさという点にお
いてはかなりの幅がある。
日本において、インターネットでガイドラインを調べるには、主に Minds と国立がん研究センターのがん
情報サービスがある。ヨーロッパの ESMO、アメリカの NCCN のガイドラインは有名で、希少がんにつ
いても、どちらもだれでも閲覧できるようになっており、最新情報が常にアップデートされている。
今後、希少がんのガイドライン作成委員会への患者参画をすすめ、患者向けガイドラインの策定も視野
に入れながら、ガイドラインに当てはまらなくなった患者には、新規治療や臨床試験へスムーズに移行で
きるよう、それらの情報を的確に入手できる仕組みが必要だ。

〇「診療ガイドラインとは」

公益財団法人日本医療機能評価機構理事

福岡

敏雄先生

診療ガイドラインは「診療上の重要度の高い医療行為について、エビデンスのシステマチィックレビュー
とその総体評価、益と害のバランスなどを考量して、患者と医療者の意思決定を支援するために最適と考
えられる推奨を提示する文書」と定義。
診療ガイドラインの要素として、
①研究からの根拠・推論が以前から強調されているが、他に、
②専門家の臨床経験、技術・腕前（平均的技術や期待される技術の見積もり）
、
③患者・家族の願い・価値観、社会的規範・法、
④利用可能な資金・器材・人員
が挙げられる。
患者は治療を選ぶ時、単に「効く効かない」では決められない。よって上記③の要素は重要である。
信頼できる診療ガイドラインを作るため、今、患者・市民参加が求められている。厚生労働省委託・EBM
（根拠に基づく医療）普及推進事業である「Minds（マインズ）」https://minds.jcqhc.or.jp では、患者・市
民参加支援に取り組んでいる。
希少がんは研究情報も少なく、経験・技術のある医師や資源・施設も限られて不利。患者の価値観も多く
のがんと違うかもしれないが、標準的治療を共有する意義はある。たとえ根拠が不十分であれ、
「この治療
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はたぶん標準的、これはしないほうが良い」というレベルのガイドラインを整備し、
「有効」な治療法を検
討する基盤としたい。そのためにも、患者が医師と協力してガイドラインを作ったり仕組みを作ってほし
い。

〇パネルディスカッション「それぞれの立場からの治療選択とは」
中村健一・国立がん研究センター臨床研究支援部門研究企画推進部長、佐々木治一郎先生、
福岡敏雄先生と RCJ 理事３名（患者側代表）による討論。
座長は眞島喜幸 RCJ 理事長と西舘澄人副理事長。
最初に腹膜偽粘液腫（PMP）患者支援の会東靖子代表、小児脳腫瘍の会馬上祐子代表、胸腺腫・胸腺がん
患者会ふたつばの山本ゆき共同代表が、それぞれの疾患の治療状況を説明し、希少がん特有の問題、①治
療法が確立されていない ②保険適用となっている薬が少ない ③ガイドラインがない ④患者が求める治
療法を認めてもらえないことなどを指摘した。
これらの指摘を受け、中村氏が、原因は希少がんの臨床試験が行われてこなかったためであり、現在は、
少ないながらも試験が走り出していると説明。ガイドライン作成に関しては福岡氏が、これからは患者の
参画が必要であり、また、エビデンスの検証プロセスの中で未解決部分を課題として提示することも重要、
と今後の在り方を示唆。
ゲノム医療に関しては、「現段階では検査を受けても 6 割の人に薬がない状況。キーになる遺伝子は 8 割
～9 割は見つかると言われている。検査を受けていれば、将来の患者さんのみならず、今の患者さんにも
新薬の治験にアクセスする可能性も出てくる」と中村先生と佐々木先生。１例としてマスターキープロジ
ェクトへの登録が紹介された。
最後に、川井章・希少がんセンター長が、
「治るべき希少がんをきちんと治す。治らない希少がんの新しい
治療法を開発する」がモットー、と語り、眞島、西舘両座長が、
「RCJ の目的は、患者、医療者、行政、製
薬企業が連携することにより、患者さんによりよい医療と薬を提供することであり、ゲノム医療において
も希望をもっていきましょう」と締めくくった。

