
病理組織、病理画像そのものの診断に
もAIを活用する。そして、将来的には
病理診断、ゲノム病理診断の両者を統
合させた診断を、AIを利活用して行う
方向に持っていけば、病理医の負担が
低減されるのではないか。そして、若
い意欲的な研究医のリクルートも可能
になるのではないかと期待しています。
　実際、2016年度、AMEDの研究事業
として、私どもの病理学会から、「AI
などの利活用を見据えた病理組織デジ
タル画像の収集基盤整備と病理支援シ
ステム開発」という提案をして、これ
が採択されています。この４月から本
格的に取り組んでいますが、先ほど述
べた夢の分子病理診断システムにつな
げていきたいと考えています。
　齊藤　最近、その中でリキッドバイ
オプシーという言葉があるようですが、
これはどういうものなのでしょうか。
　深山　リキッドバイオプシーは、流
血中のがん細胞、あるいはがん細胞由

来の蛋白質、DNA、それからmicroRNA
やメチル化DNAなどを検出すること
で、がんを診断する。そういう手法で、
現在、盛んに臨床応用が研究されてい
ます。病理医は、このような体液ゲノ
ム病理診断、そして病理組織からの分
子病理診断というものを合わせて、ゲ
ノム医学時代の分子病理診断に積極的
に対応していく必要があると考えてい
ます。
　齊藤　これからの展望はいかがでし
ょうか。
　深山　こういう新しい診断・治療が
導入されるときには、常に治療効果や
有害事象などを検証する目がどうして
も必要になってきます。病理解剖も含
めて検証を常に行う。そういう病理医
として、臨床医の先生方と共同で、統
合的・総合的にがんの病理診断、分子
病理診断を進めていきたいと考えてい
ます。
　齊藤　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅱ）

国立がん研究センター研究所ゲノム生物学研究分野長
河　野　隆　志

（聞き手　齊藤郁夫）

ゲノム医療の実現に向けて

　齊藤　まず、ゲノム医療とは、どう
いったものなのでしょうか。
　河野　一番基本的な概念としては、
がん細胞の中の遺伝子を調べて、その
遺伝子の情報に基づいて医療の方法、
治療や診断の方法を決めていくという
のがゲノム医療です。
　齊藤　具体的にはどんなことがある
のですか。
　河野　特に我々日本人に関係が深い
のは、例えば肺がん、特に手術ができ
ない進行がんの肺がんでは、まずがん
の組織を取ってきて、EGFRという遺
伝子の検査をします。もしも遺伝子の
変異が陽性であれば、EGFRに対する
阻害薬、いわゆる抗がん剤を投与する
という、遺伝子の情報に基づいた治療
が行われています。
　齊藤　EGFRが陽性ならば、それに
対応する薬、もし陰性の場合はどうし
ますか。
　河野　陰性の場合は、まだほかの遺
伝子異常がありまして、ALKという遺
伝子の検査を次に行います。またここ

で陽性であれば、今度はALKという蛋
白質に対する阻害薬が投与されること
になります。
　齊藤　陰性になれば、また次がある
と。
　河野　そうですね。2017年１月から
は今度ROS１という遺伝子の異常が次
に検査されるようになりました。
　齊藤　順番に調べていくので、時間
がかかるのでしょうか。
　河野　そうです。基本的には相互排
他といいまして、それぞれの遺伝子の
異常がどれか一つしか起きない患者さ
んがほとんどであるため、１つずつ遺
伝子の検査をしていきます。その代わ
り、１つ調べては、その結果を見てま
た次の検査ということですので、確か
に時間がかかってしまいます。
　齊藤　これは保険診療でできるので
すね。
　河野　そうですね。特に日本はこの
検査が進んでいまして、皆保険の医療
制度の中で、全国どこの病院にいても、
この遺伝子の異常の検査が受けられま
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ています。
　齊藤　ただ、精度などに多少差があ
りそうなのですか。
　河野　この辺も確かに研究報告によ
って様々ではあるのですが、組織その
ものを調べるほうがどうしても感度が
高い。ただ、一方で組織の生検検査が
非常に侵襲性が強くて患者さんの負担
が大きいときには、血液のDNAで調
べられるのはかなり有益ですので、両
方の可能性を考えていかないといけな
いと思います。
　齊藤　肺がん以外のがんではどうな
のでしょうか。
　河野　もともと遺伝子の異常、ある
いは蛋白質や、分子の異常でがんを分
類するのは乳がんの領域が進んでいま
す。エストロゲン受容体が陽性のがん、
陰性のがん、あるいはHER２という遺
伝子が高発現しているがん、そうでな
いがんとにすでに分類されていて、さら
にそこに遺伝性腫瘍の遺伝子のBRCA１、
BRCA２というものも入ってきました。
よって乳がんのゲノム医療も、かなり
進んでいます。
　齊藤　乳がんも肺がんも胃がんも、
例えば同じ遺伝子異常があると、治療
はそこをターゲットにするという時代
が来るのでしょうか。
　河野　基本的にはその考え方の治療
法が今後進んでいくと思います。例え
ば、ALKの遺伝子異常、先ほど肺がん
の話の中に出てきましたけれども、実

