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【ライフサイエンス特集】個別化医療  
 
パーソラナイズド・メディスン（個別化医療）への取組状況（世界） 
 
本テーマについては、約 1年半前に「テーラーメイド医療技術の商品化動向（米国）

1」として報告しているが、本稿はその最新版で、パーソナライズド・メディスンに関

して、主に米国での最新の取組状況を紹介する。 
なお、パーソナライズド・メディスン(Personalized Medicine)は、個別化医療、個

の医療などと訳されている。我が国ではテーラーメイド医療またはオーダーメイド医

療と呼ばれることが多いが、欧米ではパーソナライズド・メディスンと呼ばれること

が一般的である。 
パーソナライズド・メディスンは、遺伝子レベルでの個人の体質の違い（患者個人

の持つ分子・遺伝情報の違い）を把握した上で、疾病の原因や病態を形成する分子・

遺伝子異常に関する情報に基づいて、主作用（治療効果）を最大化しかつ副作用を最

小化することを目指して計画的に行う予防や治療のことである。主作用を最大化する

ためには疾病の分子レベルでの病態情報の把握が重要であり，副作用を最小化するた

めには患者の遺伝的情報の把握が重要とされる。 
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1.  科学と技術に関する事項 

(1)遺伝子型と表現型情報の関連 
人間集団中の遺伝子型と表現型情報の関連 2 が、最近の生物医学研究界で大きな

焦点を集めるようになってきているにもかかわらず、ヒトのゲノムから得られた知識

を、ヒトの疾病に関する見識(insight)に繋げようとする取組においては、そのプロセ
スの科学的・技術的に不十分な点が強調されるだけである。特に、その取組過程では、

疾病発現などの機能に関係するヒトのゲノムの組織と構造について、我々は如何に僅

かしか知っておらず、僅かしか理解していないことが確認されている。 
しかし、ヒトゲノムの構造と組織を特定し、その意味を理解するための新しい方策

                                                  
1 NEDO海外レポート 967号。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/967/967-08.pdf 
2 遺伝子型はある生物個体が持つ遺伝子の構成のこと。ある遺伝子が存在しても、その形質が発現しな
い場合もあるから、形質に見られる特徴と遺伝子型は必ずしも対応関係を持たない。実際に形質に表

れた特徴を表現型という。 
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については次第に明らかになってきている。さらに重要なことに、その新しい方策は、

最新の研究戦略を決定してきたこれまでの幾つかの社会通念に対して異議を唱えて

いる。その結果、新たな科学技術の方向性を生じさせ、最終的にパーソラナイズド・

メディスンにおける新たな研究や製品開発の機会をもたらすかもしれない。 
 

(2)コピー数バリエーション 
ハーバード・メディカル・スクールの研究責任者であるチャールズ・リーと同僚、

ブリンガム・アンド・ウイメンズ病院（ハーバード大学医学部の関連病院）などは、

最近ヒトゲノムのある部分のマップを公開した 3。このマップでは、これらの部分の

複写数に個人間でかなりのばらつきがあることを示すことにより、遺伝的多様性の新

たな形態を明らかにしたものである。 
標準的にはヒトのDNAは各部分（断片）の複写を 2 つ（母由来のものと父由来の

もの 1 つずつ）持っているが、ある人達のDNAは、特定の断片の複写を 3 つ､4 つ、
さらに 5つ以上持つこと、また複写を全く持っていない人達もいることを研究者達は
発見した。この複写の数をコピー数バリエーション (CNVs) 4と呼ぶが、研究者達は

CNVsの数は、個人の疾病（HIV/AIDSや統合失調症を含む）への感受性（病気のな
りやすさ）に影響を及ぼしているのではないかと推測している。 
一塩基変異 5―それはゲノムのわずか 0.1％がヒトの全ての多様性の説明すること

を示す―を分析する従来の研究戦略と比較して、この研究ではCNVsがヒトゲノムの
12％までをカバーしていることを示している。つまり、これまでに考えた誰よりも、
ゲノムの多くの部分がヒトの個人間変動 6 を説明することになる。 

