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遺伝子解析で切り拓く次世代のがん医療
析で切り拓く次世代の
その実現に向けて
社会医療法人厚生会 理事長 山田 實紘
現在日本人は、一生のうちに、2人に1人は何らか
のがんにかかるといわれており、全ての人にとって
身近な病気になっています。がんは様々な遺伝子の
異常が積み重なることで発症し、その遺伝子の異常
は個々の患者さんごとに異なることが近年の研究に
より判ってきました。
患者個人の遺伝子情報に基づき、最適な治療に繋
げる「がんゲノム医療」は、今や世界の大きな潮流
となっています。
日本では2018年4月から、全国11の中核拠点病院と100の連携病院からなるがん
ゲノム医療の実施体制が始動し、当院は厚生労働省よりがんゲノム医療連携病院
に指定されました。これに先駆けて、2017年11月から、「がんゲノム診断・診療
センター」が本格的に活動を開始し、「プレシジョン検査」を中心としたがんゲ
ノム医療を実施し、着実に実績を重ねております。2018年10月には「中部がんゲ
ノム医療研究センター」を開設し、次世代シークエンサーによる網羅的遺伝子解
析により、ゲノム医療の臨床実装に向けた研究開発を推進しています。
「地方でも都会に引けを取らない医療」を提供し続けていくことが我々社会医療
法人 厚生会の使命だと考えています。
社会医療法人厚生会の理念であ
る「病める人の立場に立った医
療、地域から求められる新しい
医療サービスの提供」を礎に、
「がんゲノム医療」をはじめと
する先端医療技術と新しい医療
設備を導入し、安心で質の高い
医療、信頼される医療の提供を
実践してまいります。
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がんゲノム医療、がん治療の基本に

社会医療法人厚生会 木沢記念病院
がんゲノム診断・診療センター
センター長／副院長 石原 哲
がん患者の遺伝子情報をもとに最適な治療を選ぶ
がんゲノム医療は、急速な進歩がみられています。
欧米が先行していますが、日本でも将来、がん治療
の基本になると言われています。
木沢記念病院では、他の施設に先駆けて、2017年
11月に「がんゲノム診断・診療センター」を開設し
慶應義塾大学病院 腫瘍センター ゲノム医療ユニッ
トと連携して、病理標本から複数のがん遺伝子を
調べる「PleSSision検査」を、全国で3番目、中部地方では初めて導入し、この分野
で非常に先行した施設となっています。
2018年3月27日には、厚生労働省より「がんゲノム医療連携病院」の指定を受け
ました。2018年10月には、更なる体制整備を進め、「中部がんゲノム医療研究セ
ンター」を開設しました。施設内に、がんゲノム解析のためにイルミナ社製の次
世代シークエンサーを設置し、また、抗がん剤の薬剤感受性を目的とした3Ⅾオル
ガノイド培養やバイオバンクとして稼働できるように計画しました。本センター
は既に、国際臨床検査成績評価プログラムのCAP（College of American Pathologists
：米国病理医協会）サーベイの認証を受けています。また、国際標準規格ISO15189
認定の取得を計画しており、国際基準の品質管理体制でのクリニカルシークエン
スを実施していきます。
がんゲノム医療では、遺伝子解析により得られた検査結果を、Cancer Genomic
Board（多職種カンファレンス）に提示し、遺伝子解析担当医、病理診断医、薬物
療法専門医、バイオインフォマティシャン等、専門家の意見を総合して、推奨さ
れる治療薬を決定します。木沢記念病院では、検査後のがん治療においてもチー
ム医療体制を構築することで、患者さんによりきめ細かな医療サービスを提供す
ることを目指しています。
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病理医漫画「フラジャイル」を
理医漫画「フラジャイル」
通して伝えたいこと
社会医療法人厚生会 木沢記念病院
がんゲノム診断・診療センター
中部がんゲノム医療研究センター
加藤 容崇

医学教育の重要性
どんな人でも必ず一度は病院に行って医療を受けた
ことがあると思います。しかし、ちゃんと『医学』
を学んだことがある人が居るでしょうか？幼稚園、
小学校、中学校・・・と驚くべきことに、大学の医
学部に行かなければ一度も『医学』を学ぶ機会があ
りません。そのような状況にも関わらず、
最新の医学は驚くべき速さで進歩しています。特に、ゲノム医療、つまり遺伝子
情報を活用した最新の医療は治療効果を向上させ、癌治療に革命をもたらしてお
り、既に多くの癌患者さんを救っています。しかし、主治医から説明を受けて治
療を行う際に、ちゃんと検査や治療内容を理解して心から納得して医療を受けて
いるでしょうか？答えはノーだと思います。
ゲノム医療の内容は非常に複雑で難しく、専門でなければ医師ですら理解が難
しいほどの内容です。医学知識の無い一般の人が、しかも癌になって気が動転し
ている中で、難しい内容を理解することはほぼ不可能だと思います。そこで少し
でも一般の人に医学知識を普及させたいと考えました。

