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2-4. がん医療 がん種で使用できるようになるだろう。ゲノム医療とこ

れらの治療にかかる費用は極めて高くなることが予想

され、医療制度上の施策による解決が急務である。

　第3に、外科療法のツールとして、拡張現実（AR）/仮

想現実（VR）、人工知能（AI）などの技術の導入が始まっ

ている。例えば、消化器内視鏡画像のAI判定結果をAR

技術で画面に表示する、またAR/VR技術を組み込んだ

ヘッドセットやタブレット端末を通して術場への情報提

供を行う技術である。これらの技術が手術支援ロボット

に組み込まれることによって、前立腺や頭頸部、脳腫瘍

のように動脈や神経が複雑に走っている領域でも、術後

回復、機能温存などのQOL（生活の質）の維持や合併症

発生率低下にさらに寄与するだろう。

　第 4に、患者起点で収集された情報の活用である。ス

マートフォンに連動するデバイスの開発・普及が進み、

患者のヘルスケア情報収集能力が格段に高まり、その影

響はがん治療における遠隔診断、遠隔治療にも波及して

いる。驚くべきことに、2016年に経過観察アプリ「MO-

OVCARE」を使用した米国の臨床試験で、がん患者と

担当医師がコミュニケーションを深めることにより生存

率が大幅に向上することが明らかになった。それだけで

なく、この試験ではアプリを使用する患者の健康状態や

QOLも比較群に対して良好であり、不要になった検査

の削減に寄与することが示された。患者起点の情報管理

が、がんに限らず医療全体にインパクトをもたらす可能

性を強く示唆している。

□ 技術トレンド

　日本ではがん遺伝子パネル検査が導入されようとし

ているのに対し、欧米ではアミノ酸情報をコードしてい

るエキソン配列を解析する全エキソーム解析（WES）、

ゲノム全体を解析する全ゲノム解析（WGS）の普及が先

行している。WESやWGSではパネル検査よりも格段に

広い範囲で変異を調べることにより、現在は未知の変異

情報まで取得することができるため、がん医療の未来を

見据えた国家戦略として情報収集が行われている。それ

らの情報の蓄積により、臓器ごとの標準治療から、WES

やWGSへ移行し、遺伝子マーカー別に臓器横断的にゲ

ノム診断治療を行う精密医療が進むだろう。

　WESやWGSを行うほかの理由としては、（1）がん免

疫療法の標的となる遺伝子変異に由来する抗原（ネオ抗

原）の予測、（2）高精度のヒト白血球抗原（HLA）タイピ

ング、（3）ICIの効果予測因子である腫瘍遺伝子変異量

（TMB）の評価が挙げられる。実際にこれらの情報を新

たな治療技術に活用する動きが加速しており、例えば、

HLAに結合するネオ抗原を標的にしたT細胞受容体

（TCR）導入T細胞の輸注療法についても臨床試験が進

められている。また、汎用的ながんワクチンや、がん症

例に共通するがん抗原をターゲットとするコストパ

フォーマンスの高い治療法の研究開発も進められてい

る。

　また、近年、米Pacific Biosciences社や英Oxford 

Nanopore Technologies社などが提供する長鎖配列や

塩基修飾の直接検出技術の高性能化、高精度化が進めら

れている。これら技術の進展により、がん細胞の染色体

レベルの長鎖配列異常や塩基修飾検出が可能になる。

DNAメチル化などの変化は、遺伝子の変異や構造異常

に先立って生じるため、より早期のマーカーとしての活

用が期待されていたが、腫瘍組織を対象とした個々の遺

伝子レベルでの解析にとどまり、臨床的には十分普及し

たとは言えない。

　一方、リキッドバイオプシーと呼ばれる血液などの体

液中のマーカーの一つである、血中を循環する腫瘍由来

DNA（ctDNA）を用いて特定の遺伝子変異を調べ、肺が

ん治療薬の適応を判定するCDx試薬が既に承認されて

いる。今後、ctDNAの変異をさらに高感度に検出し、ま

た、ctDNAのメチル化を解析することにより、がんの早

期検出、治療効果判定、再発モニタリングなどの目的で

検査が可能になるだろう。

　また、リキッドバイオプシーの別のターゲットとして、

エクソソームというがん細胞や周辺の組織から分泌さ

れる膜小胞と、その膜小胞に内包されている分子群の分

析技術が、同様の目的で実用化目前の段階に進んでいる。

　さらにその先には、がんの発生予防や転移抑制機能を

持つ新しい治療標的の研究開発が進むだろう。既に微生

物感染を原因とする胃がん、肝がん、子宮頸がんについ

ては対策が進み、高い確度で罹患率の減少が予想されて