 
(3)バイオマーカー 
より個人に合わせた治療方策に取り組むためには、できるだけ早い段階で疾病リス

クをあらかじめ警告するより予測的な検査法が求められる。その検査法を開発するた

めの研究者達の思索は続いている。しかし、疾病の早期発見ができるかどうかは、関

連する生物学的なマーカー、つまりバイオマーカー 7（生体由来の物質で、生体内の

                                                  
3 http://www.news.harvard.edu/gazette/2006/11.30/99-genome.html 
4 ヒトゲノムの複写数（コピー数）は常染色体では母由来と父由来の 2個。しかし数千塩基から数百万
塩基の比較的大きな領域で，欠失・挿入・増幅などにより複写数が異なっている部分があることが知

られている。これをコピー数バリエーション(CNVs)またはコピー数多型(CNPs)と言う。最近、そう
した CNVsの第一世代マップが発表された。それによるとそうした領域はゲノムの約 12%を占める。
遺伝性疾患と関係のある遺伝子の約 15％がこの CNVsの中にある。これらのコピー数の差が遺伝子の
発現などに影響を与え個性の源になっていると考えられている。 

5 一塩基変異(single-base-pair variation)：DNAの中の一つの塩基のみの変異(違い) 。この配列の違い
は、例えば、クスリの効き方や病気になりやすさに個人差を生み出し、個人別治療法の開発に応用で

きると期待されている。 
6 個人間変動(interindividual variation)：集団の中での個人毎の薬剤の効力などの違い。 
7 バイオマーカーはある特定の疾病や体の状態に相関して量的に変化するために、そのバイオマーカー
の量を測定することで疾病の診断や効率的な治療法の確立等が可能となる。バイオマーカーの概念は

20年以上も前から存在していた。しかし、2000～2001年に、最初のヒト遺伝子塩基配列が解明され
た後、バイオマーカーは、RNA、DNA、タンパク質、またはタンパク質断片をベースとした分子情報



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1003,  2007.7.4 

32  

生物学的変化を定量的に把握するための指標）の発見とその有効性が確認できるか次

第である。 
この観点から、どのバイオマーカーが重要であるか－それらは遺伝的変異があるか、

遺伝子発現プロファイル 8 があるか、タンパク質発現プロファイルがあるか－を決
定するという点、および初期段階の疾病診断と高い相関を示すマルチパラメータの構

成（複数の指標の組み合わせ）はどのようなものなのかという点で解決すべき課題が

多数残されている。残されている重要なボトルネックは、バイオマーカーの臨床的有

用性を立証するための臨床評価法である。 
予防や初期診断や疾病治療において有効な、新しい技術や医薬品の普及を劇的に加

速する新しいバイオマーカーの研究や検証を促進するために、国立衛生研究所（NIH）、
食品医薬品安全局（FDA）、米国研究製薬製造工業協会などは共同でバイオマーカー・
コンソーシアムを組織している。この官民の生物医学研究パートナーシッププロジェ

クトで得られた成果が、世界中の科学者達に広く利用されるであろう。 
新しいバイオマーカーの分類法の確立も進行中である。ここ数年、パーソナライズ

ド・メディスンを可能とする重要なバイオマーカーの議論が、ゲノミクス（ゲノム学）

やプロテオミクス（タンパク質工学）を越えて、メタボロミクス（代謝学）やシステ

ム生物学アプローチを含むまでに拡大している。 
  

(4)ペプチドーム 
ごく最近では、チャート化（地図化）されていない広大な診断情報のアーカイブ（書

庫）としてペプチドーム（ペプチド 9 に関する情報のデータベース）が新たに浮か
び上がっている。このアーカイブは感受性 10 と特異性 11 が高いバイオマーカー候補
の新しい供給源になる。このアーカイブには、細胞の死、細胞間の相互作用、免疫シ

