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第 一回「小児脳幹部グリオーマ」シンポジウム 事業報告書 

 

1. シンポジウム概要 

 

【日時】2017年 10月 28日(土曜)13:00～17:45 

【会場】国立成育医療研究センター講堂 

【参加費】無料 

【参加者】 150名 

【対象】 一般・学生・患者や家族・医療者・研究者・官僚・政治家・ 

シンポジウム趣旨に関わる各専門家 

【主催】「小児脳幹部グリオーマ」シンポジウム開催実行委員会 

【協賛】 株式会社せんざん / ニューチャーハウス株式会社 / 株式会社かんぽ生命保険 

小児がん撲滅を目指す「トルコキキョウの会」/ 株式会社オルフィックデザイン 

【協力】 小児脳幹部グリオーマの会 / 小児脳腫瘍の会 /旭くん光のプロジェクト / 

NPO 法人脳腫瘍ネットワーク/ NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクト 

【後援】 国立研究開発法人国立成育医療研究センター / 厚生労働省 

NPO 法人日本小児がん研究グループ (JCCG) / 読売新聞社 

毎日新聞社横浜支局 / 相模経済新聞社 / 神戸新聞社 / 琉球新報社 

 

2．講演プログラム 

 

オープニングセレモニー 

13:00 ～ 13:05 主催代表 高木伸幸 開会挨拶 

13:10 ～ 13:15 羽生田俊 参議院議員 挨拶 

13:05 ～ 13:10 松本公一先生 挨拶 

【第一部】「治療・研究」 

13:20 ～ 13:35 柳澤隆昭先生 「DIPG という病気と治療の現状」 

13:35 ～ 13:45 中野嘉子先生 「DIPG の遺伝分子病態」 

13:45 ～ 14:00 寺島慶太先生 「現在の国内外治療研究状況」 

14:00 ～ 14:10 荻原英樹先生 「DIPG の生検について」 

14:10 ～ 14:20  AMED 戦略推進部 原田英治氏「AMED におけるがん研究支援の取組み」 

14:25 ～ 15:00 パネルディスカッション＋質疑 

14:20 ～ 14:25休憩 



パ ネ リ ス ト ：柳澤隆昭先生・中野嘉子先生・荻原英樹先生・原田英治氏 

          高木伸幸 ( 患者会 ) 

モデレーター：寺島慶太先生 

15:00 ～ 15:15 休憩 

 

【第二部】「QOL・支援・末期の療養とグリーフケア」 

15:15 ～ 15:20 丸川珠代 参議院議員 挨拶 

15:20 ～ 15:35 天野功二先生 「DIPG 患児の在宅療養について」 

15:35 ～ 15:50 鈴木彩氏 「ソーシャルワーカーの役割について」 

15:50 ～ 16:00 厚労省 難病対策課 田中彰子氏 「小児慢性特定疾病制度の解説」 

16:00 ～ 16:10 厚労省 障害保健福祉部 朝川知昭氏 「障害区分認定制度の解説」 

16:10 ～ 16:25 浅原聡子先生 「ここからのグリーフケア」 

16:25 ～ 16:30 休憩 

16:30 ～ 17:10 パネルディスカッション＋質疑 

パ ネ リ ス ト ：丸川珠代参議院議員・鈴木彩氏・田中彰子氏 

         高山啓氏・浅原聡子先生・西垣一葉 ( 患者会 ) 

モデレーター：天野功二先生 

【第三部】クロージングセレモニー  

17:10 ～ 17:20 寺島慶太先生 「まとめスピーチ」 

17:20 ～ 17:35 高木伸幸 「協賛お礼」「今後の予定」「研究公募告知」 

17:35 ～ 17:40 虹の架け橋『天使からの虹色レター』セレモニー・写真撮影会 

17:40 ～ 17:45 主催代表高木伸幸閉会挨拶 

 

3、受付デスク展示・配布内容 

 

1 「旭くん光のプロジェクト」リーフレット・ＣＤ展示販売(一部小児がん研究寄付) 

2  ＮＰＯ法人横浜こどもホスピスプロジェクトリーフレット展示 

3 ＤＩＰＧシンポジウム開催の為の募金箱設置 

4 かんぽ生命保険リーフレット展示 

5 小児脳幹部グリオーマの会 病気解説「VOICE」関係者配布 

 

4、広報と申込みの受付 

 

