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お話しすること

1. がん遺伝子パネル検査導入時の経験

2. 難病の全ゲノム解析等実行計画での取り組み

3. 差別や不利益を防ぐ法制化に向けて
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ゲノム医療を推進する政策の歩み

◉2015年１月 内閣官房健康・医療戦略推進会議の下に、ゲノム医療を実現

するための取組を関係府省・関係機関が連携して推進するため、「ゲノム
医療実現推進協議会」を設置

◉2015年７月「ゲノム医療実現推進協議会」中間とりまとめ

「日本でも、国における総合的な取組の強化が急務」

◉2015年11月 特に重点的かつ早急に検討を要すると考えられる課題につい

て「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」設置（事務
局：厚生労働省）

◉2017年６月 「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」報告書

◉2017年７月 平成28年度「ゲノム医療実現推進協議会」報告とりまとめ
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「国民参加型がんゲノム医療の構築に向けて」

◉2017年6月 「がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会」報告書の副題
は、「国民参加型がんゲノム医療の構築に向けて」

「ここに構築するがんゲノム医療の基盤は国民共有の財産である。広く国民の理解
及び賛同なくしては成り立たず、「がんの撲滅」も現実のものとはならない。本懇
談会では、がんゲノム医療の基盤整備は、国民が主体的に参加し、その恩恵も国民
が享受すべきものであることを銘記して、検討を進める」（p.5）

「主体的な参加」ってどういうこと？

仮にがんゲノム医療で得られるデータをデータベースに提供することを求め
るだけであれば、それは「主体的な参加」からかけ離れたものに・・・。
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がん細胞の遺伝子を一度にたくさん調べること

http://todaioncopanel.umin.jp/

遺伝子変異を一つずつ調べるのではなく、一度に多数の遺伝子の変異を調べることで、がんの遺伝子変
異の情報をより速く、より多く知ることができます。 こうした遺伝子変異の情報をもとに、「分子標的薬」
などの、一人ひとりの患者さんに最適な治療法を選択することに役立てることができます。
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がん遺伝子パネル検査の流れ

• 対象：小児がん、希少がん、原発不明がんで、標準的な治療法があてはまらない患者さん

http://todaioncopanel.umin.jp/
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国のデータベースを
つくる
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がん遺伝子パネル検査から全ゲノム解析等実行計画まで

◉2018年7月、中核拠点病院等連絡会議「インフォームドコンセント・情報利活
用ワーキンググループ（ICWG）」にて、統一様式の検討開始

「ゲノム医療における情報伝達プロセスに関する提言―がん遺伝子パネル
検査と生殖細胞系列全ゲノム/全エクソーム解析について―【初版】
20180321」（研究代表者：京都大学大学院小杉眞司教授）

全５回の議論と計６名のがん患者・家族の査読を経て、説明文書、同意文
書、意思変更申出書の案をとりまとめ

◉2019年3月 説明同意モデル文書第1版を公開

◉2019年6月 がん遺伝子パネル検査の保険収載
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がん遺伝子パネル検査の同意項目
１．がんに関する遺伝の情報（遺伝性腫瘍）の提供について

情報提供を希望する ・ 情報提供を希望しない

• 遺伝性腫瘍の可能性も含めて、患者が許可した相手に伝える希望を確認する

• 明示的な本人の意思が確認できていれば、検査結果を本人以外に開示する必要が生じたときに、
守秘義務違反にあたらない、という趣旨の項目

• 医療者が積極的に患者の家族に連絡を取りなさい、という意味ではない

• 連絡先は空欄でも構わない

• 検査結果から、遺伝性腫瘍の可能性がわかったとき、患者が知りたいかどうかを尋ねる

• 知ることによる利点と考えるべき事柄について伝えて、意思決定を促す
• 知らないでいる権利を尊重する

２．がん遺伝子パネル検査の結果を伝えたい相手

伝えることを希望する ・ 自分以外誰にも伝えないでほしい

※あなたががん遺伝子パネル検査の結果を伝えたい方の連絡先
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家族との情報共有の希望～医療者の守秘義務の解除

