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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 

癌研究推進のための提言―NCAB生物医学技術 WGレポート（米国） 

 
2005 年 2 月 16 日、国家癌諮問委員会（NCAB）生物医学技術ワーキング・グルー
プ（WGBT）は「国家癌諮問委員会への報告書」を公表した。WGBTは、米国立癌研
究所（NCI）所長の要請を受けて NCAB が 2003 年 9 月に設立した生物医学技術臨時
小委員会によって設置された。リー・ハートウェル、エリック・ランダ―両博士が議

長を務め、基礎科学、臨床科学、商学の専門家 18名で構成されている。 
 
現在、ゲノム学、細胞生物学、化学、コンピュータ科学の進展に伴い革新的に進歩し

ている生物医学技術によって癌研究分野全体が変化する可能性がある。癌研究を推進す

るための生物医学分野の重点研究領域は、癌の分子メカニズムの解明、癌リスクの評価、

癌の早期発見、治療法開発に役立つ癌タイプの分類、そして治療に対する反応の監視等

である。WGBTの使命は、癌研究推進のための具体的なプロジェクトやイニシアチブに
ついて NCIに提言することである。この問題を検討するために、5つのフォーカス・グ
ループ：1) 細胞内の癌特性、2) 生体内の癌特性、3) 公衆衛生、4) 抗癌治験・臨床試
験、5) 技術アクセス・開発・普及が設置された。このフォーカス・グループからの情報
や議論から、WGBT は 4 つの主要な提言を行っている：1) 癌技術ワーキング・グルー
プの設置、2) ヒト癌ゲノム・プロジェクトの設立、3) 癌分子診断イニシアチブの設立、
4) 臨床試験の再構築である。以下、その提言について紹介する。 

 
1. 癌技術ワーキング・グループ（Cancer Technology Working Group） 

 
第 1 の提言は、科学技術を基盤とした癌の問題に取り組む機会（technology-based 

opportunities）を明らかにする常設メカニズムの設立に関するものである。 
 

1.1 提言 
NCIは、専門家で構成された常設の癌技術ワーキング・グループ (CTWG)を設立すべ
きである。CTWGはコミュニティへの適切な情報を追求し、以下の事項に責任を持つ。 

 
① 癌の理解・予防・診断・治療の発展の推進に大きな影響を与えるような癌の主要な課      

題に取り組むための科学技術を基盤としたプログラムの機会を明らかにする。 
② 問題を解決するためにその機会が適切な時機であるかを評価する。 
③ 重要性と実現可能性から機会の優先順位をつける。 
④ 課題に取り組む適切なプロジェクトやイニシアチブのための具体的な提言を行う。 
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さらに、CTWGは癌技術に関する組織的なニーズを定期的に評価し、潜在的な解決
策を明らかにすべきである。 

 
WGBTは、現在の機会を分析することでこのアプローチを確かめようとした。また、
フォーカス・グループから浮かび上がってきた特定の科学技術によって取り組むべき

機会を検討し、最優先分野として 2分野（次項以降で説明する「2. ヒト癌ゲノム・プ
ロジェクト」と「3. 癌分子診断イニシアチブ」）を特定し、この 2 分野に関する具体
的な提言と報告書を作成した。 

 
2. ヒト癌ゲノム・プロジェクト（Human Cancer Genome Project）（注 1） 

 
WGBTは、科学技術を基盤とした大胆なプロジェクトを開始するように提言している。 
 

2.1 提言 
主要な癌すべての基礎にあるゲノム上の遺伝子変異に関する包括的な理解を目的と

するヒト癌ゲノム・プロジェクトに着手すべきである。このプロジェクトは癌診断法

や治療法の発見、開発、評価を大いに促進する。 
 
2.2 目的 
同プロジェクトの目的は、あらゆる主要な癌タイプと密接に関連するゲノム上の全て

の遺伝子変異を特定することである。この目的を達成するために次の 2点が必要である。 
 
① あらゆる主要な癌タイプの臨床的注釈付きサンプルの大規模な収集を適切に行う。 
② 各サンプルの特性を次の点に関して明らかにする： 
・ ゲノム欠損あるいは増幅がみられる全領域 
・ 全ヒト遺伝子のコード化領域における全変異 
・ 全ての染色体再配置 
・ 異常なメチル化がみられる全領域 
・ 完全な遺伝子発現プロファイルとその他の適切な技術 