【広報】 

本会の広報は、公式Web ページを開設。毎日新聞社・朝日新聞社・神戸新聞社告知記事掲

載。その他ＳＮＳにて情報配信。 



【申込み】 

本会の申込みは、公式Web ページを開設し、受付申込みリンクから先着順で受付した。 

2017 年 7 月 1日から 10 月 27 日まで申込期間実施。 

申込者には，以下の記載を求め，申込み完了とした。 

「申込者の氏名，所属，連絡先，懇親会出欠，その他ご意見」 

【参加者数】 

参加者数： 150名 

【アンケート結果】 

別途資料あり 

 

5、本会に関わる写真風景 

 

・会場全体風景 

  

(主催代表 高木伸幸挨拶)         (パネルディスカッション) 

 

・来賓挨拶写真 

  

         
元環境大臣 / 元内閣府特命担当大臣 ( 原子力防災 ) 

前東京オリンピック・パラリンピック担当大臣 

(参議院議員 丸川珠代様 挨拶) 

参議院財政金融委員会理事 / 自民党副幹事長 

前参議院厚生労働委員長 / 元日本医師会副会長 

(参議院議員 羽生田 俊様 挨拶)  



  

 

 

 

 

 

 

 

・ボランティア活動写真 

  

(受付風景) 

 

 

 

5、研究公募告知 

 

第一回の DIPG シンポジウムの議論の中で、もっとも優先される事項を運営委員一同でと

りまとめします。そして当日のアンケートで頂きました、皆さまからの貴重なご意見も踏

まえ、トータルで見た視点で、研究公募の概要を取り決めたいと思います。報告は決定次

第、公式ホームページでの広報を行います。助成金額は総額 100万円を予定しております。 

 

 

国立成育医療研究センター 

小児がんセンター脳神経腫瘍科医長 

寺島慶太先生 総括挨拶 

国立成育医療研究センター 

小児がんセンター長 

松本公一 先生 挨拶 

協力団体 

「旭くん光のプロジェクト」ブース 



6、天使からの虹色レター 

 

 

「天使からの虹色レター」は、この病気を全国の皆さんに知って頂くために、レターリレ

ーのお願いする企画となります。こちらのハガキの内容には、天使になった子どもの想い

をレターにたくしました。参加者様が そのレターをお読みになりましたら、ご自身とレ

ター、一緒に写真を撮り、ツイッターやフェイスブック、ブログ、ＳＮＳを使ってアップ

していただくお願いをし、大切なお友達やご知合いに、そのレターを渡して同じようにレ

ターリレーのお願いをしました。 

 

7. 主催者総括 

 

第１回目は 150 名の方にご参加いただき，盛会にてシンポジウムを終えることができまし

た。またアンケートの結果を見ますと、DIPGを取り巻く環境の発表とあり、総合的に深い

関心をもたれ、とても好評でした。 

 

さて、本会シンポジウム歩みでもお知らせした、「署名プロジェクト」は各制度の問題点の

改善や治療研究の促進を提唱しています。 

 

そして、それは一朝一夕で解決できるものではありません。まず、この問題意識を単に一

つの患者会や、専門家が認識するだけではなく、広く大きな国民的広がりとすることで解

決をはかりたいと考えています。その一歩として、多くの問題点を表面に出して、共有し

て行くことが重要ということで、このシンポジウムも企画しました。 

 

今回は、総勢 9 名という各分野の専門家の方にご協力いただき、それぞれのテーマでご講



演いただいたあと、その後、講演者全員でのパネルディスカッションという形式を考えま

した。 

 

まず冒頭、実行委員長の開会の言葉に続き、これまで多大なご協力をいただいている参議

院議員の羽生田俊氏、また今回の会場となった国立成育医療研究センターの小児がんセン

ター長 松本公一氏から励ましとイベントの成功を祈る暖かいご挨拶をいただきました。 

 

第一部は「治療・研究」に関する講演です。 

講演者 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科教授 柳澤隆昭氏、国立がん研究セン

ター 特任研究員 中野嘉子氏、国立成育医療研究センター 脳神経腫瘍科医長 寺島慶

太氏、同センター脳神経外科医長 荻原英樹氏、AMED戦略推進部 がん研究課長 原田英

治氏 

 

まず柳澤氏から DIPG という病気の概要と現状の治療状況をお話しいただき、次の中野氏

には、細胞・遺伝子レベルの研究について非常に難解な専門的なお話を、一般にも分かり

易く噛み砕いてお話しいただきました。それに続き寺島氏による遺伝子レベルでの研究、

近年の国内外の治療研究・臨床試験の現状をお話いただきました。 

 

そして、その研究に不可欠な要素としての「生検」としいう問題。荻原氏には実際の生検

がどのように行なわれているかという解説をしていただきました。また、原田氏には AMED

という政府の医療研究開発機構の研究支援への役割についてもお話しいただきました。 

 

