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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 

テーラーメイド医療技術の商業化動向（米国）  
  
ヒトゲノムが解読され、多くの遺伝子の機能解析が行われている。このゲノム情報

から医薬品の開発が進められる一方で、遺伝子診断で患者の遺伝子型を特定し、一人

ひとりに適した医療や医薬品を提供する「テーラーメイド医療」の実現化が進んでい

る。ここでは、米国を中心としたテーラーメイド医療技術の商業化動向に焦点を当て、

治療法とリサーチ・プラットフォームについて紹介する。 
 
1. 治療法 
 
1.1 モノクローナル抗体療法 
テーラーメイド医療技術はモノクローナル抗体療法、特に癌治療分野で最も顕著に進

展している。米国では現在までのところ、20種以上の治療用抗体が認可され、100種以
上が臨床開発中である。米国バイオテクノロジー産業協会は米国食品医薬品局（FDA）
が認可した小分子製剤と生物学的製剤の詳細なリスト（注1 ）を2004年に公表した。 

 
治療用抗体分野でリードしている企業（Genentech社等）の将来的な課題と好機は以下

の通り。課題としては、既存市場のバイオジェネリック医薬品が競争相手としての脅威を

増すこと、既存市場の他治療法が競合してくること（例えば、抗癌剤Avastinの抗体注射
を脅かす小分子製剤）、好機としては、既存の治療法を新しい市場に送り込む機会を得る

こと（例えば、抗癌剤Rituxanで自己免疫疾患を治療）等である。The Scientist誌2005
年2月号に掲載された論文『Therapeutic Mabs』に同分野発展の概観がまとめられている。 
 
1.2 分子標的治療法 
分子標的治療法では、RNA干渉（RNAi）（注2）を応用した治療法研究が進んでいる。

Alnylam社、Acuity Pharmacueticals社、Nucleonics社、Sirna Pharmaceuticals社等
がRNAiを活用した薬剤を開発している。Acuity Pharmaceuticals社は老人性円板状黄
斑変性症治療薬の臨床試験実施申請書をFDAに提出した。 

 
RNAi技術の開発サイクルはまだ初期段階であり、商業化の成果を評価するのは時期

尚早である。RNAiに関しては、当初楽観的な見方が多かったが、標的以外の遺伝子や

                                                  
（注 1 ）http://www.bio.org/speeches/pubs/er/approveddrugs.asp。 
（注 2） 2本鎖の RNAを細胞の中に入れると、その配列に相同な細胞のmRNAが分解され、遺伝子発現を抑

える現象。この現象を利用して、研究で特定の遺伝子の発現を抑制するのに利用されている。（「日経

バイオ 最新用語辞典 第 5版」日経 BP社） 
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タンパク質に作用する傾向があるため「的外れ」効果の可能性が高い、と最近の研究

報告で指摘されている。的外れ効果が実際に生体の遺伝子／タンパク質発現レベルで

どの程度問題となるのかは不明である。 
 
1.3 アンチセンス法 
製薬会社の研究開発努力はアンチセンス法にも注がれている。アンチセンス法とは化

学的に合成した1本鎖DNAをメッセンジャーRNA（mRNA）と結合させて、タンパク質
の合成を妨げる方法である。しかし、薬剤開発の臨床試験段階で期待通りの有効性が認

められず、最近ではRNAiに注目が集まり、アンチセンス法の影は薄くなっている。 
 
Isis社のエイズ患者用サイトメガロウィルス性網膜炎治療薬Vitraveneが、米国食品医

薬品局（FDA）の認可を得た初めてのアンチセンス製薬であったが、臨床開発は順調に
進まず、1999年に製薬会社Novartis社とのパートナーシップが早期終了した。注目され
た臨床試験の失敗はその後も続いた。2004年5月、Genta社の黒色腫治療薬Genasenseは
FDA審議会によって却下され、多発性骨髄腫の第3相試験でも失敗し、同社のパートナー
であるAventis社は後に4億8千万ドルの共同開発から撤退している。また、Isis社製アン
チセンス製剤Alicaforsenはクローン病治療の第3相試験でプラシーボ（偽薬）以上の効果
を示さなかった（注3）。アンチセンス法を含めmRNAの翻訳を標的とする治療法の臨床効果
は立証されていないが、同技術の潜在的可能性には楽観的な見方もある（注4）。 

