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栄研化学株式会社(本社：東京都台東区、以下 栄研化学)とFIND＊１(Foundation for 

Innovative New Diagnostics、本部：ジュネーブ）は、平成17年7月29日に締結したLAMP
法＊２を利用した結核の簡易・迅速な遺伝子検査法の共同開発契約に関し、研究開発費の

一部をFINDが支援することになり、追加契約を締結いたしました。これにより、栄研  

化学は平成20年9月までの分の支払いを受け、第２四半期に計上いたしました。 

さらに、栄研化学と FIND は、上記 LAMP 法を利用した結核の遺伝子検査法の共同  

開発に加えて、その技術をマラリア、アフリカ睡眠病(HAT)と HIV の簡易・迅速診断法

の開発に拡大することになりました。 

現在、マラリアは主に顕微鏡検査で診断されており、煩雑な上に診断ミスが多く、  

高感度で特異性の高い検査法が緊急に求められております。また、HAT については十分

な検査法がありません。更に、乳児のための HIV 検査としては遺伝子検査法が有用です

が、途上国では実施が困難です。 

このような課題を解決するため、栄研化学と FIND は、LAMP 法を利用して途上国で

も使用でき、血液採取から検出までを１時間以内に終了し、かつ最小限の機器を用いて

手ごろな価格で提供できるマラリア、HAT の簡易・迅速な遺伝子検査法の開発に合意い

たしました。さらに、FIND と栄研化学は、遠隔地の乳児に使用するための HIV ウイル

スの迅速診断法の開発にも取り組みます。（共同発表内容は、別紙をご参照ください）。 

なお、結核の遺伝子検査法の開発のスケジュールに関し、平成20年3月5日に開示いた

しましたが、使用する器具・試薬の一部を改良する必要が生じたため、約半年間国内外

での臨床試験が遅れる見込みです。 
以上 
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【用語解説】 
 
＊１FIND 

FIND とは「Foundation for Innovative New Diagnostics」の略で、革新的で新し

い検査法を開発するための非営利目的の基金です。2003 年5 月のWorld Health 
Assembly（世界保健会議；WHO の最高議決会議）に於いて発足し、スイスのジュ

ネーブに本部があります。この基金はゲイツ財団(Bill & Melinda Gates Foundation)
が提供し、その設立目的は、途上国に適した革新的な感染症検査薬の開発を支援し、

手頃な価格の製品の普及を推し進めることで、人々の健康を支え、発展させることで

す。 
FIND 関する情報は、下記アドレスのホームページを参照してください。 
http://www.finddiagnostics.org/ 

 
＊２LAMP 法 

栄研化学が1998 年、PCR法に代わる遺伝子増幅技術として、独自に開発した新しい

遺伝子増幅法です。標的遺伝子の６ヵ所の領域に対して４種類のプライマーを設定し

て、鎖置換反応を利用し、一定温度で反応させることを特徴とします。反応は、サン

プルとなる遺伝子、プライマー、鎖置換型DNA合成酵素、基質等を同一容器に入れ、

一定温度(60～65 ℃)で保温することにより、増幅から検出までを１ステップの工程で

行うことができます。鋳型がRNAの場合でも、逆転写酵素を添加するだけでDNAと

同様に増幅が可能です。増幅効率が高く、DNAを15 分～１時間程度で109～1010 倍

に増幅することができ、また、極めて高い特異性をもつため、目的とするDNA 配列

の存在を増幅産物の有無で判定することができるなど「簡易、迅速、精確、安価」を

特長とする遺伝子増幅法です。 
詳細 http://loopamp.eiken.co.jp/ 
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ビル＆メリンダゲイツ財団が基金を提供している「The Foundation for Innovative New 

Diagnostics」（本部：ジュネーブ、以下 FIND）と、日本の臨床検査薬メーカーである

栄研化学株式会社（以下 栄研化学）は、本日、FIND による結核診断薬開発への資金  

援助と遠隔地で使用できる迅速で簡易な検査法の共同開発を拡大することに合意したと

発表した。 

FIND と栄研化学は、LAMP 法を利用した結核の簡易・迅速な遺伝子検査法の共同  

開発を現在推進しており、その完成のために FIND が資金援助を行うことになった。 
加えて、その技術をマラリアとアフリカ睡眠病(HAT)の新しい検査法の開発にまで 

広げることにも合意した。 

さらに、FIND と栄研化学は、遠隔地の乳児に使用するための HIV ウイルスの迅速  

診断法の開発にも取り組む。 

 

