
遺伝性乳癌卵巣癌症候群「hereditary breast and 
ovarian cancer syndrome：HBOC syndrome（以下
HBOC）」の検査、治療、予防的乳房・卵管卵巣切除術など
が2020年に保険適応となり、遺伝医療が日常診療とさら
に密接なかかわりを持つようになりました。その一方で、
未発症バリアント保持者や他の遺伝性腫瘍についての取り
組みはまだ十分とは言えません。第4回遺伝性腫瘍診療セミ
ナーでは、遺伝医療の近年の進捗と課題、今後の展望に
ついて、エキスパート3氏が講演され、セミナー参加者からの
質問にもお答えいただきました。

～時代はBreast AwarenessからGene Awarenessへ～
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遺伝性乳がん・卵巣がんの医療は
着実に進展してきたが課題もある

遺伝性乳がんの医療は、がん抑制遺伝子であるBRCA1が
1994年に、BRCA2が1995年に発見されて以来、この25年
間にわたり発展してきました。2013年に米国人女優がご自身の 
遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）を公表すると、遺伝性乳がん、
遺伝性疾患について関心が世界的に高まりました。一方、国内
では2012年10月にHBOCに関わる医療者の研究団体である
日本HBOCコンソーシアム（2020年7月解散）が発足し、2016
年には一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構
（JOHBOC）が設立されました。そして2020年4月、HBOCに関
する検査や治療、および乳房や卵巣のリスク低減手術、サーベ
イランス検診などが一部保険承認されました。
医療の着実な進展と同時に新たな課題も認識されています。

まず、遺伝医療に関われるスタッフや時間などのリソース不足
です。次に、科学的根拠、データに基づく医療を行う観点から
は、無作為化比較試験（RCT）などの質の高い臨床試験の実施
が難しいことです。さらに、われわれが持っているデータのほ
ぼすべてが海外のものであり、今後は国内のReal World Data
を積極的に集積していく必要があります。そして何よりも、医
療者を含め、依然として社会全体で遺伝に関する知識や理解
の不足が見られることが懸念されます。

Gene Awarenessの意義と重要性を
皆さんと共有したい

乳がん診療をめぐる近年の話題では、Breast Awareness 
（図1）という言葉が注目されています。女性自身が自分の乳
房の状態に日ごろから関心を持ち、乳房を意識して生活する
ことを意味します。乳がん検診の受診率向上を図るピンクリ
ボン活動とともに、とても重要と考えられています。Breast 
Awarenessは、乳がん検診において「マンモグラフィ検診を受
けましょう」という啓発だけでは十分ではないというところから、
1990年代にイギリスで提唱されるようになりました。
そうした中、遺伝に関しても、「がんに関わる遺伝子に変異が

あるとがんになりやすい」という教育だけではなく、自分の遺
伝のことに関心を持つということが必要であろうと考え、Gene 
Awarenessという言葉に至りました。まだはっきりした定義は
ありませんが、患者さんやご家族、市民、医療者、社会が「遺
伝子を通して1人ひとりの個性や多様性を認め合い、自身の
遺伝学的リスクを知った上で、適切な予防策を選べる」ように
Gene Awarenessを高めることが重要と考えています。医療の
進展や課題解決の中でGene Awarenessは、必要不可欠なコ
ンセプトとなるでしょう。
本セミナーは、Gene Awarenessの意義と重要性を皆さんと

一緒に共有したいと考え企画しました。皆さんにとってGene 
Awarenessへの理解を深めるきっかけになることを期待してい
ます。

大野 真司 先生　がん研究会有明病院　副院長
はじめに

Breast Awareness Gene Awareness

女性自身が自分の乳房の状態に日ごろから
関心をもち、乳房を意識して生活すること

遺伝子を通して一人ひとりの個性や多様性を
認め合い、自身の遺伝学的リスクを知った上
で、適切な予防策を選べること

❶自分にとっての乳房の正常な状態を知って
❷見て感じ　
❸乳房の変化に気が付く
❹変化を感じたら医療機関に行く　
❺40歳以上になったら乳癌検診をうける

❶遺伝情報について知り
❷遺伝子の病気・異常としてではなく
❸体質のひとつとしてとらえ
❹医療機関を上手に利用して
❺適切な対処方法を選ぶ

遺伝性乳がん医療のこれから

図1 Gene Awareness（私案）
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講演 1  沖縄県の遺伝医療体制構築で気がついたこと
玉城 研太朗 先生　那覇西クリニック 乳腺外科 診療部長