一連のお話から、ありとあらゆる臨床試験の効果がなかった時代から、遺伝子研究の時代

になり、これまでに無かったさまざまな方法でこの病気治療へのアプローチが行なわれて

いる点、近年の遺伝子解析技術の飛躍的発達は、この難攻不落の病気の正体とその治療法

確立に向けて徐々にねじりよって来ているという感想を持ちました。 

 

その後のパネルディスカッションでは、このような希少疾患に対する研究支援体制は、ま

だまだ十分ではないこと。海外での研究との連携が大事であるが、その基盤が出来ていな

いこと。AMED としては、希少疾患としても、その研究が大きな社会的貢献になれば支援

していく道筋はあるということ。 

 

そして、何より生検という大問題。治療の選択肢があれば効果が未知であっても生検を受

けさせたいかという会場への質問に多くの方が賛同されていたのが印象的で、これは賛否

両論あるでしょうが、今後の治療研究を考える上で重要な問題となってくると思います。 

 



第二部は「QOL・支援・末期の療養とグリーフケア」に関する講演です。 

講演者 あおぞら診療所医師 天野功二氏、国立成育医療研究センター ソーシャルワーカ

ー 鈴木彩氏、厚生労働省 難病対策課 課長補佐 田中彰子氏、同省 障害保健福祉部 企

画課長 朝川知昭氏、グリーフカウンセリング ivy-グリーフカウンセラー 浅原聡子氏 

 

今回は、QOLといっても、様々な課題がある中で、特に子ども達の療養環境を考える上で、

在宅での療養の実現が重要なのではないかという視点に絞っての講演ラインナップとなり

ました。天野氏から DIPG の患者は末期在宅医療を希望する方が多いこと。しかし、小児

を担当できる・・それも小児がんの患者を診られる在宅医や医療者が不足している点など

が指摘されました。 

 

また、鈴木氏から療養の環境を作る要であるソーシャルワーカーの役割についてのお話、

国立成育医療研究センターの患者支援体制と小児病院の中心的存在(中央機関)としての役

割についてのお話がありました。 

 

次に厚労省の御担当者様、お二人からの各支援制度の解説がありました。小児慢性特定疾

病制度の解説を田中氏が、障害者支援制度に関して朝川氏に解説いただきました。 

 

最後は浅原氏による「グリーフケア」についてのお話で、「喪失」の悲しみは、「その後」

ではなく、「その予感」から始まっており、闘病中のケアへの重要性が語られましたが、い

ずれにせよ個々の心の問題は、共通した解答やマニュアルは無い課題であるというお話は

印象的でした。 

 

その後のパネルディスカッションでは、参議院議員の丸川珠代氏にもゲストとして加わっ

ていただき、活発な議論が交わされました。冒頭に、病院によっての公的支援制度への認

識にばらつきがあること。闘病中の手続きの困難さが当会会員の経験を交えて語られまし

た。より良い療養環境の実現には経済的な支援が不可欠ですが、現状の制度への認識が各

地域によってバラつきがあるために十分な支援が行き渡っていないということ。 

 

これが当プロジェクトの大きな課題の一つですが、丸川氏からは、国が強制的に各地方自

治体に命令することは実は困難であり、この改善には国民側からの大きな声を上げていた

だくことが不可欠であるという意味の回答をいただきました。当プロジェクトとしてもこ

の課題をどう解決していくか今後とも検討を続けたいと思います。 

 

以上のような実に 6 時間近くに及ぶ、各講演・パネルディスカッションの後、寺島氏によ

る本日のイベントの総括があり、まだまだ課題は多いですが、何よりこの大きなイベント



が実現できたことが画期的であり意義のあることだという意味のお話をいただきました。 

 

そして委員長による講演者、参加者の皆様、クラウドファンディング等を通じてご協力い

ただいた協賛者様への謝辞と、「天使からの虹色レター」企画のお願い、そして会場全体で

の写真撮影で幕を閉じました。 

 

現在、主催者側としては、このような日本初のシンポジウムイベントが実現できたことは、

大きな一歩であります。しかし、細かい点での課題もあると共により一層の充実したシン

ポジウムを開催できるよう、今後も皆様から多くのご協力をいただきながら、課題解決に

向け、一歩一歩進んでいきたいと思っております。 

 

そして、さらに皆様とともに作り上げたこの輪を広げて行ければと考えています。 

今回ご協力いただいた全ての皆様に心より感謝致します。ありがとうございました。 

なお、今回の模様は、動画として後日公開される予定となっております。 

 

以上、第一回「小児脳幹部グリオーマ」シンポジウム開催実行委員会よりご報告いたしま

す。 

 

※収支決算書：別紙 

※アンケート集計：別紙 


