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遺伝子パネル検査の展望と課題
松井

啓隆

2019 年 6 月にいよいよがんゲノムプロファイリング検査が保険収載され，今後，標準治療終了後のがん患者さん
の治療選択肢を拡大することを目的とした検査が広く展開されることになった．この検査は，過去の手術や生検など
によって採取された組織標本からゲノム DNA を抽出し，治療薬決定の参考となる遺伝子を中心に，数百程度の遺伝
子を対象として変異解析を行うものである．これは，様々な分子標的治療薬が開発・実用化されていることと強く紐
づいて実施される検査ということになるが，保険診療として行われる以上，他のあらゆる臨床検査と同じく，検査精
度の確保が重要である．とりわけ，検査前プロセスと称される，組織の採取やホルマリン固定，および核酸の精製過
程が検査精度の良否を決めることになるため，多職種が協力して高品質な試料の準備に努めなくてはならない．
一方，がんプロファイリング検査において，分子標的治療薬の感受性ないし抵抗性の参考となる遺伝子変異の検出
率は高いものの，治療に結び付く症例，とくに保険診療下での治療が実施できる例は，現状ではごく限られている．
この点をどう解決していくかが，この検査の有用性を高めるためのこれからの課題になる．
キーワード：がんゲノム医療，がんゲノムプロファイリング検査，遺伝子パネル検査，次世代シーケンサー

査が保険収載されるに至った．
また，
同様の検査は 2017

はじめに
１）

全国がん登録のデータ によれば，
2016 年に国内で新

年頃より自由診療や先進医療として実施されており，

たに診断されたがんは 995,132 例で，一方，人口動態統

すでに多くのがん患者さんがこれらの検査を受けてい

計によるがん死亡データ２）によれば，2017 年のがん
（悪

る．本稿では，こうしたなかで見えてきた課題や展望

性新生物）の死亡率（人口 10 万人あたりの粗死亡率）

を概説する．

は男性 363.2，女性 239.1 であり，がんが日本人の死亡
原因のトップである．このようななか，2018 年 3 月に
３）

分子標的治療薬の実用化

は第 3 期がん対策推進基本計画 が閣議決定され，1）
が

近年開発が盛んに行われている分子標的治療薬は，

んに罹患する国民を減らし，かつがんに罹患した場合

大きく低分子薬と抗体療法薬の二つに分類することが

であっても早期発見・早期治療につなげるため，予防

できる．がんゲノムプロファイリング検査やコンパニ

施策を充実させること，2）がん種や世代に応じたがん

オン診断が行われることと，分子標的治療薬の充実と

対策を施し，患者さんごとに最適ながん治療を受けら

は，相互に深い関係にある．

れるよう，ゲノム医療を推進すること，3）患者さんが

低分子薬として最初に実用化されたものは，慢性骨

尊厳を持って社会との交わりを継続できるよう支援す

髄性白血病（CML）治療薬として開発されたイマチニ

る仕組みを構築すること，が全体目標として述べられ

ブである５）．低分子薬の多くは，腫瘍細胞が特異的に獲

ている．

得した遺伝子変異により産生される異常たんぱく質の

このうちここでは，ゲノム医療の推進の一環として

機能を阻害する目的で開発されており，
イマチニブも，

急ピッチで整備されつつある，がんゲノムプロファイ

CML 細 胞 だ け が 持 つ BCR-ABL 融 合 タ ン パ ク 質 の

リング検査（遺伝子パネル検査）の現状を紹介する．

ATPase 活性を抑える薬剤として用いられている．
また

2017 年に 3 月に開催された第 1 回 がんゲノム医療推進

最近では，腫瘍細胞が内在的に抱えている機能障害を

４）

コンソーシアム懇談会 において，国民皆保険のもとで

更に助長させることで細胞死を誘導する，
「合成致死」

のゲノム医療を実現することが宣言され，実際 2019

という概念も治療に取り入れられ６），そのための低分子

年 6 月には，ふたつのがんゲノムプロファイリング検

薬も実用化されている．例えば，ポリ ADP リボースポ
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リメラーゼ
（PARP）酵素の阻害剤であるオラパリブは，

