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脳腫瘍患者の権利憲章 

本憲章の⽬的 

脳腫瘍とともに⽣きる成⼈および⼩児が、可能な限り健康で質の⾼い⽣活を得られること、そし
て、この⾼い理想を示すための、質の⾼さの基準、施策および実際の取り組みを、策定し、監視し、
広く⾏き渡らせることを⽬的とします。 

序論 

患者の権利について論じた⽂献は多数あり、その内のいくつかは本憲章で挙げる脳腫瘍患者の権利
に⾔及しています。本憲章は、脳腫瘍患者およびその介護者の視点から、脳腫瘍とともに⽣きる上
で起こりうる困難について特に配慮して起草されたものです。本憲章は、さまざまな関係者の協⼒
を重ねて作成されたものであり、毎年改定されうることを前提とした⽂書です。 

本憲章が世界各国で活⽤できる内容であることを期待します。私たちは、多くの国で脳腫瘍患者に
最新の科学的根拠に基づいたケアを提供する医療基盤、研究・医薬品機器製造施設、スキルを持つ
専⾨医や治療施設が不⾜していることを認識しています。したがって本憲章が、私たちが⽬指すべ
き⾼い理想を示すものであり、実りある議論と討論を促し、前進する⼀助となることを期待しま
す。 

重要なことは、理想の実現に向けての施策⽬標を達成するために、脳腫瘍患者団体の努⼒を⽀える
詳細な枠組みを、本憲章が提供することです。また、個々の患者や介護者が、脳腫瘍とともに暮ら
すうえで問題となることを、それが⼤切なことであると裏付けするために利⽤することもできま
す。また本憲章は、国際脳腫瘍コミュニティの他部⾨でも積極的に利⽤できるツールとなることを
意図して作成されています。 

本憲章は、国による格差を少しでもなくしたいと願う私たちの到達⽬標としての、医療制度および
情報共有を改善するための質の⾼い枠組みを、すべての⼈に提供することができます。本憲章は、
世界中の研究者、医療従事者、その他の⼈々が⽇々⾏う輝かしい業績を損ねたり批判したりするこ
とを意図したものではありません。 

発展途上国にお住まいで本憲章の多くを達成することが困難な⽅は、本憲章のうちご⾃身の地域で
達成可能な部分を選んでいただき、それらに焦点を絞ることによって、脳腫瘍患者が少しでも良好
な転帰を迎えられるようにしてください。 

社会においては権利には責任を伴う事も申し上げておきます。 

備考 

1. この脳腫瘍患者の権利憲章は、記述された権利を保証するものではなく、法的拘束⼒を有する
ものでもありません。 



2. この「脳腫瘍患者の権利憲章」は最新版ですが、随時更新し毎年改定が⾏われうるものであ
り、将来的により完成度の⾼い憲章となる⼿順が確⽴されます。 

3. 「脳腫瘍患者の権利憲章」に批准し、本書へのロゴ掲載を許可している脳腫瘍の慈善団体、⾮
営利団体、神経腫瘍学会、その他の組織の⼀覧は、本⽂書の付録をご参照ください。 

1.患者として認められる権利 

患者は以下の権利を有します。 

a) 脳腫瘍による負荷を軽減するために策定された医療を受ける権利 

b) 脳腫瘍と共に⽣きる者として認められる権利 

c) 個⼈として扱われる権利 

d) 成⼈か⼩児かに関わらず、脳腫瘍と共に⽣きる者として⾃分が納得できる⾔葉で⾃⼰を表現
する権利 

e) 医療従事者が必ずしも患者としての⾃分の⽴場や⾒解に同意していなくても、⾃分の意⾒を
述べることができ認められる権利 

f) ⾃身の医療ケアにおける重要なパートナーとして、また⾃身が⾃らのニーズや経験に関する
専⾨家として尊重される権利 

g) 脳腫瘍患者であることを理由に、地域社会や職場でいつどのような状況においても差別を受
けない権利 

h) 診断や予後の如何に関わらず希望を持ち続け、その希望の中で医療チームやケア担当者らに
より⽀えられる権利 

2.徴候および症状の適切な診察 

患者は以下の権利を有します。 

a) 脳腫瘍に関する情報と教育を受ける権利 

b) 神経腫瘍学、神経内科、脳神経外科、⼼理社会的健康の分野で適切な訓練と経験を積んだ医
師達により、⾃身の健康に関する懸念事項について速やかに診察を受ける権利 

c) ⾃分の脳や脳腫瘍の診断画像についての明確な説明、および他の画像診断や評価の⽅法、そ
してそれらにより何が分かるのか、何が分からないのかについて説明を受ける権利 