【用語解説】
C-CAT：国立がん研究センター がんゲノム情報管理センター
パネル検査：がん細胞に起きている遺伝子の変化を調べ、その特徴を知ることで、患者に適した治療法を
検討する検査。一度に多数のがんにかかわる遺伝子の変化を網羅的に調べられるため効率的で、中外製薬
の「FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル」と、シスメックスの「OncoGuideTM」「NCC オン
コパネルシステム」が 2019 年 6 月より保険収載された。（56 万円）要件がある。
バイオマーカー：
血液や尿などの体液や組織に含まれる、タンパク質や遺伝子などの生体内の物質で、病気の変化や治療に
対する反応に相関し、指標となるものをバイオマーカーといいます。バイオマーカーの量を測定すること
で、病気の存在や進行度、治療の効果の指標の 1 つとすることができます。腫瘍マーカーもバイオマーカ
ーの一種です。（国立がん研究センターがん情報サービス用語集より）
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参加者アンケート用紙

～ アンケートのお願い ～
本日は、国立がん研究センターとの共催「希少がんサミット 2019」にご参加頂き、誠にありがとうござい
ました。今後のイベント企画の参考のため、皆様のご意見を頂きたく存じます。
お手数ではございますが、以下のアンケート（表・裏 2 面）へのご協力よろしくお願いいたします。
いずれかに○印でチェック下さい。
◆あなたの年齢は？
代以上

① 20 代

◆あなたの性別？

①

◆あなたのお住まいの県は？
① 東京都 ② 茨城県
⓼ その他（

② 30 代

男性
③
）

③ 40 代

④50 代

⑥70 代

⑦80

②女性
栃木県

④

群馬県

◆あなたのお立場に○印をお願いします。
① 患者
② 患者の家族
③ 患者の遺族
⑥ 医療関係者（ 医師・看護師・薬剤師・その他：

④

⑤

埼玉県

⑥

プレス関係
⑤
） ⑦ その他（

◆あなた、または ご家族の希少がんは何ですか？
① 軟部肉腫
② GIST ③ 脳腫瘍
④ 神経内分泌腫瘍
精巣がん
⓼ その他（
）
◆各 Session に関するご感想を教えて下さい。
特別講演：日本希少がん患者会ネットワーク（RCJ）について
① 大変満足
②やや満足
③どちらでもない
④やや不満
感想：
基調講演 1：希少がんセンターの取り組み
② 大変満足
②やや満足
③どちらでもない
感想：

④やや不満

基調講演２：ゲノム医療について
① 大変満足
②やや満足
③どちらでもない
感想：

④やや不満

基調講演 3：マスターキープロジェクトについて
① 大変満足
②やや満足
③どちらでもない
感想：

④やや不満

基調講演４：希少がんのアンメットニーズについて
① 大変満足
②やや満足
③どちらでもない
感想：

④やや不満

基調講演５：希少がんのガイドライン調査結果
① 大変満足
②やや満足
③どちらでもない
感想：

④やや不満

基調講演６：ガイドライン策定について
① 大変満足
②やや満足
③どちらでもない
感想：

④やや不満

パネルディスカッション：
①
大変満足
②やや満足
感想：

⑤60 代

⑤

千葉県

⑦

神奈川県

製薬企業

小児がん

）
⑥

頭頚部がん

⑦

⑤大変不満
）
⑤大変不満
）
⑤大変不満
）
⑤大変不満
）
⑤大変不満
）
⑤大変不満
）
⑤大変不満
）

③どちらでもない

④やや不満

⑤大変不満
）
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◆希少がんの医療について、改善してほしいことはありますか？
例：検査や治療、医療者の対応、悩みや相談への支援、医療機器の充実、病院の環境・設備、費用、その他

◆希少がんの治療で、どのような情報があると役に立つと考えますか？ （複数回答可）
①抗がん剤治療（標準療法）
②外科療法
③放射線治療
④重粒子線・陽子線等の先進医療
⑤臨床試験、治験の情報
⑥腹膜播種のコントロール
⑦ナノナイフ
⑧ゲノム医療
⑨腫瘍マーカーの見かた
⑩食事と栄養
⑪副作用
⑫心のケア（患者・家
族）
⑬セカンドオピニオンの取り方 ⑭医師との会話・相談のしかた ⑮専門病院の探し方
⑯がん相談ができる施設（病院等公機関）
⑰がん相談ができる施設（⑯以外のところ）
⑱インターネットの使い方
⑲その他（
）
◆希少がんを取り巻く問題で、改善のために取り組むべきと思う活動は何ですか？
（複数回答可）
① 国際標準治療薬、治療法が日本では使えないドラッグラグ問題の解決
② がん研究者への支援（助成金等）③治療の選択肢・臨床試験を増やす活動要 ④望書提出などの政
策提言活動 ⑤ 地域の患者会活動への支援 ⑥ゲノム医療を早期に実現するための活動 ⑦その他
（
）
◆がんの治療に関する情報はどのような方法で入手していますか？
（複数回答可）
①書籍
②雑誌
③テレビ
④新聞 （新聞名
）
⑤医師・医療
者
⑥患者会・患者支援団体
⑦他の患者
⑧知り合い・親族
⑨病院・がん相談支援室
⑩がんサロン
⑪医療セミナー・市民公開講座
⑫インターネット
⑬Facebook
⑭ twitter
⑮ブログ〔個人の記事〕
⑯ Line
⑰ Mixi
⑱ そ の 他 SNS
（
）

