
新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅷ）

国立がん研究センター希少がんセンター長
川　井　　章

（聞き手　大西　真）

希少がんへの取り組み

　大西　川井先生、本日は「希少がん
への取り組み」というテーマでうかが
いたいと思います。
　まず、希少がんの定義、具体的にど
のようながんがあるのかなど、幾つか
教えていただけたらと思います。
　川井　希少がんというのは、まだ医
療者の間でもあまりなじみのない言葉
だと思うのですけれども、実は日本で
この定義が定められたのはついこの 
２～３年のことでして、2015年、厚生
労働省の『希少がん医療・支援のあり
方に関する検討会』で日本における 
「希少がん」の定義が次のように定め
られたところです。がんの発生率（罹
患率）が人口10万人当たり６例未満の
がんであり、数が少ないがゆえに診療
あるいは受療上の不利益を被っている
もの、となります。
　大西　具体的ながんの名前を幾つか
挙げていただけますか。
　川井　いわゆる肉腫といわれるもの
はすべて希少がんといってよいと思い
ます。また、非常にまれな目の網膜芽

細胞腫、脳の膠芽腫、小腸がん、中皮
腫など、その種類は190種類以上にの
ぼるといわれています。
　大西　まれなだけに対応が少し遅れ
ているところもあるので重要だという
ことですね。
　川井　そうだと思います。
　大西　そもそもこういった希少がん
が議論や検討に上がったきっかけとは
どういうところにあったのでしょうか。
　川井　希少がんの問題が議論の俎上
に上がったのは、2012年に定められた
第２期のがん対策推進基本計画の中で、
希少がんについての取り組みが必要だ
という問題提起がなされたことが大き
いと思っています。
　大西　具体的には何か検討されたの
でしょうか。
　川井　希少がんに共通した問題とし
て、情報不足のために患者さんがどこ
の医療機関を受診したらよいかわから
ない、反対に医師から見ても、十分な
エビデンスに基づく診療が難しい、病
理診断が困難、さらには新しい治療開

発が遅れがちである、ということがあ
げられると思います。
　大西　こういったことをきちんとし
ないと治療成績に影響するのですね。
　川井　そうです。調べてみると、希
少がんは、５大がんなど数の多いがん
に比べて生存率も悪いことが明らかに
なっています。
　大西　次に具体的な取り組みについ
て教えていただけますか。
　川井　まず希少がんに対する初めて
の国際シンポジウムが2015年に開催さ
れました。引き続いて、厚生労働省で
『希少がん医療・支援のあり方に対す
る検討会』が数回にわたって行われ、
そこで先ほどの希少がんの定義である
とか、病理診断の問題など、希少がん
に関わる様々な問題点について検討が
行われました。
　大西　具体的な結果や成果について
も触れていただけますか。
　川井　まず、希少がんに対して実際
に診療を行いながらその問題点を探る
拠点として、国立がん研究センターに
希少がんセンターが設置されました。
センターといっても、実際に診療にあ
たるのは、国立がん研究センター病院
の各診療科の医師で、専従スタッフは
看護師と事務員のみの小さな組織です。
しかし、この希少がんセンターがハブ
となって、希少がんに関わる様々な診
療科の連携をサポートし、必要な疾患
についてはmultidisciplinaryな取り組