 
アンチセンス法の薬剤開発が順調でないのは、概念的にはシンプルだが、実際に行うこ

とが容易でない複雑なプロセスを理解する必要があるからである。特に、ヒト体内での作

用機構の理解不足が問題となる。例えば、第一世代アンチセンス製薬は広範囲にわたる効

果がみられたが、それは標的遺伝子の特異的抑制によるのではなく、主にオリゴヌクレオ

チドが非特異的な免疫系を活性化するためであった。また、細胞膜透過の問題と同様に、

ヒト体内の酵素がDNAとRNAを分解するため、効果的な薬物送達を妨げていた。そのた
め企業は、アンチセンス分子開発の持続的基幹技術の開発を行うと同時に、生体反応を解

明することに尽力し、アンチセンス製薬の安全性や予測可能性を向上させてきた（注5）。 
 

Isis社はアンチセンス法分野での主導的な立場にあり、アンチセンス技術を活用した
幅広い製品の特許を取得している。その他の主な企業は、Genta社、Antisense Pharma
社、AVI BioPharma社、Hybridon社、Lorus Therapeutics社、MethylGene社、

                                                  
（注 3） http://www.signalsmag.com/signalsmag.nsf/657b06742b5748e888256570005cba01/acd5a2558dd162 

a088256fb80080d2a9?OpenDocument&Highlight=0,antisense 
（注 4） http://www.the-scientist.com/2005/1/17/30/1  
（注 5） 

http://www.signalsmag.com/signalsmag.nsf/657b06742b5748e888256570005cba01/5d89e5cd56d391e
1882569c90001fe50?OpenDocument&Highlight=0,antisense 
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OncoGenex社、NeoPharm社である。 
 
1.4 遺伝子治療 
遺伝子治療とは、患者の遺伝子発現を改変して、必要な時に必要な場所で重要なタンパ

ク質を発現させる治療法である。概念としては単純であるが、実際に治療を行うためには、

複雑な遺伝情報や治療プロセスを理解する必要があり、商業化は難しい。遺伝子治療は、

致命的で、身体に障害を残すような疾病の治療方法以外にも、疾病予防としての可能性も

高い。現在、治療法の開発段階にあり、基礎研究で得られた重要な概念について、数多く

の初期臨床試験が行われているところである。 
 
遺伝子治療の目下の課題は、ベクター開発、商業規模での生産、臨床効果の向上、臨床

試験計画・管理に対する連邦政府の規制強化等である。中国・深圳のSiBiono GenTech社
は頭頚部癌用の遺伝子治療薬Gendicineの認可を中国当局から得て、初めての商業用遺伝
子治療薬品となっている。癌の遺伝子治療薬品の臨床開発後期段階にある企業はその他に、

AnGes MG社、GenVec社、Introgen社、Transgene社、上海Sunway Biotech社である。 
 

2. リサーチ・プラットフォーム 
 
臨床研究には、新医薬製品の安全性を正確に効率的に判定できるツールが必要であるた

め、その開発が急がれている。製薬産業では特に有効な治療標的、安全性の高い化合物、

高レベルの臨床効果等が求められ、高性能の研究ツールや研究プロセスを開発しようとす

る意欲が高い。また、政府機関も主要な原動力となっている。米国では、例えば、国立衛

生研究所（NIH）のロードマップ『New Pathways to Discovery』（注6）や、FDA発行
『Innovation or Stagnation』白書（注7）において、優れた製品開発技術を求めている。 

