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がんゲノム医療の新展開

〜 遺伝子パネル検査の果たすべき役割について〜

図 1 がんゲノム解析における病理医・臨床検査技師の仕事の流れ
②腫瘍細胞比率（細胞数，壊死，
面積）の評価

がんには複数の遺伝子変異が関わっていることが明らかになり，発症臓器が同じ

⑤原疾患の組織型，核酸の品質
や収量に応じた，適切な遺伝子
パネルの選択

⑦ゲノム解析結果と，組織学的
特性から推定されるゲノム
変異との整合性を検証

でも，患者ごとに遺伝子変異の組み合わせが異なることが分かってきました．近年，
特定のがん遺伝子を標的とした治療薬（分子標的治療薬）が開発され，がん
本稿では，がん遺伝子パネル検査の現状やその将来展望，がん遺伝子パネル検査
において病理医や臨床検査技師などが果たす役割について解説します．
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報告書作成

・自動核酸抽出装置で抽出
・核酸の断片化具合を確認
・Quality Checkを実施

・次世代シークエンサーによる
ターゲットシークエンス
・標的の腫瘍によって，パネル
やシークエンス法の選定

・病理学的評価との整合性
の検証
・最終診断

バイオインフォマティクス解析

慶應義塾大学医学部 腫瘍センター
ゲノム医療ユニット長 特任教授

①シークエンス
に使用するブ
ロックの選定

③トリミング
領域の指示

④核酸の収量，品質に
よって，シークエンス
GO/no-GOの指示

⑥ゲノム解析に基づく腫瘍細
胞含有率と，組織学的腫瘍
細胞含有率の整合性の検証

れます．これらの検体から薄切標本を切り出してDNA抽

がんは遺伝子異常の積み重ねで発症するため，遺伝子

遺伝子パネル検査を臨床検査として実践するには，

レパラート5～7枚で2,000ng以上と十分量のDNAが抽

病といわれることがあります．がんによっては，その発生・

多職種が関わる遺伝子パネル検査

さまざまな職種の関わりが必要です．ゲノム医療に携わ

出されていました．しかし次世代シークエンサーを用いる

る臨床検査技師の役割として，遺伝子解析に適した検

場合，二本鎖DNAが保たれている状態のものでないと

ドライバー遺伝子［P34参照］といいます．そこで，このドラ

遺伝子パネル検査で，希少な遺伝子変異が検出され

体 処 理 ，核酸 抽出とその

イバー遺伝子を特定し，その遺伝子を標的とした最適な

た場合，その遺伝子変異がどのようなもので，どの薬剤

品質確 認 ，次 世代シーク

治療を提示することで，がんプレシジョン・メディシン（遺

が効果的かを調べるためには，過去の報告が重要とな

エンサーのオペレーション

伝子に基づく個別化治療）が可能になります．

ります．そのため，これまでに蓄積されたデータを集積し

などが挙げられますが，病

がんプレシジョン・メディシンとは，個々の患者のがん

たデータベースが構築されています．これらのデータベー

理医・臨床検 査技師は，

細胞の遺伝子を解析して，遺伝子学的背景から最も効

スの多くは海外のものですが，日本人のがんゲノムデー

検体の準 備，核酸 抽出か

果が期待できる治療法を選択して行う医療で，既にいく

タベース［P34参照］としてMGeND（Medical genomics

らシークエンス解 析結果

つかのがん種においてプレシジョン・メディシンが実践さ

Japan Variant Database）が構築されています．

の 報 告 書 作成まで，すべ

からは保険収載される見込みです．

ルーチン（3～5μm厚）
プレパラート枚数

パートパネル（専門家会議）が開催されます．慶應義塾

の個性に合わせた分子標的治療薬の選択が行われてい

大学病院の場合，主治医の他，がんゲノム医療専門医，

ます．

各診療科の医師，腫瘍内科医，病理専門医，臨床遺伝専

る組織の選定

米国では，治療を開始する前にMSK-I M PAC Tや

門医，認定遺伝カウンセラー，臨床検査技師，薬剤師，

がん ゲノム解 析を適 切

FoundationOne，Guardant360といった網羅的ながん遺

看護師，治験コーディネーター，バイオインフォマティクス

に行うには，組 織の選 定

伝子解析が導入されており，民間保険会社に続き，メディ

［P34参照］専門家も参加し，カンファレンスでの承認を

や標本の品質管理が重要

ケアもこれらの網羅的がん遺伝子解析（がん遺伝子パ

経て，最終的なレポートに記載する情報を確定します．