みを主導しています。また、一つ特記
すべき取り組みとして、希少がんホッ
トラインという希少がん患者さんの医
療、受診相談に対応する電話相談窓口
を開設しました。これまでに9,000件を
超える希少がん患者さんからの相談を
いただいています。患者さんご本人か
ら、あるいはご家族、最近では医療者
の方からも、ホットラインのことを知
った、このような状況だがどうしたら
いいだろうかというお問い合わせを受
けるようになっています。実際に始め
てみて、その反響の大きさから、本当
に大きなアンメットニーズがここにあ
ったんだな、ということを感じていま
す。
　大西　国立がん研究センターにそう
いう窓口をつくられたということです
が、全国でみると広いですがほかでは、
どういう整備になっているのですか。
　川井　そこは本当にこれからの課題
だと思います。５大がんをふくめ、日
本のがん対策は均てん化を一つのキー
ワードにして進んできたと理解してい
ます。均てん化というのは確かに非常
に重要な医療の基本だと思うのですけ
れども、極めてまれな腫瘍まで均てん
化した診療体制にすると、非常に層の
薄い診療になってしまって、一人の医
者は年に１例、あるいは一生の間に１
例しか同様の患者さんを診ないことに
なってしまう可能性があります。これ
では、とても十分な経験や知識をもっ
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希少がんへの取り組み

　大西　川井先生、本日は「希少がん
への取り組み」というテーマでうかが
いたいと思います。
　まず、希少がんの定義、具体的にど
のようながんがあるのかなど、幾つか
教えていただけたらと思います。
　川井　希少がんというのは、まだ医
療者の間でもあまりなじみのない言葉
だと思うのですけれども、実は日本で
この定義が定められたのはついこの 
２～３年のことでして、2015年、厚生
労働省の『希少がん医療・支援のあり
方に関する検討会』で日本における 
「希少がん」の定義が次のように定め
られたところです。がんの発生率（罹
患率）が人口10万人当たり６例未満の
がんであり、数が少ないがゆえに診療
あるいは受療上の不利益を被っている
もの、となります。
　大西　具体的ながんの名前を幾つか
挙げていただけますか。
　川井　いわゆる肉腫といわれるもの
はすべて希少がんといってよいと思い
ます。また、非常にまれな目の網膜芽

細胞腫、脳の膠芽腫、小腸がん、中皮
腫など、その種類は190種類以上にの
ぼるといわれています。
　大西　まれなだけに対応が少し遅れ
ているところもあるので重要だという
ことですね。
　川井　そうだと思います。
　大西　そもそもこういった希少がん
が議論や検討に上がったきっかけとは
どういうところにあったのでしょうか。
　川井　希少がんの問題が議論の俎上
に上がったのは、2012年に定められた
第２期のがん対策推進基本計画の中で、
希少がんについての取り組みが必要だ
という問題提起がなされたことが大き
いと思っています。
　大西　具体的には何か検討されたの
でしょうか。
　川井　希少がんに共通した問題とし
て、情報不足のために患者さんがどこ
の医療機関を受診したらよいかわから
ない、反対に医師から見ても、十分な
エビデンスに基づく診療が難しい、病
理診断が困難、さらには新しい治療開

発が遅れがちである、ということがあ
げられると思います。
　大西　こういったことをきちんとし
ないと治療成績に影響するのですね。
　川井　そうです。調べてみると、希
少がんは、５大がんなど数の多いがん
に比べて生存率も悪いことが明らかに
なっています。
　大西　次に具体的な取り組みについ
て教えていただけますか。
　川井　まず希少がんに対する初めて
の国際シンポジウムが2015年に開催さ
れました。引き続いて、厚生労働省で
『希少がん医療・支援のあり方に対す
る検討会』が数回にわたって行われ、
そこで先ほどの希少がんの定義である
とか、病理診断の問題など、希少がん
に関わる様々な問題点について検討が
行われました。
　大西　具体的な結果や成果について
も触れていただけますか。
　川井　まず、希少がんに対して実際
に診療を行いながらその問題点を探る
拠点として、国立がん研究センターに
希少がんセンターが設置されました。
センターといっても、実際に診療にあ
たるのは、国立がん研究センター病院
の各診療科の医師で、専従スタッフは
看護師と事務員のみの小さな組織です。
しかし、この希少がんセンターがハブ
となって、希少がんに関わる様々な診
療科の連携をサポートし、必要な疾患
についてはmultidisciplinaryな取り組