 
生医学研究用の優れた「ツールボックス」とは、安全性や有効性を測定するバイオマー

カー、検査法、基準、コンピュータ・モデリング技術、臨床試験評価項目等の新しい科学

的・技術的手法であり、疾病バイオマーカーを同定し、臨床的に立証していく研究で主に

使用される。しかし、バイオマーカーの発見に関しては、まだ多くの仕事が残されている。

遺伝子変異、遺伝子発現プロファイル、タンパク質発現プロファイル等の種類の特定や、

単数あるいは複数を組み合わせるのかといった使用法等、特定疾病の早期診断に役立つバ

イオマーカーの活用法を明らかにする必要がある。ここで問題となるのがバイオマーカー

の臨床的検証である。注目すべきことは、バイオマーカーは生理学的、人口統計学的、分

子学的測定を含む幅広い生物学的測定に使用されるため、研究用途や要求される検証レベ

                                                  
（注 6） ht tp : / /n ihroadmap.nih .gov /newpathways  
（注 7） ht tp : / /www.fda .gov /oc / in i t iat ives /cr i t i ca lpath /whi tepaper .html   
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ルによって、使用するバイオマーカーが異なってくることである。つまり、薬剤開発で利

用されるバイオマーカーは臨床試験には適さないことも多い。 
 
2.1  SNP、ハプロタイプ、大規模遺伝子型特定プロジェクト 
ヒトゲノム解読が完了すると、研究者や企業の関心は、全ゲノム情報から罹病性等

と関連のあるゲノム的特徴の特定する方法へと移行している。ゲノム情報を人々の健

康に役立つ医療に展開する動きは、個人のリスク・レベルへの環境的影響等を含む、

健康、疾病、薬物反応の一因となる遺伝的要因の特定を目指す大規模ゲノム解析を実

現した。一般的な疾患のリスク要因を特定するために、公的／民間レベルで行われる

人口集団を対象とした研究が世界的に始まっている。その中で、初の大規模プロジェ

クトがSNPコンソーシアムである（注8）。ヒトゲノムには1千万以上もの一塩基変異多型
（SNP）が存在すると推定されている。同コンソーシアムでは、このSNPを特定し、
その情報を公開した。 
 
2.1.1 SNPマップからHapMapへ 
ゲノム上のSNPの位置を確定した地図（SNPマップ）を用いて、遺伝型を特定する

検査方法の研究が進んでいる。SNPマップの理論では、SNPは遺伝子連鎖を調べるた
めの有益なマーカーであり、関連解析（連鎖不平衡解析）を行うことも可能になると

考えられている。しかし、SNPの情報量は比較的少なく、複合要因による一般的な疾
病リスクへの各変異の関与が小さいため、最近では、SNPマーカーの組み合わせであ
るハプロタイプを用いる解析方法も検討されている。ハプロタイプごとにSNPをマッ
ピングしたハプロタイプ・マップ（HapMap）は疾病リスクに影響する共通遺伝子変
異を含むゲノム領域を特定するため、SNPごとに解析するよりも効率的に遺伝子型を
特定できる可能性が高い。また、HapMapは表現型と遺伝子マーカー、すなわち疾病
と遺伝子変異を関連解析することで信頼性の高い遺伝子型特定方法になるとも考えら

れている。 
 
HapMap作成を目的とした国際HapMapプロジェクト（注9）が、2002年に始動した。

Nature誌の記事『The International Hap Map Project』（注10）では、同プロジェクトの

戦略が説明されている。同プロジェクトに参加する高性能遺伝子型特定技術を扱う主

要な企業は、Third Wave社、Illumina社、Sequenom社、ParAllele社、Perlegen社、
Perkin Elmer社である。各社の解析結果については、共通に設定された性能基準を使
って、精度、成功率、処理能力、費用等の項目で比較される。 
 
                                                  
（注 8） h t tp : / / snp .cshl .org /  
（注 9） ht tp : / /www.hapmap.org /  
（注 10） Nature  426 ,789‒ 96 ,  2003 .12 .28  
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2.1.2 SNP・ハプロタイプの遺伝子型特定方法の問題点 
SNPおよびハプロタイプで行う遺伝子型特定方法に関する問題点も提起されている。

