血中循環がん細胞の検出用細胞チップの開発における本格研究

がんの早期診断法を開発
血中循環がん細胞（CTC）の検査
現在、がんを早期に診断し、外科手
術を行うことでがん患者の生存率が向
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おり、血液中循環がん細胞（Circulating
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移がんの予後予測、治療効果判定など

20 µm

白血球約90個
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れます。しかし、これらの手法では正
確に 1 個の細胞だけを発見することは
極めて困難です。
そこで、私たちは、多数の細胞を均
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とする研究者との異分野連携によって、マラリアやが
ん細胞を標的とした早期診断システムの開発に至って
おり、将来新しい診断技術を世の中に提供したいと考
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中に混在している標的のがん細胞も見
落とすことなく正確に検出できると考
えました。例えるなら、「木を見て森
を見ず」では正確な検出はできないの
で、木を見てなおかつ森も見るような
クロチップ技術を用いて、マイクロ
チャンバーと呼ばれる微小穴を 1 万個

本格研究ワークショップより

り、1 枚の細胞チップで世界トップレ
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一細胞レベルでの正確なCTC検出が可能

ベルの細胞数の解析が可能になり、そ
れに加えて、チップ上でさまざまな抗
体による高精度ながん細胞の選別がで
きるため（図 2）、細胞レベルで正確
な CTC 検出ができ、新しい診断法に
なると思われます。
社会的波及効果と今後の展開
この細胞チップは、これまでの問題
点である正確性などを克服するだけで
なく、今後の展開として、検出された

図 2 細胞チップを用いた全血中のがん細胞検出
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全てのマイクロチャンバー内を観察

含めたデザインの改良や検出装置の開

マ ラ リ ア の 迅 速 診 断 法 と し て、 数
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感 染 赤 血 球 の 検 出 に 成 功 し て お り、

る CTC 検出法を確立しました（図 2、

よって、新しい診断システムとして製

マラリア感染初期段階（自覚症状の

PLoS One, 2012 (in press)）。この技術

品化につなげていきたいと考えていま

前）での迅速診断法を確立していま

の優れた点としては、マイクロチャン
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、PloS One , 5,

とによって、通常のピペットを用いた

e13179, 2010）
。

簡易な操作でマイクロチャンバー内に

さらに、この細胞チップ技術を応用

細胞が重なることなく単一層に格納で

して、CTC 検出システムの構築を目

き（図 1B）、数百万個の白血球の中か

指し、全血中の白血球の中から、極少

らたった 1 個のがん細胞を正確に見つ
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