d) ⾃分の脳腫瘍の治療法、例えば⼿術、放射線治療、化学療法、臨床試験などの選択肢につい
て明確な説明を受ける権利 



e) 正しい診断のため、経験豊富な神経病理医により、確⽴された病理学的/診断的検査（バイ
オマーカーの検査を含む）を⽤いて、⾃⼰の摘出腫瘍組織あるいは⽣検サンプルの分析を受
ける権利 

f) 切除された⾃分の腫瘍組織の使い道についてのインフォームド・コンセントを受け、脳腫瘍
組織および他の⽣体試料を提供または保存する場合、将来の治療決定や研究のためにそれら
が利⽤される可能性があるかどうかを知る権利 

3. 明確、包括的、及び統合的な診断 

患者は以下の権利を有します。 

a) 患者が選択した専⾨医療機関に速やかに紹介される権利 

b) 迅速で的確な診断（世界保健機関（WHO）の最新の脳腫瘍分類を⽤いる腫瘍組織の総合解
析および臨床所⾒に基づく）を、医療従事者から明確かつ思いやりを持った態度で伝えられ
る権利 

c) ⾃分の診断について質問し、⾃身にとって理解できる⾔葉で適切な回答を得る権利 

d) はじめの診断時からその後の治療終了までの診察に、家族や親しい友⼈、または担当の介護
者に付き添ってもらえる権利 

e) ⾃身にとって堪能ではない⾔語で診断を受ける際、通訳⼠を付けてもらう権利 

f) 診断とその後のケアに関する全ての意思決定の過程に積極的に参加する権利 

g) 明確に理解するため、かつ、備忘録として、診察中にメモを取る権利 

さらに、必要な許可を最初に得た場合に限っては、診察中の録⾳をする権利 

h) ケアや治療のいかなる段階にあっても、他の医師の意⾒を求め、聞くことができる権利 

i) かつ、専⾨医が⼿術や投薬治療ができない、もしくは、それらを⾏うべきではないと判断し
た場合は、その旨の説明を受ける権利 

j) 希望した場合は、⽣活の質、治療薬の副作⽤、治療薬の晩期合併症の可能性、および⽣存率
などの情報を含む予後に関する説明をできるだけ詳しく受ける権利 

k) 医療従事者が診断に関して作成した⾃分の全ての医療記録のコピーを得る権利 

4.適切な⽀援 

患者は以下の権利を有します。 



a) 困難な決断を下すことに直⾯した場合に役⽴つ、明確で、公平で、信頼できる、包括的、か
つ状況に応じて必要な情報を得る権利 

また、こうした情報に異議を唱え、理解できないことに関して明確に説明してもらう権利 

b) ⾃身の状況に応じた適切な選択をするために、意思決定ツールを利⽤できる権利 

c) ケア・コーディネーターや脳腫瘍患者のナビゲーター（例．専⾨看護師、ソーシャル・ワー
カー、またはその他の訓練を受けた⼈）による⽀援を受ける権利 

d) 考慮すべき法的問題（例．代理⼈への委任状、⼦供の後⾒⼈、終末期医療における事前指示
書（遺⾔状や蘇⽣処置不要指示などを含む））に関する情報提供を受ける権利 

e) 職場復帰や復学、ならびに、障害者の雇⽤や教育を規定する⾃国の法律に関する適切な情報
提供を受ける権利 

f) 地域に脳腫瘍患者⽀援団体があればそこに実際に参加する、バーチャルで参加する、もしく
はこうした団体がない場合は⾃ら設⽴する機会を持つ権利 

g) 助⾔やさらなる⽀援を受けることができるよう、地元や地域、および国際的な脳腫瘍患者⽀
援団体に関して知らされる権利 

5. 優れた治療と質の⾼い経過観察 

患者は以下の権利を有します。 

a) 住んでいる国や地域で受けられるすべての治療選択肢、またその費⽤が保険や他の第三機関
によって償還されるかどうかの情報を得る権利 

b) 自身が覚悟しているリスクの大きさを考慮した上で、患者自身にとって最善の治療法を選択