際はALKの遺伝子異常は頻度は低いの
ですけれども、肺がん以外のがんでも
複数のがんで見つかっています。その
ときに、肺がんで使われているような
ALKの阻害薬が治療効果があるのでは
ないかという考え方があります。
　ただ、一方で、がんの種類が違うと
遺伝子の役割も違うという研究結果も
あります。例えばBRAFという遺伝子
の異常に対して、この阻害薬は皮膚が
ん、メラノーマでは治療効果が高いの
ですが、大腸がんで見つかった場合に
はあまり効果が高くないという結果も
出ています。よって実際は遺伝子とが
んと両方を考えなければいけない。そ
して、このがんのこの遺伝子だからこ
の薬を使うという判断を下すのが最も
よい方法であると思います。
　齊藤　結局は遺伝子に対応する薬が
開発されていくことが、がんのゲノム
医療を進めていくうえでは非常に重要
ということになりますか。
　河野　そのとおりだと思います。例
えば国立がん研究センターでは患者さ
ん、特に進行がんの患者さんの組織の
DNAを調べて、その結果に基づいて、
いわゆる製薬企業が行っている臨床試
験に入っていただくような研究も行っ
ています。この場合には、患者さんに
とっては新たな治療法を選択できる利
点があります。一方、製薬企業にとっ
ても臨床試験が日本の患者さんで進め
ることができるという、双方に利点が

す。
　齊藤　順番にやって時間がかかった
り、組織が足りないようなことがある
とすると、一気にたくさん調べてしま
う可能性はあるのですか。
　河野　手術ができないということで、
いわゆる生検と呼ばれる、小さな摘出
した標本から遺伝子の検査をしますの
で、確かに遺伝子を調べるための組織
がなくなってしまう事態も起きます。
ですので、一番今望まれているのは、
それらの遺伝子を一度に調べてしまう。
10個の遺伝子、20個の遺伝子、あるい
は100個の遺伝子、治療に関係しそう
な遺伝子をすべて同時に調べて、その
結果から、この薬がいいのではないか、
この治療法がいいのではないかと考え
ていくような検査法が望ましいと思い
ます。
　齊藤　しかし、なかなか難しい点も
あるということですか。
　河野　この方法を取る場合には、次
世代シークエンサーと呼ばれる、いわ
ゆる高速の遺伝子の解析装置を使うの
がよいと思うのですけれども、実際の
保険診療の中で使われている機械では
なく、研究のために使われている機械
ですので、これを医療の中に導入して
いく努力が必要です。
　齊藤　アメリカでは、この辺の進み
方はどうなのでしょうか。
　河野　やはりアメリカのほうが進ん
でいます。アメリカでは、いわゆる保