県内の診療体制を構築し
2012年からHBOC診療を開始

沖縄県の風光明媚な離島は豊かな観光資源であると同時
に、限られた医療資源の偏在という地理的物理的課題に直結
しています。大都市圏の高度な医療にアクセスしようとすると、
那覇空港から福岡まで1時間半、東京や大阪には3時間以上を
要します。したがって、沖縄県では可能な限り県内で医療を完
結することが大きな課題です。
本県で取り組んできたHBOCの診療体制は、2011年に準備委

員会を設置するところからスタートしました。HBOCに関する共
通認識、すなわちAwarenessを共有し認識を高めるため、月に
1回程度の勉強会を開催しました。さらに、HBOCカウンセリン
グを担当する看護師を育成し、セミナー等への積極的な参加を
お願いして、情報のアップデートを図っていただいています。

2012年2月、倫理委員会の承認を得て、同年4月から当ク
リニックでHBOC診療を開始しました。その際、スムーズな診
療のため、標準作業手順書とともに患者個々に対応するための
フローチャートも作成しました。現在は、こうした当クリニック
の取り組みをもとに、HBOC診療を県全体に広げているところ
です。

市民との正しい知識の共有を見据え
公開講座やシンポジウムを開始

本県でHBOC診療を開始した当時は、一般市民の間では
HBOCはあまり認知されていませんでした。2013年5月にアン
ジェリーナ・ジョリーさんがHBOCだったというニュースが世界
に配信されると、私たちの施設にも多数の電話相談が寄せら

れ、メディアからも取材を受けました。これをきっかけに市民
レベルでも正しい遺伝医療の知識と理解が必要と考え、市民
公開講座等の啓発活動を開始しました（図2）。シンポジウムは
県内で遺伝医療に関わる医師や看護師も参加し、新聞にも大々
的に取り上げていただきました。

患者、医療者、そして社会全体が
Gene Awarenessを持つことが必要

2018年、PARP（poly ADP-ribose polymerase）阻害剤が開発
されました。それまでは遺伝性腫瘍の診断のためのgermline 
variantsの検索が中心でしたが、この薬剤の登場でバイオマー
カー検索の1つとしてのコンパニオン診断、いわゆるBRCA1/2
遺伝学的検査の導入につながりました。同検査の開始に伴い、
遺伝医療に対する患者さんおよび社会の関心が一気に高まり、
HBOCの問診施行者数や検査実施数も倍増しました（図3）。
2020年4月、予防的卵巣・卵管切除および予防的乳房切除が
保険適応となり、現在、琉球大学病院にて卵巣・卵管摘出は
実施可能、乳房切除は準備中です。地方型診療システムの構
築は地域医療を担う者としての使命であり、これからは全県レ
ベルの取り組みが必要な段階と考えています。
次のステップに進むに当たり、私があらためて考えたことは

Gene Awarenessに対する共通認識のさらなる向上です。遺伝
学的検査の結果が差別につながってしまわないよう、また、遺
伝医療の地域間・施設間格差をなくすためにも、社会全体に
Gene Awarenessをもっと根付かせる必要があります。医療体
制の構築は必要ですが、患者さんと医療者、そして社会全体
が同じ視点を持つことがより重要です。

Awarenessが根付いたあとの目標は
遺伝医療にアクセスしやすい環境の整備

一般医療機関内のAwarenessということでは、今回のよう

診療実績

HBOC問診施行者 1,455名➡3,352名
カウンセリング対象者    204名➡   351名
カウンセリング実施者    168名➡   227名
検査実施数      16名➡     73名
         遺伝子変異があった患者数        3名➡       5名BRCA