■日本希少がん患者会ネットワーク（RC）について、ご要望をお聞かせ下さい。

この度は、アンケートにご協力頂きありがとうございました。今回、皆様からお寄せいただいたご意見は、サ
ポートが充実するよう、今後の活動に活用させていただきます。
御協力ありがとうございました
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参加者当日アンケートの結果概要
参加者当日アンケートの参加者 247 名中 158 名の返答があった。（返答率 64％）
。
アンケート返答者年齢

80代以上

10代

1%

1%

20代
5%
30代

70代

40代

9%

29%

10%
60代
19%

50代
26%

アンケート返答者性別

男性

43%

女性
57%

アンケート返答者居住地

その他
栃木 14%
1%
茨城
4%
埼玉
10%

東京都
41%
千葉
13% 神奈川県
17%
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アンケート返答者立場

患者の遺族 その他
7%

4%
医療関係者
7%
製薬企業

患者

10%

43%
患者の家族
29%

アンケート返答者希少がん種類

その他
軟部肉腫

28%

30%
精巣がん
1%
頭頚部がん
4%

神経内分泌

小児がん
7%

GIST

脳腫瘍

腫瘍

7%

9%

14%

上記「その他 28％」に含まれているがんの種類
腹膜偽粘液腫 7（5%）胸腺がん 4（3%）骨肉腫 4（3%）十二指腸がん 2（2%）小腸腺がん 1（1%）
小腸がん 1（1%）メラノーマ 1（1%）皮膚がん 1（1%）食道メラノーマ 1（1%）悪性リンパ腫 1（1%）
血管肉腫 1（1%）家族性大腸がん 1（1%）家族性ユーイング肉腫 1（1%）髄芽腫 1（1%）脛骨内脊索腫
1（1％）男性乳がん 1（1％）AML(急性骨髄性白血病)1（1％）ALL(急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病) 1（1％）
その他 6（5%）計 37
【参考】
RCJ 個人会員のがん種：高分化型脂肪肉腫(左脇腹奥)、血管腫(ペコーマ)、小脳腫瘍 類上皮脂、
肺がん/デスモイド繊維腫症、骨肉腫、卵巣がん/小細胞高カルシュウム型/肺腺がんⅠa
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Q. 希少がんの治療で、どのような情報があると役に立つと考えますか？（複数回答可）
1 位 臨床試験・治験情報

2 位 ゲノム医療

3 位 抗がん剤治療（標準療法）

80

役立つ希少がん治療情報

70
60

50
40
30
20
10
0

Q.希少がんを取り巻く問題で、改善のために取り組むべきと思う活動は何ですか？

1 位 ドラッグラグの解決

2 位 治療の選択肢増やす活動

3 位 がん研究者への支援（助成金など）

取り組むべき活動は？
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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（複数回答可）

