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がんは最大の死因

日本における2017年予想

がん死亡者 37.8万人

がん罹患者 101万人

がん
脳卒中

心疾患

世界のがん死亡者数（2015年） 880万人

がん罹患者数（2012年） 1400万人

20年後には罹患者数が7割増加すると予想



遺伝子：Gene = タンパク質を作る単位

ヒトは約23,000種類の遺伝子を持つ

Genome（ゲノム）

ある生物種が持つ遺伝情報総体

+

-ome 「全体、かたまり」を表す接尾語
=
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遺伝子、ゲノムとは何か？



突然変異がどんな細胞におきるか..
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「がん」はゲノムの傷 (突然変異)

が蓄積して生じる疾患

生殖細胞（卵子、精子）ゲノム異常
→ 遺伝病（子孫に伝わる病気）

体細胞（卵子、精子以外の全ての細胞）
ゲノム異常

→ がん



がんは遺伝子疾患（遺伝子異常による病気）で
あるが、遺伝病ではない

親 子 孫

精子
卵子

精子
卵子

精子
卵子

生殖細胞（精子・卵子）ゲノム
変異 → 遺伝病

多型 → 遺伝的個性、罹患素因

がんは体細胞（精子・卵子以外の細胞）ゲノムの後天的変異による疾患

= それ自体は子孫に伝わらない
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がんは体細胞（精子・卵子以外の細胞）ゲノムの後天的変異による疾患

= それ自体は子孫に伝わらない

生殖細胞系列ゲノム変異を介して

発がんリスクは遺伝しうる

親 子 孫

精子
卵子

精子
卵子

精子
卵子

生殖細胞（精子・卵子）ゲノム
変異 → 遺伝病、発がん高リスク

多型 → 遺伝的個性、罹患素因
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がんの分子標的治療薬
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がん細胞の増殖に必須の分子（タンパク質）の機能を
選択的に押さえる抗がん剤。「がん細胞のアキレス腱を
たたけ！」

今までの抗がん剤は、正常細胞もがん細胞も殺す殺細胞薬で
あった

それぞれのがん種のアキレス腱となる分子は多岐にわたる →
がん研究によってそれらを明らかにすることが、有効な抗がん剤
開発に必須



EML4-ALKの発見

(Nature 448: 561, 2007)
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中外製薬 アレクチニブ 日本・米国で承認

ノバルティス製薬 セリチニブ 日本・米国で承認

ARIAD ブリガチニブ 米国・米国で承認

ファイザー ロラチニブ 米国

Xcovery X-396 米国

Tesaro TSR-011 米国

Teva CEP-37440 米国

Ignyta RXDX-101 米国

第2世代のALK阻害剤-臨床試験

奏効率 = 93.5%!
無増悪生存期間 >27ヶ月

(Lancet Oncol 2013) 

2014年7月承認
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肺がん EML4-ALK Nature 448:561