 
これらの知識は癌生物学、疫学、診断学、治療学研究を推進することになる。 

 
この一般的な目的を実行可能なプロジェクトに転換するためには、様々な問題を検

討する必要がある。例えば、ゲノム変異に関する定義の検討（身体性か遺伝性か）、癌

                                                  
（注 1）詳細は、添付レポート「Recommendation for a Human Cancer Genome Project」

(2005年 2月)を参照。 
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との関連性を判断するための閾値の規格、研究すべき癌タイプの特定、そして現在利

用可能あるいは予測される技術の評価等である。 
 
2.3 プロジェクトのイニシャル・プラン（初期概要） 
同プロジェクトの最終的な計画のためには、さらに入念な研究が必要となり、プロ

ジェクト実施を通して発展し続ける必要がある。ここでは、今後の精緻化のための出

発点となるプロジェクトのイニシャル・アウトラインを説明する。 
 
① プロジェクトの目標 
プロジェクトの目標は、顕著な頻度であらゆる主要な癌タイプに存在するゲノムの変異

箇所を全て特定することによって、ヒト癌の遺伝的根拠を包括的に説明することである。 
 
② 運用上の定義 
 運用計画は慎重に検討する必要があるだろう。初期計画で行うことは以下の通り。 
 
・ 最大 15,000サンプル（50種ほどの主要癌タイプそれぞれにつき 250以下の腫瘍サ
ンプルを含む）の包括的ゲノム解析を実施する。 

・ あらゆる主要な癌タイプで、少なくとも 5%の頻度で発生する体細胞ゲノム変異全
てを網羅する包括リストを明らかにする。 

・ 後続の癌リスク研究で使用できる情報とするために、患者サンプルの遺伝性ゲノム

変異情報を記録する。 
 

③ プロジェクト組織 
下記 2種類のセンターで構成されるネットワークが主に同プロジェクトを実施する。 
 
・ 癌サンプル収集センター：腫瘍タイプ各種のサンプルを高品質・適切な規模で収集。 
・ 癌ゲノム解析センター：高品質・適切な規模で腫瘍サンプルの特性を解明。 

 
同プロジェクトは、その他にも以下のようなメカニズムを含むべきである。 
 
(1) 染色体再配置やゲノムのメチル化特性を解明する手法等の技術、および癌ゲノム
解析用コンピュータ・ツールの改良・開発に向けた研究者主導型研究グラント 

(2) プロジェクトが作り出す情報を保持するためのデータベース 
 
④ データ公開 
同プロジェクトは、癌ゲノムに関する情報を、科学的使用に対して制限を設けることな

く、速やかに公開する、という方針を導入すべきである。今後、データ公開方針の詳細を
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検討する必要があり、それはデータの正確な性質によって決まってくると考えられる。 
 
データ公開方針の目的が公共の利益を保護すべきであるのは、少なくとも次のよう

な 2 つの重要な点においてである。まず、データ公開方針は患者の秘密保持を確かな
ものにしなくてはならない。次に、臨床的診断法や治療法の商業的発展を最大限にす

る情報を、企業が自由に取り扱えるように保証すべきである。また、明瞭なデータ公

開方針を各グラント授与条件としても組み込むべきである。 
 
⑤ プロジェクト管理 
同プロジェクトは、米国立癌研究所（NCI）と米国立ヒトゲノム研究所（NHGRI）の
対等のパートナーシップとして共同管理されるべきである。そのような取り決めによっ

て、密接な関係にあるこの 2研究所の類稀な科学的専門性と管理手腕を活用できるよう
になる。両研究所を通して資金を調達することで、共同管理は最も成果を上げるだろう。 

