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0. 概要 

制度名 医学・工学連携型研究事業 事業名 血中遊離ＤＮＡによる癌の高感度遺伝子診断シス

テムに関する基盤研究 
事業の概要 悪性腫瘍は、我が国の死亡率第一位を占めているが、早期発見・早

期治療により治癒を実現できる可能性が高くなってきており、それに

よる患者のＱＯＬ向上や医療費の低減が期待されている。早期発見の

ためには、初期の癌が的確に診断できる方法の確立が極めて重要な課

題である。 

従来からＸ線による画像診断や血液中の腫瘍マーカー測定による

診断が実施されているが、多様、多種類の悪性腫瘍を網羅的診断する

ことはできず、また初期の癌を見逃すことも多い。 

担癌患者の末梢血には健常人よりも高濃度の遊離DNAが存在するこ
とが示唆されているため、末梢血中の遊離 DNAを高感度に検出・定量
でき、更にその癌特異的遺伝子異常を総合的に検出できる系を開発し、

癌の早期発見診断を実現するための医学・工学連携型研究を行なう。 
 

１．NEDOの関与の必要性・
制度への適合性 

従来の企業を中心とした工学技術のみのアプローチでは新たな医療

機器・技術を世界に先駆けて開発するには限界が生じつつあるとの問題

意識を背景に、医学的研究と工学的研究が密接に連携して行うことが必

要であるとして本事業は開始された。 
本研究は、がんの早期診断に資する新規な遺伝子診断技術に関する基

盤的研究を医学的研究と工学的研究の連携によって達成しようとする

ものである。 
現在死因の第一位を占める癌死を減少させるために、このような革新

的な研究を行うことは、国のプロジェクトとして緊急に推進することが

必要である。血中遊離 DNAの高感度定量技術ならびにがんの診断に用
いるがん特異的遺伝子異常を検出可能にすることは、医学的研究を基盤

とするもので企業単独の研究では困難であり、本事業の主旨に合致した

ものである。 
 

２．事業の背景・目的・位置

づけ 
［背景］ 
癌死は死因の第一位を占め、現在年間約 20 万人となっているが、そ

の大きな要因は発見の手遅れによるものである。早期発見は最も重要な

癌死低減化の方法であり、早急な臨床応用が望まれる。このための腫瘍

マーカーは幾つか実用化されているが、何れも一般性や特異性に問題が

ある。末梢血中の遊離 DNAを腫瘍マーカーとして活用するための研究
は諸外国においてもなされつつあるものの、未だ高信頼性の方法は確立

していない。その最大の原因は高感度、高信頼性の DNA定量法が確立
していなかったことにある。 
 悪性腫瘍早期診断のために血清で用いられる腫瘍マーカーは１０種

を超えるが、多くの固形癌に頻用される CEA（癌胎児抗原）や CA19-9, 
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AFP (α- フェトプロテイン) でもその有効性（癌患者の陽性率）は 20 

