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バイオマーカーに基づく治療の有効性

Kris MG et al. JAMA. 311(19): 1998-2006, 2014

対象：非小細胞肺がん患者 (n=1,007)
EGFR, ALK, BRAF, ERBB2など10種のドライバー遺伝子異常を検索

遺伝子異常あり
＋

遺伝子異常に合致する治療あり

遺伝子異常あり
＋

遺伝子異常に合致する治療なし

予後延長
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バイオマーカーと分子標的治療薬

バイオマーカー 薬剤 適応がん種

ALK融合遺伝子

crizotinib

非小細胞肺がん
alectinib

ceritinib

lorlatinib

EGFR活性化変異

gefitinib

非小細胞肺がん

erlotinib

afatinib

dacomitinib

osimertinib

ROS1遺伝子融合 crizotinib 非小細胞肺がん

BRAF V600変異

dabrafenib+trametinib 非小細胞肺がん

encorafenib＋binimetinib
悪性黒色腫

vemurafenib

HER2 増幅

trastuzumab±pertuzumab 乳がん、胃がん

lapatinib
乳がん

trastuzumab emtansine (TDM-1)

RAS野生型 cetuximab, panitumumab 大腸がん

BRCA1/BRCA2変異 olaparib
乳がん

卵巣がん

MSI-high pembrolizumab 固形がん

NTRK1/2/3融合 entrectinib 固形がん
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バイオマーカーと分子標的治療薬とコンパニオン診断薬

バイオマーカー 薬剤 適応がん種 コンパニオン診断薬

EGFR活性化変異

gefitinib

非小細胞肺がん

Therascreen, Cobas, オンコマインDxTT, F1CDx

erlotinib Therascreen, Cobas, オンコマインDxTT, F1CDx

afatinib Therascreen, Cobas, オンコマインDxTT, F1CDx

dacomitinib Therascreen, Cobas

osimertinib Cobas, オンコマインDxTT, F1CDx

BRAF V600変異

dabrafenib+trametinib
非小細胞肺がん Cobas, オンコマインDxTT

悪性黒色腫

Cobas

encorafenib＋binimetinib
THxID

vemurafenib

BRCA1/BRCA2変異 olaparib
乳がん BRACAnalysis

卵巣がん BRACAnalysis, F1CDx

• 同一バイオマーカーに対して、複数の治療薬が開発されている。
• コンパニオン診断薬ー薬剤が1：1対応ではなくなっている。
• 臨床の現場では同一バイオマーカーに対する薬剤同士で治療を切り替える場合がある。
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バイオマーカーは多岐に渡る ＆ がん種横断的

Schram AM, et al. Nat Rev Clin Oncol. 14:735-748,2017

がん種横断的な各融合遺伝子の分布肺がんのドライバー遺伝子異常
(NCCHバイオバンク)

Saito et al., Cancer Science 2016

バスケット試験によるがん種横断的なバイオマーカーに基づく治療開発



Patients with molecular results 
by CLIA-certified laboratories

がん種横断的なバイオマーカーに基づく臨床試験

Hainsworth JD et al. J Clin Oncol. 2018 Feb 20;36(6):536-542

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hainsworth JD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29320312


Patients with molecular results 
by CLIA-certified laboratories

がん種横断的なバイオマーカーに基づく臨床試験

Hainsworth JD et al. J Clin Oncol. 2018 Feb 20;36(6):536-542

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hainsworth JD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29320312


Pembrolizumab

FDAがMSI-HまたはdMMRを有する固形がんに対してがん種横断的に承認 (2017/5) 

→本邦でも標準的治療が困難なマイクロサテライト不安定性 (MSI-high) を有する

固形がんに適応拡大。(2018/12)

がん種横断的なバイオマーカーに基づく治療開発

Dung T. Le et al. Science 2017;357:409-413

Patient survival and clinical 
response to 

pembrolizumab across 12 
different tumor types with 
mismatch repair deficiency.