複合的要因による疾病のリスク要因では、SNPパターン以外の疾病関連遺伝子や環境要
因が多数存在するため、SNPパターンの重要性は低下する。また、SNPパターンを使用
した関連解析法は、疾病原因の遺伝子変異と疾病リスクを相互に関連付ける統計的な力

を欠いていると考える研究者もいる。また、SNP同様にハプロタイプに関しても、多型
ではない珍しい遺伝子変異の特定が困難であり、遺伝以外の環境や文化的リスク要因が

5割以上を占めるため、ハプロタイプを使った関連解析に異論もある。また、ハプロタ
イプ解析が実際に成功しコストが低下することも、今のところ実証されていない。 

 
一般的に遺伝子型特定研究に反論する研究者は、例えば、DeCode社がアイスランド

で行っている人口集団を対象とした研究のように、血縁関係のある個人間で疾病リス

クの遺伝的影響を調べ、疾病リスクの基礎となる人口構造や家系の理解を深めること

の方が有益であると考えている。血縁関係にある人々のゲノムは全体的に類似するた

め、珍しい変異を特定することが簡単なことも有利である。また遺伝子型を特定する

だけでなく、DNA、RNA、タンパク質、代謝産物、生体組織、その他の生物学的情報
を収集する臨床研究を行い、遺伝情報と併せて疾病を包括的に考えることが、疾病と

薬物反応作用を理解する上で大変有意義なことであると考えられる。 
 
2.1.3 遺伝子型特定プラットフォーム 
遺伝子型特定プラットフォームは、特異性、検出感度、処理能力、再現性／信頼性

のレベルによって性能が異なる。プラットフォームの選定時に考慮すべき重要な点は、

コスト、検査法開発に必要な期間、システム処理能力等である。一般的な遺伝子型特

定方法としては、直接シーケンス法（例えば、ジデオキシ法：DNAポリメラ―ゼ活性
をもつ酵素とジデオキシヌクレオチドを用いて塩基配列を解析する技術）、プライマー

伸長法（RNAの転写開始部位や発現量を調べる方法）、ハイブリダイゼーション法
（DNAチップ各種）、制限酵素分析（制限酵素が切断する位置をゲノム上に示した制
限酵素地図を使ったゲノム分析）等がある。オンライン記事『The Quest for Complex 
Genes』に、企業が提供する方法やツールの概要がまとめられている（注11）（表１参照）。 

 
Perlegen社は、Affymetrix社の遺伝子チップ技術を使用した全ゲノム・スキャニン

グ・プラットフォームに基づいた研究で、遺伝子をコード化する領域では遺伝子変異

間の相関関係が強まり、非コード化領域では弱まることを明らかにした（注12）。この発

見は、自然淘汰がコード化領域のいくつかの変異に作用したことを示す間接的な証拠

                                                  
（注 11） http://www.bio-itworld.com/archive/021804/genes.html 
（注 12） 「ヒト 3集団における DNAの共通変異の全ゲノムパターン（Whole-Genome Patterns of 

Common DNA Variation in Three Human Populations）」 Science 2005 307: 1072‒ 79  
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となっている。その結果、測定する領域を精査すれば、検査するSNPの数が少なくて
も十分説得力のある結果を得ることができる可能性が高まり、遺伝子変異研究はこれ

