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はじめに―細胞株移植モデルからPDXへ―
　新規の抗がん剤開発はがん患者の生存期間延長，そして
がんの克服へ向けた重要な課題である。近年では，従来の
殺細胞性抗がん剤に加えて分子標的薬や免疫チェックポイ
ント阻害薬などの新しいタイプの抗がん剤開発も盛んに行
われるようになったが，新規の抗がん剤が第Ⅰ～Ⅲ相の臨 
床試験を通過して上市される確率はわずか 5 ％程度にすぎ
ない。これはさまざまな領域の新薬開発における臨床試験
通過率の平均値約10％と比較しても低い確率であり，数十
年間ほぼ横ばいに推移している（図１）1）2）。抗がん剤の臨床 
試験通過率の低さの要因の 1 つとして，前臨床試験，すな
わち実験動物を用いた試験において実際のがん患者を十分
に反映した動物モデルが用いられていないことが指摘され

ている。
　従来，抗がん剤の前臨床試験ではマウスやヒトの腫瘍細
胞株をヌードマウスをはじめとする免疫不全マウスに移植
するモデルが用いられてきた。とりわけ“NCI-60”は，米国
国立がん研究所（NCI）が開発した抗がん剤スクリーニング
用ヒト培養細胞株ライブラリーで，1990年以降，世界中の
製薬業界で10万種以上の化合物のスクリーニングに用いら
れてきた。これらの細胞株移植モデルはモデル作製が容易
で，細胞に遺伝子改変を加えて移植できるといったメリッ
トがある。しかし，腫瘍の不均一性や間質・血管などの介
入が認められない点で実際の患者腫瘍とは生育環境が異
なっており，また継代に伴い腫瘍の特性が変化する可能性
があることが問題視されてきた3）4）。
　一方，患者由来の腫瘍組織片を分画せずに直接，高度免 

Patient-derived xenograft (PDX) is mainly created through the transplantation of tissues from patients’ tumors into immunodeficient 
mice. PDXs can more completely maintain the individual characteristics of the patients’ tumors, including extracellular matrix and 
blood vessels, compared with the traditional human cell line xenograft model, and therefore enable us to analyze tumor heterogeneity 
and diversity. Interestingly, several studies showed that PDXs provide better prediction of clinical outcomes (>80%) than traditional 
models (<5%). In 2018, the National Cancer Center (NCC) started a new project, named the “Japanese PDX library platform for 
innovative oncology research and patient care (J-PDX library).” The objective of this project is to establish a quality-guaranteed PDX 
repository, including refractory and rare cancers, for use as preclinical models and tissue materials of various studies (eg, molecular 
biology, omics-based study) to find certain biomarkers. Using PDXs, we can promote drug screening, drug development, and clinical 
studies in Japan. Here we review reports about the methods of creating PDXs, practical uses and challenges of PDXs, and our new 
J-PDX project that will play a key role in the development of next-generation cancer treatments.
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　Patient-derived xenograft（PDX）は，
がん患者の腫瘍組織を分画せずにそのま

ま免疫不全マウスに移植するモデルの総称である。PDX
ではがん細胞株をマウスに移植した従来の前臨床試験モデ
ルと比較して，腫瘍の不均一性や間質・血管構造を含む腫
瘍微小環境が患者に近い状態のまま維持されており，従
来モデルでは 5 ％程度であった臨床での治療効果予測能
を80％以上に向上させるといわれている。国立研究開発
法人国立がん研究センターでは，「がん医療推進のための
日本人がん患者由来PDXライブラリー整備事業（J-PDXラ

イブラリー）」に着手し，難治性がん，希少がんを含むさ
まざまな腫瘍からのPDXの作製を進めている。今後，作
製したPDXに対して分子生物学的解析やオミックス解析
などを行い，がんの病態解析や新規治療標的・バイオマー
カーの探索ならびに創薬推進を目指す。本稿では，PDXの
作製方法および有用性や課題に関して報告されている知見
を概説するとともに，次世代のがん治療開発の中心的役割
を担うJ-PDXライブラリーを活用したトランスレーショナ
ル研究（TR）について紹介する。
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