ンキナーゼ阻害剤の投与が考慮されるが，その際には

卵巣がんおよび BRCA 遺伝子変異陽性乳がんに対して

事前に EGFR 遺伝子変異検査を実施することが求めら

７）

効果を発揮する薬剤である ．PARP は，DNA の片側

れている１２）．そのため，EGFR 遺伝子のうち，臨床的に

の鎖が切断（一本鎖切断）された際の修復に関与する

重要な遺伝子変異が生じる部位を調べるための検査試

分子であり，これに対し，BRCA タンパク質は，相同

薬（コバスⓇ EGFR 変異検出キット１３），therascreenⓇ

組み換え（Homologous recombination，HR）を介して

EGFR 変異検出キット RGQ１４））
が，体外診断薬として保

DNA 二重鎖切断が生じた際の修復に働く分子のひとつ

険収載されている．最近になって，複数の遺伝子変異

８）

である ．ごく単純に記せば，HR は，1）切断された断

と複数の分子標的治療薬とを同時に紐づけて検査する

端を加工し，2）相同 DNA と対合させ，3）相同 DNA

試薬
（オンコマイン

を鋳型に修復を行う，という手順で元の配列にほぼ忠

も実用化され保険収載されているが，これらをどのよ

実に切断箇所が修復されるという巧妙な機構であるが，

うに効率的に活用するかという点については，今しば

BRCA 遺伝子に変異がある細胞ではこのシステムが上

らくの議論が必要かもしれない．

手く働かず，ゲノム損傷の蓄積が起こるためがん化に
つながる．

Dx Target マルチ CDx システム１５））

一方，ごく最近になって，がんゲノムプロファイリ
ングという，コンパニオン診断とは異なる側面からの

ところが，BRCA 遺伝子変異によって DNA 二重鎖

遺伝子変異解析も医療に取り入れられた．2019 年 6

切断修復に障害のある細胞に対して PARP も阻害する

月には，OncoGuide

と，一本鎖修復もできなくなることで，細胞の DNA

FoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイリングのふ

損傷修復機能が完全に失われるため，細胞死が誘導さ

たつが保険収載され，本稿執筆の 2019 年 8 月現在，実

れる．このように，遺伝子変異を持つことによっても

施に向け体制整備が進められているところである．こ

ともと機能が損なわれている細胞に，外部からさらに

れらの検査は基本的に，標準治療終了後の悪性腫瘍の

別の機能障害を与えることで細胞の生存能を断つこと

患者さんが対象となり，分子標的治療薬を中心に，患

を合成致死といい，PARP 阻害薬が BRCA 変異獲得細

者さんごとの遺伝子変異を考慮に入れた治療方針の決

胞に効果を発揮するメカニズムとして理解されている．

定に役立てるための参考情報として用いられるもので

NCC オンコパネルシステムと

一方，分子標的治療薬のもう一つのグループである

ある．先に述べた通り，コンパニオン診断は，予め候

抗体療法薬は，遺伝子変異により産生される異常タン

補となる治療薬剤が決まっており，それら薬剤の適応

パク質を標的にするのではなく，腫瘍細胞が細胞表面

の有無を確認するために行われるが，がんゲノムプロ

に過剰に発現する分子をターゲットに用いられるもの

ファイリングの方は，逆に遺伝子変異の方を先にスク

が多い９）．HER2 の過剰発現が認められる乳がんや胃が

リーニングし，そのなかから治療に活用できるものが

１０）

多くの悪性腫瘍に
んに用いられるトラスツズマブ や，
１１）

対し適応を得ている PD-1 抗体のニボルマブ などが典
型的な例である．

ないか検討するために行われる検査ということになる．
むろん，希少がんや原発不明がんにおいて，多くの
遺伝子の変異を同時に調べることによって原発組織の
推定に役立つ場合もあるし，現在開発が進んでいる造