ORR: 53%

N=86
mPFS: Not reached
2y PFS rate: 53%

OS: Not reached
2y OS rate: 64%
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NTRK1, 2, 3融合遺伝子陽性がんを対象とした
Phase I/II試験

(N Engl J Med 378:731-739, 2018)

2018.11.26 FDA承認

がん種横断的なバイオマーカーに基づく治療開発

Larotrectinib
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NTRK1, 2, 3融合遺伝子陽性がんを対象とした
Phase I/II試験

(N Engl J Med 378:731-739, 2018)

がん種横断的なバイオマーカーに基づく治療開発

Larotrectinib

Printed Labeling: Larotrectinib (抜粋) 

＊Performed at CLIA or other similarly-certified laboratories

CDxは指定せずに承認



PD-L1 IHC ではすでに “グループ化” されている
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Drug
PD-L1 Diagnostic 
Antibody Clone

Platform Positive Criteria

Nivolumab
28-8 

(rabbit)
Link 48 

Autostainer
≥1%

Pembrolizum
ab

22C3 
(mouse)

Link 48 
Autostainer

PD-L1 22C3 ≥1%

Atezolizumab
SP142  
(rabbit)

BenchMark 
ULTRA

>TC0/IC0

Durvalumab
SP263 
(rabbit)

BenchMark ≥1%

Avelumab
73-10 

(rabbit)
Dako assay Not approved

各ICIに対するPD-L1 IHC検査

読み替え可能
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COSMIC ID 塩基変化 アミノ酸変化 Cobas® Therascreen® オンコマインDxTT®

1190791 c.2234_2248del15 p.K745_A750>T 〇

26038 c.2233_2247del15 p.K745_E749del 〇 〇

13550 c.2235_2248>AATTC p.E746_A750>IP 〇

28517 c.2235_2246del12 p.E746_E749del 〇

18427 c.2237_2257>TCT p.E746_P753>VS 〇

12367 c.2237_2254del18 p.E746_S752>A 〇 〇

13552 c.2235_2251>AATTC p.E746_T751>IP 〇

12386 c.2237_2252>T p.E746_T751>V 〇

12416 c.2237_2253>TTGCT p.E746_T751>VA 〇 〇

12403 c.2239_2256>CAA p.L747_S752>Q 〇

13556 c.2253_2276del24 p.S752_I759del 〇

各検査法の特徴を正しく理解する必要はある

FoundationOne CDxはCDx対象バリアント情報開示なし

各検査法による検出対象バリアントの違い (例: EGFR exon19 rare variant)

各検査法による検体要件の違い (例: EGFR-TKIに対するCDxの比較) 

検査名 Cobas® オンコマインDxTT® FoundationOne® CDx

必要とされる腫瘍
検体量

5μm x 5枚 5μm×5~10枚 25mm2の場合： 4-5μmx10枚

検体適格条件 腫瘍細胞率 10%以上 腫瘍細胞率 30％以上 腫瘍細胞率 30%以上（最低20%以上）



• バイオマーカーに基づく治療開発が進み、同一バイオマーカー
に対して、複数の治療薬・診断薬が開発されている。

• 稀なバイオマーカーについては大規模臨床試験に基づくコンパ
ニオン診断薬の検証が困難である

• 分子標的薬の治療効果は診断薬ではなく、バイオマーカーに関
連する
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コンパニオン診断薬のグループ化に対する意見

グループ化は現状に即した方針
(各検査法について正しく理解する必要はある)



切除
不能

例：CDDP+PMTX
＋Pembrolizumab

例：CDDP+PMTX

例：DTX

例：osimertinib

EGFR、ALK
ROS1、BRAF

分子標的薬
殺細胞性
抗がん剤

殺細胞性
抗がん剤

免疫チェッ
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阻害剤
＋
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例：DTX