 
同プロジェクトは、同じ方向性を持つ他国の取り組みを協力・後援すべきである。特に、

英国ケンブリッジのウェルカムトラスト・サンガー研究所は既に癌ゲノムを解析している。 
 
⑥ プロジェクト・スケジュールとコスト 
同プロジェクトの意欲的な目標の多くは、現在の技術と予測される技術に基づいて、

開始から 10年以内に達成できると考えられる。同プロジェクトが必要とするコストの
正確な数字は出ていないが、我々の最善の判断としては、同プロジェクトは年次予算

平均 1億 5千万ドル以下で達成可能である。 
 
3. 癌分子診断イニシアチブ（Cancer Molecular diagnostics Initiative）（注 2） 

 
WGBTは、NCI全体が関与する重要なイニシアチブも提言している。 
 

3.1 提言 
癌の生体内機能画像解析と患者サンプルのバイオマーカー特定・検出を行う研究を調

整・拡大するために、癌分子診断イニシアチブに着手すべきである。癌分子診断が改善さ

れると癌リスクの評価、癌の早期発見、リアルタイムの治療効果監視等の能力が高まる。 
 

3.2 一般提言 
WGBTは、バイオマーカー発見に関する研究（開発・検証）の方向性について以下
のような一般提言を作成した。 

                                                  
（注 2） 詳細は添付レポート「A Strategic Plan for Improving Biomarkers for Cancer」(2005

年 2月)を参照。 
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① チーム・サイエンスの育成 

NCI は、バイオマーカー発見の共同研究を促進するために、チーム・サイエンスに
資金を支援する新しいモデルを作るべきである。そのために、多様な専門性を持つ研

究者が多数集まり、重要な問題に対して共同で取り組むことを奨励する。 
 
② データ基準の確立 

NCI は、科学者達を結集して、各技術プラットフォーム（画像診断法、プロテオミ
クス、DNAマーカー、メタボロミクス等）用にデータ基準を作成し、特定の画像診断
法における研究所間での再現性を向上させるべきである。このような取り組みには、

既存、新規、あるいは提案されたバイオマーカーの結果を確認するために、複数の研

究所が使用する統一参照基準の作成・普及が必要となる。 
 
また、最高性能を発揮する方法を確立するために、競合する技術を同じサンプルで

比較する 1つ以上の技術評価センターに資金を供給すべきである。 
 
③ 情報科学プラットフォームの構築 

NCI は、技術プラットフォームのために集中的で誰もが利用できるデータベースを
構築すべきである。そのようなデータベースによって、研究者達は一般的な腫瘍タイ

プに関する複数の研究からデータを収集することが可能となる。造影剤に関しては、

製造方法、供給源、生体内分布、化学構造、薬物動態学および生体内の安定性を追跡

記録情報に含むべきである。内生的アプローチに関しては、正常細胞のプロファイル

や変化、採取方法および分析条件を追跡記録情報に含むべきである。 
 
④ コミュニティへの試薬供給 

NCIは、各技術プラットフォームで必要となる一般的な試薬（分子画像化プローブ、
新しい画像化プローブの供給源となる低分子ライブラリ、癌関連タンパク質に対する

抗体、質量分析法で使用する同位体標識ペプチド、あるいは必要に応じて他の試薬等）

の生産を支援すべきである。 
 
⑤ 新技術の開発 

NCI は、バイオマーカー発見プログラムの中で、新しい技術・方法論・アプローチ
の開発を支援すべきである。改良された技術・試薬・処置の開発を促進するパイロッ

ト・グラント・プログラムをメカニズムに含めることができる。必要があれば、高速

大量処理と再現性を向上する技術を自動化する取り組みを支援すべきである。 
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⑥ 癌マウス・モデルの使用 