分子マーカーとしての遺伝子変異検査の意義

血器腫瘍の遺伝子パネルでは，どちらかといえば疾患

さて，上記のような分子標的治療薬が使用されるに

の分類や予後予測にウエイトが置かれるなど，必ずし

は，薬剤が効くことが期待できる症例とそうでない例

も分子標的治療だけを念頭に置いて遺伝子パネル検査

とを区別する必要がある．そのために行われるのが，

が行われるとは限らないことを付け加えておく．

コンパニオン診断や，がんゲノムプロファイリング検
査と呼ばれるものであり，最大限の薬剤効果を最小限
の副作用出現率で得るために，これらの検査が実施さ
れることになる．

がんゲノムプロファイリング検査の手順と，
検査精
度確保の必要性
次に，がんゲノムプロファイリング検査の実施手順

コンパニオン診断は，ある患者さんに特定の薬剤を

を概説する．先にも述べたように，この検査は複数の

使うことが計画された際に，その薬剤の適応が有るか

遺伝子変異を同時に調べ，そのなかから治療に役立て

否かを確認するために行われる検査で，多くの場合，

られそうなものを選別するためのものであるため，対

一つの薬剤と一つの検査が一対一対応で紐づけられて

象とする遺伝子は，悪性腫瘍のドライバー変異として

いる．例えば，非小細胞肺がんの腫瘍細胞では EGFR

知られているものが中心となる．このため，用いる遺

遺伝子変異が高率に検出され，変異のある手術不能ま

伝子パネルによっても異なるが，最大でおよそ数百程

たは再発症例の場合には，ゲフィチニブ・エルロチニ

度の遺伝子がパネルに含まれるのが一般的である．

ブ・アファチニブ・オシメルチニブ等の EGFR チロシ

検査では，まず腫瘍細胞が十分に含まれる組織標本
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を用意し，ここからゲノム DNA を抽出する．ホルマリ