ゲノム医療標準治療

本邦におけるゲノム医療の現状

「標準治療」と「ゲノム医療」の間に壁がある

コンパニオン診断薬のあるがん種
（例 肺がん（非小細胞肺がん））

・標準治療がない/終了 (見込み) の進行・再発固形がん患者が対象
・1症例1回のみ
・がんゲノム医療中核拠点病院、拠点病院、連携病院のみ検査可能
・エキスパートパネルが必須



① オンコマインDxTTで得られたCDx部分以外の結果が臨床で使えない

② プロファイリング検査のCDx機能が（保険点数上）使いづらい
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現状の課題

例) 肺癌
コンパニオン診断: EGFR(-), ALK(-), ROS1(-), BRAF(-)
その他: ETV6-NTRK3 fusion(+) …結果は研究利用に制限 ⇒ F1CDxでの再検査が必要

5,000点 標準治療期間

標準治療A
治療

（治験等）
肺がんの診断

プロファイ
リング機能

CDx
機能

標準治療
（最後）…

48,000点

￥ ￥

例) 固形がん
標準治療終了(見込み)前にF1CDxのCDx機能を用いてNTRK遺伝子検査を実施
…5000点 (<8000点) ⇒標準治療終了(見込み) まで実施しづらい

<8000点



CDx機能のないプロファイリング検査結果でも
承認薬投与可能に

令和元年5月31日
遺伝子パネル検査の保険適用に関わる留意点について
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NGSパネル検査

Multiplex CDx がんゲノムプロファイリング検査

IHC FISH 単独検査法 オンコマインDxTT F1CDx NCCオンコパネル

ALK融合遺伝子 ＊

EGFR活性化変異 Cobas他 ＊

ROS1遺伝子融合 AmoyDx ＊ ＊

BRAF V600変異 Cobas他 ＊

HER2 増幅 - ＊

RAS野生型 RASKET-B ＊

BRCA1/BRCA2変異
BRACAnalysis

(gemline)
- (somatic/germline)

＊
(somatic, germline)

MSI-high MSI検査(FALCO) - ＊ -

NTRK1/2/3融合 ＊(NTRK1/2のみ)

CDx

CDxではないが測
定可能

*エキスパートパネルの判断で
承認薬投与可能

将来像：真のゲノム医療実装化に向けて…

グループ化
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NGSパネル検査

Multiplex CDx がんゲノムプロファイリング検査

IHC FISH 単独検査法 オンコマインDxTT F1CDx NCCオンコパネル

ALK融合遺伝子

EGFR活性化変異 Cobas他

ROS1遺伝子融合 AmoyDx

BRAF V600変異 Cobas他

HER2 増幅 -

RAS野生型 RASKET-B

BRCA1/BRCA2変異
BRACAnalysis

(gemline)
- (somatic/germline)

(somatic, germline)

MSI-high MSI検査(FALCO) - -

NTRK1/2/3融合 (NTRK1/2のみ)

CDx

CDxではないが測
定可能

グループ化

グループ化の概念を拡大し、分析性能が示されれば
検査法の垣根を超えて薬剤選択可能に…

理想像

新規パネル

将来像：真のゲノム医療実装化に向けて…



ゲノム医療に関する人材の教育・育成
主
体

所管 コース 概要・実態
終了後、

期待されるキャリア
受講人数
（背景職種）

国
・文
科
省
予
算

文科省

【研修】

多様な新ニーズに対応する「がん専門医
療人材(がんプロフェッショナル)」養成プ
ラン(2017年度～2021年度)

がんに係る多様な新ニーズに対応するため、ゲノム
医療従事者、希少がん及び小児がんに対応できる
医療人材、ライフステージに応じたがん対策を推進
するがん専門医療人材を養成
【ゲノム医療関係】

がんの標準医療に分子生物学の成果が取り入れら
れることによるオーダーメイド医療への対応やゲノム
解析の推進による高額な分子標的薬の効果的な
使用による医療費コストの軽減等に資する人材を
養成

