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大阪市民公開講座 

｢あなたに最適な治療を見つけます｣ 

 〜最新がんゲノム医療について学ぼう〜 

 

ご質問回答集 

市民公開講座当日アンケートにご記入頂いたご質問のうち、類似のものをまとめて、演者により回答

させて頂きました。今後の参考になりましたら幸いです。 

 

【遺伝子というものについて】  

 

Q1  遺伝子というものは変えられるものなのか、変わらないのか。 

A1  遺伝子は変わるのか、ということについてですが、がん細胞の遺伝子異常が変わる

のか、という質問だと考えてご回答します。基本的に遺伝子異常は変わらないのですが、

治療を行うことで耐性遺伝子が出てくる場合があります。 

 

【遺伝子パネル検査の対象について。検査を受けるためにどうしたらよいか】  

 

Q2  遺伝子パネル検査の対象者についてもう少し詳しく教えてください。 

A2  保険適用のがん遺伝子パネル検査の対象は「標準治療がない固形がん患者又

は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者（終了が

見込まれる者を含む。）」と規定されています。がん遺伝子パネル検査をご希望でした



ら、あらかじめ主治医をはじめとした医療者とその希望を共有しておくことでよりスムーズに

がんゲノム医療につながることが出来ると考えています。 

 

Q3  どんなケースに遺伝子パネル検査は有効なのでしょうか。 

A3  がん種にもよりますが、肺がんでは女性や非喫煙者、腺がんで遺伝子変異を有す

る割合が高いと報告されています。ただ、遺伝子異常があるだけでは予後を伸ばすわけ

ではなく、遺伝子異常に基づいた治療につながることが予後の延長に繋がります。 

Q4  全国、どこで、どのように、アクセスできるのでしょうか？現在、標準治療中の親族がいます

が、治療の辛さもあってか、ゲノム医療について、自分から、アクセスする積極性をもてないようで

す。現場のドクターは、ゲノム医療についてまで、詳しく説明してくださるのでしょうか？ 

A4  厚生労働省ががん診療連携拠点病院等のリストを公開しています。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/k

enkou/gan/gan_byoin.html）こちらを参考に検討されても良いかと思います。現

場の医師がどのように、どこまで話すのか、ということはなかなか個人差がありますので一概

には言えません。ただ、標準治療中であれば全員がゲノム医療をお勧めするとは限りませ

ん。主治医の先生は患者さんに合わせてお話をされていると思いますので、目の前の治

療が辛そうな時にはあえて言い出さないかもしれません。ですので、希望される場合には

患者さん側から主治医の先生にご相談されるといいと思います。 

Q5  大阪からゲノム医療を受けるとしたら、どこに、どうして、動けば良いのか. 