です．
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（図1）．
①シ ークエンスに使用す

ネル検査［P34参照］）の費用を負担しています．韓国も

図2はバイオプシー検体

2017年から検査費用の半額を健康保険制度で負担する

ですが，図2Aと図2Bの両

ようになっています．日本では現在のところ，がん遺伝子

方に挫滅や壊死が認めら
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OD260/280
抽出DNA量
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抽出DNA量
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ており，これらの遺伝子変異を有する症例に対して，がん
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ALK遺伝子変異を合わせると，全体の60〜70%を占め
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遺伝子パネル検査では，病理診断やがん遺伝子解析

量するNanoDrop分光光度計で測定すると，両方ともプ

図 2 ブロックの選定，薄切枚数とDNA 収量の相関

てのステップに関与します

れています．例えば日本人肺腺がん患者では，EGFRと

出を行い，DNA収量を比較しました．
すべての核酸を定
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進展に特に強く関わる遺伝子があり，このような遺伝子を

パネル検査は自費診療として行われていますが，2019年
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遺伝子を網羅的に解析するがん遺伝子パネル検査が注目されています．
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図 4 がん組織にはさまざまな細胞が混在している ～腫瘍細胞含有率の判定～

〜 遺伝子パネル検査の果たすべき役割について〜

A
解析ができないため，Qubit蛍光光度計でDNA収量を比

値が4.0以上で解析成功率が74%となり，解析に適した検

B

②腫瘍細胞比率の評価

較しました．Qubitでは，図2Aはおよそ300ngであるのに

体であると評価できました．以上のことから，3年以上前

がん組織には，さまざま

対し，図2Bは665ngであり，より多くの二本鎖DNAが保

に作製した標本の使用は避け，DIN値が4.0以上の検体

な細胞が混在しています．

たれていることが分かりました．また，標本の品質指標

を使用することが推奨されます．

遺伝子解析は個々の細胞

品質管理の上では，摘出した組織をホルマリン固定す

に含まれるDNAを解析す

われています．これらの検体についてΔCT値を算出する

るまでの時間や使用するホルマリンの種類も重要です．

るため，検体に占める腫瘍

腫瘍細胞含有率：Area 50%

腫瘍細胞含有率：Area 10%

と，図2Aは3.50，図2Bは−0.67で，図2Bの方がDNAの品

15施設を対象に，固定するまでの時間，固定時間，ホル

細胞数が多いものほど，遺

質が良く，解析に適していると判断できます．

マリンの種類と濃度について聞き取り調査した結果か

伝子解 析に適した標本と

また，標本の品質によって抽出されるDNA量が異なる

ら，摘出後10%中性緩衝ホルマリン［P34参照］で速やか

いえます．そのため，使用す

ことから，切り出す標本枚数を決定することも重要です．

に固定し，翌日には切り出しを行うことが望ましいと考え

る検体における腫瘍細胞

これらの判断を病理医と臨床検査技師が共同で行うこ

られました（図3） ．

の比率（細胞数，壊死，面

・卵巣がんの転移リンパ節切除検体
・大型腫瘍細胞なので，腫瘍細胞の占有面積
は50%程度
・周囲には小型リンパ球が大量に存在
・ゲノム解析結果による腫瘍細胞含有率は，
5%程度と判定された
・CallされたSNVはゼロ（閾値以下）

・肝内胆管がんの肝生検組織
・腫瘍細胞占有面積は10%と判定
・ゲノム解析結果に基づく含有率は40%で
あった．これは，間質が豊富であるが，細胞
数が少ないため，と考えられた
・TP53，NF1，SMAD4，ARID1A変異同定
（VAF 20%前後）