～ 60% であり、しかも癌の種類により大きく異なる。前立腺癌特異抗

原として有名な PSA も陽性率は 14 ～30% に過ぎない。又多くの腫瘍

マーカーは進行癌において、より高頻度で陽性となる明らかな傾向があ

る。更に、幾つかのマーカーは非腫瘍性の過増殖組織をもつ患者でも高

値を示すことがある。このように、早期の癌を広汎に検出するための信

頼できる腫瘍マーカーは未だ開発されていないと言って良い状況であ

る。 

 
［目的］ 
本研究はヒト特異的反復配列を標的とした新しいDNA定量法を開発
し、癌自体の遺伝子異常検索と連動した新しい癌早期発見のための末梢

血遺伝子診断法を開発して、早期発見—早期治療による癌死の低減を目

的とし、究極的には癌診療に関する膨大な国民医療費の削減を図るもの

である。 
 
［研究の位置付け］ 
末梢血中の遊離DNAをヒト反復配列を用いた高感度検出法で定量し
て腫瘍マーカーとして用いるという本研究のアイデアは極めて独創的

なものであり、これまで諸外国で検討されたにも拘わらず成功していな

かった試みである。 
本研究は末梢血中遊離DNAが腫瘍マーカーとして有益であるか否か

の信頼性検討も含んでいるが、その結果信頼性の高い方法が確定する

と、本法または知的所有権を備えたその変法を民間産業界において創出

するための基盤となる。もし癌早期発見のための集団検診が本研究の成

果を採用すると、そのソフト、ハードウエア両面において大きな需要が

期待される。この様に、本研究の成果は極めて公共性と一般性に富むと

考えられる。 
３．事業の目標 

（全体目標） 
全体目標：（平成１３年度末） 

末梢血等の中の遊離 DNA を高感度に検出・定量でき、更にその中の遺伝

子異常を総合的に検出できる技術を開発して、癌の早期診断を実現する基

盤技術を確立する。 

（１）遊離 DNA の高感度検出・定量技術の研究 

初期の癌でも検出可能な末梢血遊離 DNA の高感度検出・ 

定量技術を確立する。（目標値：1 pg/ml） 

（２）遺伝子異常の高感度検出技術の研究 

微量な末梢血中遊離 DNA を用いて、癌に由来する様々な 

遺伝子異常を総合的に検出可能とする技術を確立する。 

（３）初期癌の診断に資するため癌自体の遺伝子異常を研究する。 
中間目標：（平成１２年度末） 

（１）定量的遺伝子診断システムに関しては、多数例のコホ 

ート解析結果を分析し、健常人、担癌患者、その他の慢性・ 
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急性疾患患者、などに分類して末梢血遊離 DNA 量と病態 

との関連を明確にする。 

（２）同じく定量的遺伝子診断システムに関して、初年度の 

研究成果を基に既存の機器を改造するなどの方法により、 

全自動定量解析装置を試作する。 

（３）血中遊離 DNA を用いた潜在癌の定性的遺伝子診断シ 

ステムの構築。抽出遊離 DNA を全体として増幅し、その 

中の特定の遺伝子領域について構造遺伝子領域の変異、ゲ 

ノム不安定性や遺伝子欠失などの遺伝子異常を半自動で検 

索するシステムを確立する。 
４．事業の計画内容 

（単位：百万円） 
H11fy 
 

H12fy H13fy H14fy H15fy 総額 
（3年間） 

一般会計 58 
 

58 54  170

 
総予算額（計） 

 
58 58 54

 
170

省内担当原課 商務情報政策局サービス産業課医療福祉機器
産業室 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委託先 岡山大学 

再委託先 無し 

研究開発体制 

共同研究先 無し 

５．実用化、事業化の見通し 「末梢血中遊離 DNA 濃度が 25 ng/ml 以上の被験者は約 70% の確
率で担癌患者である可能性があり、さらにその DNAから変異 K-ras 又
は変異 p53遺伝子が検出されるとその確率は 90% 以上となる」という
結果を得た。 
本研究により、末梢血中遊離 DNA 濃度の健常人と担癌患者の境界値

は約 20～25 ng/ml であることが明確になった。そこで、この境界値前

後の値を高信頼度で定量できれば所期の担癌患者早期発見診断には充

分であることが考えられる。 

この基盤的情報を活用して、より簡便で全自動化に適した非 PCR 準

拠法が想定でき、現在民間企業と実用化に向けた検討を進めつつある。

また、がんの診断に有用な遺伝子変異情報の活用についても企業と連携

して検討を進めている。 

 
６．今後の展開 実用化のためには特許で守られた新しい産業技術として産業界で実

施される必要がある。PCR 法に基づく定量法は基本特許が存在するた
め事業展開が困難であり、PCR 法に依らず、しかも全自動化が容易な
方法に変更する必要がある。これらの点は現在検討中であり、近い将来

に民間企業との共同研究で具体化する計画である。これらが実現する
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と、癌検診に新しい分野が登場し、大きな経済効果が期待される。 
さらに、医学的基盤的研究を進めて、各種のがんの診断に本研究の成

果を適用していく。 
 

７．中間・事後評価 平成１４年度に事後評価を行なう。 

８．研究開発成果 １．論文発表数： １４         
２．学会発表数： ３５ 
３．特許出願数： ０ 
基本計画の変更 無し 
変更内容 無し 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 無し 
10今後の事業の方向性 本事業の成果に基づき、民間企業との共同開発によるがんの