◉検査を受ける意思決定をした患者全員に、生殖細胞系列の情報提供の意思を
確認

◉また、AMED小杉班の提言に基づき、生殖細胞系列の情報 提供を希望する

方には、身近な方とパネル検査の結果 （生殖細胞系列の情報を含む）を共
有したいかどうかを確認することに

パネル検査の結果（生殖細胞系列の情報を含む）を共有したい相手がいる
場合は、その連絡先の記載欄に記載を求める

ただし、連絡先の記載欄は空欄であっても構わないこととした

明示的な本人の意思が確認できていれば、検査結果を本人以外に開示する
必要が生じたときに、守秘義務違反にあたらない、という趣旨。医療者が積極
的に家族に伝えなさい、という趣旨ではない。
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がん遺伝子パネル検査の同意項目として
最低限、必要な事項

３．がん遺伝子パネル検査に関連するデータ等の提供について

① あなたの治療に役立つ情報を発見するため、臨床情報やゲノムデータ等を「がんゲ
ノム情報管理センター (C-CAT)」へ提供すること

同意する ・ 同意しない

• C-CATにデータ等を提供することによって、詳しい解析が行われたり、他の
患者さんのデータとあわせた検討が行われ、新たな臨床試験や治験などの
情報が主治医に届く 可能性がある
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がん遺伝子パネル検査の同意項目

３．がん遺伝子パネル検査に関連するデータ等の提供について

② 「がんゲノム情報管理センター(C-CAT) 」に提供された臨床情報・ゲノムデータ等
を、厳格な審査を経て、学術研究や医薬品開発目的での利用を希望する第三者に提供
すること。 同意する ・ 同意しない

• その企業によって、利用目的や記載項目が異なる

• 患者さんは、利用目的に応じて意思表明をすることはできない
• これに加えて、医療機関が独自で研究利用する場合や教育目的で利用することなどが
追加されている場合もある

• 患者さんは、利用目的に応じて意思表明をすることはできず、C-CATで審査を実施する

③ [検査企業による利用：各拠点で企業と相談して記載] 

同意する ・ 同意しない



本項目は本検査の同意を取得した医療者が必ず本人に対して再度意向確認の
機会を設けることを約束するものではない。将来的に患者本人が改めて結果を
知る権利・知らないでいる権利を行使できる機会を担保するためのもの。
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がん遺伝子パネル検査に関する説明文書案
（モデル文書）［代諾者用］

８．将来的な子どもの意思の尊重について

がんに関する遺伝の情報（遺伝性腫瘍）については、あなたのお子さ
んが理解できる年齢になった時点で（概ね16歳）、お子さん自身に「知
る権利」「知らないでいる権利」が生まれます。そのため、改めて結果
を知りたいかどうか、お子さんに伺うことが原則となります。またその
際には、がん遺伝子パネル検査に用いたデータ等の取扱いについても、
お子さん本人の意思を確認する必要が生じます。
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説明補助資料の製作

◉説明補助パンフレット

◉第1部：がん遺伝子パネル検査 [4分06秒]

◉第2部：遺伝的背景と「がん」の関わりについて [4分10秒]

◉第3部：がんゲノム情報管理センターについて [5分16秒]

◉第4部：検査の意思決定について [7分30秒]

[https://www.ncc.go.jp/jp/c_cat/index_kan_jya.html]

中田はる佳, 武藤香織, 田代志門, 福田博政, 河野隆志
「がん遺伝子パネル検査と患者・市民参画~説明同意モデル文書の査読プロセスから学ぶ」
月刊腫瘍内科 24(2) 183‐193 2019年8月
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https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/common/pdf/C-CAT_Leaf_0630_web.pdf
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この経験から考えたこと

◉検査を受けるかどうかの選択肢は、今後の治療法選択や生き方に
も影響を及ぼす重要な意思決定。この場面で、様々な意思決定も
迫られるのは倫理的なのか？
説明者への研修では、検査以外の意思決定は後回しでもよいことを強調