みを主導しています。また、一つ特記
すべき取り組みとして、希少がんホッ
トラインという希少がん患者さんの医
療、受診相談に対応する電話相談窓口
を開設しました。これまでに9,000件を
超える希少がん患者さんからの相談を
いただいています。患者さんご本人か
ら、あるいはご家族、最近では医療者
の方からも、ホットラインのことを知
った、このような状況だがどうしたら
いいだろうかというお問い合わせを受
けるようになっています。実際に始め
てみて、その反響の大きさから、本当
に大きなアンメットニーズがここにあ
ったんだな、ということを感じていま
す。
　大西　国立がん研究センターにそう
いう窓口をつくられたということです
が、全国でみると広いですがほかでは、
どういう整備になっているのですか。
　川井　そこは本当にこれからの課題
だと思います。５大がんをふくめ、日
本のがん対策は均てん化を一つのキー
ワードにして進んできたと理解してい
ます。均てん化というのは確かに非常
に重要な医療の基本だと思うのですけ
れども、極めてまれな腫瘍まで均てん
化した診療体制にすると、非常に層の
薄い診療になってしまって、一人の医
者は年に１例、あるいは一生の間に１
例しか同様の患者さんを診ないことに
なってしまう可能性があります。これ
では、とても十分な経験や知識をもっ
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てその患者さんを診ることができない
のは明らかです。診療の質を担保する、
あるいは患者さん同士の情報交換を促
すという意味でも、希少がんにおいて
は、ある程度の集約化というか、均て
ん化とは逆のベクトルが必要ではない
かということが今、議論されています。
　大西　現在ではがんセンターのほう
に集まってくるようになっていますね。
　川井　おそらく希少がん全体の数か
ら考えると、がんセンターだけでは対
応不可能なことは明らかです。道州制
というか、それぐらいのエリアに一つ
ずつ、国立がん研究センターの希少が
んセンターのような機能を持ったセン
ターあるいは相談窓口があってもよい
のではないかと考えています。
　大西　今後の課題ということですね。
次に、希少がん対策ワーキンググルー
プというものができたとか。具体的に
教えていただけますか。
　川井　では、具体的に希少がんの診
療をどうしたらいいのかということに
なると、実際には希少がんごとにそれ
ぞれ置かれている状況が違うと考えら
れます。２つの代表的な希少がんから
まず検討してみることにしました。
　１つ目は、希少がんの中では比較的
数の多い四肢の軟部肉腫を取り上げま
した。四肢の軟部肉腫に対してどのよ
うな診療体制が望ましいのか。特に、
軟部肉腫というのは外科的な治療から、
放射線、内科的な治療、正確な病理診

断と、いわゆる集学的な診療が必要で
すので、そういう希少がんをどのよう
な診療体制で診たらいいのかという要
件の検討から始めました。
　２つ目は、目の腫瘍を取り上げまし
た。代表的な小児の目の悪性腫瘍であ
る網膜芽細胞腫、これは日本全国で年
間数十例しか発生しない超レアな希少
がんですが、現在、その６割が国立が
ん研究センターで診察されています。
　１つ目の軟部肉腫が均てん化された
状態で診療されている希少がんとする
と、目の腫瘍は反対に、非常に集約化
されたかたちで診られている希少がん
と言えます。集約化には良い点も多い
のですが、反対に、例えば今診ている
先生に何かがあると日本全国の診療が
とまってしまうというようなリスクも
伴っています。
　この２つのモデルを考えながら、希
少がんの診療をどうするのがいいかを
検討しています。
　大西　次に、医薬品・医療機器総合
機構（PMDA）ですか、それとの関係
もいろいろあるのでしょうか。
　川井　希少がんの最後の問題として、
現在の診療もさることながら、新しい
治療手段・薬の開発が他のがんに比べ
て遅れていることが指摘されます。新
しく有効な薬や医療機器を、迅速に希
少がんの患者さんに届けるためには、
５大がんとは異なるレギュレーション
が必要ではないかと言われています。