険制度も違いますし、検査に対する規
制も違います。高度な医療機関ですと、
研究的な検査を、そのまま患者さんが
その費用を負担するかたちで行うこと
ができるのです。ですので、次世代シ
ークエンサーの検査は、アメリカの一
部の高度な医療機関ではもうすでに行
われています。その場合には、100個
の遺伝子とか、あるいは数百個の遺伝
子を調べて、その結果を患者さんにお
返しし、その結果で治療法を探してい
っています。日本ではまだ複数の遺伝
子を同時に調べるという検査は承認さ
れていませんし、現実には行われてい
ません。
　齊藤　保険診療ではできないのです
ね。
　河野　そうですね。
　齊藤　がんの細胞を直接取ってこな
いといけないというお話がありました
けれども、血液などから取ることはで
きませんか。
　河野　現在では、cell free DNA、血
中遊離DNAというのですけれども、が
ん細胞のDNAが実際は患者さんの体
の血液の中をめぐっていることがわか
ってきていて、いわゆる組織の生検を
行わなくても、血液の中のDNAを調
べることで同じような変異を同定でき
ることがわかってきています。実際、
日本でも、例えば先ほどのEGFRの遺
伝子検査ですと、血中DNAでも対応
できるような検査法もすでに認可され
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ています。
　齊藤　ただ、精度などに多少差があ
りそうなのですか。
　河野　この辺も確かに研究報告によ
って様々ではあるのですが、組織その
ものを調べるほうがどうしても感度が
高い。ただ、一方で組織の生検検査が
非常に侵襲性が強くて患者さんの負担
が大きいときには、血液のDNAで調
べられるのはかなり有益ですので、両
方の可能性を考えていかないといけな
いと思います。
　齊藤　肺がん以外のがんではどうな
のでしょうか。
　河野　もともと遺伝子の異常、ある
いは蛋白質や、分子の異常でがんを分
類するのは乳がんの領域が進んでいま
す。エストロゲン受容体が陽性のがん、
陰性のがん、あるいはHER２という遺
伝子が高発現しているがん、そうでな
いがんとにすでに分類されていて、さら
にそこに遺伝性腫瘍の遺伝子のBRCA１、
BRCA２というものも入ってきました。
よって乳がんのゲノム医療も、かなり
進んでいます。
　齊藤　乳がんも肺がんも胃がんも、
例えば同じ遺伝子異常があると、治療
はそこをターゲットにするという時代
が来るのでしょうか。
　河野　基本的にはその考え方の治療
法が今後進んでいくと思います。例え
ば、ALKの遺伝子異常、先ほど肺がん
の話の中に出てきましたけれども、実

際はALKの遺伝子異常は頻度は低いの
ですけれども、肺がん以外のがんでも
複数のがんで見つかっています。その
ときに、肺がんで使われているような
ALKの阻害薬が治療効果があるのでは
ないかという考え方があります。
　ただ、一方で、がんの種類が違うと
遺伝子の役割も違うという研究結果も
あります。例えばBRAFという遺伝子
の異常に対して、この阻害薬は皮膚が
ん、メラノーマでは治療効果が高いの
ですが、大腸がんで見つかった場合に
はあまり効果が高くないという結果も
出ています。よって実際は遺伝子とが
んと両方を考えなければいけない。そ
して、このがんのこの遺伝子だからこ
の薬を使うという判断を下すのが最も
よい方法であると思います。
　齊藤　結局は遺伝子に対応する薬が
開発されていくことが、がんのゲノム
医療を進めていくうえでは非常に重要
ということになりますか。
　河野　そのとおりだと思います。例
えば国立がん研究センターでは患者さ
ん、特に進行がんの患者さんの組織の
DNAを調べて、その結果に基づいて、
いわゆる製薬企業が行っている臨床試
験に入っていただくような研究も行っ
ています。この場合には、患者さんに
とっては新たな治療法を選択できる利
点があります。一方、製薬企業にとっ
ても臨床試験が日本の患者さんで進め
ることができるという、双方に利点が

す。
　齊藤　順番にやって時間がかかった
り、組織が足りないようなことがある
とすると、一気にたくさん調べてしま
う可能性はあるのですか。
　河野　手術ができないということで、
いわゆる生検と呼ばれる、小さな摘出
した標本から遺伝子の検査をしますの
で、確かに遺伝子を調べるための組織
がなくなってしまう事態も起きます。
ですので、一番今望まれているのは、
それらの遺伝子を一度に調べてしまう。
10個の遺伝子、20個の遺伝子、あるい
は100個の遺伝子、治療に関係しそう
な遺伝子をすべて同時に調べて、その
結果から、この薬がいいのではないか、
この治療法がいいのではないかと考え
ていくような検査法が望ましいと思い
ます。
　齊藤　しかし、なかなか難しい点も
あるということですか。
　河野　この方法を取る場合には、次
世代シークエンサーと呼ばれる、いわ
ゆる高速の遺伝子の解析装置を使うの
がよいと思うのですけれども、実際の
保険診療の中で使われている機械では
なく、研究のために使われている機械
ですので、これを医療の中に導入して
いく努力が必要です。
　齊藤　アメリカでは、この辺の進み
方はどうなのでしょうか。
　河野　やはりアメリカのほうが進ん
でいます。アメリカでは、いわゆる保