とにより，精度管理していきます．

1）

このように，ゲノム解析では病理標本の品質管理が重

積）を評価することが大切
です．

度をスコア化したDIN（DNA Integrity Number）もあり

組織検体取扱い規程」および「ゲノム診療用病理組織

図4Aは卵巣がんの転移

ます．ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）標本のブ

検体取扱い規程」を作成しました．そして，これらの規程

リンパ節切除検体で，腫瘍

ロック作製からの経過年数別に標本のDIN値を比較す

を周知するために，それぞれWeb上で公開するとともに，

細胞の占有面積は50%くら

ると，1年前4.25，2年前4.13と，ほとんど変わりませんが，

eラーニングシステムも開講しています．また，病理医，臨

いですが，小型リンパ球が

3年前では3.68とやや低下し，4年以上前では3.02となり

床医，臨床検査技師，バイオバンク実務者，ゲノム研究者

多量に存在するため，その

ました．一方，DIN値別に解析成功率を比較すると，DIN

を対象とする講習会を年4回開催する予定です．

分，小型リンパ球のDNA量
が多く，ゲノム解析の結果，
腫 瘍 細 胞含 有 率は 5 % 程

固定までの時間・固定時間・ホルマリンの種類と濃度の DNA の品質に対する影響

図5

Cellularity（腫瘍細胞含有率）の解釈
KRAS変異を有する腫瘍細胞において腫瘍細胞含有率が40％のとき，
KRASのVariant frequency（変異率）は？
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要であることから，日本病理学会は「ゲノム研究用病理
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DNA品質の指標にはΔCTのほか，ゲノムDNAの分解
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の1つにΔCTがあり，その値が低いほど品質が良いとい
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度と判定され，遺伝子変異
は検出できませんでした．
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肝生検 組 織 検体で，腫瘍

16.00

細胞の占有面積は10%くら

ΔCT

すが細胞数は少ないため，

すなわち，変異率は通常腫瘍細胞含有率の約1/2になる
一般的に，遺伝子パネル検査では，ノイズ除去のために，VAF４％以下は切り捨てる
＝腫瘍細胞含有率は最低10%（安全域は20%）以上なければ，変異検出ができない
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図4Bは，肝内胆管がんの

ゲノム解析の結果，腫瘍細
胞含有率は4 0% 程度と判

8.00

定され，TP53などの遺伝
子変異を検出することができました．腫瘍細胞の比率を

ΔCT4以下で
ライブラリ作成 4.00
可能

肉眼的に正しく判定することが難しいケースもあることか
ら，病理医と臨床検査技師が二人三脚で判断する必要
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があるでしょう．
一般に，がんにおける遺伝子異常は2本ある遺伝子の

③トリミング領域の指示
トリミング領域の指示も，がんゲノム解析を成功に導く
上で重要です．

うち1本に存在するため，遺伝子変異率は遺伝子変異を

図6はある乳がん患者のカンファレンスシートで，写真

有する腫瘍細胞含有率の半分になります（図5）．また一

は肝転移組織標本です．標本全体を見て，腫瘍細胞含有

般に，遺伝子パネル検査ではノイズ除去のために，変異

率は50%程度と判断し，解析に適していると思ったので

アリル頻度（VAF）4%以下は切り捨てます．そのため，腫

すが，解析の途中でコンタミネーションが疑われ，作業が

瘍細胞含有率は最低でも10%（安全域は20%）以上なけ

一時中止となりました．そこで，改めて標本を見たところ，

れば，変異は検出できません．そこで私たちは，腫瘍細胞

他人のリンパ球組織が混入している可能性が考えられま

含有率が20%以上の標本を選んで遺伝子解析を行って

した（図7）．おそらく包埋作業を行う際に，浮いていた組
2018 No.97
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〜 遺伝子パネル検査の果たすべき役割について〜

図 6 がん遺伝子パネル検査における病理の重要性

ウンセリングが必要です．一般的に，遺伝性腫瘍に関連

いう臨床研究試験も実施しています．

年齢：30歳代
性別：女性
紹介元医療機関：MM外科
検査申込医療機関：NN大学病院
臨床診断名：乳がん
病理診断名：Invasive ductal carcinoma, solid-tubular carcinoma
Her2:2+, FISH+
現病変：肝，肺，LN，骨等 多発転移
PS：0