A5  現在、大阪府では大阪大学医学部付属病院を中核として、17病院で実施可

能です。自分がかかっている病院で可能かどうか、については以下のサイトでご確認頂け

ましたら幸いです（https://gan-genome.jp/hospital/facilities.html）。 

https://gan-genome.jp/hospital/facilities.html


もし、自分の施設がこの中に入っていない場合には、担当医の先生と相談して、このいず

れかの病院にご紹介頂く必要があります。担当医の先生、またはがん相談支援センター

などにご相談ください。 

Q6  遺伝子パネル検査を行う際にかかる経済的な負担と保険適応について教えてください。 

A6  保険適用のがん遺伝子パネル検査を受ける場合は、3割負担の方であれば総額

約 17万円程度かかります。なお、この検査は生涯一度きりが保険適応となりますので

2回目以降の検査は自費になります。検査自体は 56万円ですが、各施設により、

様々な形で提供されているようですので近隣の施設にお問い合わせください。 

検査後にエキスパートパネルにより推奨された治療法が保険適用外の場合には基本的

には治療費は自費扱いとなり全額をご負担いただくこととなります。 

Q7  一生に一度しか受けられないのは、なぜでしょうか？ 

A7  現時点では、 保険診療で腫瘍組織または血液を用いた遺伝子パネル検査を行

うことは患者さん 1人に対して 1回までと定められています。 がんの原発巣（おおもとの

腫瘍）や転移巣（飛び火した腫瘍）のどの検体を検査に用いるか、 治療中のどのタイ

ミングで血液を採取するかなどによって遺伝子パネル検査の結果が変わることが報告され

ていますが、みつかった遺伝子異常が治療に結びつく可能性は残念ながら現時点では

8%程度であること、 遺伝子パネル検査は非常に高額な検査であること、 検査にかか

る期間が長いこと等から、 検査の適応（どんな状態・がん種の患者さんに遺伝子パネル

検査を勧めるか）は厳密に判断しなくてはなりません。今後、検査のコスト低下や簡便

性など様々な問題が解決されれば、より身近に遺伝子パネル検査が受けられるようにな

るかもしれません。 

Q8  ゲノム解析は 2 ヶ月かかるとのことです。早く検査したいのですが標準治療と同時に申し込

むことはできますか？ 



A8  多くのがんでは今まで実施されてきた臨床試験によって、 科学的根拠（エビデン

ス）が蓄積され標準治療が確立されています。 これらのがん患者さんについては、 標

準治療が終了もしくは終了見込みである状況で、 遺伝子パネル検査を申し込むことが

可能です。 希少がん（まれながん）や、 小児がんなど、 標準治療が確立されていな

いがん患者さんについては、 遺伝子パネル検査を行うことで効果の高い治療が見つかる

可能性を早い段階から検討するよう、 推奨されています。 

Q9  何故標準治療が終了（見込み）にならないと遺伝子パネル検査ができるのか。最初の診

断段階でやれないのか？ 

A9  標準治療（現時点で最も良い治療）よりも、 遺伝子パネル検査で見つかった

治療薬やその候補が、 本当によりよい治療かどうかの根拠はまだ乏しく、まだ研究段階

である場合が多いです。しっかりと標準治療を受けることは、 非常に重要です。しかしな

がらがんの遺伝子異常（＝あなたのがんの顔つき）を早くに知ることは、多くのメリットが

あります。今後、より早い段階で遺伝子パネル検査を多くの患者さんが受けられるよう、 

我々も研究、また働きかけを続けていきたいと考えています。 

 

【遺伝子パネル検査の結果を受けた後の治療について】  

 

Q10  がんセンターでしか行なっていない治験が多い中で、ほかに何か治療につなげられるような

方法はないか。 主治医の方は皆さんがんセンターに紹介しているのか？そもそも遠いからしていな

いのか？ 

A10  パネル検査は保険診療で受けることができますが、奨められる治療薬が保険適

用外である場合があります。その場合、治療薬を使用しようとすると原則自由診療とな

り、治療費をすべて自費で払わなければいけません。しかし、その治療薬が治験・先進医

療・患者申出制度のいずれかに該当するときはその限りではありません。治験以外です



と、先進医療や患者申出制度でしょうか。また、治験に関する試みの一つとして、昨年よ

りリモート治験というものが始まりました。今後、このような問題を解決する手段の一つとな

る試みだと思います。主治医がみなさんがんセンターに紹介しているかというとそうとも限ら

ないと思います。近隣でやっていればそちらを紹介すると思います。ただ、遠方でしか行っ

ていない治験について、お話しても、やはり諸事情で難しい場合があることも現状です。 

Q11  遺伝子変異によって治療薬があるものの、自身の癌に適応になっていない場合、患者療

養申し出制度での臨床試験があると思いますが、主治医の先生があまり積極的でなかったり、知

識が無かった場合に主治医が相談できる医師間でのネットワーク等そういったネットワークはあるの

でしょうか 

A11  遺伝子パネル検査の結果は、エキスパートパネル（もしくはキャンサーボード）と

呼ばれる会議で臨床情報と紐づけしながらひとつひとつしっかりと検討されます。この会議

では、がんゲノム医療（中核）拠点病院と傘下の各がんゲノム医療連携病院の医師

や遺伝子パネル検査に関わる医療スタッフがそれぞれ参加します。様々な病院の医師同

士（診療科を問わず）が一つの検査結果についてしっかりと議論する場面で、参加可

能な治験や臨床試験の実施状況についての情報共有が行われますので、アクセス可能

な治験や患者申し出制度に関しては必ずお伝えされます。また、WJOGのような臨床

研究グループでは、定期的にミーティングが開催され、全国の病院にいる医師間で情報

交換や交流をしています。 

Q12  受診時点で薬に結びつかなかった場合、その後の医療進歩で新しい選択肢が見つかった

ら、どのように情報提供がされるのでしょうか。実際そのようなケースはあるのでしょうか。 

A12  遺伝子パネル検査の結果、 現時点で推奨される治療や臨床試験がなくても、 

今後その遺伝子異常を対象にした治療開発が行われる可能性はあります。 主治医は

過去の遺伝子パネル検査の結果や臨床経過を参考に治療計画を考え、 最新の臨床

試験に関する情報収集に努めていますので、 主治医の先生と適宜治療方針を相談し

ていくことが望ましいでしょう。 



【ゲノム治療の将来展望について】  

 