遺伝子診断システムの実用化を検討するとともに、さらに基盤
的研究を進めて各種のがんの診断への適用を検討する。 

作成日 平成１４年７月３日 
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「血中遊離ＤＮＡによる癌の高感度遺伝子診断システムに関する基盤研究」 

（事後評価）評価概要(案) 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 
1．1 総論 

(1) 総合評価 
Intra-Alu-PCRを基本にした高感度の血中遊離DNA定量法ならびに診断システムの
開発は、当初掲げた目標「血中遊離 DNA を高感度に検出・定量でき、さらにその遺伝
子異常を総合的に検出できる技術を開発し、癌の早期診断を実現するための基盤技術
を確立する」に対して、一部不透明な部分は残るものの、おおよそ成功したと評価で
きる。 
高感度 DNA 検出システムの開発は既存の技術を組み合わせたものであるが、その技
術を利用することにより血中遊離 DNA による癌の高感度遺伝子診断が有効であるこ
と、および将来、血中遊離 DNA を腫瘍マーカーとして使用することができる可能性を
示したことは注目すべき研究成果と言え、この技術を用いた癌のスクリーニングシス
テムの開発へと発展させることが期待される。 

しかし、血液試料取り扱い条件の差による数値変動の問題、および血中遊離 DNA
量が腫瘍マーカーとして利用できるか否かといった、技術上・医学上の基礎的な問
題が未解決のまま残っていると考えられるため、今後、臨床検体の解析、さらに詳
しい臨床情報との相関を検討する必要がある。また、癌の種類を限定し、そのステ
ージや悪性度につき層別化して、十分な試料数を用いた、統計的にも信頼しうるデ
ータを出すことも必要と考える。 
 

(2) 今後に関する提言 
本プロジェクトのユニークな点は、末梢血における遊離 DNA 量のみで癌の検出が出

来るということにあるが、これを汎用性のある技術へ発展させれば血中遊離 DNA を腫
瘍マーカーとして使用し癌患者の病態経過観察を行う、あるいはこの技術による一般
集団を対象とした癌の検診システムを開発することが可能になると考えられ、関連分
野へのインパクトは極めて大きいと思われる。しかし、血中遊離 DNA 定量法が腫瘍マ
ーカーとして臨床検査に応用されるためには、感度が高いということと同時に、特異
性も高くなければならない。 

現時点では臨床情報が不十分であり、したがって、さらに臨床検体の解析を進め、
診断可能な癌患者の病期等の詳細な情報を集積し、この技術の臨床的意義や有効性を
確立することが必須であり、DNA 測定量の変動要因、測定された血中遊離 DNA 量の変
化の疾患特異性などについて、さらに臨床情報の収集・解析を進めてもらいたい。 
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1．2 各論 

(1) 事業の目的・政策的位置付けについて 
癌の早期発見のための検査法の開発という、国民の健康に直結する公共性の高い独
創的かつ先進的な研究であり、自動化された測定機器が開発されれば、一般的な臨床
検査としての経済効果も高く、医学的・社会的に重要であると考えられる。 

また、本プロジェクトは課題名「血中遊離 DNA による癌の高感度遺伝子診断システ
ムに関する基礎研究」が示すごとく、「癌の診断」という医学研究と「DNA による高
感度診断システムの開発」という工学系研究を融合させたもので、これからの生命科
学における基礎的研究の形態に関し重要な方向性を示すものと考える。さらに、目的
とする技術の開発には高額な先端的機器が必須であり、その実用化に向けては企業群
の協力が必要となるもので、NEDO プロジェクトとして極めて妥当と言える。 
 

