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はじめに

に悪性黒色腫での BRAF 変異 (5) があります。さらに、遺伝

NGSは、サンガー法と比較して DNA シーケンスをハイスルー
プットに、安価にする新しい手法です。NGS は、1 回の分析
あたり 10 億を超えるショートリードを読み取り、正確なゲ
ノム情報を迅速に、コストを抑えて行うことができます (8)。
現在、最もよく用いられているプラットフォームの Illumina 社
では、蛍光標識した核酸塩基を利用して DNA を合成するこ
とでシーケンスを行う、SBS (Sequencing By Synthesis法) を用
いています。 NGS では、ターゲット領域のシーケンス、全エ

後のいずれにも重要です (6)。最近まで、このような遺伝子

ができます (7)。

分子診断は疾患の診断および分類のために重要な役割を
果たしており、がんの個別化医療においてもその重要性が

高まっています (1)。がんを引き起こす遺伝子変異 に 関す

る近年の知見により、治療のターゲットになりうる一連の

重要 な突然変異やその他の遺伝学的変化 が明らかになっ

てきました (2)。例としては、消化管間質性腫瘍での KIT 変

異 (3) 、肺癌での EGFR、KRAS および ALK 変異 (4)、ならび
子のコピー数変異や転座 などの構造異常も診断および予

変異を特定するには、アレル特異的ポリメラーゼ連鎖反応

(AS-PCR) 、サンガー法 (ジデオキシ法)、パイロシーケンス法、
MLPA 法 (multiplex ligation-dependent probe amplification) 、質
量分析 (MS) などの少規模 なものでした。遺伝子のコピー
数変異や構造変異 は 多くの場合、蛍光 in situ ハイブリダイ
ゼーション法 (FISH) を用いて、細胞遺伝学のラボなどで測

定されてきました。

次世代シーケンスとは

コンパニオン 診断 を必要 とする 新 たな 分子標的療法 が

開発 されたことや、 診断 や 予後 をサポートする 有用 な
分子レベルのバイオマーカーが 増加したことにより、検

査 の 需要 が 高 まっています。また、生検 の 検体 サイズが

小 さくなったことで、 より少量 の 組織 でより多くのアッ
セイを 行うことが 求 められている 中 で、 一度 に 1 種類

あるいは 数種類 のバイオマーカーしか 測定 できない 技

術 ではその 要求 を満 たすことは 難しくなっています。次

世代 シーケンス (NGS) では 少量 の 組織 から、 がんサン

プル に 含 ま れ る 多 種 類 の 遺 伝 子 をシー ケンスするこ
とができ、 こうした 需 要 に 応 えることができます (7)。

NGS すなわち大規模に並列して行うシーケンスは、何百万
もの DNA のフラグメントを同時にシーケンスできる革新的

技術であり、従来のサンガー法と比較して、非常に多くの

塩基配列をシーケンスすることができます。この新技術は、

1990 年代の中ごろから終わりにかけて開発され、2000 年
に初代の次世代シーケンサが発売されました (8)。

クソームシーケンス、または全ゲノムシーケンスを行うこと

次世代シーケンス ― 全ゲノムシーケンス (WGS)
全 ゲノムシーケンス (WGS) では、ヒトゲノムのタンパク質

コーディング領域およびノンコーディング領域ともに解析

対象となります。WGS は網羅的なゲノム解析法であり、全

ゲノムにおける塩基置換、重複、挿入、欠失、遺伝子やエ

クソンのコピー数変化、ならびに染色体逆位および転座を

同時に検出することができます。しかし、コストがかかり、

データの保存や処理に膨大 な演算能力 が必要とされ、ス

ループットは低くなります。また、通常、カバレッジの深度

が低いため、低頻度の変異を検出するには感度に限界が

あります (9)。WGS によって検出されたゲノム異常の大半の

臨床的意義は明らかにはなっていません。

次世代シーケンス ― 全エクソームシーケンス (WES)
エクソームはヒトゲノムのわずか 1.5 % ですが、疾患関連
の変異の 85 % がそこに含まれています (10) 。全エクソー
ムシーケンス (WES) では、ヒトゲノムのうちタンパク質 の

コーディング領域のみを解析します。この方法では、全ゲ

ノムのすべてのタンパク質コーディングエクソンに対応する

配列特異的なキャプチャープローブと、断片化された DNA

を溶液中でハイブリダイズします。WES では 1 回の分析で

多くの遺伝子の塩基置換、重複、挿入、欠失、ならびに遺

伝子およびエクソンのコピー数変化を同時に検出します。

疾患に関わる遺伝子をターゲットとしたパネルと比較して、
腫瘍に特異的でない、疾患に関連する生殖細胞系変異も
検出することができます。WES は通常、カバレッジ深度が