ステム機能、酵素カスケード 12、および同化プロセスの結果として生み出される多く

のタンパク質断片が含まれている。そして、それには病変組織の微環境のレベルで生

じている細胞内外の酵素イベントの「記録」を含んでいるかもしれない。 
微環境下での異常細胞と反応細胞の両者から発するマーカーの組み合わせを計測

することにより、特異性および感受性の両方で高いレベルの検知が可能になるかもし

れないと、科学者達は示唆している。ペプチド断片ベースのマーカーの組み合わせに

                                                                                                                                                       
であると理解されるようになった。つまり分子バイオマーカーである。この分子バイオマーカーが、

今、臨床診断や新薬発見および開発に欠かせない製品として注目を集めている。 
8 遺伝子発現プロファイル：正常組織と疾病組織あるいは治療薬の有無など、異なる環境にある細胞間
の遺伝子発現パターンを、mRNAを指標として比較することで、どのような遺伝子が活性化されてい
るかを検出すること。遺伝子発現プロフィールの変化は、疾病などを判定するために重要である。新

しい分子標的治療の創薬研究に使用され、将来のオーダーメイド医療へ応用されると考えられている。 
9 ペプチドは生体内でホルモン、循環調節因子、神経伝達・制御物質として身体の中で情報伝達・制御
をはじめとする重要な機能を担っているが、蛋白質に比べて微量にしか存在しない上に非常に分解を

受けやすい物質。 
10 感受性：外部からの刺激を感知する能力。 
11 特異性：特定の対象物だけに対して反応する性質。 
12 酵素カスケード：複数の酵素が順次反応していく状態。 
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よって、疾病の検知やモニタリングにおいて、より高い特異性や感受性が達成できる

はずである。また、ペプチドベースの診断を実施する手段を提供するプラットフォー

ム 13 技術として免疫集団分光分析 14 が提案されている。 
 
(5)分析プラットフォーム 
パーソナライズド・メディスンを進展させるための、その他の重要な技術分野とし

ては、多重パラメータ試験が可能な分析プラットフォームがある。これは、同一の試

験プラットフォーム上で、同時に複数の生物学的分析を行う能力を持っている。最近

の開発により、マイクロ流体工学の技術プラットフォームはかなりの進歩を続けて、

かなりの低コストで利用できるようになっている。これに関する最近の技術・研究開

発の例を以下に紹介する。 
 
・オーストラリアの企業であるナノイデント(Nanoident)社は、世界で最初の大規
模な有機半導体 15 加工工場の設置を発表した。印刷方式の電子デバイスの特許出
願には、系列企業のバイオイデント(Bioident)テクノロジー社が保有する、使い捨
て式のチップ上の実験室(lab-on-a-chip)システムを含んでいる。バイオインデント
社は、マイクロ流体lab-on-a-chip素子に、直接に完全な光学的読み取りシステム
の統合と印刷を実施できる最初の企業になると公言している。 
現在商品化されている lab-on-a-chip 素子やシステムにおいて、大幅に小型化

が必要な領域の一つは検知器である。このため、機能部品の小型化や統合に関す

るバイオデント社の技術力によって、既存の診断システムの費用や複雑さや大き

さの低減が進められるだろう。そして、診断現場やその他の多様な応用分野での、

システムの自動化や分散化の機会を生み出すだろう。 
この企業のwebサイト 16では、チップ上の読み取り器(reader-on-chip)として機

能するlab-on-a-chip素子を電子機器に印刷して統合する技術を説明している。こ
のチップ上の読み取り器は「全ての範囲の化学分析および生物分析のために、リ

アルタイムでその場での複数のパラメータの検出を可能とする」ものである。 
 

・MIT（マサチューセッツ工科大学）の研究者達は、一つの試料から同時に多数
の検体（被分析物）を選別するための、安価なマイクロ流体ベースの方法を生

み出した。研究者達は、カスタム化 17 可能なヒドロゲル 18 微小粒子を開発し
た。それぞれの粒子はバーコードのIDが付けられ、ターゲットの化合物が存在

                                                  
13 プラットフォーム：抽象的な意味で上部のさまざまなものを下から広く大きく支えるものを指す用語。 
14 免疫集団分光分析：Immuno-Mass Spectrometry 
15 有機半導体：半導体の特性を示す有機材料のことである。デバイス特性についてはシリコンなどの無
機材料に比べて劣るものの、軽量、大面積、フレキシブル、印刷が可能などの特徴から電子ペーパー