まで考えられていた以上に簡便・安価になるだろう。 
 

表1：高性能SNP遺伝子型特定プラットフォーム企業 
企業名 主要製品 遺伝子型特定最高処理量 

Affymetrix社 GeneChip Mapping Array 10K Set 
100K Set 

1チップにつき1万遺伝子型 
100,000 SNP チップ 

Applied Biosystems社 SNPlex １日に1装置で遺伝子型2百万以
上 

Beckman Coulter社 GenomeLab SNPstream 1日に4,600–3百万の遺伝子型 

Illumina社 BeadArray 
GoldenGate Assay 

1日に2百万以上 
1孔につき1,520 SNP 

Luminex社 XMAP microsphere 技術 １日に最高5万遺伝子型 

ParAllele社 Molecular Inversion Probe Assay １チューブで1,200以上の遺伝子
型反応；１日に1百万遺伝子型 

PerkinElmer社 FP-TDI １日に5万遺伝子型を特定 

Sequenom社 MassArrayプラットフォーム 
MassEXTEND試薬 

多重処理で1日に20万遺伝子型
を特定（20Kモデル） 

出典： “The Quest for Complex Genes”と各企業のWebサイトの最新情報から編集 

 
2.2 薬理ゲノム学に関するFDA規制 
2.2.1 新薬開発における予測ツールの重要性 
製薬産業では、臨床開発中およびその後の有害事象（注13）を回避するための予測ツー

ルの必要性が高まっている。米食品医薬品局（FDA）の算定によると、有害事象を回
避することで、前臨床試験段階での予測不成功率が10%改善し、製薬企業は製薬一つ
当たりの開発コストを1億ドル節約できる。なお、毒性の問題による臨床試験の失敗は、
製薬企業１社につき過去10年間で20億ドル以上の負担となっていると推定される。 

 
SNPは表現型の形質の発現要因となるだけでなく、治療薬への反応や個人的な疾病

の罹りやすさにも関係があるため、最近では、疾病リスクや薬物代謝プロファイルで

被験者を層別するといった、遺伝子型特定技術を活用したプロセスを組み込む等、製

薬企業による臨床試験プロセスの再構築が報告されている。予測ツールで患者を層別

化するプロセスが加わると、臨床開発段階での被験者選定期間は長期化するが、全体

的な臨床開発プロセスは効率化できると考えられる。Wyth社のトランスレーショナル
研究（注14）では、ゲノム学的手法と予測技術を活用した被験者の層別化が行われている。

同社はこれを臨床現場での安全性・有効性評価の標準化に役立つと考えている。Eli 
Lilly社とParAllele社は臨床試験の全被験者の薬物代謝に関するSNP遺伝子型を特定

                                                  
（注 13）  薬物を投与された被験者に生じるあらゆる好ましくない医療上の事象。  
（注 14） 基礎研究の成果を医薬品等の研究開発に結び付けるための橋渡しとなる基盤的

な技術開発のための研究。（「日経バイオ  最新用語辞典  第 5 版」日経 BP 社）  
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するために、MegAllele D-Metチップを臨床試験受託機関に提供すると発表した。同
チップはAffymetrix社製GeneChipプラットフォームで動作する。費用は１回のテスト
につき500～700ドルと概算される。 

 
生物化学研究コミュニティでは、各研究者のニーズに柔軟に適応できる緻密で強力な

技術、データベース、その他研究資源への幅広いアクセスを新たに必要としている。FDA
は、創薬・薬剤開発や研究成果を医薬品へ展開することを推進するために、薬理ゲノム

学の活用を奨励している。FDAはテーラーメイド医療も重要視し、支援を行っている。
FDAの『Innovation or Stagnation』白書（注7）では、医薬品の予測性や効率性を向上さ

せ、ひいては被験者の選定、臨床反応のモニター、薬効バイオマーカーを改良するため

に、安全性・有効性・臨床試験薬効を調べるためのバイオマーカー等の新しい科学技術

的手法を含む新製品開発ツールキットが緊急に必要であることに言及している。 
 

2.2.2 FDAによる製薬業界のためのガイダンス 
2005年3月、FDAはガイダンス「業界のためのガイダンス：薬理ゲノム学データサ

ブミッション」（注15）を発表した。薬理ゲノム学（pharmacogenomics）（注16）のデータ

を新製薬開発プロセスで使用する製薬企業に示すガイドラインである。薬理ゲノム学

により、薬効・毒性等の薬物反応に見られる個人差の識別が向上し、患者の臨床反応

を監視し、薬剤の臨床効果を示すバイオマーカーの活用につながる。同ガイダンスは

薬理ゲノム学使用に対するFDAの規制政策決定に関する最新の考えを反映しているが、
それ自体が現在進行中の研究であり、今後改正される可能性がある。同ガイダンスで

は、治験薬（IND）、新薬承認申請（NDA）、生物学的製剤承認申請（BLA）を行う当
事者に対して、薬理ゲノム学のデータ提出に関する3分野（薬剤開発と審査プロセス段
階、形式・内容、ならびに規制政策決定でのデータ活用）について助言している。さ