する遺伝子を有する人は被検者の7〜10%とされており，

のクラーク検査を含む）で，そのうち161例における治療

無視できる頻度ではないことから，国はがん遺伝子パネ

実績はドライバー遺伝子判明92%，薬剤推奨59%，結果

ル検査を行う施設などに対して遺伝カウンセラーの配置

に基づいて治療を行った例は12%ですが，その奏効割合

など必要な体制を設けることを求めています．

（PR以上）は44%，病態制御割合（SD以上）は67%でし

がん遺伝子パネル診断は，治療薬の治療効果や副作

た．この成績からも，がん遺伝子パネル検査は高い奏効

用を予測する上でも有用な情報を提供します．そのため，

率を得る上で極めて重要であるといえるでしょう．

米国では，ほぼすべての進行がん患者において治療を
を決定する施設もあります．一方現在，我が国で先進医

中核拠点病院」に指定するとしており，現在，全国で11施

療Bとして行われているがん遺伝子パネル検査では，原

【今後の推奨治療】

設がその指定を受けています．これらの施設は，日本最

発不明がんや標準治療がないがん，あるいは標準治療

1． プラチナ系薬剤（CBDCA＋PTX/GEM）
⇒Germline BRCA1 fs

高水準のゲノム検査を行うとともに，関連する人材の育成

が終了して他に治療法がない固形がんの患者で，かつPS

や研究，教育の中心となります．また，国立がん研究セン

（Performance Status）が0または1の日常生活に支障が

ターに開設されたがんゲノム情報管理センターではゲノム

ない患者が対象のため，ほとんどのがん患者は対象外に

データベースを構築する作業が行われており，がんゲノム

なっています．2019年に保険収載予定の検査でも原発不

医療中核拠点病院で収集したデータがそこに集積され

明がんや稀少がんが対象になる見込みです．そのため，

ています．

保険収載後も自費で検査を受けるケースが相当数あると

病理診断標本番号：KKKK-LLL（FFPE）
がん細胞含有率：50%

講演 ２

▶ Actionable遺伝子異常

RB1 p.Q471＊, TP53 p.R213＊, RB1 p.I470N

・コンタミネーションの原因特定
・解消後に再検討

▶ Druggable遺伝子異常

講演 ３

BRCA1 p.H816Nfs＊8

標本の全体像

特定の医薬品の効果や副作用を投与前に予測するた

の乳がんなどは，体細胞変異として後天的に遺伝子異常

めの臨床検査をコンパニオン診断といいます．現在，がん

を獲得することで生じるため，対立遺伝子（アリル）の片

遺伝子パネル検査は補助診断に位置付けられています

方だけの異常で発症します

は異物があっても，関係ないものであれば無視します．

は生殖細胞系列変異で先
天的にがん抑制遺伝子に

一方，がん遺伝子解析では正常遺伝子とがん遺伝子
ため，他人の組織が混入していると正常なSNVが引き算

包埋時に他人のリンパ球組織片が
混入した可能性

異常を持つため，両方の対
立遺伝子に異常がある場

できず，大量のSNVを検出してエラーとなります．その後，

合は発症しますが，片方だ

トリミング作業により他人のリンパ球組織を除去し，再度

けに異常がある場合は保

解析を行ったところエラーはなくなり，
トリミングの重要性

因者となります．血液学的

を改めて認識する出来事になりました．以後は病理医が

遺伝子検査で遺伝性腫瘍

標本上の必要な領域をマッピングするとともに，その部

の遺伝子が検出されても，

分の腫瘍含有率を評価した後，臨床検査技師がその部

対立遺伝子［P34参照］のも

分だけをカミソリなどで取り，不要な部分は外すトリミン

う片方がどうなっているか

グ作業（マクロダイセクション）を行っています ．

は判別できず，判別するに

2）

がん遺伝 子パネル検 査を導入しています．本 検 査は

はがん組 織を用いた遺伝