やフレキシブル・ディスプレイなどのユニークな用途が拓けると期待されている。 
16 http://www.nanoident.com/ 
17 カスタム化：顧客のニーズに合わせること。特別仕様。 
18 ヒドロゲル：自分の重さの線倍もの水を吸収する物質（吸水材）。 
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する場合に蛍光を発する一つ以上のプローブ 19（探知）領域を持つ。 
想定される利用法は、生体分子の同定、疾病のモニタリング、薬の発見、遺

伝的プロファイルリングなどである。この技術により、低コストのベッドサイ

ドでの臨床診断法が開発されるかもしれない。粒子を早く読み取るために、研

究者達はマイクロ流体素子と標準的な顕微鏡を用いた流動血球計算器を設計

した。粒子が検知器の前を通る度に、検知器は粒子のバーコードを読み取り、

ターゲットの量を計測する。 
 

(6)分析に関するその他の開発課題 
その他の興味深い分析法の開発課題は、光学的画像と分子診断の統合である。ギブ

ンイメージング社は、体内に摂取可能なカプセル内視鏡システム（製品名PillCam：
図 1参照）で知られているが、同社は、欧州企業と医療機関 10機関で構成されるコ
ンソーシアムに参加している。このコンソーシアムは、分子画像化と光学的生検での

ナノベースのカプセル内視鏡検査(NEMO)プロジェクト 20の下で、胃腸管の初期ガン

を識別することができる画像化とバイオセンシングを統合したシステムの開発を行

っている。 
 
 
 
 

 
 
 

（出典：ギブンイメージング社の webサイト） 

図 1 ギブンイメージング社のカプセル内視鏡システム（製品名：PillCam ） 
 
このプロジェクトのコンセプトは、患者が飲み込むバイオセンシング薬の開発であ

る。この薬には腫瘍細胞に結合する抗体が含まれており、患者は薬が入ったカプセル

を飲み込む。各抗体には染料が充填されたナノコンテナ（非常に小さな容器）が付い

ている。カプセルが患者の消化管内を移動するにつれ、カプセルは消化管内の組織構

造のビジュアルな画像を提供するだけでなく、染料で染まった組織を検知する。ここ

での独特のアイデアは、抗体毎に異なるマーカーを用いることである。これにより機

能病理学的（組織の異常の種類毎）に視覚化を助けることになる。 
また、その他の開発目標は、カプセルが腸管を移動する際の運動能力の向上である。

ドイツのフラウンホッファ生物医学工学研究所は、磁力を使用して移動を制御する方

                                                  
19 プローブ：検出の為の標準化合物あるいは検体中のマーカーと結合する物質・領域。 
20 nano-based capsule-endoscopy with molecular imaging and optical biopsy project 

http://www.marketwire.com/mw/release_html_b1?release_id=202819 
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法の試験を行っている。英国のインペリアルカレッジは、消化管内で電気パルスを利