二次利用に関する同意率が高いことを、単純には喜べない

◉個人情報の利活用について、個別の同意取得に依存する運用に限
界が来ているのではないか？

差別や不利益防止などの客観的なルールが存在せず、個人の同意のみに
依存している現状
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難病における全ゲノム解析の意味

◉診断が困難な疾患の確定診断に重きが置かれている

がんに比べると、発症や治療に関連した解釈が難しい疾患が多い

遺伝学的検査やエクソーム解析では診断できない疾患

「診断を求める終わりなき旅（diagnostic odyssey）」への答え

◉ゲノム解析データは、①希少難治性疾患の国際共同研究の参加、

②臨床試験・治験の機会を得るためにも重要
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「難病の全ゲノム解析等実行計画に必要な倫理的配慮」
（第1版 案）

① 実施体制

② インフォームド・コンセント

③ インフォームド・アセント

④ 同意撤回及び意思変更の申し出

⑤ 結果の説明

⑥ データの利活用

⑦ 個人情報の保護と社会的不利益の防止

⑧ 将来の課題について

研究班員、製薬企業関係者、難治性希少疾患の患者・家族らと協議中
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難病の全ゲノム解析説明・同意文書案作成の経過

7月21日 臨時班会議での意見交換

7月30日 患者・家族との意見交換会（通算第2回）

作成した文書案

① 成人の患者用

② 未成年者の代諾者用

③ トリオ解析血縁者用

④ アセント文書（年齢幅に応じた３パターン）、実証事業用を更新

9月3日 ICF案患者・家族レビューアー公募

9月22日 11名応募8名選考、作成した文書案①～③を分担して査読依頼・文書案の送付

9月23日・26日 患者・家族レビューアー向け説明会

9月29日 患者・家族査読締切、研究班員に更新版を回覧
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意見交換から浮上した主な論点→協議中

◉子どもが16歳になる前からコミュニケーションをとり、16歳以降の意思確認をする

責任をもつ専門部署を、実施組織に設け、医療機関以外で個人情報を管理すべき

（多忙で交代も頻繁な主治医をあてにすべきでない）

◉二次的所見（＝現在の病気と関連しない情報）として扱わない情報の明確化

 希少疾患では本人と両親のゲノム解析を行うが、親子間の血縁関係の存在、不存在に関する情報は二次

的所見として扱わない

 常染色体劣性（潜性）遺伝の疾患の保因者に関する情報は、数が多く、個別対応は現実的でない

 民族的背景に関する情報

◉警察・捜査機関によるデータ利用協力要請に対して、今の日本でどのような対応が

できるのか？（任意捜査は拒否できるはず、身元確認など公益性のある利用は？）

◉データを利用した企業が得た金銭的利益に関する、患者コミュニティ全体への還元

（ベネフィット・シェアリング）
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「全ゲノム解析等実行計画」説明文書用
モデル文案
1. 「全ゲノム解析等実行計画」の背景と目的

2. 全ゲノム解析等を用いた診療・研究開発

3. ご提供いただきたい試料・情報

4. 試料・情報の取扱い

5. 研究により得られた所見の取扱い

① あなたのご病気に関連する所見

② その他あなたや血縁者の健康管理の参考になる
所見が得られた場合

◦ ②についての希望の確認

◦ 本研究で得られた所見をお伝えする方について
の希望の確認

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000904765.pdf

6. 「全ゲノム解析等実行計画」におけるデー
タの利用

7. データの適正な利用のための取り組み

8. 誰がどのようにしてデータを利用するか

9. 国内外の公的データベースへの登録と活用

10. 知的財産権の帰属について

11. あなたに連絡を取らせていただく可能性に
ついて等
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[https://gdo.global/en/gdo‐map‐approaches]

差別防止に関する具体的な法律あり

遺伝学的検査結果の利用の制限について関連業界との協定や行政規制を採択している国

差別防止のための具体的な法律、規制、政策はないが、拘束力のない文書が存在する国
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‘genetic discrimination’の定義

◉個人またはその家族に対して、その人のゲノムの実際、または認知された

違いのみを理由に行う差別 [Billings et al. 1992]