NCI は、技術改良とバイオマーカー発見のために、マウス・モデルを最大限に活用
するべきである。動物モデルを使用すれば制御実験が可能になり、ヒトを被験者にす

ると達成できない再現性を得ることができる。制御できる変数は遺伝子型、環境、正

確な癌タイプや病期である。バイオマーカーを発見する技術の初期開発と評価は、均

一性の高い動物サンプルで行う方がヒトのサンプルを使用するよりも、良い結果とな

る可能性が高い。NCIのヒト癌マウス・モデル・コンソーシアム（MMHCC）によっ
て作製された多数の異なるヒト癌マウス・モデルが重要な研究資源となっている。 
 
⑦ 産学連携の促進 

NCI は、産学間の適切な協力を促進するべきである。バイオマーカーの効果的な発
見は両分野にとって多大な利益となるため、この発見プロセスを促進するために産学

パートナーシップが横断的に協力することは可能なはずである。このような協力によ

って、分子プローブ開発、バイオマーカー発見への取り組みの下に、製薬企業、画像

収集企業、そしてバイオテク企業が結集するようになる。薬物作用と臨床開発の全段

階で使用する特定のバイオマーカー指標を結び付けるために、創薬の初期段階でバイ

オマーカー評価項目を作成すべきである。 
 
⑧ 進歩の患者ケアへの展開 

NCI は、バイオマーカーを迅速に臨床現場で使用可能にすることを奨励するべきであ
る。内在性タンパク質や読影情報等、バイオマーカーに基づいた薬効評価項目を治験に組

み込むべきである。これを奨励する 1つの方法として、腫瘍反応測定に焦点を当てた画像
解析を行う部署あるいはセンターを癌センターの中に設置することが考えられる。別の方

法は、各癌センターでのプロトコール審査や開発開始段階から、バイオマーカー研究者の

参加を確保することである。1回の試験で肯定的な結果が出ても、複数のセンターで試験
を行い確認する必要がある。米国放射線科医学会画像診断ネットワーク（ACRIN）が放
射線学に基づく試験で利用可能であり、腫瘍学研究者のグループを治験で利用することも

できる。しかし、現在、画像解析項目を含む治験を普及するための仕組みはない。 
 
画像解析方法や造影剤の臨床試験がより一層容易に承認されるようなフレームワー

クを提供するために、ヒトに使用する際の施設内治験審査委員会（IRB）や米食品医
薬品局（FDA）認可の明確なガイドラインを策定すべきである。これは、治験薬（IND）
承認の明確なガイドラインも含まなくてはならない。 
 
⑨ バイオマーカーの認可と償還制度に関する基準への取り組みを促進 

NCIは、FDAによる新規バイオマーカーの承認可能性と臨床場面でのバイオマーカ
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ーの実用性に関するガイドラインの幅広い議論を推進し、さらに、バイオマーカーの

臨床使用への償還に関する領域の研究を支援するべきである。バイオマーカーを効果

的に使用することで、臨床試験の手順が減る可能性があるため、償還政策がバイオマ

ーカー利用の阻害要因を作らないように「活動志向」の償還モデルよりも「成果志向」

の償還モデルの利益を探求することが重要である。 
 
⑩ バイオマーカーに対する一般市民の理解への取り組みを促進 

NCI は、バイオマーカーに関する患者と医師の教育を推進するべきである。というの
も、確率的リスク評価が双方にとって今後課題となるからである。さらに、バイオマーカ

ー情報に基づいた差別の恐れがあることを理解する取り組みも促進しなくてはならない。 
 

4. 臨床試験の再構築（Restructuring clinical trials） 
 
癌治療関連技術の応用を成功するためには、臨床試験の特質と構造を再考する必要があ

るとWGBTは認識している。作用機序が既に明らかな新薬に関しては、被験者の数を最
低限に抑えながら、可能な限り多くの情報を集め、薬剤開発を加速し、診断用・画像化用

の新薬剤、技法、マーカーを検証できるように、臨床試験を再設計する必要がある。 
 

4.1 提言 
WGBTは、技術進歩と科学的に実証された研究対象を臨床試験へ転換する速度を速
めるために、「フェーズ I／IIコンソーシアム」を創設するように NCIに提言する。こ
のようなコンソーシアムには、画像解析、マーカー検証、薬物動態学、分子診断、発

現プロファイリング等に関する専門性を持つ研究センターが含まれる。 
 
このような提言がこれまでなされてこなかったのは、特定の任務や専門性から外れ

てしまうためであると WGBT は認識している。しかし、これは急務であると WGBT
は考え、このようなコンソーシアム立案に必要な専門的知識を持った委員会を早急に

任命することを NCIに勧告する。 
以上  

翻訳・編集：NEDO情報・システム部 
 

（出典：http://deainfo.nci.nih.gov/Advisory/ncab/sub-bt/NCABReport_Feb05.pdf 
The US National Cancer Institute does not currently endorse any 

foreign-language translations of NCI information and no such endorsement 
should be inferred. ） 
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