Q13  ゲノム治療の将来展望について教えてください。 

A13  現在は、遺伝子パネル検査後、治験等の新薬に繋がる薬剤の数は多くないで

すが、臓器横断的な新薬も承認されることが見込まれており、今後、薬剤数（分子標

的薬）は増えることが期待されます。全ゲノム検査は現在は研究段階で、施設が限定

され実施されていますが、全ゲノム検査によりがんのメカニズムが新たに解明できる可能性

を秘めています。そのため、全ゲノム検査をすることで、ドライバー遺伝子の検出率が上昇

すること、それに紐づく薬剤の開発が期待されます。 

Q14  遺伝子変異が検査で判明後実際の治療に繋がることが少ないとのことですが、新薬の開

発状況はいかがでしょうか。どうすればもっと早く開発してもらえるのでしょうか。 

A14  それぞれの遺伝子変異に対する薬剤開発は、企業が主として実施する場合が

多いですが、希少頻度の遺伝子変異や、希少がんに分類される遺伝子異常に関して

は、採算性の問題から企業が手を出しにくい場合もあります。その場合、医師主導治験

といった医師が主体として新薬開発する手段もあります。WJOG でもそのような医師主

導治験を積極的に行っています。海外では、ドライバー遺伝子変異毎に患者団体があ

り、新薬情報を共有したり、新薬開発に一緒に取り組んだりしていますが、日本はまだ発

展途上の段階です。 

Q15  米国等海外の先進医療、治療情報について知りたい。 

A15  海外の治験等の情報を日本語でまとめているサイトはなかなか無いのが現状で

す。英語でのご紹介となりますが、海外で実施されている治験などの情報は、

https://clinicaltrials.gov/ のホームページを参照してください。 



Q16  リキッドバイオプシー（血漿検査による遺伝子変異検査）活用の今後の見通しを教えて

ください。 

A16  現在は、腫瘍組織が十分にある患者様は、腫瘍組織での遺伝子パネル検査を

勧めていますが、十分な腫瘍組織が得られない癌種の場合は、リキッドバイオプシーでの

遺伝子検査を勧めています。但し、腫瘍組織よりも偽陰性になる可能性がありうることに

ご留意ください。 

 

【その他具体的な症例相談など】  

 