　５大がんなどでは薬剤などの承認に
際して必ず求められる第Ⅲ相試験が、
希少がんにおいてはしばしば実行不可
能です。国際共同試験を行ったとして
も難しい場合もあります。このような
希少がんに対して、頻度の高い他のが
んと同じレギュレーションを求めると、
未来永劫、希少がんには薬が入ってこ
ないということになってしまいます。
　そこを、科学性・倫理性を確保しな
がら、安全性を担保しながら、どのよ
うなレギュレーションによって患者さ
んに、より早く有用な薬を届けること
ができるのかが今、PMDA等で議論さ
れています。
　大西　そうしますと、希少がんの治
療開発の枠組みというのは今後どのよ
うに構築されていくのでしょうか。
　川井　そういうレギュレーションの
視点が一つと、もう一つは営利企業と
してのモチベーション、インセンティ
ブの問題があると思います。企業とし
ては、どうしても５大がんのような患
者さんの多い＝市場が大きい領域でな
いと開発費用が戻ってこない。利益が
見込めませんので、希少がんは企業主
導の治験がなかなか行われ難い領域と
考えられます。そこで登場するのが医
師主導治験ですけれども、そういう医
師主導治験を現在のゲノム医療に基づ
いて積極的に推薦していく。患者さん

のレジストリーを取りながら、希少が
んに対する医師主導あるいは企業治験
をエンカレッジしていこうという枠組
みが、現在、国立がん研究センターを
中心として、マスターキープロジェク
トという名前で始まったところです。
　大西　国際的な希少がんの取り組み
というのはどのような状況になってい
るのでしょうか。先ほどちょっとシン
ポジウムの話もありましたが。
　川井　国際的には、IRCI（Interna-
tional Rare Cancer Initiative）という
組織が作られています。これはアメリ
カのNCIとヨーロッパのEORTC、本
年度から日本のJCOGと国立がんセン
ターも加入しましたが、希少がんの治
療開発、まさしく今話題に上った難し
い課題に対して、国際的なハーモナイ
ゼーションを取って開発を進めていこ
うという取り組みです。
　大西　むしろ国際的に協力して取り
組んでいったほうが、いろいろ進むと
いうことがあるのですね。
　川井　国際共同治験というのはお金
もかかるし、いろいろとたいへんです
が、患者さんの数を考えると、そうし
ないと開発がなかなか進まない領域だ
と、世界の人も思っているのだと思い
ます。
　大西　その辺の協力が必要なのです
ね。どうもありがとうございました。
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てその患者さんを診ることができない
のは明らかです。診療の質を担保する、
あるいは患者さん同士の情報交換を促
すという意味でも、希少がんにおいて
は、ある程度の集約化というか、均て
ん化とは逆のベクトルが必要ではない
かということが今、議論されています。
　大西　現在ではがんセンターのほう
に集まってくるようになっていますね。
　川井　おそらく希少がん全体の数か
ら考えると、がんセンターだけでは対
応不可能なことは明らかです。道州制
というか、それぐらいのエリアに一つ
ずつ、国立がん研究センターの希少が
んセンターのような機能を持ったセン
ターあるいは相談窓口があってもよい
のではないかと考えています。
　大西　今後の課題ということですね。
次に、希少がん対策ワーキンググルー
プというものができたとか。具体的に
教えていただけますか。
　川井　では、具体的に希少がんの診
療をどうしたらいいのかということに
なると、実際には希少がんごとにそれ
ぞれ置かれている状況が違うと考えら
れます。２つの代表的な希少がんから
まず検討してみることにしました。
　１つ目は、希少がんの中では比較的
数の多い四肢の軟部肉腫を取り上げま
した。四肢の軟部肉腫に対してどのよ
うな診療体制が望ましいのか。特に、
軟部肉腫というのは外科的な治療から、
放射線、内科的な治療、正確な病理診