KIF5B-ALK Clin Cancer Res 15:3143

悪性リンパ腫 NPM-ALK Science 263:12281

CLTC-ALK Blood 95:3204

肉腫 TPM3/4-ALK Am J Pathol 157:377

腎髄様がん VCL-ALK Am J Pathol 157:377

卵巣肉腫 FN1-ALK Cancer Res 72:3312

スピッツ腫瘍 様々なALK融合 AGBT 2012 meeting

神経芽腫 ALK活性型変異 Nature 455:971

甲状腺未分化がん ALK活性型変異 Cancer Res 71:4403

ALKoma
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KRAS

不明

肺腺がん原因遺伝子

2004
2018
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がんゲノム医療サービスの始まり

FoundationOne
315遺伝子の点突然変異

28遺伝子の融合

・医者が申し込む

・スライドを送る

・結果が返るまで約2週間

・$5,800
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電子カルテ

がん関連遺伝子パネルの
品質保証下のシークエンス

知識データベース

遺伝カウンセラー

倫理支援

エキスパート
パネル

がんゲノム医療に必要な要素

13

遺伝子変異の臨床的意

義付け、薬剤対応情報

を集めたデータベース

この体制を
国内で整備する
必要がある



日本におけるゲノム医療の課題

国民皆保険

・ 国民に等しく必要な医療を提供できなくてはいけない。
海外のように、患者が支払える保険に応じた医療を受けるシス
テムとは異なる

・ ゲノム医療は財政的負担になりうる
・ 少なくとも5–10万人に適応できる、経済的に維持できるシステム
を構築する必要がある

・ 一方、日本は何十万人のがん患者のゲノム情報・臨床情報が

集まる貴重なリソースを持つ国になる

ゲノム医療の課題
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○  ゲノム情報を解析し最新の医学的知見に基づいて個人の状態により合わせた診療を行うがんゲノム 
  医療を実現するためには、ゲノム情報を効果的に集積し、診療や新たな医薬品等の開発に利活用す  
    る仕組みを構築する必要がある。 
 
○  国内の医療従事者や研究者の力を結集し、最新のがんゲノム医療を国民に提供する仕組みを構築す 
   るために必要な機能や役割を検討し、がんゲノム医療の提供体制の具体的な進め方を検討するため、  
  「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」を開催する。 

◎：座長 
○：副座長 

 がんゲノ ム医療推進コンソーシアム懇談会の開催について  

   

開催の趣旨等 

構成員 

天野 慎介 全国がん患者団体連合会 中西 洋一 九州大学大学院医学研究呼吸器内科学分野 

五十嵐 隆 国立成育医療研究センター 西田 俊朗 国立がん研究センター中央病院 

加藤 和人 大阪大学大学院医学系研究科 間野 博行 国立がん研究センター研究所 

北川 雄光 慶應義塾大学医学部外科学 宮園 浩平 東京大学大学院医学系研究科 

杉山 将 

理化学研究所 革新知能統合研究セン
ター  
東京大学東京大学大学院新領域創成科学
研究科 

宮野 悟 
東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析セン
ター 

直江 知樹 名古屋医療センター 山口 俊晴 がん研有明病院 

◎ 

○ 

1 
1515

(厚生労働省HPより、http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=423605)
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がんゲノム医療中核拠点病院の設置
① パネル検査を実施できる体制がある（外部機関との委託を含む）

② パネル検査結果の医学的解釈可能な専門家集団を有している（一部の診療領域

について他機関との連携により対応することを含む）

③ 遺伝性腫瘍等の患者に対して専門的な遺伝カウンセリングが可能である

④ パネル検査等の対象者について一定数以上の症例を有している

⑤ パネル検査結果や臨床情報等について、セキュリティが担保された適切な方法

で収集・管理することができ、必要な情報については「がんゲノム情報管理セン

ター」に登録する

⑥ 手術検体等生体試料を新鮮凍結保存可能な体制を有している

⑦ 先進医療、医師主導治験、国際共同治験も含めた臨床試験・治験等の実施につ

いて適切な体制を備えており、一定の実績を有している

⑧ 医療情報の利活用や治験情報の提供等について患者等にとって分かりやすくア

クセスしやすい窓口を有している
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がんゲノム医療中核拠点病院の決定
（2018年2月14日）

北海道大学病院

東北大学病院

国立がん研究センター
東病院

国立がん研究センター
中央病院

東京大学医学部附属病院

慶應義塾大学病院

九州大学病院

名古屋大学医学部附属病院

岡山大学病院

京都大学医学部附属病院

大阪大学医学部附属病院

がんゲノム医療連携病院の指定
（100箇所、2018年3月27日）
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がんゲノム情報管理センター
（国立がん研究センターに設置：Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics: C-CAT)
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衛生検査所等
検査施設