低いため、疾患関連の遺伝子をターゲットとしたパネルと

比較して、低頻度な変異を検出するには感度に限界があり

ます。しかし、WGS と比べて、WES にはコストとスピードの

点で大きな利点があります (10)。
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次世代シーケンス ―遺伝子パネル/
ハイブリダイゼーション法

レルのうちの 1 つの増幅が失敗してしまう PCR 関連の問題

片化されたゲノム DNA を、ゲノムのターゲット領域に対応

スは、ハイブリダイゼーション法と同じく、低頻度の変異を

リダイズします。ハイブリダイゼーションを利用したキャプ

ンドタイムも短縮できます。

NimbleGen SeqCap、および Illumina 社の TruSeq があり (11) 、
通常 50 ～数千個の目的遺伝子の変異を解析するようデザ
インされています。この手法では、1 回のランで多くの遺伝

サンプルの品質

ハイブリダイゼーションを利用したキャプチャ法では、断
する配列特異的 なキャプチャープローブと溶液中でハイブ
チャ法 の 例 としては、Agilent 社 の SureSelect、Roche 社 の

子の塩基置換、重複、挿入、欠失、ならびに遺伝子および

エクソンのコピー数変化を同時に検出することが可能です。

リアレンジメントが 起こることが 知られている遺伝子 を解

析するために、特定の転座のブレイクポイントをキャプチャ

するようプローブをデザインすることもできます。高いカバ

レッジ深度 (500 ～ 1000x) でシーケンスをする場合は、低頻

度の変異も検出可能です。アンプリコンシーケンス (次セク

ション参照) と比較して、この方法は PCR にみられるアーチ

ファクトがなく、特異性が高いです。これらのパネルが WES
や WGS と比 べて低コストで迅速 に解析できるのは、ター

ゲットとなる対象領域が限定されていて狭いためです。つま

り、この方法ではターゲット領域の変異のみを検出するの
に適しています。

次世代シーケンス ― 遺伝子パネル/
アンプリコンシーケンス

アンプリコンシーケンスでは NGS の前に、ターゲット遺伝

子を増幅するプライマーセットを用いて PCR し、ターゲット

遺伝子を濃縮します (12)。アンプリコンシーケンスの例とし

て、Thermo Fisher Scientific 社の Ion Torrent AmpliSeq、または

どのアーチファクト、すなわち目的の遺伝子座で 2 つのア
が生じるおそれがあります。しかし、アンプリコンシーケン

検出するには十分な感度があり、コストも安くターンアラウ

がんサンプルの特有な問題とその解決

サンプルの品質およびタイプは 、NGS のシーケンス結果に

影響を及 ぼします。サンプルからDNA を抽出する際、さま

ざまな要因により DNA の品質や量 が影響を受 けます。例

えば、冷虚血、固定や処理 (例: 新鮮な凍結サンプルに対し

て ホルマリン固定パラフィン包埋 (FFPE) サンプル、脱灰の

有無) 、スライドやブロックの保存期間や条件、腫瘍サイズ

や細胞の数、腫瘍の割合、腫瘍のバイアビリティなどです

(13、14)。DNA を抽出する際は、病理医にそのサンプルの
診断、検体の品質、およびその他の前述した形態上の特徴

(腫瘍サイズ、腫瘍細胞の数、腫瘍の割合およびバイアビリ
ティ ) を事前に確認してもらうことはきわめて重要です。
腫瘍の分子プロファイリングは、一般に FFPE の組織検体

から抽出した DNA に対して行 われますが、これは 臨床検

査室で新鮮 なまたは 凍結した 組織 を調製し保存すること
が困難なためです。ホルマリン固定法により、DNA の断片

化や架橋が引き起こされ、さらにそのブロックを保存する

ことで、時間の経過とともに DNA がさらに損傷を受ける可

能性があります (13、14、および 15)。この断片化と架橋の

ため、FFPE サンプルの NGS データの多くは、アンプリコン
シーケンスから得られています (16)。しかし、これらの問題

にもかかわらず、臨床検査室ではFFPE 組織が使用されて

Illumina 社 の TruSeq Amplicon などのPCR ベースの 方法や、
Agilent 社の HaloPlex のように、PCR のスピードとハイブリダ