医学教育普及を妨げる最大の障壁
医学知識を広めようと思った時に最大の障壁になるのが『難しくてつまらない』
ということです。いくら重要なことでも健康な人にとっては退屈な内容なので興味
を持ってもらうことがとても難しいです。
そこで、ドラマ化等で話題になっている医学漫画とのコラボレーションを考え、
私の元々の専門である病理を題材にした漫画『フラジャイル』にゲノム医療を取り
上げて頂くことになりました。
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『今、家族が癌になったらどうなるか？
族が癌
癌に
になったらどうな
？』
作品
品を通した追体験
『フラジャイル』ゲノム医療編で伝えたいこと
『フラジャイル』ゲノム医療編は月刊アフタヌーン4月号から全７回で構成されて
いますが、紙面に限りがあるため医学知識全部をそこに込めることはできません。
そこで、『今、家族が癌になったらどうなるか？』ということを漫画で体験しても
らおうと考えました。
癌になった患者さんの気持ちやその揺れ動く感情、家族の気持ち、主治医の葛藤、
最新のゲノム医療に携わる医療者の気持ち、遺伝子検査結果、最新の治療法、高額
な医療費、医学の限界、副作用、今後の医学の展望など、現在ゲノム医療の最前線
で私が体験していることをそっくりそのまま追体験してもらえるような内容になっ
ています。この連載を通じて少しでも多くの方に想いが届けば嬉しいです。

表紙・文中のイラストについて
表紙・文中に使用したイラストは「フラジャイル 病理医 岸京一郎の所見」（原作：草水
敏、漫画：恵三朗）から引用しており、講談社から使用許諾、画像提供を受けています。
現在、「月刊アフタヌーン」（講談社刊）に
て連載中の「がんゲノム医療編」では、
当院がんゲノム診断・診療センター／中部がん
ゲノム医療研究センターの加藤容崇医師が医療
監修を行っています。遺伝子検査が実際の医療
現場でどのように行われ用いられているか、遺
伝子検査の課題と限界、これからの方向性、将
来のがん治療に関する内容が盛り込まれたス
トーリー展開となっています。漫画「フラジャ
イル」を通して、「がんゲノム医療」にふれて
みませんか！
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がんとの新しい向き合い方
「これまで」「これから」のがん治療に際し、
ご自身の状態にもっとも適した治療をうけたいと思うのは当然の事。
そのために遺伝子レベルでご自身のがんを知ることが、
これからのがん治療に、より必要になってくると思われます。

一人ひとりに適した治療薬の情報を提供する
「がんゲノム医療」を推進しています
木沢記念病院 がんゲノム診断・診療センターでは、一人ひとりの患者さんに最
も適したがん治療薬の情報を提供するため、160種類のがん遺伝子を調べる遺伝子
パネル検査 「PleSSision検査」（自費診療）を実施してきました。この度、次世
代シークエンサー※の導入等により従来の「PleSSision検査」費用の低廉化を実現し
ました。
また、さらなるがんゲノム医療の推進を図るため、ヒトのほぼすべての遺伝子
に該当する約2万遺伝子を解析する「PleSSision-Exome検査」の導入を予定していま
す。この検査では、従来より高い精度でがん遺伝子異常を捉え、治療に関連する
情報を効果的に提供することが期待できます。
木沢記念病院では、先行実施しているスクリーニング検査「PleSSision-Rapid検
査」、既に全国で500症例以上の実績を持つ遺伝子パネル検査「PleSSision検査」に
加えて、最先端の高精度検査「PleSSision-Exome検査」を導入することで、幅広く
がんゲノム医療を推進する体制を構築しました。今後、一人でも多くの患者さん
にがんゲノム医療を提供できるよう、日常診療内での実施を目指していきます。
※次世代シークエンサー：数百万から数十億もの遺伝子の塩基配列を同時並列に大量かつ高速
に読み出す解析装置です。