Q.がんの治療に関する情報はどのような方法で入手していますか？

1 位 インターネット

2 位 患者会・患者支援団体

（複数回答可）

3 位 医師・医療者

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

アンケート文章回答（手書きを起こしているため、判読不可能部分は○○としています）
感想(講演 希少がんセンターの取り組み)
・希少がんについての認識が強まれば。
・治療がむずかしくなり、家に近い病院をホットラインに相談します。
・全国の希少がんデータを集約すると共に今後それを活かした治療等に役立てて欲しいです。
・全体像が分かって良かった。
・定期的なオンコロセミナーで直接近くで先生から講演を聞くことができる。
・心強い取り組みに期待。
・取り組みは素晴らしいけど、早く実現していただきたいのが本音です。
（薬、治療方法など）
・現状が認識できた。
・国の政策課題として注力促進に患者側からのボトムアップのパワーが求められているとさら
に思います。
・センターがあって本当に良かった。今後、医療者含めての周知、情報提供（セミナーの内容）
の共有が実施から時間が経ちすぎる点を改善していただきたい。
・現実的な課題が可視できた。
・わかりやすいように工夫されているスライドでした。
・全国どこにいても正しい情報が得られる施設があるのはとても心強いです。
感想(講演 ゲノム医療について)
・難しかった。
・もう少し聞きたかった勉強になった。
・わかりやすかった。
・勉強しなければと思う。
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・期待している。
・検査が保険適用となる事。検査のフローを知りえて、今後に期待。
・わかりやすかった。
・保険適用と自費でのパネル検査の選択の際のポイントを知りたい。
・遺伝情報の取り扱い等倫理的課題の存在。ゲノム診療選択にまつわる相談家族のサポートな
どの体制が整わない中でのスタートには不安があります。
・分からない事もありましたが興味が湧きました。
・とても参考になりました。分かりやすかった。
・希少がんの中にもさらに希少なものもあり問題点も課題も改めてわかった。
・これからも益々頑張って欲しい。
・初めてでもあるが理解し辛かった。
・とても解りやすかった。
・今まだ患者の元まで降りてきていない。まだ時間がかかる事が分かった。
・少々難しく自分が勉強不足を感じた。
・保険でできる日が早く来て欲しいです。14 歳の娘には受けられない治療ですが。
（MKP では
可能ですね。
）
・まだまだこれからだが、期待できると思えた。検査費用について、これまで患者負担が大き
いことも気になった。
・45 分か 1 時間講演いただきたい内容でした。
・時間が足りなかったため、ややむずかしくなってしまったことが残念だと感じた。
・先進医療技術の進歩に期待しております。
・ゲノム医療という名前は聞いたことがありましたが、実際のところどんな医療なのか知らな
かったので、多くのことを学ぶことができました。
・難しかったです。
・わかりやすかった。今後の情報に期待。但し、自身もゲノム検査を受けたが、結果として治療
薬につながらなかったのが残念。
・内容が理解しにくかった。もう少しかみ砕いた説明が欲しかった。
・ゲノム医療を理解するには、私が勉強不足だと分かった。でもわからない点はわかった。短時
間ではわかりにくい内容について、よくまとめられていました。
・自分の病気にも使えるのだろうか…と考えてしまった。
・難しい内容でしたが、ここまで研究が進んでいることが分かり、希望が持てました。
感想(講演 MKP について)
・まだよく理解できない。
・一筋の光明をみた。
・バイオマーカー検査のアプローチについて相談したい。
・倫理的課題の検討がなされていくのでは。注目しています。
・４つの施設のみ？入り口を広げてほしい。
・患者負担についてもう少し詳しくお聞きしたかったです。
・冷静に考えるべきことが良く解った。
・データを集めるには患者の同意が必要だし企業のお金も必要で、でも患者として究極の個人
情報を渡す事に不安がある。
・患者の申し出を待つのではなく、医療者（医師、病院）が積極的に参加要請を出していった
らよいと思うが。
・娘も参加できるように再びセカンドオピニオンを受けたい。（国がん、荒川 Dr）
16

