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希少がんの臨床開発を促進するための課題と提言2017
－アカデミア及びレギュラトリーサイエンスの視点から－



専門部会立ち上げの経緯

「希少疾病用医薬品の臨床開発に関するガイダンス(平成26年度 成川班報告書)」

「希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書(平成27年8月堀田班報告書)」

希少がんの診断・治療・研究・創薬開発の実態及び
問題点の把握、更には今後の対応策等の検討・提言
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医学、生物学の急速な進歩による、疾病原因の解明と創薬
技術の進化
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本日の内容

1. 希少がんと希少フラクション

2. 革新的な科学技術による希少がん（広義）
の医薬品開発

3. 新規治療開発のための課題

4. 提言



希少がんの定義

 概ね罹患率（発生率）人口10万人当たり６例未満

 数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい

希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書 （平成27年８月）

1. 約190種類のがんが“希少がん”
に該当する

2. がん全体に対する“希少がん”の
割合は15～20%に達する

原図；川井章先生提供



日本の小児がん（新患）（３年間）

小児がんは
すべて希少がん

原図；水谷修紀先生提供



各施設の年間新患数 －骨・軟部肉腫－
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脂肪肉腫 526症例, 93施設
（全国骨・軟部腫瘍登録 2011年）

患
者
数

平均：2.0人

平均：5.7人

横紋筋肉腫 48症例, 24施設
（全国骨・軟部腫瘍登録 2011年）

患
者
数

平均：2.0人

診療施設

診療施設

 各施設（医師）の症例
（経験）数が少ない
⇒ 知識・技術の習得に
不利

 一人の担当医が外科的
治療＋内科的治療
⇒ 外科・内科の専門性
を生かした診療体制
確立の遅れ

⇒ 肉腫の診断から進行
期までを俯瞰できる
専門家

 診療科単位の診療
⇒ Multidisciplinary

team/MDTの確立
が困難

原図；川井章先生提供



狭義の希少がん
rare cancers in the narrow sense

希少フラクション
rare subtypes of cancer

希少がんと希少フラクションの考え方

滑膜肉腫：軟部肉腫全体の8~10%

 日本 60~80人/年

⇒化学療法適応例 40~60人/年

 HLA-A*02:01/02:06

02:01 日本人の約20%

02:06 日本人の約17%

 NY-ESO-1抗原発現 in 滑膜肉腫
70~80％

組織型ｘ HLA適合 x 抗原発現

⇒ 10~18人/年の治療適応例

CR 1

PR 10

NR 7

Total 18

Response rate
11/18 (61 %)

Robbins PF Clin Can Res 21:1019-27,2015

滑膜肉腫に対するNY-ESO-1抗原特異的
TCR遺伝子導入T細胞療法の臨床試験

日本人肺腺がんにおける治療標的
ゲノム異常

EGFR変異（53%)

肺腺がんはドライバー遺伝子により、更
に希少フラクションに再分類される

原図；柴田龍弘先生提供



希少がんと希少フラクションの考え方
狭義の希少がん

rare cancers in the narrow sense
希少フラクション

rare subtypes of cancer

定 義

解剖学的・臨床病理学的に従前から
一つのエンティティーとして認識され
ているがんであって、その発生頻度
がまれなもの（概ね罹患率が人口10
万人当たり 6 例未満）