プレシジョン
ン検
ン検
検査
査
一度に複数の遺伝子変化を
を調べる解析
析技術
網羅的がん遺伝子解析って何ですか？
現在、「がん」は発症臓器に基づいて分類され、治療法の選択が行われていま
す。しかし、近年の研究により、「がん」は様々な遺伝子の異常が積み重なるこ
とで発症し、その遺伝子の異常は個々の患者さんごとに異なることが判ってきま
した。すなわち、同じ胃がんでも人によって異なっています。現在、その遺伝子
の異常を標的とした治療薬（分子標的治療薬）が日常診療で使われています。
ところが、日常診療の中で行われている遺伝子検査は、そのごく一部しか調べる
ことが出来ません。
そこで、網羅的がん遺伝子解析では、患者さんのがんの診断や治療に役立つ情
報を得るために、一度に複数の遺伝子変化を調べる最新の解析技術を用いて検査
を行います。その結果、ご自身のがんの原因遺伝子が何か、を知ることができま
す。こうした検査の結果で推奨される薬剤には、保険診療が適用される一般の抗
がん剤や分子標的治療薬に加えて、現在臨床研究中（治験中）の薬剤や保険適応
外の多種多数の薬剤が含まれます。

検査で役立つことは何ですか？
MERIT

01

MERIT

がんの原因(個性)が分かります。

国内の治療薬の情報が得られます。

患者さんのがん細胞にみられる遺伝子の異常が
明らかとなり、がんの個性が分かります。

治療効果が期待できる国内で承認済みの
治療薬の情報が得られます。

MERIT

03

MERIT

－５－

04

国内で臨床試験中の

海外で承認済み・臨床試験中の

治療薬の情報が得られます。

治療薬の情報が得られます。

治療効果が期待できる国内未承認、海外で承認
済み、あるいは臨床試験(治験)中の治療薬の
情報が得られます。

治療効果が期待できる国内で臨床試験(治験)中
の治療薬の情報が得られます。

「フラジャイル 病理医 岸京一郎の所見」より抜粋（出典）講談社 月刊アフタヌーン

02

（注）本検査を利用しても、がんの診断や治療に有用な情報が何も得られない可能性もあります。
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受診するには、どうしたら良いですか？
 がんゲノム医療外来の受診には、現在がん診療中の当院診療科、もしくは他医療
機関の主治医の先生からの紹介および予約をお願いします。
 主治医の先生にご相談の上、紹介元医療機関の担当者（地域連携室等）からFAX
にて、木沢記念病院・地域連携部へお申し込みください。
 受診準備のため、１週間後以降の受診日をご案内いたします。
 その他、受診に関するご相談は、がんゲノム医療外来までお問い合せください。

受診の際に準備するものはありますか？
 核酸抽出検査を行うための手術・生検時の病理検体が必要となりますので、ご準
備の上、予約日７日前までに当院へ送付もしくは持参ください。
 外来受診の際、現在までのがん診療に関する「診療情報提供書」「病理診断書の
最終報告書コピー（手術材料の場合、該当するブロックが記載されている切り出
し図コピー）」が必須となりますので、ご準備願います。

ご提供いただく

診療情報

Medical information

 臨床経過
がん診療に関する臨床経過をできる限り詳細に記載ください。
手術、化学療法（レジメン）、放射線治療の施行日、および期間
 疾患名（Stage）、原発巣、病理診断名、現病変、検体採取部位、検体の
種類
 家族歴の有無、有りの場合はがんの種類（記載例：父 胃がん 70歳代）
 未施行の保険承認内治療
 病理診断書の最終報告書（コピー）

病理組織標本のブロック※をお貸しください。
当院で薄切を行い、検査終了後に返却させていただきます。
※複数のブロックがある場合は腫瘍量の最も多いブロックでお願いします。
また、ブロックをお貸しいただけない場合は、お手数ですが下記のような
検体をご準備願います。

ご用意いただく

病理検体

Pathology specimens

【生検組織の場合】
①HE標本1枚、未染色標本4枚（厚さ5㎛：病理組織像の確認に使用）
＊免疫染色用コートガラスを使用してください。
②パラフィンロール（DNA抽出用）
＊パラフィンロールは厚さ10㎛で5-6枚、まとめてチューブに挿入。
【手術材料の場合】※手術材料とは5x5㎜以上の大きさの検体を指します。
①HE標本1枚、未染色標本4枚（厚さ5㎛：病理組織像の確認に使用）
＊免疫染色用コートガラスを使用してください。
②未染色標本5枚（厚さ10㎛：DNA抽出に使用）
＊ノンコートガラスを使用してください。

※必要な消耗品・送付費用につきましては、患者さんもしくは紹介元医療機関にてご負担ください。
※病理検体が無い場合につきましては、当院の医師と検体採取等、別途受診の上ご相談ください。
※その他、病理検体の選定や送付に際しましてご不明な点がございましたら、担当までご連絡ください。
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外来受診から検査の流れを教えてください
STEP