・検査が保険適用になるとの情報が得られた。検査結果が治療に結びつくことが少ない現状も
認識できた。協力したいと思った。
・包括的ガン診療の発展と希少ガンへの波及を期しております。
・存在を知れて良かったです。
・わかりやすかった。
・大まかな理解にとどまった。もう少し詳しく知りたかった。
４病院以外に広げていくためにメリットデメリットをもう少し詳しく知りたかったです。
・同上（自分の病気にも使えるのだろうか…と考えてしまった。
）
・参加している４施設以外の病院に通う人にも希望すればマスターキーやレジストリの参加の
み４施設を紹介したりできるようになったりいいなと思います。
・治療に至る有効な新薬の開発に向けて頑張ってもらいたいです。
感想(報告 希少がんアンメットニーズについて)
・ローリンさんのお話し、アンケートデータは大変重要。
・患者の視点からの発表に力づけられた。ローリンさんグッドラック。
・活動は評価。日本語が聞き取りにくい。
・同様悩みがあります。治療を受けられるところ、機会の少なさが QOL を悪化させている。
・混合治療もお願いしたい。
・大変力強く感じました
・いろんな方の話を聞けて良かったです
・タイトルと内容にずれがあるように感じた。患者が思っている事のデータではなく人数や時
間などのデータでしかなかった。
・未来への一里塚
・これからも頑張って欲しいので②にしました
・話が少し聞きにくかったが患者の生の声を集めた事には意味があると思う。
・臨床試験が大事なことがわかった
・多くの人が私と同じ様に思っていて、不満、不安だらけなんで・・・。希少がん患者が満足
いく治療、環境が整えばいいと思いました。
・患者の抱える問題が数字で具体的に聞けた。勇気を感じた。
・「治療なし」42%に対するフォロー（精神的）がもっとあってもいい。患者会ネットワーク
だけではなく。
・まとめられた情報が自分と今と考えると納得がいきました。
・アンケートによって通院や情報が足りていないなど様々な問題点、望んでいることなどグラ
フを通して見ていく中でこの結果を多くの人に知ってもらいたいと思いました。又、声を上げ
続けることの大切さについて考えさせられました。
・希少がん専門の治療法の確立。医療者ではなく、患者目線でのガイドラインは必要だと思う。
・アンケートにも協力するように努めましたが、広報が行き届くともっと数が集まり、もう少し
違った結果もみえたかなと感じました。ごくろう様でした。
・患者の生の声を届けてもらえた。
・一生懸命話していただいてありがとうございます。
感想(調査発表 ガイドライン調査結果)
・私と家族には現状ありません。
・大変参考になるご発表でした。
・基本的な事は解ったがあまり深くなかった。
・日本の現状、課題が良く解った。PMP→ガイドラインなし。
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・ガイドラインの事をあまり知らなかったので改めて勉強できて良かった。
・患者の声が届く、価値の高いガイドラインを作成していただきたいと願います。
・Minds 知ってました。
・他の病気のガイドラインも参考になる可能性が知れてよかったです。
・結果をどうしたいかがもう少し知りたい。
・Minds を初めて知った。
・内容がクリアでわかりやすかったです。
・ESMO 冊子の日本語訳については「がん治療学会」の PAL 委員が目を通すようになっていま
したが、どの部位でも”はじめに”と終わりは英語が統一されています。ご指摘のようにこれは
紹介であり、日本の患者にどう役立つかまでは考慮されていないと思います。
・自分の病気にはガイドラインがない。
感想(講演 ガイドライン策定について)
・ガイドラインは役立つ。
・全般的に以前よりも進化している。コモンキャンサーには利点。
・わかりやすかった。
・患者が情報を出すのは大変。患者参加の方向を考えるべき。
・プラットフォームがあると助かります。
・ガイドラインの作られ方が分かった。
・EBM/ガイドラインのことが良く解った。分かりやすかった。MINDS 知りませんでした。
・ネットでよくガイドラインと聞きますがガイドラインの方向性を知る事が出来て良かった。
・いかに少ないかがよくわかった。
・帰ったら見ます！（笑）
・難しいテーマと思う。何を重要視するかによるので。希少がんのガイドラインが充分でない。
・現状がよくわかった。
・ご苦労も多い中で希望を持たせてくれてありがとうございます。
・医師と患者が対等に受けられるということ理解できました。ガイドラインの真意が理解でき
ました。
・自分の病気がどのジャンルにあるのかわからないと探しにくいと思いましたが、医師は治療
（切るとか）はするけど、知識はなかなか話してくれないです。
（話し方がわるいのかもしれま
せん）
・マインズの存在を知れて今日は来て良かったです。早速サイトを見てみます。
・体系的なことがよくわかった。ワークショップとても興味あります。
・興味深い内容でした。
・ガイドラインがないことが当たり前ではなく、あるのが当たり前の状況にしたい。
・科学（EBM）だけではなく患者目線、価値観も考える市民参加でガイドラインを作りあげて
いきたいという内容は理解できました。もう少し具体的事例も多くあげていただけたら良か
ったです。
・有効な治療であるのに、リスクが高い、エビデンスが無いという理由でガイドラインに乗せ
てもらえないことがあっては残念。可能性のある道があれば選択肢として載せてもらいたい。
・患者自身が治療法を選び、その責任を患者自身が持つという意識も必要。

感想(パネルディスカッションについて)
・短いもっと長く
・意見交換よかった。
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・テーマの絞り方はむずかしい
・不可
・ガイドライン作成の話が主になった様に感じました。今後さらに治療選択に深く考えていき
たいと思いました。
・患者側の意見が聞けた。
・多様な面に対する知識が広げられた。
・国際共同試験の必要性が良く解った。
・医療従事者の方々が懸命に考えてくださるのを見て嬉しい思いでした
・このようにいろいろな方の話を聞ける場がないので良かった
・小児がんのこと、次の治療薬がないという話で泣いてしまいました。今の娘がその状況なの
で。
・治療の選択が増えること願います。
・今後の進め方に期待しています。
・ガイドラインそのものがなじみのないものだったので、
（ネット上で見るわりには）つくられ
方に患者としてかかわることがあることを知って良かったです。
・国際共同試験、ゲノム、マスターキーの連携を聞きたかったので良かった。エビデンスのない
治療で効果のあったものをどうしたら進められるか聞きたかった。
・多様な意見を参考にしたいと思います。
・様々な意見がきけて良かった。私も患者本人なので、お互いがんばりましょうと言いたい。
・見やすかった。
・これからの患者のデータだけでなく、これまでの海外、各病院、個人の医師が独自で行って
きたデータもエビデンスづくりに利用できるのではないかと思いました。