用して、ぜん動収縮をコントロールする技術を研究している。 
 

(7)データ管理の課題 
最新の研究技術によって生み出されるデータの広さと深さは、データ管理の厄介

な課題を提起し続けている。そのデータ管理上の課題とは、必要な多量のデータセ

ットの管理と理解について、人間の不十分さを補い、技術的に単独で早急に解決す

ることである。 
2007年2月にオンライン雑誌”PLoS Computational Biology”に掲載された論文

「バイトからベッドサイドへ：トランスレーショナルなガン研究のためのデータ統

合とコンピュータ化された生物学」 21では次のように述べている。ゲノムや分子デ

ータのこれまでにないほどの完全性、正確さ、分量に対応するためには、トランス

レーショナル研究 22 のための、新たなコンピュータを利用した生物学が必要となる。
主要な課題は、データ取得と伝達法の標準化、容易にアクセス可能なレポジトリ（貯

蔵庫）の組織化（編成）、異質の情報源からの情報を使用する統合的な分析のための

アルゴリズムである。さらに、例えば分子や遺伝子プロファイリングからの疾病表

現型を予測するためのコンピュータ手法など、補完的な臨床および生物学的データ

の新たな使用方法が必要である。実験的手法とコンピュータ手法の新たな組み合わ

せによって、より効果的な予防や治療に加えて、より正確な診断や予後診断の実現

が約束される。 
 
2. 市場と競争に関する事項 
 (1) ゲノミクスと臨床情報システムとの統合 

米国保健社会福祉省(HHS)はゲノミクス 23と臨床情報システム 24とを統合する取

組を立ち上げている。HHSのマイク・リービット長官は、NIH、FDA、メディケア
およびメディケイド・サービス 25 のセンター、国防総省および他の健康に関連する
省庁からの代表が一同に集まり「HHSを越えて取り組むチームを作った」と述べた。
リービット長官は 2006 年 9 月の全米健康情報委員会（AHIC）会議 26で取組（イニ

シアティブ）を発表した。 
AHICでのプレゼンテーションにおいて、NIHの国立がん研究所のグレゴリー・ダ

                                                  
21 “From Bytes to Bedside: Data Integration and Computational Biology for Translational Cancer Research” 

http://compbiol.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pcbi.0030012 
22 トランスレーショナル研究：基礎研究の成果を臨床研究に応用すること。 
23 ゲノミクス (Genomics; ジェノミクス、ゲノム学、ゲノム科学) とは、ゲノムと遺伝子について研究
する生命科学の一分野。ゲノム情報をシステマティックに取り扱う。 

24 臨床情報システム：医療機関やヘルスケア機関向けに患者の CPR(コンピュータ患者記録)など、臨床
情報を提供するシステム 

25 米国の公的な医療保険制度。1)メディケア：高齢者（急性期）医療保険、障害者と 65歳以上が対象。
2)メディケイド：自治体福祉プログラム、低所得者対象。 

26 http://www.hhs.gov/healthit/community/background/ 
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ウニング部長は次のように述べた。ゲノム情報技術と健康情報技術の間の橋渡しをす

るフレームワーク（枠組み・体制）が必要である。ゲノミクスに関する情報の保存や

使用に関する標準的な方法が新たに生みだされているが、それらと医療情報ネットワ

ークの基準（EHR 27基準）との調和(整合)が必要である。 
HHSは情報のための要請 28「大衆および社会に基づく健康ケアデリバリーシステ

ムでの健康情報技術とゲノム情報を通じた、健康の改善と個人健康ケアの加速」を発

行している。この要請は、対象とする領域での公衆のステイクホルダー達の見解を収

集したものである。 
 

(2)多重パラメータを用いる試験 
この（パーソラナイズド・メディスン）分野に取り組んでいる多くの企業が興味を

持っている研究目標は、明らかに多重パラメータ 29 を用いる試験である。遺伝子発
現プロファイルの利用サービスの第一世代の商業的ゲノミクス・サービスは、ガンの

臨床管理において行われている 30。体外診断多変数指標測定(IVDMIA 31）装置の開発

に関する、FDAのドラフト・ガイダンス文書 32は、市場化前の道筋や市場流通後に

企業が満たすべき要求を示すと共に、IVDMIAの規制に関して当局の考えを明らかに
することによって、企業を支援する重要な文書である。 

FDA は最近、多数の遺伝子(70 個)の活動を計測したり、最初の診断から 5～10 年
以内に乳ガンが再発するリスクを決める確率を計算したりするためのエージェンデ