いる。今後はそれ以外のがんの発症のリスク評価法の開

発が進む。例えば、メタボリックシンドロームを主体と

する慢性炎症、腫瘍免疫の活性化状態、そして腫瘍免疫

への影響が示唆される腸内のマイクロバイオームなどと

がん発症との関連についても研究が加速するだろう。

適切なバイオマーカーを活用したコンパニオン診断

（CDx）を実施することで、ほとんどのがん種に適応さ

れる可能性があり、さらなる市場拡大が予想される。

　今後の治療レジメン（計画）は、多剤併用やICIと他の

治療（化学療法、分子標的治療、放射線療法）との併用が

中心となり、さらに免疫を修飾することで薬剤の効果を

上げる方法の開発が急速に進むと予想される。医療費を

抑えながらこれらの高額な治療を行うには、CDxの導入

が不可避である。また、効果によって薬価が定まる欧州

式の「費用対効果評価」が導入される可能性もある。

　同時に、画像検査で確定診断されるよりも早期にがん

発症のリスクを評価する超早期診断と、発症予防につな

がる先制医療の評価がなされていくだろう。昨今の健康

意識の高まりによって、個人がIoT（Internet of Things）

デバイスを使って健康状態を把握・管理する動きも加速

するものと考えられる。

□ 商品トレンド

　近年の医療を取り巻く製品サービスは急激に発展し

ている。四つの商品トレンドを以下に示す。

　第 1に、2015年にObama米大統領が表明した精密医

療（Precision Medicine）がある。従来の治療が「one 

size fits all」型で患者の平均に対し最も効果の高い治療

法を標準治療とする一方、患者個人の遺伝子情報などを

詳細に調べることにより、個人に最適な治療法や薬物を

選択し治療を行う。この精密医療の推進のため、がんの

ゲノム医療の臨床導入が進められている。ゲノム医療で

は、がん組織から抽出した核酸（DNA/RNA）を分析し、

がん化の原因となるドライバー変異や、分子標的治療が

奏功する可能性があるアクショナブル変異を網羅的に

解析・同定し、臨床所見を含め総合的に治療方針を決定

する。数十から数百のがん遺伝子が搭載された遺伝子パ

ネル検査の薬事承認取得と保険適用が予定されており、

パネル検査については、その臨床検査としての技術がほ

ぼ確立したと言える。

　第2に、革新的がん治療法の多様化である。免疫チェッ

クポイント阻害剤の登場に加えてT細胞輸注療法、光免

疫療法、腫瘍溶解性ウイルス療法といった新しい治療薬

の膨大な数の臨床試験が進められており、今後、多くの

□ 市場トレンド

　日本では2020年に65歳以上の高齢者比率が30％を超

え、世界で最も早期に超高齢化社会に突入する。その日

本において死亡率第 1 位はがんであり、約 3 人に1 人が

がんで死亡する。今後日本ではさらなる平均寿命の延伸

が見込まれ、高齢者医療と介護の予算拡大が必要となる。

がん治療に関しては、この限られた医療費の中で、十分

な緩和ケア、ターミナルケア、予防検診に加え、高額な画

期的新薬、先進的な医療の保険償還の導入などの仕組み

の構築維持を進めなければならない。これから医療経済、

医療制度の観点から難しい局面を迎えることになる。

　がん治療の効果については、発見しやすく健診体制が

整っているがん種か、標準治療が確立しているがん種

（胃、大腸、前立腺、皮膚）では、5年生存率が全体の平均

を上回っている。また、症例数が多い領域では新たな抗

がん剤が次々と承認され、特に肺がんなど症例数が多い

がんでは標準的な治療法が改善されてきている。さらに、

近年の画期的な新薬の開発によって免疫機構の活性化、

増強に伴い、がん細胞を排除するがん免疫療法の普及が

急速に進む。一部では進行・再発がんでも完治に至る症

例が示されている。

　一方で、特定の臓器（肝臓、胆道、すい臓）のがんや脳

腫瘍など、早期発見が難しいか治療時にアクセスしにく

いがん種、標準治療を確立していないがん種、希少がん

と呼ばれるがん種では生存率は低いままであり、がん種

による治療成績の格差が存在している。また、地域によっ

て受けられる治療の質および選択肢の格差、医療情報 

格差も存在している。これらの格差を是正解消するため

に、どこでも正しい情報にアクセスし、先進的な診断、

治療、ケアを受けられるようにすることが望まれている。

　富士経済によると、日本の抗がん剤市場が2016年に 

1兆円を突破、2025年に1 兆4367億円まで拡大、2016年

実績比で35％増となる。近年の抗がん剤市場は、がんの