自由記述(希少がんの医療について改善してほしいこと)
・PET 検査によって判明しない希少がんの存在を地域医療への周知。
・医療者のコミュニケーション。
・悩み相談支援全般。
・正しい情報。ネットパトロール。偽情報から患者を守る
・正確な情報に行きつくまでの窓口の整備。
・情報が少ない、インターネットの情報の真偽に迷う。
・医療機関同士の連携が悪い。病院同士、先生同士の対立をやめてほしい。
・主要な研究結果のデータベースが欲しい。
・情報不足。大腸がんの情報を見ている。小腸の検診がない。家族へは個人情報ということ
で情報をもらえなかった。末期になった。
・目の異常から。様々な診療科を受診。組織検査病名特定まで 2 年半。血液内科で治療中。
・今後の治療に不安。
・ゲノム治療がきかなった 6 割の人にも有効な治療法の確立を。費用が高すぎる。
・新薬開発を強く願う。希少がんだからといってこのまま死ぬのは嫌。救ってください。
・どんながんがどんな治療方法を選び、どうなったか。希少がんの治療選択のデータベース
・後遺症の痛みへの対応の改善。
・勉強になった。
・早期発見、副作用・後遺症、標準治療の改善。
・日本語による、信頼性の高い良質の情報が圧倒的に不足している。記事を英語で読めるとし
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ても日本人に関する情報は乏しい。
・全ての病院で専門病院への紹介などできれば。メディアへの露出等必要。
・治療中。ソマチュリン高額。医療費、薬剤費軽減希望。
・ゲノム医療へのアプローチの具体的事例を知りたい。アクセスのしやすさが重要。がん種
ごとに細かく対応を取るべき。
・治療の機会の少なさ。遠方。病院との関係作り、生活方法について改善を願っている。
・インターネットにはほとんど情報がないため、もっと情報を得る機会があればと思います。
・抗がん剤など必要になった時の出費が心配。お金で諦めることのないような体制づくりに近
づけていけたらと思います。
・治療選択には情報都・一緒に悩んでくれる支持者の存在が必要なのではないかと思っており
ます。
・医患のコミュニケーションについて考えていきたいと思います。
・情報が少ない。治療法について医師が良く解っていないし自信がない中で素人の患者が決め
なくてはならないプレッシャーは絶大。
・この機会に患者のネットワークを広げたい。
・希少がんの種類によりガイドラインの有無、エビデンスのある治療の有無などに差があり、
治療についてもかなりの差がありますが RCJ が一丸となって活動を行っていただきたいです。
・新薬の開発。治療薬の承認遅れ。正しい情報の得方。
・検査や治療、医療機器の充実、病院の環境。
・希少がんと分かったらどの病院へ行けば専門医の治療が受けられるのか明示した方が良いと
思う。
・正確な情報が患者に届きにくい。
・成人横紋筋肉腫サバイバー歴 15 年の患者です。現在も経過観察中です。15 年前の古いデータ
もガイドライン作成や MKP で役立ちますか？
・この希少がんに知識のある医師が分かる情報システムがあると良い。患者からの情報をでき
るだけ取り入れるシステムが必要。
・医療者への知識普及をぜひ！スムーズに診断に結びつける体制が整わないと治療に繋がらな
いので。
・また、希少がんに熱心に取り組んでくれる医師の養成をぜひお願いします。
・専門医が治療法の多様性を説明（希少なので難しい部分もありますが）相談できる場が欲し
い。
・術後のフォローがない為、今後の不安（生活・食について）
。どのようになるのか? 事例も
ない為、不安な事が多いのに先生にあまりこちらの不安に寄り添ってはもらえていないと感
じる。
・質問をするとうるさがられていると感じて遠慮して聞きづらいことがある。
・患者の命を治験のお金と捉えて欲しくない（お金がないと研究開発ができないことをわかっ
ているが）。
・軟部肉腫に詳しくない病院であやうく手術させられそうになり、何とか転院できたことが
ある。
・やはり、基礎的な医療者の増大。教育、育成が大事と思う。
・医療費以外の支援体制。
・わからない”という言葉はできるだけ使わないで欲しい。不明って言われた方がいい。
・希少がんセンターが NCI と協力する方向と聞いている。希少がんそれぞれの治療方法と
その結果について患者が知ることができる仕組みを早く構築して欲しい。ガイドラインが乏
しい中、それがせめて必要。
・PMDA の理解。
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・症例が少ない故の医療者側の経験不足は、患者側への情報提供不足でもある。セカンドオピニ
オン、サードオピニオンに対しての抵抗感は少なくなったというものの、それぞれの意見を総
合判断するのが、患者・家族なのは、とても不安。自らのことなので、自分で考えるのは当然
ではあるが、負担が大きい。総合サポートを受ける仕組みが欲しい。
・