図2

図3

大きな反響を呼んだ市民向けシンポジウム

診療実績累積の伸び
（黒字：2012年5月時点、赤字：2020年10月時点）
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なセミナーを定期に開催していただき、多くの人が積極的に参
加することで連携につながると考えています。さらに県全体で
のAwarenessについては、行政も巻き込んでの市民公開講座
やシンポジウムの開催などの啓発・施策が必要になると思います。

Awarenessが社会に根付き、医療者や県民の遺伝医療に対
する意識が向上すれば、遺伝医療にアクセスしやすい社会をつ
くることが次の目標になります。そのためには、遺伝カウンセ

ラーを含めた遺伝医療に携わる人材の育成も必要です。さらに、
遺伝医療の進展に伴って遺伝学的アウトカムが蓄積されていけ
ば、その評価や活用を下支えする人材も必要です。すなわち、
Awarenessに対する取り組みと遺伝医療の人材育成は並行し
て行っていかねばなりません。そうした考え方を大事にしなが
ら、遺伝医療の普及に注力したいと考えています。

BRCA1/2遺伝子検査の保険承認による
HBOC診断数の急増が予想され体制見直しへ

遺伝性乳がん診療では、①情報提供、②遺伝学的リスク評
価、③リスクに応じた医学的管理、④血縁者への対応の4つが
構成要素になります（図4）。現在当院では、HBOCに関して、乳
腺センター、婦人科、臨床遺伝医療部が連携して診療体制を
作っています。

2020年4月のBRCA1/2遺伝子検査の保険適応拡大および
リスク低減手術の保険収載に備えた運用検討の際、新規患者
さんだけでも遺伝学的検査の対象者やリスク低減手術を受ける
推定患者数は十分に多く、経過観察されている方も対象とする
とその数倍になると試算されました。診療体制の見直しはがん
診療の一部としての遺伝医療を根付かせるチャンスでもあると、
前向きに考えて取り組みました。同時に、HBOC診療が保険診
療になったことが、遺伝医療に対する医療者の意識を変える
きっかけになることを期待しました。

BRCA1/2遺伝子の検査説明を標準化し
遺伝医療の情報提供のあり方も再考した

まず乳腺外科では、評価対象となる乳がん患者さんには

主治医がその案内・説明をし、補助説明が必要であれば臨
床遺伝医療部で別途詳しく説明することとしました（図5）。ま
た、BRCA1/2遺伝子検査が陽性やVUS（variant of unknown 
significance：意義不明のバリアント）の場合、あるいは陰性でも
若年発症や家族歴が濃厚な場合は、臨床遺伝医療部で面談し、
リスク評価、医学的マネジメントの調整を行うこととしました。
乳腺センターでは、運用手順とアナウンスフローを作成し

BRCA1/2遺伝子の検査説明の標準化を図りました。それらを
診察室に常備し、医師やその他の医療スタッフに周知しました。
さらに、患者さんの待合室にはポスターを掲示し、HBOCの遺
伝子検査やリスク低減手術が保険診療で行えるようになったこ
とをお知らせしました。患者さんに対する情報発信であるとと
もに、スタッフへの質問等も増えれば、結果としてスタッフの
意識も高まると考えました。
現在、誰もが正しい情報にアクセスできる一助となればと考