険制度も違いますし、検査に対する規
制も違います。高度な医療機関ですと、
研究的な検査を、そのまま患者さんが
その費用を負担するかたちで行うこと
ができるのです。ですので、次世代シ
ークエンサーの検査は、アメリカの一
部の高度な医療機関ではもうすでに行
われています。その場合には、100個
の遺伝子とか、あるいは数百個の遺伝
子を調べて、その結果を患者さんにお
返しし、その結果で治療法を探してい
っています。日本ではまだ複数の遺伝
子を同時に調べるという検査は承認さ
れていませんし、現実には行われてい
ません。
　齊藤　保険診療ではできないのです
ね。
　河野　そうですね。
　齊藤　がんの細胞を直接取ってこな
いといけないというお話がありました
けれども、血液などから取ることはで
きませんか。
　河野　現在では、cell free DNA、血
中遊離DNAというのですけれども、が
ん細胞のDNAが実際は患者さんの体
の血液の中をめぐっていることがわか
ってきていて、いわゆる組織の生検を
行わなくても、血液の中のDNAを調
べることで同じような変異を同定でき
ることがわかってきています。実際、
日本でも、例えば先ほどのEGFRの遺
伝子検査ですと、血中DNAでも対応
できるような検査法もすでに認可され
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あります。ですので、うまくその両方
がかみ合えば、日本のゲノム医療その
ものも、また創薬、いわゆる薬をつく
るということも進んでいくと思います。
　齊藤　大きな日本の製薬会社も、次
はがん領域に向かう時代になっていま
すね。
　河野　はい。ただ、個別化という考
え方が重要です。やはり効きやすい薬
を効きやすい患者さんに個別に投与し
ていく考えが主眼ですので、どうして
も遺伝子を調べるということはある程
度どのがんでも、どの薬でも主体にな
っていくと思います。
　齊藤　遺伝子を調べていくと、がん
細胞に起きている変異以外の変化もわ
かることがあるのですか。
　河野　確かに、がん細胞における遺
伝子の異常を調べていくと、もともと
がん細胞だけに起きている変異、いわ
ゆる体細胞変異のほかに、患者さんが
生まれながらに持っている変異、胚細

胞系列の変異が二次的に見つかってし
まうことがあります。私たちの研究の
中でもそういう患者さんが見つかって
きていて、そういう場合にはがん研究
センター中央病院の遺伝相談外来で、
遺伝性腫瘍としてのケアも考えていた
だくことを行っています。
　齊藤　今後の見通しはどうでしょう
か。
　河野　私自身は非常に明るいと思っ
ています。特に厚生労働省や、あるい
はPMDAというような、いわゆる薬剤
や診断薬の審査を行って承認をしてい
く機関が、すでに次世代シークエンサ
ーの薬事承認に対するガイダンスを出
していて、積極的にこういう検査を考
えていこうという姿勢を出してくれて
います。ですので、医療者と我々研究
者とが力を合わせれば、きっとよい診
断法や薬がつくれると思っています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　Reevaluation of diagnosis in adults with physician-diagnosed asthma.
　Aaron SD, Vandemheen KL, FitzGerald JM, Ainslie M, Gupta S, Lemière 
C, Field SK, McIvor RA, Hernandez P, Mayers I, Mulpurus S, Alvarez GG, 
Pakhale S, Mallick R, Boulet L-P, for the Canadian Respiratory Research 
Network
　JAMA 317 : 269〜279, 2017

　背景：喘息は慢性疾患だが、成人での自然寛解率や診断の確実性については明
らかではない。
　目的：医師から喘息と診断された成人の中からランダムに選択し、現在喘息で
あるという診断を除外できるか、さらには抗喘息薬を安全に中止できるかどうか
を検討する。
　方法：カナダの10都市で2012年１月～2016年２月にかけて前方視的多施設コホ
ート研究を行った。ランダムに電話して過去５年の間に医師から喘息と診断され
たことがあると答えた成人に参加を募った。長期にわたって経口ステロイドを使
用している人やスパイロメトリーができない人は除外した。喘息と診断した医師
から情報を集め、どのようにして診断したかを調べた。電話によるスクリーニン
グで選択基準を満たした1,026人の中で701人（68.3％）が研究に参加することに
同意した。参加者は家庭でピークフロー測定と症状日記をつけ、受診時にスパイ
ロメトリー、気道チャレンジテストを行った。連日喘息薬を用いている人では薬
を４回目の評価日まで徐々に減量、中止した。最終的に喘息の診断が除外された
人はその後１年間追跡し気道チャレンジテストを繰り返し行った。主要評価項目
は現在喘息であるという診断が除外された人の割合である。喘息ではないという
診断は、薬を全部止めた後でも症状急性悪化、可逆的気道閉塞、気道過敏性がす

喘息シリーズ（149）

ふれあい横浜ホスピタル院長

坂　本　芳　雄
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