「希少ガン」という言葉を初めて聞きました。さらに広めていただきたいです。難病は取り上
げられますが、希少ガンはまだ取り上げられてないようですネ！
・以前、希少がんホットライン、希少がんのセカンドオピニオンを受診した。
・私は患者の家族です。
（胸腺がんの疑い）だが、結果として前向きな治療法は指示されず、治
療をしてもいいが、効果は見込めないという回答だったため、他の病院で治療を行っている。
有効な治療法は少ないとは理解しているが、医師の姿勢として、患者の立場にたった思いやり
や横柄にするのではなく、もう少し前向きな話ができれば、希少がんの治療も変わっていくの
ではと思う。
・アクセスのよさ。最適な治療への最速最短なアクセスができるようにすること。
・がんの種類毎のガイドライン作成のために希少ガン症例データや治療データの集約する機関
の確立を望みます。希少ガンの治療の情報集約の機関の設立希望。
・子宮筋腫のつもりで全摘したら、内膜間質肉腫とのことで希少がんホットラインで紹介いた
だいたがん研中央病院で追加手術を受けましたが、患者会で知り合った人と経過観察の間隔
がまったく異なり不安に思っています。ガイドラインがあるのかもわからないままですが、そ
のような説明をいただいて○○腫瘍の違いを受け入れたいです。
（NCCN の日本語訳に〇〇ちがうし）
・ガイドラインではもう少しエビデンスの比重？をゆるくしたガイドラインを希望します。
・手術後 5 年経過して再発していない場合のフォローアップを充実させてほしい。
・少しでも良くなる方法があるなら情報が欲しい。後悔したくないので。
・治療の選択肢を提示してはいるが症例数が少ないことによるから仕方ないんだが、可能性を
含めて話を聞きたい。
・薬物療法の Dr.にもう少し知識を持っていただきたい。
・医療機器の充実。病院の環境、特に入院中の子供への日常生活支援。
・地域の医師の各種希少がんの認知度と良悪性の判断の正確性の向上。また、専門病院への紹
介を急いで行える判断力の向上。
・専門医が少なく専門医が忙しすぎる。そのため、主治医の先生との意志疎通が十分とれないと
よく思う。
・希少がんについて広報、優れた医療施設のご紹介、そして新薬の開発につなげて欲しい。
・NET における治験が少ない故にドラッグラグや PRRT 保険適用は可能か？
・一般医療機関と少し学習した患者では、治療に対しての認識が異なる。
・専門施設の集約で紹介できる仕組み、医療システムの構築が必要かと。
・治療薬が少ない。医療者の知識、経験も少ない中、今後の研究に期待しています。
・町医者で良性と判断→転院先で悪性と判明した場合に、初診の町医者に情報がフィードバッ
クされ、後の診断制度上がるようにして欲しい。
・希少がんの専門医療制度は必要。良い先生に出会えるかどうかで決まるのに、希少がん患者
はその確率が低い。
・婦人科におけるサルコーマ治療について、婦人科学会（2018、インターナショナル）でも、た
だ厳しい…という発表しかきけず、もっと希少がんとしての取り組みの上で、共有できるもの
があるのではないか？と感じています。
・腹膜偽粘液腫の患者も標準治療に!!医師の都合でつまみ出すのはやめて。
・希少がんの治療情報が少ない、正しい治療法が判らない。
・地方に住んでいるということだけで医療に限りがあり、諦めなければいけない命があるのが
現実です。希少がんの地域差をなくして欲しい。
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・ゲノムやマスターキーが保険内で誰もが受けられるように早くなってほしい。実施していな
い病院でも、ゲノム、マスターキーだけ調べるだけでも紹介してできるようになったらうれ
しい。
・もっと先生方のお話を詳しく聞きたかった。
・患者の希望に合った治療、ガイドライン。
・治療施設が近くにあること、医師がいること、治療が高額にならないことを求めています。
【上記自由記述のキーワード】
ゲノム医療について：
むずかしい/もう少し聞きたい/もっと知りたい/期待、希望、注目/アクセスのしやすさ/治療なし
42％へのフォロー(精神的)
MKP について：
理解不足/より詳しく聞きたい/注目/入口を広げて/施設・医療者の参画推進/
ガイドラインについて：
ガイドラインがない/希少がんの治療選択肢を鑑みたガイドライン/エビデンスの度合い/国際共同
治験
希少がん情報：
情報が少ない/正確な情報に行きつけない/窓口整備/専門病院の提示/専門医の情報システム/治療
選択のデータベース/希少がん症例データや治療データの集約/情報集約機関設立
専門性：
専門施設に集約/医療システムの構築
医療関係者：
地域の医師への各種希少がん認知/医療者のコミュニケーション・連携（医医,医患）/良悪性判断・
正確性/病理診断/基礎教育/精神的よりそい/患者家族の治療決定負担軽減
希少がんの多くの種類について：
がん種ごとの細やかな対応の必要性/希少がんの種類によっての差