え、説明補助ツールとして動画を作成中です。
また、情報提供のあり方も再考し、だれもが知っていたほう

がよい情報と個別性に基づく意思決定支援のための情報を分

遺伝学的リスク評価
●遺伝学的検査の選択肢
●遺伝学的検査や家族歴
を踏まえた遺伝性腫瘍の
可能性の評価

●正確で最新の情報を
届ける体制、仕組み

●遺伝カウンセリングの窓口
●情報を得て、がんを発症
する前からの対策

●サーベイランスやリスク
低減手術
●治療の選択

情報提供

血縁者の対応医学的管理

乳腺外科（治療前/治療中/経過観察）

臨床遺伝医療部

BRCA遺伝学的検査対象乳がん患者

主治医がBRCA遺伝学的検査説明

面談
補助説明・遺伝学的
リスク評価

面談
リスク評価、

医学的マネジメントの
調整等

陽性

VUS

陰性

BRCA遺伝学的検査

BRCA遺伝学的検査以外の
遺伝学的検査

●補助説明希望
●急がない場合
●HBOC以外の
　可能性

紹介

若年発症
家族歴濃厚
など

（ ）（ ）

図4

図5

遺伝性乳がんへの対応

BRCA遺伝学的検査対象乳がん患者の対応フロー

金子 景香  先生　がん研究会有明病院　臨床遺伝医療部　認定遺伝カウンセラー

講演 2   医療者の Gene Awareness 
～院内での遺伝性乳がんへの取り組み～
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けて考えることにしました（図6）。前者については、がん患者
さんであるかどうかを問わず、だれでも、いつでも、どこでも、
正しい情報を得られるようにすることを目指しており、これは
Gene Awarenessにつながると考えています。一方、後者につ
いてはより専門性の高い対応が必要となるため、治療に関する
情報は乳腺科や婦人科が、遺伝に関する情報は臨床遺伝医療
部が、それぞれ担うこととしました。

遺伝学的検査の結果や報告書を
電子カルテでの管理に移行

コンパニオン診断で遺伝学的検査を行った場合を除き、こ
れまでは臨床遺伝医療部が遺伝学的検査のオーダーや説明を
行い、遺伝カウンセリング記録や家系図などを紙カルテで保管
してきました。しかし、診療科を超えてそうした情報も共有す
る時代となり、2020年から電子カルテ管理に移行しました。な
お、紙カルテで保管していた2019年度以前の記録も、該当す
る患者さんが同意された場合のみ電子カルテに移しています。
また、フォローアップについても見直し、必要な診療科への

紹介や血縁者との情報共有が一段落している方については、患
者さんの同意の上、臨床遺伝医療部によるフォローアップは一
旦卒業とし、必要に応じて連絡・相談をしていただくことにしま
した。遺伝カウンセリングを受けた方が、必要な時に相談でき
る窓口があると認識することも、Gene Awarenessの一側面で
はないかと思います。

HBOC陰性者にも説明文書を作成
他の遺伝性腫瘍の検査も可能と付記

保険診療となったBRCA1/2遺伝子検査は、乳腺外科、乳
腺内科、婦人科、臨床遺伝医療部の4つの診療科で行ってい
るわけですが、乳腺外科ではHBOCの診断を目的とする場合
が多く、乳腺内科ではコンパニオン診断が中心になります。婦
人科では卵巣がんの患者さんを対象にその両方を行っていま
す。一方、臨床遺伝医療部では、他の遺伝性腫瘍が疑われる
患者さんや、じっくり話を聞いてから検査を受けるかどうかを
決めたいとおっしゃる患者さんへの対応が中心になります。

陰性者の方たちにも説明文書を各診療科で渡しています。 
希望があれば他の遺伝性腫瘍の可能性について検査を行えるこ
と、その際は遺伝子パネル検査も選択肢となることなどが記載
されており、検査費用の目安や、遺伝カウンセリングは自費診
療であることも付記されています。この文書を読まれて、臨床
遺伝医療部により詳しい話を聞いてみたいとおっしゃる患者さ
んも増えています。

医療者のGene Awarenessが根付けば
患者さんや血縁者に情報が届く機会が増える

Gene Awarenessに関連し、院内スタッフの遺伝性腫瘍へ
の理解を深める取組みを開始しました。2020年5月より、各診
療科から外来看護師が臨床遺伝医療部で2週交代のローテー
ション勤務をするようになりました。遺伝カウセリングに同席
し、そこで吸収した知識を各診療科の患者さんやご家族への情
報提供に生かすことを目的とした試みです。これまでにローテー
トした看護師さんからの声を（図7）にまとめました。
共通の土台を作るためにも基本的な知識や情報は医療者間