免疫抑制を解除する免疫チェックポイント阻害剤（ICI）

というカテゴリーの医薬品が牽引しており、現在新規の

免疫療法の治験に加え、「オプジーボ」、「キイトルーダ」

などの既存のICIの適応拡大のための治験が急速に進め

られている。2017年にオプジーボが世界で約6500億円、

キイトルーダが4300億円を売り上げている。将来的には

誌面見本、禁無断転載



2

医
療

テクノロジー・ロードマップ 2019-2028  ＜医療・健康・食農編＞ テクノロジー・ロードマップ 2019-2028  ＜医療・健康・食農編＞

■ がん医療

全体潮流

市場規模

期待機能

予定製品

共通技術

個別重要技術

市場ニーズ

超高齢化、人口減少

世界

日本

65歳以上高齢者比率30％ 高齢者向け医療・慢性期～終末期医療・緩和ケア体制拡充

医療費の増大 高薬価新薬の増加

ゲノム医療の始動 がんパネル承認、保険収載、　　情報の一元集約化

医療形態の変化 医師・コメディカルのゲノム教育、人材育成

健康志向の高まり 患者自身による病院、医師、治療法の情報収集

国内人口1.2億人を割る

医療費60兆円超え

遺伝子情報差別禁止法

医療用AIの汎用化、普及病理専門医・読影医の不足病院・医師数の地域格差拡大

患者起点の健康状態モニタリング

ロボット、人工知能（AI） 手術支援ロボットの適応拡大 オンラインAI診断支援画像・病理診断の従事者不足解消在宅療養・介護支援ロボット内視鏡画像診断の支援

低侵襲検査、早期発見 リキッドバイオプシー検査の高精度化、低コスト化 リキッドバイオプシーによる早期がん検出検査

精密医療の浸透 複数の治療薬に対するCDx 適応拡大・併用療法 未承認治療、未承認薬の適性使用

生存率の向上、
がん罹患率低下、
健康寿命の延伸、QOLの維持、
医療費の抑制予防医療、医療費低減、QOL 治療効果予測バイオマーカー増加 疼痛制御デバイス 過剰検査の削減

臓器横断的適応

統合医療のエビデンス蓄積

高い治療奏功性と適応 腫瘍免疫の把握・制御

低侵襲検査、治療、QOL維持 外科手術、腹腔鏡手術における術後回復、機能温存 超微量検体、非生検検体、高速検出

臓器横断的がん適応医薬品承認の増加

手術ロボットの高度化、自動化、小型化、低価格化

情報収集デバイス 小型化、高感度化、低価格化 がん治療用デバイス製品

新規治療 新規免疫チェックポイント阻害剤、光免疫療法、　　遺伝子工学免疫細胞治療、腫瘍溶解性ウイルス療法、各種併用療法

ゲノム医療サービス 小規模パネル検査 WES・HLA・腫瘍免疫検査

検査、診断（支援）、手術システム AR/VR手術ナビゲーションシステム 術中迅速遺伝子解析、質量分析

腫瘍抑制性細菌療法

WGS検査、マイクロバイオーム検査広域ctDNA検査

国産自動手術ロボット

個別化予防、健康管理 健康管理アプリ・汎用デバイス オンラインAI診断
支援ソフトサービスがん治療支援 検査情報・治療歴管理アプリ 治療モニタリングアプリ　　/デバイス

QOL改善・維持 がん関連疲労、睡眠管理アプリ

健康管理・治療情報提供サービス

コミュニケーションアプリ/デバイス

がん性疼痛制御機器がん悪液質治療薬 循環器毒性予防治療

ゲノム解析技術 NGSの低コスト化、小型化

探索技術、新規治療技術 免疫細胞の遺伝子導入、ゲノム編集、iPS、エネルギー代謝制御 転移再発抑制剤がん予防薬

低侵襲検査、早期発見 ウエアラブルデバイス用高感度センサー 慢性炎症、　　ctDNA変異・エピゲノム、マイクロバイオームなどによるリスク予測検査

臨床WES/WGS解析プラットフォーム

ナノロボット、
ドラッグデリバリーシステム（DDS）

高エビデンスの先制医療検査、医薬

低侵襲治療、QOL改善 AR/VRによる内視鏡、手術支援 AIによる内視鏡、　　イメージング診断支援 疼痛抑制剤、デバイス

AI 画像診断（病理、内視鏡、読影）支援AI 手術画像・動画分析AI

バイオマーカー探索、評価技術 患者腫瘍組織移植モデル（PDX）、ヒト化免疫、オルガノイド技術 単分子・マルチマーカー検出

情報解析・管理 通信技術の向上（5G）

高度医療対応AI

量子通信、量子暗号

非構造化データ活用

通信技術の向上（6G）情報・通信セキュリティー技術の向上

309億米ドル

1兆1165億円

165億米ドル（ICI） 682億米ドル

1兆4367億円

～2018時期（年） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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誌面見本、禁無断転載