我が国におけるがん遺伝子パネル
検査の現状と課題

160種類の遺伝子の異常を網羅的に解析することによ

子パネル検査が必要です．

り，精度の高い個別化診断法の確立を目指すもので，

そのため，正確な病状把握

腫瘍組織から採取したがん細胞由来の遺伝子と，血液

と治療方針の決定には，多

慶應義塾大学病院では，
「PleSSision検査」という

から採取した正常遺伝子を比較することで，体細胞変異

角的な検 査 が必要となり

図8

遺伝性腫瘍におけるがん化のメカニズム
徒然なる
NEW WAVE ままに。

（図8）．一方，遺伝性腫瘍

検査

徒然なる
NEW WAVE ままに。

検査

織片が入ってしまったと思われます．通常の病理診断で

を差し引きして，一塩基多型（SNV）を検出します．その

講演を
終えて

講演を
終えて

図7

思われます．

このように，日本でもがん遺伝子パネル検査の実施体
制が着実に整いつつありますが，課題もあります．通常

講演 ３

▶ Germline遺伝子異常

講演 ２

行う前に遺伝子解析を実施し，その結果をもとに治療法

講演 １

講演 １

国は，がん拠点病院などの中で，がんゲノム医療を牽
引しうる高度な機能を有する医療機関を「がんゲノム医療

2． オラパリブ（プラチナ不応となったら拡大治験）
⇒Germline BRCA1 fs

【キュレーション結果のまとめ】

2016年4月1日〜2018年3月の解析実績は281例（前身

語句解説

語句解説

【臨床経過】：
20XX/3
左乳房腫瘤，細胞診ClassⅢ，ER，PgR，HER2（－），Ki67＝80％
20XX/4
Invasive ductal carcinoma, solid-tubular carcinoma, HER2（2＋）
，
FISH（＋）
20XX/5
手術
20XX/10
HER+PTX アレルギーのため中断
20XX+1/6 PET→肝，肺，LNに多発性転移
20XX+1/8 FEC開始
20XX+1/11 FEC継続中
SD範囲内におさまっている
【未施行の保険承認内治療】：GEM, S-1, VNB, CBDCA, エリブリン, Capecitabine
【家族歴】祖母：子宮頚がん（50歳代），大腸がん（50歳代），乳がん（60歳代），80歳代で
がん多発転移．祖父：肺がん（70歳代）
【喫煙歴】なし
【Germline情報開示希望】有り
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また，遺伝 性 腫瘍の患者はもちろん，保因者にもカ

出します．また，2018年6月からは「PreSSision-Rapid」と

症例番号 LLLXX-DDD

23

ます．

［P34参照］と生殖細胞系列変異［P34参照］をともに検

遺伝性腫瘍は，先天的に
がん抑制遺伝子に異常を持つ

がん抑制遺伝子
正常（保因者）

突然変異
×2

突然変異
＋LOH

Uniparental disomy

Somatic UPD

正常

突然変異
×1

遺伝子増幅

転座

突然変異
＋メチル化

2本のアリルが，ともに
機 能 欠損していること
を確認する必要がある

がん遺伝子
体細胞変異として後天的に
遺伝子異常を獲得

片アリルの異常
だけで発症

⇒片方のアリルの異常の
みだと，
保因者の可能性
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講演 3

がんゲノム医療の新展開

〜 遺伝子パネル検査の果たすべき役割について〜

が，がん遺伝子パネル検査をコンパニオン診断化し，遺

査に対する理解向上が欠かせないでしょう．

図 10

慶應義塾大学病院が目指すがんゲノム医療

伝子パネル検査の結果だけで診断し，治療法を決定しよ
うとする流れがあります．万一，それが実現すれば病理検
査をスキップする，いわゆる病理パッシングになりかねま
せん．