で共有する必要があると考えています。もしかしたら医療者側
においても知らず知らずに偏見を持っている可能性もあるかも
しれませんし、遺伝性腫瘍に関する知識が足りないと苦手意識
を持っているがゆえに患者さんとの間で話題を避けてしまうこ
ともあると思います。
今回ご紹介したような情報提供ツール等の活用により、情

報提供に対する医療者側のハードルが下がる場合もあるのでは
と思います。さらには個人レベル、所属している部署のレベル、
自施設で遺伝性腫瘍の診療のすべてをカバーできなくても次に
繋ぐ先がわかっていると安心して患者さんへ情報提供ができる
のではと考えます。
多くの医療者が遺伝情報に触れるようになってきたため認識

や理解に個人差が出ることもありますので、診療科間、職種間
でコミュニケーションをしっかりとることを心がけることも大切
だと実感します。
医療者の間でGene Awarenessが根付けば、それによって

必要な情報が患者さんや血縁者に届きます。さらにそれが一般
社会にも広がれば、より多くの人たちが医療資源の一つとして
遺伝医療として認識し、必要時に活用できるようになると考え
ています。

HBOCの概要、遺伝形式、頻度、
原因遺伝子、がんの好発部位と
発症リスク、対策（サーベイラン
スやリスク低減手術）

BRCA遺伝学的検査の目的・方法・
費用・結果の解釈・限界

その他の遺伝学的検査の選択肢
血縁者に及ぼしうる影響

治療状況
遺伝学的リスク評価

年齢
家族構成
理解度

受け止め方など

共通の情報提供 個別性に基づく
意思決定支援

誰でも、いつでも、どこででも、正しい
情報が得られるようにする

治療に関することは主科
遺伝に関することは臨床遺伝医療部
それぞれで話し合う時間を作る

●「遺伝子」や「遺伝」のことは小難しくて遠ざけていたところが
ある。遺伝カウンセリングは別カルテになっていて、内容が
よくわからなかったけれど、実際、遺伝カウンセリングに同席
して、必要な診療だと思った。
●過去に対応した患者さんに家族歴が濃厚で気になっている方
がいる。今思うと遺伝性腫瘍の可能性があったのではないか。
●各診療科の外来勤務に戻った時に、HBOCと診断された患者
さんから血縁者との情報共有について相談を受けた。
●患者さんに、遺伝性腫瘍に関することを自分で説明することが
できた。

図6

図7

BRCA遺伝学的検査における情報提供の考え方

遺伝カウンセリングに同席した看護師の声
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それぞれの立場でのGene Awareness
遺伝学的検査をうけていない
ハイリスクの患者さんへの説明

大野　 今回のセミナーの準備をしていく過程で、院内、院外、
地域のネットワークづくりにおけるAwarenessの意味合
いをあらためて考えました。定義（図8）はまだ明確化さ
れていません。皆さんにご意見をいただきながら、一緒
に考えていきたいと思います。患者・クライエントにおけ
る定義は、「遺伝子を通して1人ひとりの個性や多様性を
認め合い、自身の遺伝学的リスクを知った上で、適切な
予防策を選べること」としています。玉城先生、ご意見
をお願いします。

玉城　 定義として明確ですので、患者さんにも十分に理解して
いただけるのではないでしょうか。重要なことは、日常
診療で患者さんにこうしたことをしっかりお話ししていく
ことだと思います。

大野　 ハイリスクと思われる患者さんで検査を受けていない場
合に、どのように説明すればよいのかと悩まれることも
よくあるようですが、それもAwarenessを皆さんが持つ
ことで変わっていくと思います。Awarenessは、日本語
にすると意識するということです。自分の遺伝は決して