01

がんゲノム医療外来の予約の申し込み
 現在治療を担当している主治医と相談して、がんゲノム医療外来の
予約を申し込み、主治医へがんに関わる診療情報、検査に使用する
病理標本の準備を依頼してください。
 現在の主治医と相談できない場合は、当院の該当診療科で診察を受
け、がんゲノム医療外来の予約をしてください。

STEP

病理標本を送付の上、指定された日時に外来を受診

STEP

病理標本・採血の結果から検査の可否を判断し、検査を実施

STEP

検査結果の説明、推奨治療法の提案

02

03

04

 外来予約日の7日前までに病理標本を送付（もしくは持参）の上、
指定された日時に外来を受診してください。
 検査の説明を受けた後、同意書に署名し、検査料金をお支払いくだ
さい（現金またはクレジットカード）
 採血があります。

 提出された病理標本を病理専門医が評価し検査の可否を判断します。
 病理組織および採取された血液からDNA（核酸）を抽出して品質を
確認します。
 ライブラリを作製し、次世代シークエンサーにて網羅的がん遺伝子
解析を実施します。

 毎週定期的に開催されるカンファレンスにて解析結果を検討し、
推奨治療法を決定します。
 当センターの担当者から、結果説明外来の日時調整を連絡します。
 外来にて遺伝子解析の結果と、その結果に基づく推奨治療法を提示
します。

検査後の治療について教えてください
がん細胞に見られる遺伝子の異常が明らかとなることで、がんの原因（個性）が
わかる可能性があります。その結果、

① 治療効果が期待できる治療薬の情報や、
② 臨床試験（治験）等の情報が得られる可能性があります。
但し、保険診療で認められている標準治療が行われている場合は、
その標準治療が優先され、遺伝子検査の結果に基づく治療は全ての標準治療が終了
した後の選択肢となります。
－８－

 「PleSSision検査」 及び「PleSSision-Exome検査」は、保険診療の対象外の自費
診療となるため、患者さんご自身に費用の全額（下表を参照）をご負担いただ
きます。

遺伝子
子検
検査その先へ･･･
査その先へ･･
今
今、遺伝子検索をすることが
伝子検索をすることが
未来のがん医療につながります

 検査のための外来受診日（検査の申込み、及び結果説明の日）は、木沢記念病
院でのがん治療に関わる診療は全て自費診療となります。

 検査の説明を受けた結果、検査を行わない場合（保留を含む）には、外来の受
診料のみ（税込32,400円）となります。
 検査を申し込む場合には、当日に費用の全額のお支払い（現金、またはクレジ
ットカード）が必要となります。

PleSSision 検査の費用比較表
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網羅的がん遺伝子検査 PleSSision-Rapid のご案内
木沢記念病院では、網羅的ながん遺伝子検査の保険収載に先立ち、
PleSSision-Rapid による「次世代統合的病理・遺伝子診断法の開発」を実施します。
160遺伝子の異常を調べてより精度の高い個別化診断法の確立を目指します。

対象となる方
当院でがん※の手術を
受けられる20歳以上の方

Ｖ

 検査後の治療費は含まれていません。検査の結果を元に治療を行う場合には、
主治医と相談の上、実施することになります。

プレシジョン ・ ラピッド

かつ

※悪性固形腫瘍

遺伝子検査が有用と
主治医が判断した方

Ｖ

遺伝子検査費用は、どれくらいかかりますか？

検査費用
遺伝子解析の費用について、患者さんのご負担はありません。

検査の流れ
① 手術前に主治医から説明をさせていただき、
同意文書に署名、提出していただきます。
② 手術等で採取された組織の一部をサンプルとして
院内の遺伝子検査室で解析し、あなたのカルテの一部
と共に、中部がんゲノム医療研究センターで
保管させていただきます。
③ 資料はその後の治療に活用できる場合があります。
また、保管の上、研究として活用することがあります。

詳しくは、当院を受診の上、診療科主治医へ
お問い合わせください。
「フラジャイル 病理医 岸京一郎の所見」より抜粋（出典）講談社 月刊アフタヌーン

－９－

－ 10 －

中部がんゲノム医療研究センター
次世代シークエンサーによる網羅的遺伝子解析により、
ゲノム医療の臨床実装に向けた研究開発を推進します。
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お問い合せ先
厚生労働省指定 がんゲノム医療連携病院
社会医療法人厚生会 木沢記念病院 がんゲノム診断・診療センター
中部がんゲノム医療研究センター
〒505-8503 岐阜県美濃加茂市古井町下古井590番地
TEL：0574-25-2181 FAX：0574-26-2181