検体

臨床情報

配列情報等の元データ

C-CAT

知識データベース（CKDB）

臨床的意義づけの
ついたCKDBレポート

AIによる解析等

新
た
な
治
療
・
診
断
法

新
規
治
療
標
的
遺
伝
子
等

がんゲノム情報レポジトリー
（ゲノム情報・臨床情報）

二次利用等

連携病院

エキスパートパネル

中核拠点病院

2018年6月1日 がんゲノム情報管理センター記者発表会 がんゲノム情報管理センター資料より改変

中核拠点病院・連携病院・
製薬会社・関係省庁と共に、

日本において利用可能な
薬剤の最大化に利用

個人情報保護法等関係法令等を遵守する

検査報告書



知識データベース (Cancer Knowledge 
DataBase: CKDB)の進化

拠点・連携病院

C-CAT

知識データベース

がんゲノム情報レポジトリー

データ

レポート

薬剤反応性・副作用情報

より適切なレポート
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がんゲノム情報管理センターの役割
がんゲノム医療の質の確保・向上
・ 日本の保険収載薬・臨床試験・治験情報を集約しアップデートされるがんゲノム医療

用知識データベース（CKDB）の構築

・ 遺伝子変異のクラス分類法をCKDBで統一することにより各変異の臨床的意義付け

を拠点・連携病院間で共有

・ 共通フォーマットのCKDBに基づくレポートが全ての患者に作られることにより、適合

可能な治療の参考資料を提供 （当面は検査施設から送られたVCFファイルで報告書を作成するので、遺伝

子変異情報はパネル検査にもともと付随する報告書と同じ。違う可能性があるのはアノテーション情報のみ）

・ 全国の集計データに基づく国民への情報提供・行政機関等への提言

情報の保存・共有・利活用
・ 貴重ながん患者のゲノム情報・臨床情報（薬剤反応性・重度有害事象など）を一元的

に保存・利活用（C-CATに集約する情報は保険収載検査、先進医療のみ）

・ 中核病院等でがんゲノム情報レポジトリー情報を、適切な取り決めのもと共有

・ 保険外併用療養、臨床試験・医師主導治験等の基盤データとして用い、日本において

利用可能な薬剤の最大化に貢献

・ 企業を含む創薬・個別化医療開発への利活用

2018年6月1日 がんゲノム情報管理センター記者発表会 がんゲノム情報管理センター資料を改変
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がんゲノム情報管理センターでシークエンスデータ
（FASTQ, VCF）を集約・保存する意義

日本における保険医療に必須のがん基盤情報となる（いわば、日本が

んゲノム台帳）
・ 近い将来１０万人を越えるがん患者のゲノム情報が蓄積する。例えば、分子標

的薬を認可する際の医療経済予測、あるいは、日本人における遺伝性腫瘍の頻

度予測など、様々な形で利用可能な基盤情報となる

・ 治験、臨床試験、医師主導治験を行うことが容易になる（特に希少がん）

・ 製薬会社ががん分子標的薬の治験を行う際、アジア地域で日本を選ぶモチベー

ションになる？

・ VCF（変異情報）を集める事でCKDBレポートが作られる。FASTQ（元データ)を集

めることで、適宜、進化したコンピューターパイプラインによる全国レベルでの統

一再解析が可能になる（現在の代表的な４種類の変異コーラーで共通な変異は僅か20%、Scientific

Reports 6:36540）

開発研究を目的とした利活用
・ 臨床情報とゲノム情報のペアで、データが一元管理されるので、 抗がん薬有効

性、重度副作用発生などの原因となるゲノム解析が可能。一定のルールの下、

アカデミア、企業に共有予定



がんゲノム医療体制タイムライン
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2018 2019

ゲノム中核拠点/
連携病院

体制整備 実施施設の拡大

パネル検査

全ゲノム解析

（薬事承認／保険適用）

体制整備

体制整備／先進医療



検討すべき課題
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1 保険医療の対象範囲
先進医療では、固形腫瘍・標準治療不応例・PS良好

2 薬剤到達性の確保

国がん中央TOP-GEARプロジェクト 解析成功例 187例

薬剤選択に有用 111例 (59%)

1つ以上の遺伝子異常検出 156例 (83%)

その他、
予後判断に有用 2例
がん種診断に有用 4例
遺伝性腫瘍の診断に有用 6例

適応拡大あるいは未承認薬に関する企業治験、医師主導治験、先進医療Bなどへの促
進が、パネル検査陽性症例の合理的な「出口」

25例 (13%)で遺伝子異常にマッチする治療薬投与：
治験: 15例, 適応外: 4例, 承認薬: 6例