ィア (Agendia)社の MammaPrint 試験を承認した。エージェンディア社の試験は、
この新しい診断の分野で最初に承認を得たものである。 

 
(3)医療試験のための保険制度 
これらの医療試験のための弁償事項を定めることは、パーソラナイズド・メディス

ンの商業化段階における重要な事項である。エトナ(Aetna)社 33は乳ガンを対象とする

Oncotype DX TM検査 34（ゲノミックヘルス社が開発した有効診断検査）サービスにつ

いて、ゲノミックヘルス社と支払い率を定める全国的な契約に署名した 35。ゲノミッ

                                                  
27 EHR(Electronic Health Record)と呼ばれるシステム構築。EHRは医療情報ネットワーク化、情報共
有のための道具であり、患者中心と統合医療を実現するために「一元化されたヘルス情報レコード」

のことである。従来は「医療機関内に隔絶されていた医療情報」を、地域レベル、または国家レベル

で共有し、「患者のために有効活用」しようとするところに目的がある。 
28 http://www.aspe.hhs.gov/PHC/rfi/ 
29 多重パラメータ: この場合複数の計測指標を用いること。 
30 Agendia社の MammaPrint と Genomic Health社の Oncotype Dx 
31 IVDMIA：in vitro diagnostic multivariate index assays 
32 http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2006/NEW01445.html 
33 米国の健康保険会社。ヘルス プラン、退職金プラン、および金融サービスの企業。 
34 Oncotype DXTMは、乳房腫瘍における 21の遺伝子の発現レベルを測定する。この評価は、腫瘍の大
きさやグレードなどといった標準的特性よりも、正確に患者の再発リスクを推測することが可能であ

る。Oncotype DXTM遺伝子発現解析に基づき、再発スコア(0～100)を作成する。スコアが高ければ高
いほど、患者の再発の可能性が高くなる。  

35 http://www.bizjournals.com/sanjose/stories/2006/11/27/daily16.html?t=printable 
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クヘルス社も、エトナ社（同社は 2006年 8月に試験への保険を始めた）が乳ガン患者
に対する試験についての保険の支払い率を定めたと述べた。ゲノミックヘルス社は、

エトナ社との合意文書をサインした際に、約 8,000 万人の患者をカバー（保険対象と
する）する保険サービスの健康計画（ヘルスプラン）の契約を成立させたと述べた。 
ユナイテッド・ヘルスケア・インシュランス社 36も、ゲノミックヘルス社の

Oncotype Dx試験をカバーするであろう。その試験は、2007 年 1 月以降に保険サー
ビスを求める、初期段階の乳ガンである女性を対象としている。2006 年 3 月に、ナ
ショナル・ヘリテージ・インシュランス社（同社はメディケア契約者）は同社も試験

をカバーするであろうと述べた。 
これらのことが示すように、パーソナライズド・メディスンに関する手法を臨床的

治療へ適用することに対し、支援を表明する保険会社が増加している。 
 
(4)新しい分析法 
多くの企業は、同型の多重マーカーの使用を企てるだけでなく、同じプラットフォ

ーム上に免疫学的分析と遺伝子分析の両者を統合する新しい分析法を開発中のよう

である。例えば、カンジェン・バイオテクノロジー(Cangen Biotechnologies) 社と
オリンポス(Olympus Corporation)社は、肺ガンの早期検出のために使用する、DNA
ベースとタンパク質ベースの両者のハイブリッド診断試験の開発、および治療方法選

択の指導に共同で取り組むことを発表した。 
同様な取組を行おうとしている企業としては、オートゲノミクス社(Autogenomics)、 

ナノジェン社 (Nanogen)、クリニカル・データ社 (Clinical Data)、ルミネクス社
(Luminex)などがある。 
大手の診断企業の中では、ロッシェ・ダイアグノステクス(Roche Diagnostics)社が、

多数で幅広い戦略技術のパートナーシップを通じて、戦略的な選択肢を広く保ってい

る。例えば、ロッシェ社は、マルチライト(Multilyte)社の特許を使用するために、同
社とライセンス契約を行った。その特許は、マイクロアレイ 37 ベースの免疫分析や、
一つの反応で多くの検体を検知する結合分析システムの開発を可能とするものであ

る。スイスナノサイエンス研究所（バーゼル）の研究者達は、疾病に関連する遺伝子

を検知するカンチレバー法 (わずか厚さ 450 ナノメータ)を開発した。そして、ロッ
シェ社と協力して、個人診断への利用を目指して取り組んでいる。 

  
翻訳・編集：NEDO情報・システム部  

 
（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  

                                                  
36 http://www.genomeweb.com/issues/news/137890-1.html 
37 マイクロアレイ：ガラスなどの基板上に核酸、タンパク質等を高密度に並べたもの。 