くる方法である．もう一つのアンプリコン法は，対象

ン固定されたパラフィン組織標本（FFPE 標本）では，

領域に対応する多くの PCR プライマーを設定し，
マル

ホルマリンの作用で DNA が切断されるためその後の

チプレックス PCR 形式で増幅する方法である．
後者の

DNA 増幅に影響が及び，ホルマリン固定時間が 72

アンプリコン法の方が，比較的シンプルな手順でシー

時間を超えるとシークエンス・ライブラリー（シーク

クエンス・ライブラリーを作成できるが，頻度の少な

エンスに用いる，増幅された DNA）の作成効率が顕著

い体細胞変異を検出することを念頭に置いた場合，対

１６）

に低下するとされている ．またホルマリンは，ランダ

象領域全体を比較的満遍なくバイアス無しに増幅でき

ムに塩基置換も起こす．特に，シトシンを脱アミノ化

るキャプチャー法の方が望ましい．

してウラシルに変換する作用を持ち，ウラシルに置き
換わった箇所は DNA を増幅してシークエンスすると，
１７）

なお，
遺伝子パネルによって対象とする遺伝子は様々
であるし，単純な遺伝子の変異だけでなく，Tumor

チミンとして検出されることになる ．従来，がんゲノ

mutational burden
（TMB，ゲノム 100 万塩基あたりの

ムプロファイリング検査目的で組織標本が作成・保存

変異数で表される数値１８））
や Microsatellite Instability

されてきたわけではないことから，過去に作成された

（MSI，マイクロサテライト領域の増幅パターンを解析

標本を検査に用いる場合には，一定の割合で検査に適

することで導き出される DNA ミスマッチ修復能１９））
を

さないものがあることに注意が必要である．また，今

算出することをうたっている検査（FoundationOne

後がんゲノムプロファイリングを念頭に置いて標本を

CDx）もあるし，腫瘍組織と血液検体のペアで遺伝子

作成する場合には，日本病理学会が策定した「ゲノム

解析を行うことで，体細胞変異と生殖細胞系列変異と

１６）

研究用・診療用病理組織検体取扱い規程」 に記載の手
順を遵守することが望ましい．

の区別をより明確にすることを可能としている検査
（NCC オンコパネル）
もあるなど，それぞれが独自の特

加えて，十分量の腫瘍組織が含まれた標本を検査に

徴を持つ．また，現在はまだ保険収載されておらず先

用いることも重要である．標本中の正常組織の混在割

進医療として評価中の遺伝子パネルではあるが，東京

合が高いと，
当然そこから抽出される DNA においても

大学が開発した Todai Oncopanel２０）では，DNA だけで

正常 DNA の混入割合が高くなり，
がん細胞だけが持つ

なく RNA も解析対象に組み入れることにより，
転座に

遺伝子変異の検出感度が低下する．仮に腫瘍組織割合

よる融合遺伝子の検出能力を高めている．生殖細胞系

20% で， 片側アレルの遺伝子変異であったとすると，

列の割合が高いとされる婦人科系腫瘍では腫瘍・血液

標本中の変異遺伝子含有率は 10% ということになる．

のペア解析を使用し，免疫チェックポイント阻害薬の

次世代シークエンサーを用いたがんゲノムプロファイ

使用も考慮される場合には TMB/MSI を解析可能なパ

リングの遺伝子変異検出感度は，対象遺伝子や部位に

ネルを用いるなどの使い分けが必要であろう．この辺

もよるがおよそ 2〜10% 程度であるから，
確実に変異を

りの使い分けについては，今後がんゲノムプロファイ

検出するためには腫瘍細胞含有率 20% 以上の組織標本

リング検査が保険診療として多数行われていく中で，

を用いることが望ましい．しかしながら，組織によっ

コンセンサスが得られていくことが期待される．

ては，その構成上腫瘍細胞含有率を高めるのが難しい
場合もあるし，炎症細胞浸潤が強い場合にも非腫瘍組
織の割合が高くなることから，慎重な対応が望まれる．

がんゲノムプロファイリング検査の活用によるがん
治療成績向上への期待と現状

いずれにしても，いかに良質な組織を採取し標本を作

このように，悪性腫瘍の治療成績を向上させること

成できるかというところで検査自体の出来不出来が決

に繋がることが期待されているがんゲノムプロファイ

まってくるわけで，検査前プロセスが結果の良否を左

リング検査ではあるが，海外で行われた大規模な検証

右するという点において，他のあらゆる臨床検査とな

でその有用性に対して否定的な結果が出るなど２１），
必ず

んら変わりはない．

しも多くの患者さんが恩恵を被るわけではないことが

さて，がんゲノムプロファイリングとしての遺伝子

課題である．国立がん研究センターが主導し国内で行

パネル検査では，おもにキャプチャー法とアンプリコ

われたがんゲノムプロファイリング検査の評価（先進

ン法のいずれかにより，対象遺伝子領域の濃縮や増幅

医療 B：個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パ

が行われる．このうち，現在国内で保険収載されてい

２２）
ネル検査）
では，遺伝子変異解析の行われた 187 症例

るふたつの遺伝子パネル検査では，キャプチャー法が

中 156 例（83.4%）で何らかの遺伝子変異が検出され，

採用されている．これは，病理組織標本や血液検体か

そのうち 109 症例（58.2%）においてアクショナブル変

ら抽出されたゲノム DNA を，
いったん超音波などによっ

異が認められた
（ここでいうアクショナブル変異とは，

てランダムに切断し，そのうえで対象遺伝子領域に相

既存もしくは評価中の分子標的治療薬に対する感受性

補的なプローブ（ベイト）を用いて対象領域を集めて

ないし抵抗性を規定する遺伝子変異のことと定義され
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ている）
．一方で，試験登録終了から約 1 年間の追跡期
間中に，遺伝子変異に基づいた分子標的治療が実施さ
れた症例は 25 例（13.4%）と限定的であり，かつ，保
険診療として治療がなされたのは 6 症例に過ぎなかっ
た．すなわち，がんゲノムプロファイリング検査によ
りアクショナブルな遺伝子変異が検出される割合は高
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