【今後期待される方向性】
本年 6 月 1 日からのがん遺伝子パネル検査の保険収載など、ゲノム医療推進の大きな波が来る中、サミ
ットにおいて希少がんの状況把握をすることができた。パネル検査を受けても 6 割は治療法がないと言
われる中、もともと治療法がない不利な状況の希少がんに関しては、4 割の患者に何らかの分子標的薬
が見つかるのであれば、MKP、将来的にはトップギアなども含め、希少がんに関してのゲノム医療を加
速度的に進め、治療開発を推進する必要がある。
昨年行った RCJ のアンケート調査における希少がん患者家族のニーズは
①適切な希少がんの情報へのアクセス（74％）
②新しい治療法の開発（66％）
③ゲノム解析に基づいた治療の確立（35％）
となっていたが、今回の参加者アンケートにおいても、必要な情報については、臨床試験・治験情報、
ゲノム医療についてが最も多かった。
講演に関する感想においてもゲノム医療、それに関連した MKP に関しては、多くの期待とさらなる情報
を求める声が多かった一方、内容について難しかったという声もあり、重ねて、ゲノム医療の全体像、
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パネル検査について、その種類や検査可能施設、および MKP や希少がんそのものについて、患者家族は
もとより、医療関係者（一、二次医療圏）
、企業に広報（シンポジウム、勉強会、研修会 HP での詳細公
開）周知し、レジストリの拡大、臨床試験展開を促進する必要がある。
希少がんについては、国内の希少がん対策上 150 種類が該当することから、それらについての情報は公
的機関が掲載する必要がある。希少がんの専門家が多いがん種と少ない（いない）がん種があり不公平
感がある。
情報入手についてはインターネットからが圧倒的に多いことから、インターネット上にできるだけ最新
の分かりやすい情報を載せること。最新の希少がん情報・臨床試験情報を探す方法、専門施設などにつ
いては、現在限られているがん種についてのみ公開されているが、できるだけ多くの希少がんについて
の地域の専門医、専門病院の名前などの一日も早い公開が待たれる。
（施設検索システムについては患
者側は検索しにくい）
患者会、患者支援団体からの情報入手が多かったことから、患者会同士でのネットワークをさらに強化
すべきである。
またがん診療拠点病院の相談支援センター相談員に対して、希少がん、および希少がん関連ゲノム医療
全般、および MKP について研修時に周知徹底する必要がある。
医師からの情報も重要であることから、医師への希少がんに関する研修、啓蒙などをさらに強化する必
要性がある。また、緩和ケアに関してもさらなる寄り添いが必要である。
ガイドラインについては、希少がんの治療に関する地域格差、がん種格差を患者家族は感じており、
標準治療でなくとも少なくとも全国的な共通認識のもと、命が救われる治療が求められており、そのた
めにも MINDS などでのワークショップの参加や、ガイドライン委員会への患者の参画と柔軟な対応が求
められる。
第 1 回希少がん患者サミットは、課題の洗い出しの位置づけであり、多くの論点があり、時間が少なか
ったとの声も多かった。次回サミットからは、課題について掘り下げる方向へ向かいたい。また、国際
間での連携についても今後トピックとしたい。
MKP 参加施設と地域の結びつきの強化の必要性、MKP 参加施設間のネットワークの強化の必要性なども踏
まえ、今後 MKP 参加施設での希少がん患者サミットの開催を検討したい。

以上

※第 2 回希少がん患者サミットは、2020 年 5 月 16 日（土）京都大学国際イノベーション棟で行
われる予定です。後日詳細を HP などでお知らせします。
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