(2) 研究開発マネージメントについて 
医学系・工学系研究者の連携があり、研究体制はほぼ妥当と思われる。本プロジェ
クトの内容は課題名「血中遊離 DNA による癌の高感度遺伝子診断システムに関する基
礎研究」が端的に表しており、この技術開発が癌の新しい検診システムに発展する可
能性が高く、極めて重要で興味ある開発目標と評価できる。 
ただし、臨床医学系の腫瘍マーカー専門家が、より一層強く研究方針決定に関与し
ていたほうが良かったのではないかと思われる。また、血中遊離 DNA 濃度について担
癌患者全体としては解析されているが、疾患別で腫瘍径との関係などは解析が十分と
は言えず、各種早期癌患者の臨床例の集積が十分とは言えないなど、遺伝子異常を総
合的に検出可能とする技術を確立するという目標からは、かなり距離をおいたものに
なっており、短期間には開発困難な内容が目標として掲げられていたのではないかと
思われる。 

 

(3) 研究開発成果について 
Intra-Alu-PCR 法による末梢血中遊離 DNA の超高感度定量は、血中遊離 DNA 量の測
定による癌の検出という従来からの概念を一歩進め、その可能性をより明確に示した
と言え、新しい癌の検診システムの開発につながる可能性があり、独創性、汎用性が
認められる。 

血中遊離 DNA を腫瘍マーカーとして使用することができる可能性を示したことは
注目すべき研究成果であり、血中遊離 DNA 定量解析の自動化も１日当たり最大 180
検体を解析できるシステムを完成しており、この技術を用いた癌のスクリーニング
システムの開発へと発展させることが期待される。今後の更なる検討、開発がなさ
れれば、実用化も可能と思われ、その点ではシーズ作りを目的とする本事業の研究
開発として成功したと判断されるが、今後、新しい癌の検診システムの開発等につ
ながるか否かは、早期癌が検出できるかどうかにかかっているといっても過言では
なく、したがって、臨床検体の解析を進めさらに詳しい臨床情報との相関を検討す
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る必要がある。また、血中遊離 DNA の濃度は採血後の処理方法、時間に大きく影響
を受けると思われ、今までに行ってきた採血から処理までのプロトコールを明記す
べきであり、今後、採血後の影響が出ない詳細な条件等についても言及すべきと考
える。疾患特異性に関しても、より幅広い疾患について基礎検討を行い、腫瘍マー
カーとしての可能性を探る必要がある。臨床例の集積には時間を要するが、各種早
期癌症例を多数集積し、検討することが必要と思われる。 
 

(4) 実用化、事業化の見通しについて 
末梢血中の遊離 DNA を超高感度、かつロボットによる自動化により効率的に検出す

るシステムを確立した意義は大きい。現時点では腫瘍マーカーとして利用出来るかど
うかは結論できないが、さらに臨床検体の解析を進め、診断可能な癌患者の病期等の
詳細な情報を集積し、この技術の臨床的意義や有効性が確立されれば、血中遊離 DNA
を腫瘍マーカーとして使用し癌患者の病態経過観察を行う、あるいはこの技術による
一般集団を対象とした癌の検診システム開発に向けて、実用化、事業化の可能性は十
分にあると判断される。 
また、癌遺伝子や癌抑制遺伝子の検索、あるいは DNA チップによる診断法などへの
応用も考えられる。 
しかしながら、実用化・事業化のためには、採血後の処理時間や温度などを一定条
件として血中遊離 DNA の定量を行い疾患特異性を再検討すること、癌特異性をより一
層高めること、癌疾患のステージや悪性度との関連を含め、十分な臨床検体の解析を
行い、癌の診断を行うための科学的根拠、およびその有用性を確立することが必須で
あると考えられる。 

また、遺伝子異常を総合的に検出できる技術の開発が重要であり、このためには
開発、およびその実用化を含め、更なる医学・工学連携型事業により、本プロジェ
クトの成果を発展させて行くことが必要であると考える。 
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1.3

1.5

2.0

2.5

0.0 1.0 2.0 3.0

4.実用化･事業化の見通し

3.研究開発成果

2.研究開発マネジメント

1.事業の目的・政策的位置付け

 
 
 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.5 B A B A 

２．研究開発マネジメントについて 2.0 - B B B 

３．研究開発成果について 1.5 C C B B 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.3 C D B B 
 

 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 


	総合評価
	今後に関する提言
	事業の目的・政策的位置付けについて
	研究開発マネージメントについて
	研究開発成果について
	実用化、事業化の見通しについて