する意思決定の過程を、担当医と共有する権利 

c) 支払い能力ではなく、必要性に基づいて治療を受ける権利 

d) 年齢、人種、経済的背景、障害、信仰、または性別に関わらず、国際的に認められた脳腫瘍
の標準治療を受ける権利 

e) 脳腫瘍を治療していく過程のどの時点であっても、自分の健康状態の安定を図るために緊急
治療を受ける権利 

f) 診断された時から、治療、回復、増悪、長期生存、および終末期に至るまでのケアを継続し
て受ける権利 

小児患者の場合、継続して受けるケアには成人としての経過観察への移行も含まれまる 

g) 高い医療の質を満たすことが義務化され、監視され、その質が達成されている健康的で安全
な環境で、治療を受ける権利 

h) 最高の倫理綱領基準に従って実施される治療を受ける権利 

i) 放射線画像読影報告、病理診断報告、遺伝子解析などの診療録に記載されている全ての記録
やデータのコピー、および、全ての画像診断のデジタルコピーやフィルムコピーを請求し、
入手する権利、ならびに、これらの診療録の「所有者」として認められる権利 



j) 中心となる医療チームの支援の他に、理学療法士、言語聴覚士、心理社会療法士、ソーシャ
ルワーカー、作業療法士などの他の専門家の支援による集学的治療を受ける権利 

k) 臨床上影響のある治療の遅延が予想される場合にはその旨の告知を受け、かつ、より早期に
治療できる他の施設を知る権利 

l) 標準治療に加えて（またはその代わりに）、別の治療法、試験的治療法、またはその他を受
ける可能性を担当医と共に検討する権利 

m) 提案されたすべての治療法、その利益とリスク、ならびに、必要な場合はその費用に関して
十分に知る権利 

n) 制裁や中傷を受けずに、治療、検査、画像診断、および調査を拒否または辞退する権利 

o) 現在治療を受けている医療施設で実施され、自身の治療に関連する、または妥当と思われる
臨床試験について知らされること、ならびに、適格基準を満たし除外基準に該当しない場合
にはその臨床試験に参加する権利、さらに他の施設で実施されている参加できそうな臨床試
験について連絡先を知る権利 

p)  臨床試験、試験的治療、または研究プログラムに参加するにあたって、自身に関わる利益
とリスクに関して十分に知り、かつ、それらの参加（または不参加）を検討するための十分
な時間を、強制されずに確保する権利 

q) 患者がこうした臨床試験に登録を希望した場合、参加が認められ、評価され、かつ、その最
終結果の通知を受ける権利 

r) 脳腫瘍の治療が終了した場合、定期的な経過観察、ならびに、適切な画像診断や検査を受け
る権利 

s) 専門の医療従事者による経過観察を受ける権利 

小児患者の場合、こうした経過観察には、治療の後遺症に詳しい専門の医療従事者による治
療を受けることが含まれる 

6.治療との関係性 

患者は以下の権利を有します。 

a) 患者の居住する地域や国の、脳神経外科医、放射線腫瘍医、神経腫瘍医、神経内科医などの
専⾨家の最新の連絡先リストを、必要に応じて⼊⼿する権利 

b) 患者が治療を受けている施設において、定期的な診察以外で、時間外に発⽣する緊急の問題
にも対応可能な知識豊富な職員の⽒名および連絡先を⼊⼿する権利 

c) 患者がその施設において満⾜のいく治療を受けていない場合に、懲罰を恐れずに意⾒や苦情
を述べる権利 

さらに、管理職レベルの職員に対して意⾒や苦情を述べる⼿段についての情報を与えられる
権利、および⾃身の苦情が調査され、その結果が速やかにかつ包括的に伝えられることを期
待する権利 