マラリア； 

FIND の Chief Scientific Officer である Mark Perkins 博士は次のように語った。 

「このマラリアと HAT の共同開発では、栄研化学が開発した LAMP 法を利用し、血液

検体から最小限の機器を用いて感染した DNA を１時間以内に直接検出することを最終

目標とします。現在、マラリアの検査は顕微鏡検査によるマラリア原虫の検出もしくは

イムノクロマト法を用いた迅速抗原検出が行われています。しかし、これらの検査法は

重症度の高い複雑な症例管理には十分な感度と精度がないと思われます。高感度で特異

性が高い LAMP 法での迅速検査は、他種から P.falciparum（熱帯熱マラリア原虫）の

鑑別診断が可能で、治療と調査双方に役立つことになる。」 

 

FIND の CEO である Giorgio Roscigno 博士は次のように語った。 

「FIND と栄研化学の共同開発は、高感染地域の人々に対して、緊急に必要とされる  

迅速・簡易・安価な病気の診断法を提供するという共通のビジョンによるものである。

マラリアは世界の公衆衛生上の最大の脅威のうちの 1 つです。毎年世界中で 3 億例以上

の急性疾患を引き起こし、100 万人以上が死亡しており、その 80～90％はサハラ以南の

アフリカ諸国で起きています。毎年何億ドルものお金が、マラリアによる生産性の低下

により失われています。マラリアの高負担国では、マラリアが全公衆衛生支出の 40％と

報告されており、入院患者と外来患者の半数に上ります。 

さらに、薬物耐性のマラリアの急激な増加とアルテミシニンを使用したより高価な 

併用療法の導入が、正確な検査の緊急性を高めています。 

別紙 



HAT（Human African Trypanosomiasis）; 

Mark Perkins 博士は次のように語った。 

「現在、HAT は確定診断ができる市販の検査法は無く、特徴的な臨床症状もありません。

また、治療に導くほど十分感度のあるスクリーニング検査は存在しません。HAT の診断

のために使われている寄生虫学的検査は感度が低く、そして、現在の血清学的検査は  

特異性が不十分です。患者の血液、尿または唾液からトリパノソーマの DNA 配列が  

発見されたことは、寄生虫学的検査の大きな進歩でした。」 

FIND の HAT Diagnostics programme 長 Joseph Ndung’uRoscigno 博士は次のよう

に語った。 

「HAT は、現在、放置されている大きな感染病のうちの 1 つで、アフリカの農村部の多

くの地域で主要な公衆衛生の課題とされています。不幸なことに、地域的にも国際的に

もあまり注視されてきませんでした。6,000 万人以上のアフリカの人々が感染の危険に

さらされています。この病気は主に農村部の貧困地域に発生し、いかなる検査法を  も

たない貧しい社会に影響を及ぼします。迅速でかつ手ごろな検査法は、これらの地域の

患者のケアをずっと簡単にすることになります。」 

 

HIV； 

Giorgio Roscigno 博士は次のように語った。 

「新生児の血液中には母親の抗体が存在するために、乳児（生後 12 ヵ月未満）の HIV
の診断方法は、血液標本から直接ウイルス核酸を検出することです。ウイルス検査で  

１回陽性判定が出た場合は臨床管理が必要となります。しかしながら、現在市場で手に

入るウイルス検出検査は、現場の診療所から遠く離れた中央研究所を対象としており、

また容易に入手できるものではありません。初歩的なレベルの診療所において、全血  

検体から直接 HIV 核酸を迅速・簡易に検出する検査は、早期診断と抗ウイルス治療や 

他の適切な治療の正しい選択を増進するためにも、大きな可能性があります。栄研化学

は、LAMP 法を利用した HIV 検出法をすでに確立しており、今後、FIND と栄研化学で、  

フィジビリティトライアルを行い、開発計画に取り組んでいきます。」 

 

 栄研化学の専務執行役研究開発統括部長の森川惇二は、「LAMP 法と迅速・簡易な  

核酸を抽出する前処理技術との組み合わせは遺伝子検査に革命をもたらすだろう。栄研

化学は、LAMP 法をプラットフォームとして我々の検査の開発において重要なターゲッ

トであるマラリア、HAT および HIV などの感染症診断薬の開発を目指していきたい。」

とコメントした。 
 

FIND の基礎知識 

FIND（Foundation for Innovative New Diagnostics）は、2003 年5 月のWorld Health Assembly

（世界保健会議）において発足し、2 ヵ月後にジュネーブを本拠地とする非営利基金として設立され

た。その設立目的は、途上国において、感染症検査用の新しい、しかも手ごろな価格の製品の開発と

導入を支援することにより、人々の健康を支え、促進することである。 

詳細は、ホームページ参照 http://www.finddiagnostics.org/ 

 

栄研化学の基礎知識 

栄研化学株式会社は、臨床検査薬の分野で60 年を超える実績を持ち、細菌検査用の粉末培地の商業

的製造に最初に成功した日本の企業である。 

同社は臨床検査薬市場のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築き、先進の医療ニーズに応

えられる製品・技術の研究開発に努めている。LAMP 法は、1998 年に栄研化学が開発した技術で、

現在は同社の製品開発に使われる中心的な技術である。 