異常なことではなくて、その人の持っている個性、特性
と考え、それを意識することが大切だと思います。

金子　 なぜその患者さんに遺伝性の話をしているかをご理解い
ただいて、遺伝学的検査の選択肢、遺伝性であるとわ
かれば医学的に対策を立てられること、逆にはっきりさ
せないことによる不利益もあり得ることをお伝えすると
思います。一方で、遺伝学的検査を受けることで心理社
会的に負担が生じる可能性もあることや検査の限界など
も含め、検討された上で「今は受けない」と納得されるの
であれば、その方が選ばれたことを尊重したいと思いま
す。一度受けないと決めても、気持ちが変わることもあ
り得ることや、相談窓口を伝えておくことも大切です。
　また、医療者自身の価値観や知識量の違いによって、
患者さんにお伝えする情報の内容に差違があるとすれ
ば、その違いを埋めることも課題です。話をするタイミ
ングや話し方への配慮は必要ですが、情報提供しない
など医療者側が判断したりすることで、届くべき情報が
届かないという状態は望ましくありません。遺伝はみん
なが持っている個性であることが患者さんや社会に根付
くためには、医療者の1人ひとりがまずAwarenessを持
つ必要があると考えています。

ディスカッション

図8 それぞれの立場でのGene Awareness （遺伝性腫瘍を念頭に）

立場
Gene Awareness （案）

定義 詳細（次の10年に向けて）

患者・クライエント
（ 非発症者・血縁者
含む）

個性や多様性の1つに遺伝子の違いがあること
を知り、自身の遺伝学的リスクを知った上で、
適切な対応策を選べること

・遺伝情報について知り
・体質のひとつとしてとらえ
・医療機関を上手に利用して
・ 対応策についてその人にとってより良い選択が
できる

医療者

遺伝子解析の結果に応じた適切な知識をもと
に、高い質の遺伝医療を提供することができる
とともに、エビデンスを創出して将来の遺伝医
療をより良いものとすること

・がんと遺伝子に関する知識を深め
・患者・クライエントに適切な情報を提供し
・意思決定を支援し
・適切な医療を提供するとともに
・エビデンスを創り
・遺伝診療の質を高める

社会

遺伝子について正しい情報発信と教育の場を構
築し、遺伝医療・ゲノム医療が地域格差・施設
格差なく受けられる環境を作り、遺伝子に関す
る偏見・差別のない社会にすること

・遺伝子に関する適切な教育を実施し
・ どこでも誰でも遺伝子検査と遺伝診療を等しく
受けることができ
・多様性を認め
・偏見・差別のない社会を創る
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今後はGene Awarenessが
より重要なキーワードになっていく

金子　 HBOCが浸透し始めていますが、実際にはそれ以外の
遺伝性腫瘍もあります。Lynch症候群はHBOCと同じく
らいの頻度があるといわれています。HBOCをきっかけ
に、ほかの遺伝性腫瘍に対する理解が深まると良いと
考えています。

大野　 乳がんや卵巣がん以外にも、消化器腫瘍や肉腫などさ
まざまながんがあります。そう考えると、大きな意味で
のGene Awarenessがとても重要です。当院の乳腺外
科の看護師さんが、配置転換で移られた先の診療科で
遺伝性腫瘍の可能性に気づかれて、患者さんを紹介して
きたことがありました。検査の結果、患者さんの適切な
遺伝性腫瘍の医学的管理につながったという経験をしま
した。やはり、医療者全体のGene Awarenessの向上
はとても大切だと思います。

医療者が同じテーブルで話し合うためには
専門的な知識を学び、共有する必要がある

玉城　 ある患者さんについてどのように介入していくべきかを考
える時は、医療者が同じテーブルについて皆で話し合わ
なければなりません。同じテーブルにつくためには、専
門的な知識を共有する必要がありますから、受動的な
座学も能動的な情報収集も当然求められます。すでにそ
うした環境ができている施設もあると思いますが、地方
ではキャンサーボードのようなものはまだ未成熟なので、
医療スタッフ各自がさまざまな方法で専門的な知識を身
につけることが重要になると考えています。