【ゲノム医療関係】

○職種・領域に応じた専門資
格（がん看護専門看護師、が
ん専門薬剤師、認定遺伝カウ
ンセラー等）の取得

○がん診療連携拠点病院をは
じめとした医療機関における次
世代がん医療の実践・普及を
行う医療者

○大学や研究機関における研
究者など

【ゲノム医療に特化した
コースの受入目標人数(5

年間・11拠点合計)】
大学院課程： 799名
インテンシブコース：2,017

名

※医師を含む。うち医師
を除く医療者は約2割

国
・厚
労
省
予
算

厚労省

【研修】

がんのゲノム医療従事者研修事業
（2017年度～）

遺伝子関連検査、患者・家族への伝え方、多職種
との連携、意思決定支援等の研修を実施し、がん
ゲノム医療の専門性に対応できる人材を育成

養成された人材をがん診療連
携拠点病院等に配備

2018年度末までに
計457名研修修了

がんゲノム医療に携わる医師等の育成に
資する研究（2019年度～）

・ゲノム医療に携わる医師の育成

がんゲノム医療中核拠点病院
等における医師

がん診療連携拠点病院等にお
ける医師

AMED

【デバイス】【研修】

ゲノム情報研究の医療への実利用を促
進する研究「A-3ゲノム医療従事者の育
成プログラム開発」 (2017年度～)

ゲノム創薬基盤推進研究事業
【豊岡班】
・非がん領域を含むゲノム医療従事者の育成
・遺伝カウンセリング体制の整備

ゲノム医療看護師、ゲノム医療
薬剤師、ゲノム検査技師

【デバイス】【研修】

がんゲノム個別化医療の実現にむけた
遺伝子診断共通カリキュラム構築と教
育・研究プログラムの実証的開発研究
（2016年度～2018年度)

革新的がん医療実用化研究事業
【西尾班】

養成された人材をがん診療連
携拠点病院等に配備

【デバイス】【研修】

産学連携全国がんゲノムスクリーニング
事業SCRUM-JAPANで組織した遺伝子

スクリーニング基盤を利用した、多施設
多職種専門家から構成されたExpert

Panelによる全国共通遺伝子解析・診断

システムの構築および研修プログラムの
開発(2016年度～2018年度)

革新的がん医療実用化研究事業
【吉野班】

養成された人材をがん診療連
携拠点病院等に配備

第２回がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議（平成31年３月８日）資料１より抜粋・一部改変
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11のがんゲノム医療中核拠点病院で開催されるエキスパートパネルを構成する研究者を中心に、
『平成31年度厚生労働科学研究費補助金（がん政策研究事業）次世代シークエンサー等を用い

た遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイダンスの改訂のための研究（土原班）』、『がんゲ
ノム医療中核拠点病院等エキスパートパネルWG』、および関連学会〔日本臨床腫瘍学会、日本
癌治療学会、日本癌学会等〕でのがんゲノム医療に関する活動と整合性を取りながら、

模擬症例を用いて、エキスパートパネルの質向上と標準化と効率化（省力化）をゴールとし、
最適な運用方法の検討、症例検討の標準的な手順法の確立、標準的な返却レポート様式の確立、
マッチする臨床試験情報を正確かつ迅速に掌握する方法等を含む、医師（臨床腫瘍医）等の人
材育成に資する質保証された教育カリキュラムを作成・実施する。その際に、特にClinical 
Annotationに焦点を当て、段階的レポート返却システム (Urgent, Somatic, Germline)を確立する。
なお、AMED小崎班のがんの体細胞変異の解釈に係るRecommendationとの整合性を図る。

厚生労働科学研究費：がんゲノム医療に携わる医師等の育成に資する研究（R1-3年度）
研究代表者 大江裕一郎

真のゲノム医療実装化のための人材育成

吉野小班
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