Q14  遺伝子パネル検査が有効だった具体例を教えてください。 

A14  具体例につきましては個人情報の関係もあり、細かい内容はお示しすることがで

きません。ただ、例えば私のみた患者さんで例をお示ししますと、肺がんの患者さんで標準

治療終了後に行った遺伝子パネル検査で EGFR の稀な遺伝子異常が見つかって、新

たな治療に結びつき、1年半以上効果を認めた方がおりました。 

Q15  遺伝性乳がんの診断を受けました。効果のある薬は現在どのくらの割合で開発されていま

すか。 

A15  おそらくですが、遺伝子パネルを受けたという前提でお話しします。遺伝子変異に

は、子どもさんに遺伝する生殖細胞系列変異と、がん細胞のみに変異が起こる遺伝しな

い体細胞変異の 2 つに分類されます。遺伝性乳がんの場合、遺伝性乳癌卵巣癌症候

群（HBOC）などという診断がなされていると思いますがこれは生殖細胞系列変異に分

類されます。この疾患に対しては PARP阻害薬が効果を示すことが報告されており、現

在オラパリブ、ニラパリブ、という薬剤が保険診療で使用可能です。新規薬剤・治療につ

いてはまだ多くの薬剤・治療法が開発中の場合が殆どですので、担当医の先生にご相談



ください。海外で実施されている治験などの情報は、https://clinicaltrials.gov/ の

ホームページを参照してください。 

Q16  妻が昨年２月トリプルネガティブ乳癌で遺伝性との診断を受けました。手術無しでキート

ルーダーと抗がん剤の化学療法を現在受けております。 

ゲノム検査もいつか受けよう思いますが、保険適用はありますか。 

A16  キイトルーダと抗がん剤の組み合わせは手術の前としてやる場合と進行期の場合

とがあるのですが、進行期としてご回答させていただきます。ゲノム検査は原則として標準

治療が終わった患者さんが対象となり、この場合には保険診療として行うことが可能で

す。ただ、トリプルネガティブ乳がんでは標準治療がどこまでを指すのかが難しいです。かか

っている病院のエキスパートパネル（パネル検査の結果を話し合う会議）や、乳腺科の

方針があるかと思いますが、初回治療の最中でも出せる病院もあります。一度主治医の

先生にお尋ねしていただいて、その病院の方針をご確認されると良いと思います。 

Q17  一般的な症例数の多いがんは、標準治療が充実してきています。一方で、希少がん・難

治性がんについては、標準治療が非常に少ないか、無いがんも少なくありません。それに加えて、

遺伝子パネル検査の治療到達は、一般的ながんに比較して希少がんは低いとの報告がありま

す。希少がん・難治性がんに対するゲノム医療としての取り組み状況を教えて下さい。 

A17  希少がんであれば初回治療からパネル検査は提出可能ですので、主治医の先

生とよく相談していただくと良いと思います。ただ、パネル検査は保険診療で受けることが

できますが、希少がんでは効果が期待できると判断された薬剤が保険適用外である場

合がほとんどです。その場合、治療薬を使用しようとすると原則自由診療となり、治療費

をすべて自費で払わなければいけません。しかし、その治療薬が治験・先進医療・患者

申出制度のいずれかに該当するときはその限りではありません。特に治験は現在バスケッ

ト試験という、対象となる遺伝子を有する固形がんを対象として行うものが増えており、こ

のようなケースでは希少がんの患者さんにも治療につながる機会が均等にあります。加え

て、現在、国立がん研究センターのがん情報サービスから、各医療施設の希少がんの診



療実績やがん相談支援センターなどを調べることができるようになっています。これらの信

頼できる情報ソースを適切に使用して情報収集していただいて、主治医の先生とよく相

談することが大切だと思います。また、厚生労働省でも希少がんのガイドライン作成を開

始しており、今後医療者に対しても更なる希少がんへの情報提供が行われることと思わ

れます。 

Q18  骨への転移ガンにも可能ですか？ 

A18  通常、骨に転移したがんの腫瘍組織（検体）は、 病理検査を行うために脱

灰処理（カルシウム成分を除去する作業）を施す必要があります。 脱灰処理された検

体はがんの DNA がばらばらになって傷ついてしまうことがわかっているため、 遺伝子パネ

ル検査には向きません。 また年数相当経過した検体も、 DNA の分解が進んで検査に

適さない場合があります。 ただし、骨に転移した検体でも遺伝子パネル検査を行うことが

できることもありますので、どの検体を遺伝子パネル検査に用いるか、 担当医とよく相談

して決める必要があります。 検体が遺伝子パネル検査に適さない場合には、血液検査

での遺伝子パネル検査も検討されます。 

 

【ご意見、コメントなど】  

 

コメント 1 たとえ治療に直結しないとしても、患者にとって費用を負担しても遺伝子パネル実施

が日本医療の進歩に何らかの意味で貢献できることの意義をもう少し具体的にご説明頂きたかっ

たと思います。 

お返事 1 貴重なご意見、 本当にありがとうございました。 がん診療に関わる我々とし

ては、遺伝子パネル検査を実施することで目の前の患者さんに新しい治療選択肢を還

元できる可能性を期待しておりますが、 将来の患者さんのためにも貴重なデータを蓄積

しさらなる治療開発につながると信じています。 



コメント 2 がん治療の全体像や新たな治療についてもっと知りたかった。 

お返事 2 コメントありがとうございます。今回ご紹介した遺伝子変異に対する分子標的

薬治療の他にも、免疫療法の進歩なども著しく、非常に多様化してきており、短い時間

ではなかなかご紹介が難しくなっています。皆様のご期待に添えるように、今後の市民公

開講座で取り上げていきたいと思います。また是非ご参加ください。 

コメント 3 もっと具体的な臓器別のゲノム医療の効果、遺伝子変異の種類、またそれに対する

治療薬に関する情報をもっと知りたかった。 

お返事 3 ご意見ありがとうございます。市民公開講座という枠組みでは、具体的な臓

器や薬剤名をご紹介することが現在法律で規制されているために今回はご紹介できませ

んでした。そのかわりに、WJOG では臓器別の治療の具体例などをインターネットの配信

（｢夜間学校｣、｢on the web ｣）を通して定期的にご紹介していますので、是非一

度ご覧ください。http://www.wjog.jp 

コメント 4 自分で学ぶにはどういう方法があるか。自習用の本などはあるのか。 

お返事 4 現在がん治療の進歩はまさに日進月歩であり、成書として皆様に届く頃には

時代遅れになっているものも多々あります。もし可能であればインターネットなどをご利用

頂くと良いと思います。ただし、インターネットを介する情報も玉石混淆であることも確かで

す。国立がんセンターが運営する｢がん情報サービス｣は患者さの皆様に確かな情報を提

供するためのサイトとしておすすめできます。

https://ganjoho.jp/public/index.html 

また、WJOG においてもweb配信で様々な情報を発信しています。是非ご利用くださ

い。http://www.wjog.jp 

以上 

http://www.wjog.jp/
http://www.wjog.jp/