います (17)。

術などがあります。これらは、組織中の通常 1 ～ 100 個の

がんサンプルの NGS を行う際に、重要な考慮すべき点の 1

イゼーションによる選択的濃縮 の 利点 を組 み 合 わせた 技

サンプルおよび腫瘍の不均一性

目的遺伝子の変異を解析するようデザインされています。

つに検体の不均一性があります。切除された腫瘍サンプル

多くの遺伝子の単一塩基の置換だけでなく、重複、挿入、

正常な組織が含まれます。実験の前に、病理医により組織

アンプリコンシーケンスでは、微量 DNA から、1 回のランで

の大半には、間質や隣接した正常組織などの遺伝学的に

欠失などのより複雑な変異を同時に検出することができま

検体を検査して、腫瘍の有無、バイアビリティおよび腫瘍

ライマーで増幅される箇所以外 にマッピングされるリード

必要があります。その結果、多くの研究者が正常細胞 DNA

す。アンプリコンシーケンスのインフォマティクス解析は、プ

は無視できるため、比較的容易です。その一方で、5� ある

いは 3� のいずれかのプライマーは転座した DNA と結合で

きないため、融合遺伝子は検出できないデメリットがあり
ます。さらに、これらの手法には、アレルドロップアウトな

細胞の数を確認し、検体中の腫瘍の内容/割合を判定する

を調 べる場合よりも高い読 み取り深度で不均一 ながん検

「読 み取り深度」や「カバレッ
体をシーケンスしています。
ジ」といった用語 は、 ゲノムの特定領域がシーケンスされ

た頻度を表すものです。
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50 % の正常組織を含む腫瘍サンプルを用いる場合、100 %

の純粋 な腫瘍サンプルと同じ信頼度で腫瘍変異 を検出す

るには、2 倍の読み取り深度が必要です。腫瘍組織の割合

を検出することは、依然として難しい問題です。さらに、検

体収集や処理という解析前のサンプルの取扱い方と定量

法とを確立させる必要 があります。可能性 はありますが、

が低すぎる場合は、非腫瘍組織を切り分けて、検体に含ま

この技術を十分に検証するために行うべき作業は多く残さ

考慮すべき点は腫瘍自体も不均一であることです。つまり、

リソース、教育、およびガイドラインを
提供する研究組織

れる腫瘍組織の割合を上 げることができます。もう 1 つの

腫瘍細胞の一部 にのみ特定の変異 が含まれているという

ことです。高い読み取り深度でシーケンスする場合、数の

少ないクローンの検出が可能です。存在するクローンの種

類 が多 ければ、各クローンを適切に検出するために必要

な読み取り深度はより高くなります。NGS 解析によって、が

んは多くの場合、単一の優勢なクローンから構成されるの

ではなく、極めて高頻度で、腫瘍全体の各部分を構成する

多数のサブクローンがあることが明らかになりました (1) 。

最初に発生した腫瘍の一部からなるクローンが、薬剤耐性

を獲得し再発する過程で優勢 のクローンになる可能性 が

あります。例えば、腫瘍には正常組織が含まれないことを

前提として、1% のクローンとは 100 x のカバレッジで 1 回

しか検出されないということです。
リキッドバイオプシー

リキッドバイオプシーは 循環血中の DNA から腫瘍の変異

を評価する新しい手法です。循環血中の DNA の低侵襲性

のバイオマーカーは、血中循環腫瘍 DNA (ctDNA: circulating

tumor DNA) および血中循環腫瘍細胞 (CTC: Circulating Tumor
Cells) の 2 種類があります。ctDNA は細胞あるいは細胞断
片 に 関連しない DNA 断片 です (18)。ctDNA あるいはCTC
は、早期段階のがんのスクリーニング、治療に対する応答

のモニタリング、一部のがんが治療に耐性がある理由の説

明に役立つ可能性があります。さらに、それらは個別の生

検や組織ブロックよりも腫瘍ゲノム全体を正確に反映する
可能性 があります。腫瘍の不均一性のために、生検 には

多くの場合、サンプルバイアスの問題 があります。ある種

の腫瘍のサンプリングでは、高額の費用がかかり、患者に

とって危険を伴うものである上に、遺伝子検査には十分な

量の組織が採取できないという問題があります。そのうえ、

生検では 特定の時点における遺伝子型の情報しか得られ

ません。従って、リキッドバイオプシーによる NGS の重要

性は高まっています。リキッドバイオプシーでは長期にわた

るモニタリングが可能ですが、専門家はまだ 推奨していま
せん。これには多くの理由があります。とくに、特定の変異

に対して検出感度が低くなることが報告されているためで

す。大量のバックグラウンドデータに隠 れている稀 な変異

れています (19、20)。
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