◉実際の、または推定される遺伝的特徴に基づく、個人に対する差別的または

否定的な扱い、または不当な推定（プロファイリング） [The Genetic 

Discrimination Observatory] 

◉遺伝的差別とは、実際の、または認識されている遺伝的状態、遺伝的素因、

健康および疾病特性に関連する遺伝的リスク因子、家系に基づく個人または

集団の不公正な扱い [Personal Genetics Education Project]

検査結果だけでなく、「推測されたり、感じたりするもの」が含まれる

個人だけではなく集団に対するものを含む定義もある

否定的・不公正な扱いだけでなく、不当な推定を含む定義もある
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「遺伝的特徴」 (genetic characteristics/features)
=見た目や非専門家の見立てによる類推も含む

科学的根拠がない情報

日常の言動に埋もれている
身近な人からの偏見・差別

意味や解釈の確実性は、研究の
進展に応じて常に変化

ゲノム研究・医療・ビジネスで
得られ、解釈権限は専門家に

「家族歴」（family history）
＝本人の記憶・申告に頼る情報。科学的な確証を得る手掛かり

「遺伝学的情報」「ゲノムデータ」（genetic/genomic information/data）
＝専門家が遺伝学的検査等の医学的手続きを通じて得た、科学的な確証を伴うもの

当事者が知りうる情報だが、
科学的根拠として不十分

医療・研究で使用されるが、
市民も使う

‘genetic discrimination’に相当する概念の
日本での呼称？定義？
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‘genetic discrimination’に相当する概念の
日本での呼称？定義？

◉障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律
第六十五号）

「障害を理由とする差別」の定義は記載なし

◉障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

「障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と
規定し、」

「（障害者に対する）不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害
者を、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ障
害者でない者より不利に扱うことである」
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差別や不利益の防止に関連した2022年の動き

4月 日本医学会・日本医学会連合長、日本医師会長「遺伝情報・ゲノム情報による不当な差別や社会
的不利益の防止」についての共同声明
• 国：遺伝情報・ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益防止のための法的整備を早急に
• 関係省庁：社会・経済政策での、個人の遺伝情報・ゲノム情報の不適切な取り扱いの防止と、いかに

利活用するかを検討する会議を設置し、我が国の実情に沿った方策を早急に
• 保険の監督官庁：事業者及び関係団体に、自主規制が早急に進むよう促し、消費者に分かりやすく適

正なものとなるよう、指導・監督を行う仕組みを
• 保険会社等の事業者及び関係団体：遺伝情報・ゲノム情報の取扱いについて開かれた議論を行い、自

主的な方策を早急に検討し公表を

5月 生命保険協会、日本損害保険協会から現在の取扱い状況の公表
• 引受・支払実務において遺伝学的検査の結果は収集していない
• 病名、家族の病歴、医師による遺伝カウンセリングの実施記録等から遺伝学的検査と同等の情報を特

定し得る場合であっても、利用していない
• 研究においても同様
• 新たな課題が認識された場合には見直し
• 個別事例は個社への照会を
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良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにする
ための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案（概要）

◉基本理念

① 幅広い医療分野における世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢

を広く国民が享受できるようにすること

② ゲノム医療の研究開発及び提供には、子孫に受け継がれ得る遺伝子の

操作を伴うもの等、人の尊厳の保持に重大な影響を与える可能性がある

ものが含まれることに鑑み、生命倫理への適切な配慮がなされること

③ ゲノム医療の研究開発及び提供において得られたゲノム情報の保護が

十分に図られるようにするとともに、ゲノム情報による不当な差別が

行われないようにすること
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大急ぎで具体的な議論をすべきこと事柄

◉「遺伝的特徴・情報に基づく差別」の定義制定

他人事、無関心、社会的合意形成の遅れ

障害者差別解消法での事例検討の経緯も参考に

◉損害保険会社による保険金不払いへの対応

介護保険で先天性異常による免責が認められた判例（村岡・加藤 2021）

がん保険で医療機関への遺伝情報照会が行われた事例（横井他 2022）