解剖学的・臨床病理学的に一つのエ
ンティティーとして認識されているが
んの中から、共通した分子異常の同
定によって抽出された希少な疾患群

疾患の例

軟部肉腫、骨の肉腫、眼の悪性腫
瘍、小腸がん、神経内分泌腫瘍、
小児がん、中枢神経グリオーマ
など

肺腺がんの希少フラクション：
ALK遺伝子転座(5%)
RET融合遺伝子(1%)
ROS1遺伝子転座(1%)
BRAF変異(1%)
など



狭義の希少がん
rare cancers in the narrow sense

希少フラクション
rare subtypes of cancer

特 徴

・個々の希少がんには共通した分子
異常が無いか未だ不明なものが多
い

・単一分子を標的とした薬剤の劇的
な治療効果は望み難い

・がんの発生がまれな解剖学的部位、
年齢に生じるものも多いため、担当
医、診療科が必ずしもがん診療の
専門家でない場合も多い

・診療の質の向上、臨床研究の推進
のためには集約化・ネットワーク化
などの施策が有効と考えられる

・個々の希少フラクションは共通し
た分子異常を有するため、単一
分子による劇的な治療効果も期待
される

・医薬品 vs効果のProof of Concept
がクリアである

・希少フラクションの母体となるがん
は比較的commonなものが多く、
母体となるがんを診療する医師・
診療科にがん診療の専門家は多い

・診療の質の向上にはガイドラインの
整備などが有効と考えられる

希少がんと希少フラクションの考え方



本日の内容

1. 希少がんと希少フラクション

2. 革新的な科学技術による希少がん（広義）
の医薬品開発

3. 新規治療開発のための課題

4. 提言



対象患者数が少なく、これまでの臨床評価の適用が困難
（評価法の検討）

近年の革新的な科学技術の進歩

効果的な治療法の開発促進には何が必要か？

精密なゲノム解析など
の技術能力向上

疾病原因解明技術の
向上

免疫など病態解明技
術の向上

ゲノム情報、分子分類、疾患モデル（患者由来iPS細胞など）

新薬開発、科学的免疫療法、遺伝子療法

新しい生命科学の進歩による革新的な治療法の開発に期待



ゲノム解析に基づく創薬

希少フラクション

例） SCRUM Japan

希少がん・希少フラクション
例） 急性白血病

グリオーマ
軟骨肉腫
胆道がん など

IDH阻害剤

R Herbst et al, Cli Cancer Res 2015

Umbrella trial
Basket trial



SCRUM-Japan 概観図
個別化治療を目的としたアカデミアと企業との共同による全国規模のがんゲノム解析

スライド提供；国がん東 先端医療開発センター 吉野孝之先生



CRC cohort, N = 1,000
Before anti-EGFR, N = 500

Refractory to anti-EGFR, N = 500

HER2 Positive 

BRAF V600E MT

BRAF
Non-V600E MT

MET Amplification

Any X alteration

Trastuzumab 
+ Pertuzumab

(TRIUMPH)

Eribulin
(BRAVERY)

Drug A + Drug B

X-targeted Tx

GOZILA Project
Guardant Originates in Zipangu Liquid 

biopsy Arrival 

FPI, 1Q 2019

FPI, 1Q, 2019

Umbrella & Basket Clinical Trials based on NGS-Based Liquid Screening

Nationwide Genome
Screening Project

Non-CRC cohort, N = 1,000
 Gastric cancer, N = 300

 Esophageal cancer, N = 150

 Hepatocellular carcinoma, N = 100

 Biliary tract cancer, N = 150

 Pancreatic cancer, N = 100

 Neuroendocrine tumor/carcinoma, N = 

50

 GIST, N = 100

 Others, N = 50

ctDNA analysis

ctDNA analysis

Nivolumab
(TMB-H basket)

SCRUM-Japan GI-SCREEN
24 sites

FPI, 3Q, 2018

bTMB-High Cancer

GI-SCREEN GOZILA Project
Nakamura Y, Yoshino T. Oncologist. 2018

Binimetinib+ 
Encorafenib + 

Cetuximab
(BIG BANG)

Any Y alteration Y-targeted Tx
FPI, 4Q, 2019

CRC Only

Non-GI Cancer cohort, N = 100

Pan Cancer

スライド提供；国がん東 先端医療開発センター 吉野孝之先生



NCC-Oncopanel

解析対象がん遺伝子； 114個

治療方針決定の補助になる遺伝子
（赤字）活性化遺伝子異常
（青字）機能喪失遺伝子異常
（茶色）融合遺伝子 12個

遺伝子を網羅的に解析し、抗がん剤の選択に役立てる遺伝子検査

（2018年4月9日より先進医療Bで実施）

変異・増幅 / 機能喪失遺伝子 融合対象遺伝子

国立がん研究センターが日本人の特徴を踏まえ
開発した試薬「NCCオンコパネル」を用いて、
がん関連遺伝子の解析



T cell receptor (TCR) 

遺伝子改変T細胞を利用したがん免疫療法
a ; T 細胞レセプター T ｃｅｌｌ Receptor(TCR)

b ; キメラ 抗原受容体 Chimeric Antigen Receptor(CAR) -T

T 細胞レセプター (TCR) キメラ 抗原受容体 (CAR)

腫瘍特異ペプチド
を認識する

T細胞

腫瘍特異抗原
を認識する

B細胞が産生する
抗体

Kershaw MH et al. Nature Review/ Cancer 2013



がん免疫治療開発

患者さん一人ひとりの免疫状態に
最適ながん免疫療法へと進むと思われる

A. がん特異免疫の増強 ・がん抗原（ネオアンチゲン）の探索

・樹状細胞の効率的活性化
・新アジュバントの開発

B. CTL移入療法 ・修飾T細胞の利用
T細胞レセプター（TCR)改変CTL細胞療法

キメラ 抗原受容体(CAR –T)