プレシジョン・メディシンの将来

一連のがん医療におけるゲノム解析の新たな展開

最近，
「プレシジョン・メディシンが有効というのは幻

しかし，実際には遺伝子解析結果に基づいて，直接

想ではないか」といった意見も出てきています3）．こうし

的に推奨治療を選定できる，つまりプレシジョン・メディ

た意見が出る背景として，標準治療不応の進行がん患者

シンの恩恵を受けられる患者の割合はかなり低く（10%

を対象にプレシジョン・メディシンによる治療と従来の治

程度），それは欧米でも同様です．

療法を比較したSHIVA試験において，両治療法の無増
悪生存期間（PFS）に有意な差は認められなかったこと

される見込みです．本検査はEGFRやALK遺伝子変異

が挙げられます4）．また，NCI-MATCH試験でもいくつ

などに対する分子標的治療薬のコンパニオン診断とな

かの治療アームでプレシジョン・メディシンの有用性は示

り，オーダーすると，324種類の遺伝子を解析したレポー

されませんでした．
そもそも，がんのシグナル伝達は複雑で，一部のドライ

ると，このレポートを臨床医がどのように使用するか，ま

バー遺伝子を除くと，単一の因子だけでがんの増殖を抑

たこのシステムをいかに運用するかなど種々の問題が懸

えることは困難です．したがって，遺伝子異常を捉えるだ

念されています．がん遺伝子パネル検査の結果を適正に

けで有効な治療法を確定することは難しいでしょう．私

治療に活かすためには，臨床医のがん遺伝子パネル検

たちは，遺伝子パネル検査はまだ補助的なものと位置付

・HBOC
・リンチ症候群
・PleSSision検査
Germline
情報

再発検査

統合病理・遺伝子診断

がんゲノム診断

Liquid Biopsy

がんの早期発見
原発巣の同定

ターゲット160
遺伝子の情報

・高精度のパネル検査
・Whole exome Seq

がんドライバー
情報

精密検査の
リコメンデーション

より精度の高い
個別化診断へ

・NCCオンコパネル
（先進医療B）
・PleSSision検査
（自費診療）

再発リスク予測
再発早期発見

がん個別化診断

Liquid Biopsy

遺伝子情報に基づく，
発症リスク診断
予防，健診のすすめ

図9

慶應義塾大学病院における「がんゲノム医療」

全てのがん．
160遺伝子，75万円前後．既に50症例

・Germlineも解析
・遺伝カウンセリング必要
・治療に至る確率は10%以下

手術

切除

病理診断

薬物治療

従来のがん診療の流れ；病理診断を介して治療法決定
・非介入観察研究として実施

・一部の症例では，手術直後の検体採取

遺伝子パネル検査

す．現在，慶應義塾大学病院で行っているがんゲノム医

ための準備を行っています．

療を図9に示します．

がんゲノム医療には種々の課題があるものの，未発症

また，がん遺伝子パネル検査で推奨治療が選定されて

者の発がんリスク検査やがん検診，がん個別化診断，個

も，それがその患者のがん種に保険適用がなければ自費

別化治療，再発検診といった一連のがん医療において，

診療で行うほかなく，自費診療で治療を行う施設は限定

今後ゲノム医療が展開されていくでしょう（図10）．

されます．そこで私たちは，中核病院のネットワークを活
・腫瘍の性状を判断する遺伝子異常
（actionable遺伝子異常）の検出感度

病理診断の補助的検査の位置付け

・１症例のコストは約3万円

次世代統合的病理・遺伝子診断システム；PleSSision-Rapid（5月21日倫理委員会承認）
いずれかの検査により，治療対象となるドライバー遺伝子の同定（約40～70%）

先進医療Bを複数申請
（WGにて近日中にプロトコル作成を
開始）
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まざまな治療法を先進医療Bとして行えるよう申請する

は70%以上を想定

と臓器横断的バンキングを実施

25

に治療法を選定するゲノム病理診断を考案し行っていま

・Germline解析は行わない

・当初は20歳以上の固形がんが対象
・病理残余組織でも実施可能

用して，全国規模の臨床試験コンソーシアムを結成し，さ

徒然なる
NEW WAVE ままに。

徒然なる
NEW WAVE ままに。

病理診断

け，病理診断と遺伝子パネル検査を組み合わせて総合的

検査

検査

生検

臨床研究推進センター

講演を
終えて

講演を
終えて

PleSSision検査（自費診療；2017年11月～）

遺伝子パネル検査

診断確定を目的とした遺伝子解析

腫瘍センター
ゲノム医療ユニット

講演 ３

講演 ３

NCCオンコパネル（先進医療B；2018年8月～予定）
原発不明がん，希少がん．
126遺伝子，65万円前後．

スクリーニングとして，全てのがんの
症例に遺伝子検査を実施
（PleSSision-Rapid）2018年6月～

講演 ２

講演 ２

臨床遺伝学センター

（保険外併用療養費制度）

講演 １

講演 １

トが出されます．一般の医療施設でもオーダーできるとな

遺伝カウンセリングに基づく
遺伝性腫瘍症候群の発症
リスク診断

個別化治療
治験・先進医療 B

がん検診

語句解説

語句解説

こうした中，日本でもFoundationOneが近く保険適用

未発症者の
発がんリスク検査

自費診療
現在，WGを立ち上げ て，腫 瘍センター，
臨床研究推進センター，倫理委員会とともに
想定フローを作製中
（2018年7月時点）
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