断と、いわゆる集学的な診療が必要で
すので、そういう希少がんをどのよう
な診療体制で診たらいいのかという要
件の検討から始めました。
　２つ目は、目の腫瘍を取り上げまし
た。代表的な小児の目の悪性腫瘍であ
る網膜芽細胞腫、これは日本全国で年
間数十例しか発生しない超レアな希少
がんですが、現在、その６割が国立が
ん研究センターで診察されています。
　１つ目の軟部肉腫が均てん化された
状態で診療されている希少がんとする
と、目の腫瘍は反対に、非常に集約化
されたかたちで診られている希少がん
と言えます。集約化には良い点も多い
のですが、反対に、例えば今診ている
先生に何かがあると日本全国の診療が
とまってしまうというようなリスクも
伴っています。
　この２つのモデルを考えながら、希
少がんの診療をどうするのがいいかを
検討しています。
　大西　次に、医薬品・医療機器総合
機構（PMDA）ですか、それとの関係
もいろいろあるのでしょうか。
　川井　希少がんの最後の問題として、
現在の診療もさることながら、新しい
治療手段・薬の開発が他のがんに比べ
て遅れていることが指摘されます。新
しく有効な薬や医療機器を、迅速に希
少がんの患者さんに届けるためには、
５大がんとは異なるレギュレーション
が必要ではないかと言われています。

　５大がんなどでは薬剤などの承認に
際して必ず求められる第Ⅲ相試験が、
希少がんにおいてはしばしば実行不可
能です。国際共同試験を行ったとして
も難しい場合もあります。このような
希少がんに対して、頻度の高い他のが
んと同じレギュレーションを求めると、
未来永劫、希少がんには薬が入ってこ
ないということになってしまいます。
　そこを、科学性・倫理性を確保しな
がら、安全性を担保しながら、どのよ
うなレギュレーションによって患者さ
んに、より早く有用な薬を届けること
ができるのかが今、PMDA等で議論さ
れています。
　大西　そうしますと、希少がんの治
療開発の枠組みというのは今後どのよ
うに構築されていくのでしょうか。
　川井　そういうレギュレーションの
視点が一つと、もう一つは営利企業と
してのモチベーション、インセンティ
ブの問題があると思います。企業とし
ては、どうしても５大がんのような患
者さんの多い＝市場が大きい領域でな
いと開発費用が戻ってこない。利益が
見込めませんので、希少がんは企業主
導の治験がなかなか行われ難い領域と
考えられます。そこで登場するのが医
師主導治験ですけれども、そういう医
師主導治験を現在のゲノム医療に基づ
いて積極的に推薦していく。患者さん

のレジストリーを取りながら、希少が
んに対する医師主導あるいは企業治験
をエンカレッジしていこうという枠組
みが、現在、国立がん研究センターを
中心として、マスターキープロジェク
トという名前で始まったところです。
　大西　国際的な希少がんの取り組み
というのはどのような状況になってい
るのでしょうか。先ほどちょっとシン
ポジウムの話もありましたが。
　川井　国際的には、IRCI（Interna-
tional Rare Cancer Initiative）という
組織が作られています。これはアメリ
カのNCIとヨーロッパのEORTC、本
年度から日本のJCOGと国立がんセン
ターも加入しましたが、希少がんの治
療開発、まさしく今話題に上った難し
い課題に対して、国際的なハーモナイ
ゼーションを取って開発を進めていこ
うという取り組みです。
　大西　むしろ国際的に協力して取り
組んでいったほうが、いろいろ進むと
いうことがあるのですね。
　川井　国際共同治験というのはお金
もかかるし、いろいろとたいへんです
が、患者さんの数を考えると、そうし
ないと開発がなかなか進まない領域だ
と、世界の人も思っているのだと思い
ます。
　大西　その辺の協力が必要なのです
ね。どうもありがとうございました。
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