らに、製薬企業が薬理ゲノム学データを提出しなくてはならない状況の概要、治験申

請、未承認製品および承認製品のためのデータ提出手続き等の概要をまとめている。

なお、FDAは現在の薬理ゲノム学研究の成果について、規制政策決定に利用できる程
科学的に確立されているものは少ない、と認識している。 

 
FDAのガイドラインは、科学コミュニティによって厳格に試験された有効なバイオマ

ーカーを使用した場合に限りデータの提出を推奨し、探索的研究で収集されたデータに

ついては、規制決定に使用しないことを確約した上での自発的な提出を認めている。

                                                  
（注 15）h t tp : / /w ww . fda . gov / c der /g en omic s / de fau l t . h tm 

h t tp : / / ww w. fda . gov / c ber / gd ln s / phar mdtasu b .pd f 
（注 16）患 者に薬を投与したときの薬物の応答性や副作用の発現と患者の遺伝子との関係

を解明すること。薬物応答性や副作用の個人差に関与する遺伝子は、遺伝子プロ

ファイルを作製し、遺伝子多型を解析して、その結果を統計学的に分析して探す。

（「日経バイオ  最新用語辞典  第 5 版」日経 BP 社）  

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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FDAは、有効なバイオマーカーの定義は明らかにしているが、バイオマーカーの有効性
を立証するプロセスは明確にしていない。現在、FDAではバイオマーカーの有効性立証
プロセスを定義する別のガイドラインを業界と協力しながら作成しているところであ

る。 
 

2.2.3 テーラーメイド医療技術の商業化 
薬理ゲノム学データを活用することで遺伝子型に関する知識が深まり、より多くの

分子標的治療が開発され、テーラーメイド医療の製品化が進むと考えられる。テーラ

ーメイド医療技術の商業化は、Affymetrix社のGeneChip技術「CYP 450 AmpliChip」
が認可されたことで飛躍的な発展を遂げた。CYP 450 AmpliChipは、患者個人の薬物
代謝能力を効率よく評価し、医師が薬を処方する際に、薬物副作用の危険性を見極め

ることに役立つ。Affymetrix社は欧州連合（EU）と米国双方からCYP450の認可を得
ている。CYP450に関しては開発開始から製品化が認められるまでおよそ15年かかっ
たため、その後、FDAは規制認可プロセス段階にある他企業の便宜を図るために、薬
物代謝酵素遺伝子型特定システムに関するガイダンス（注17）を発表している。近い将来、

体外診断薬市場では、少なくとも薬理ゲノム学を利用した競合製品が多数出回ると予

測される。例えば、GE Healthcare社は同社製CodeLinkP450アレイの商品化認証を目
指す計画を発表している。 

 
今後、臨床研究や臨床場面で実際にテーラーメイド医療技術を活用するためには、

個々の遺伝子型特定技術プラットフォームだけではなく、遺伝子以外の様々な生物学

的データ、例えばDNA、RNA、タンパク質、代謝産物、生体組織等の情報を統合する
能力や、疾病に対する総合的な視野を提供できる技術基盤が必要となるだろう。 

 
以上 

編集：NEDO情報・システム部 
 

（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 

                                                  
（注 17）http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1551.html。薬理ゲノム学関連の FDAのガイダンスは現在

4つあり、他に「治療診断用コンパニオン製品ガイダンス」「一般マイクロアレイ遺伝子型特定技術
ガイダンス」が作成中（GenomeWeb,"With Final PGx Data Submission Roadmap In Place, FDA 
Eyes Future of Biomarkers"）。 