C. T細胞機能低下への対応
・チェックポイント分子の阻害

 PD-1/ PD-L1 

 CTLA-4/ B7

D. 免疫制御への対応
・Tregの除去

・マクロファージ
・ CCR4、CD25、ICOS、

E. 診断・治療・予後を的確に捉えるバイオマーカーの開発

患者さんに至適ながん免疫療法は
究極の希少がんフラクションとも言える



遺伝子治療
（ゲノム編集による遺伝子治療）
がん免疫療法
（遺伝子修飾TCR、CAR-T療法）
iPS細胞療法

対象疾患の多くは

希少がん、希少フラクション

 新技術によるがん治療

 新技術による創薬開発

 新技術による希少がんの本態解明

ゲノム解析（ゲノム編集）
がん免疫解明
iPS細胞の利用

ゲノム解析に基づくUmbrella,  Basket治験
がん免疫分子関連創薬研究
iPS細胞による感受性試験



本日の内容

1. 希少がんと希少フラクション

2. 革新的な科学技術による希少がん（広義）の
医薬品開発

3. 新規治療開発のための課題

4. 提言



新規治療開発の足枷

データソース 人数 備考

厚生労働省患者推計 6,000 STS全て

SEERデータより推計 2,500 米国の疫学データ外挿

院内がん登録（2011） 3,423 STS治療例全て（手術のみ含む）
がん診療拠点病院 拠点病院のみ

•全国骨軟部腫瘍登録（2012） 1,882 STS治療例全て（手術のみ含む）
臓器がん登録（悉皆性≠100％）

開発のための基本的情報不足
真の需要/市場は？ 施設は？

インセンティブに乏しい

「軟部肉腫に対する新規薬剤開発を計画したとすると・・・」

保険承認薬の数

乳癌 肺癌 軟部肉腫

37 35 9

原図；川井章先生提供



命題：肉腫の臨床から 希少がん研究開発について

新規治療開発

精度管理された臨床データ（個人情報）の蓄積
１、病理・画像診断
２、治療（手術・薬物）・予後
３、遺伝子材料

基盤整備→肉腫治療施設の集約化

2014年４月
国立がん研究センター中央病院
希少がんセンター開設

川井章 センター長

希少がんホットライン 03-3543-5601（患者、家族、一般用）, 5602（医療従事者用）



課題を克服して、希少がんに対する効果的な治療法の
開発や創薬を促進するための課題解決への挑戦

１．評価の手法

患者数の多い疾患領域の臨床試験に比べて、デザインや症
例数の面での制約が大きく、結果として示される試験治療（医
薬品）の有効性・安全性の検証の度合は相対的に小さい。
試験の外形的条件の弱みを緩和するための方策の模索

２．診療・臨床試験の体制

希少がんでは少ない症例が各地に分散しているため、患者が
適時に適切な診療を受ける機会に乏しく、臨床試験は進み難
いため、疾患登録と集約化／ネットワーク化が重要となる。さ
らに、正確な臨床・病理診断・開発基盤が無ければ、患者が不
利益を被るため、診断の標準化/中央化とバイオバンクの整備
が急務。



本日の内容

1. 希少がんと希少フラクション

2. 革新的な科学技術による希少がん（広義）
の医薬品開発

3. 新規治療開発のための課題

4. 提言

１．正確な患者情報の把握と開発拠点の整備

２．バイオマーカーの活用

３．わが国で希少がんの開発を推進するための環境整備

４．評価法の整備



課題を克服して、希少がんに対する効果的な治療法の
開発や創薬を促進するための提言 （１）

１．正確な患者情報の把握と開発拠点の整備

①希少がん中央病理診断とバイオバンクの整備

②臨床試験と連携した希少がんレジストリの推進

③国際基準の臨床試験実施が可能な施設への希少がんの集約化と

ネットワーク構築

④希少がんの多施設共同研究グループの組織化

２．バイオマーカーの活用

① ゲノム情報等を活用した臨床試験の促進

② コンパニオン診断薬の開発の促進



課題を克服して、希少がんに対する効果的な治療法の
開発や創薬を促進するための提言 （２）

３．わが国で希少がんの開発を推進するための環境整備

① 希少がんの本態解明に向けた基礎研究の推進

② 企業の参入を促す環境整備、産業界とアカデミアとの研究・開発連携

③ 希少がん臨床医の教育・育成

④ TLOの整備、中央IRB化など臨床試験インフラの整備

⑤ 患者advocateの参画、国民全体を巻き込んだ議論

４．評価法の整備

① 試験デザインの外形的条件の弱みを緩和するための各種方策の整理

② 治験相談の効果及び効率性の向上に向けた実施方法の工夫

③ 市販後の安全性・有効性情報の収集方法の工夫やその結果の体系的

チェック



1. ゲノム情報や患者由来iPS細胞を活用した疾患モデルの構
築等、科学技術の進展に対応した審査の推進

2. RS相談や条件付き早期承認制度を活用した、開発段階から
の申請パッケージ、承認条件の検討

３. 疾患レジストリを含む医療情報データベースを活用した
製造販売後の有効性、安全性確認

希少がんに対する効果的な治療法の開発や創薬を
促進するための現在の対応（施策）

「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会報告書」
（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169238.html）

医薬品の条件付き早期承認制度について（平成29年10月20日薬生薬審発1020第1号）

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000095014.pdf
第1回臨床開発環境整備推進会議 資料３「クリニカル・イノベーション・ネットワークについて」

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169238.html


希少がんに対する治療法の開発や創薬の促進を実現する事は必ず

しも容易ではない。

 基礎研究からブレークスルーするような科学的な成果を期待

 臨床面では、

・タイムリーな疾患登録

・患者試料の中央管理（バイオバンクの充実）

・オールジャパンの希少がん治療ネットワークの構築

（希少疾患の病理、放射線および臨床の中央診断

・教育体制（希少がん臨床医・指導者の育成）

 希少がんに関わる様々なステークホルダー（学会・医療従事者・患

者advocate・製薬企業・規制当局）が協力し、知恵を出し合い、広く

国民の合意のもと、希少がん医療の向上に向けて実行していくこと

が重要である。
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