大野　 そうですね。医療者における教育・勉強では啓発的な
部分とAwareness、つまり意識する部分の両方にフォー
カスすることが大切だと思います。

未発症者のサーベイランス等の保険承認と
Real World Dataの集積が次の10年の課題

金子　 以前は、「遺伝性腫瘍であることが診断されてもどうなる
のか」と医療者からも言われることがあり、遺伝情報を

知ることの意義に対する理解はあまり進んでいませんで
した。それがここまで変わってきたことを、大きな感慨
をもって受け止めています。腫瘍の領域に身を置く私が
望むことは、HBOCだけでなく、遺伝性腫瘍の特徴や概
念が社会全体で当たり前のように認知されることです。
ネガティブな意味での「特別」ではなく、きちんと対処し
ていけばよいものだという共通認識が広がり、理解し合
える世の中になることを願っています。それと連動する
かたちで、社会の仕組みや医療制度も整える必要が数
多くあります。今は少しずつ、10年後を見据えてできる
ことを意識していきたいと思っています。

玉城　 遺伝医療のGene Awarenessを短い時間で全てを集約
することは難しいのではないかと思っておりましたが、
今日、このようなセミナーを行ったことは、遺伝医療の
これからの10年を考える上で意義ある集まりになったと
思います。私は沖縄県になりますが、それぞれの地域あ
るいは日本全体で、より良い遺伝医療をみなさんと一緒
に築いていければと思っています。

大野　 これから遺伝子に関する知見がさらに蓄積されて
いくことで、科学の進歩はもちろんですが、新たな
Awarenessも必要になってくるはずです。それを後押し
するものとして、今後10年間の課題は大きく2つありま
す。1つは、2020年にHBOC患者さんに対する乳房・卵
巣の予防的切除が保険承認されたように、未発症者や
ご家族におけるサーベイランス等の保険承認を実現す
ることです。もう1つは、国内の十分なデータ、エビデ
ンスを確立することです。私たちが力を合わせてReal 
World Dataを集積し、そのデータをもとに患者さんたち
と話ができるようにすることが新たな目標です。この 
2つがこれからの10年間で成し遂げるべきことと考えて
います。

【BRCA1/2検査の適応要件】
卵巣がん、卵管がん、腹膜がんの診断歴があること。乳がんと診断された患者さんでは、①45歳以下での診断歴、②60歳以下での 
トリプルネガティブタイプの診断歴、③両側などの複数回の乳がん、④男性の乳がん、⑤乳がんあるいは卵巣がんと診断された血縁者が
1人以上いる、⑥BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子の病的バリアントを有する血縁者がいる。

（2020年4月1日診療報酬改定）



Date 回 タイトル／テーマ

2020/10/10 ▶ 第１回 遺伝性乳がんの一部保険診療化に伴う遺伝学的検査実施における課題と多遺伝子パネル検査

2020/11/5 ▶ 第２回 がんゲノム医療時代の遺伝性腫瘍診療体制

2020/12/5 ▶ 第３回 婦人科医から見たクリニカルシーケンス時代の遺伝性腫瘍の取り扱い

2020/12/19 ▶ 第４回 現場のジレンマを解決するコツ～時代はBreast AwarenessからGene Awarenessへ～

2021/1/16 ▶ 第５回 今さら聞けないヒト遺伝子配列バリアントの評価とシングルサイト検査

2021/2/13 ▶ 第６回 婦人科領域におけるゲノム医療～相同組み換え修復異常を中心に～

2021/3/13 ▶ 第７回 遺伝性大腸癌の診断～どんなときにマルチ遺伝子パネルを用いたら良いか？～

2021/4/19 ▶ 第８回 Gene Awareness～遺伝性腫瘍を中心に～（ディスカッション形式）

今後の予定

がん生殖医療

小児がん

膵がん領域

脳腫瘍領域

内分泌腫瘍領域

遺伝性腫瘍診療セミナー

※今後の開催についての詳細は、弊社営業担当者にお問合せ頂くか、弊社HPにてご確認下さい
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