d) 患者が主治医の意⾒に敬意を持ちつつ異議を唱え、それに対して主治医からも患者の意⾒を
尊重する姿勢が示されることを期待する権利 



7. ⽀持療法と緩和ケア 

患者は以下の権利を有します。 

a) 質の⾼い⼀貫した集学的早期緩和ケアとして、症状に対する対応、疼痛緩和、⼼理社会的⽀
援、リハビリテーションおよび社会的精神的⽀援を受ける権利 

b) 疼痛、悪⼼、痙攣発作など、脳腫瘍とその治療による症状および副作⽤を緩和するのに最適
な投薬を受ける権利 

8. リハビリテーションと幸福に⽣きること（ウェルビーイング） 

患者は以下の権利を有します。 

a) 脳腫瘍による認知障害、⾏動障害、身体障害に対してのリハビリテーション・プログラム（⾔
語療法、作業療法、神経⼼理学的療法、理学療法など）を利⽤する権利 

プログラムは、患者が⾃⽴し、可能な限り正常に活動する能⼒を取り戻すことを⽬的としま
す。 

b) 経済的負担を軽減するために利⽤可能な経済的⽀援に関する情報を得る権利 

c) 脳腫瘍サバイバーとして患者の状況に特化した、「幸福に⽣きるためのプログラム」を利⽤
する権利 

プログラムでは、患者固有の個⼈的なニーズ（家族の問題、雇⽤の問題、経済的・⼼理社会
的条件など）が考慮されます 

9. 医療情報とプライバシー 

患者は以下の権利を有します。 

a) 患者の脳腫瘍が、患者の居住国で（および国際的に）正確にがん登録される権利 

がん登録では、患者の脳腫瘍が、いわゆる「良性」か、低悪性度または⾼悪性度かが記録さ
れます 

b) すべての検査、医学的調査、治療、⼿術を通じて、プライバシーが保たれた場所が確保され、
個⼈としての尊厳が保たれる権利 

c) 健康状態や幸福に⽣きるためのことに関して、プライバシーを保った状態で、医療専⾨家お
よび他の分野の専⾨家と会話する権利 



d) 治療や診察を受ける際、適切な⾐服を着ることで、プライバシーを守り、羞恥⼼を最⼩限に
する権利 

e) 患者に関する医療情報が、患者の許可なく他の関係者に公開されないようにする権利 

f) ⾃分の健康に関する情報を誰といつどこで共有するかを⾃分で決定する権利 

10.適切な終末期の選択肢とケア 

患者は以下の権利を有します。 

a) 選択可能な終末期ケアのすべての選択肢を話し合う権利、または、脳腫瘍治療中のいかなる
時点においても、終末期ケアに関する相談を望んで受けてくれる他の医師へ紹介される権利 

b) 患者の主要な死因が脳腫瘍であった場合、それらが公的記録に正確に反映される権利 

c) 終末期に近づいている場合に、患者⾃身が決定した正当で適切な質と⽔準をもつケアを受け
られる権利 

d) 尊厳を保ち、他者からの慈愛と敬意を受ける権利 

e) 病院、⾃宅、ホスピスなど、最期の場所に関して希望を述べる権利 

f) 事前の医療・ケア計画（アドバンスケアプランニング）を⽴てる権利 

g) 脳や腫瘍の組織サンプルなど身体の⼀部を研究⽬的で提供する権利、またはその提供を拒否
する権利 

h) 患者が終末期の意思決定を⾏う権利 

患者が治療やケアを受けている国の現⾏法で認められている範囲内において、できる限り患
者の意思決定が尊重されるべきであること 

脳腫瘍患者の権利憲章 作成委員会： 
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脳腫瘍患者の権利憲章は、クリエイティブ・コモンズCC BY-NC-NDライセンスのもと、非営利目
的で利用できます。https://creativecommons.org/licenses/をご参照ください。 
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THE BRAIN TUMOUR PATIENTS’ 
CHARTER OF RIGHTS

The following organisations* have ratified the Charter and support its aims:

APPENDIX

 

 

continued ➤*Organisations listed in alphabetical order

Associação de Investigação de
Cuidados de Suporte em Oncologia
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continued ➤

Melanoma Patient Network Europe
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The Brain Tumour Patients’
Charter of Rights 

is a living document.
If your organisation would
like to support the Charter

please contact kathy@theibta.org



脳腫瘍患者
権利憲章

For further information or any questions on The Brain Tumour Patients’ Charter of Rights, 

please contact Kathy Oliver, International Brain Tumour Alliance (kathy@theibta.org). 

For further information on the Charter Toolkit, please contact Danielle Leach, 

National Brain Tumor Society (dleach@braintumor.org)

Charter document design: Edwina Kelly - edwina@edwinakellydesign.co.uk




