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ヒトの健康と病気を読み解く〜

自分の腸内細菌叢の変化を知ることは，健康

ないので不明です．外国人のIBD患者でTreg発現が低

質問

下しているかどうかも不明です．そのため，
マウスを用い

いるとのことですが，食事で私たちのマイクロRNA

た研究では一部の酪酸産生菌がTregを増加することは

（miRNA）を変化させることはできますか．

証明されていますが，ヒトにおける未知菌も含めた全ての

田原

酪酸産生菌とIBDの関連については何とも言えません．

す可能性は十分に考えられます．次世代シークエンサー

管理に有効でしょうか．
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Tregの発現を亢進する17種類の細菌の効果

出されます．講演で母乳や牛乳に含まれるmiRNAについ

服部

日本人も含めてヒトに対する17菌種の効果に関

知られています．母乳に含まれるmiRNAの中には免疫に

うした方々には，人間ドックの受診などをアドバイスする

するデータは持ち合わせていない（まだ報告がない）の

関係するものがあり，それらは乳児の免疫能に影響を及

こともあり，検査の結果，何らかの疾患が早期発見でき

で，国によって17菌種の効果に差があるか分かりません．

ぼすといわれています．

た例もあります．

また先ほど示したように，腸内細菌叢の菌種組成は国に

こうした外来miRNAの影響は食品とヒトの関係だけ

よって異なり，IBD患者の腸内細菌叢の菌種組成も国に

ではありません．例えばミミズが多く生息する土壌と農薬

善玉菌を選択的に増やすようなプロバイオティ

よって異なると考えられます．
すると，外国人ではTreg発

が使われている土壌を比べると，土壌中のエクソソーム

クスを含む発酵食品はありますか．また，良好な腸内

現を亢進する別の菌がいることも考えられますので，17菌

に差が見られることから，動植物間でも影響している可

細菌叢を維持するために，日頃の食生活上のアドバイ

種は日本人と外国人で同じ効果があるのか何とも言えま

能性が考えられます．現在，外来miRNAがヒトなどに及

スをいただけますか．

せん．

ぼす影響が注目されており，これからの新しい科学の一

徒然なる
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検査

つの領域になるのではないかと考えています．

良好な腸内細菌叢を維持する生活習慣や食習慣

を知るためには，新生児を1,000人くらい集め，生活習慣

質問

病などを発症しやすくなる40歳ぐらいになるまでの間，食

に影 響する可能性はありますか．また，腸内細菌 叢

質問

生活などを記録するとともに，腸内細菌叢を年1回程度

のディスバイオシスは腸管上皮の健全性に影響しま

ていて，それが他の細胞に運ばれる可能性はありま

調べて，それらのデータから食生活と腸内細菌叢との関

すか．

すか．

連を解析するなどの検討が必要ですが，そうした研究は

服部

各種薬剤の使用歴と腸内細菌叢のディスバイオ

田原 B型肝炎患者のエクソソームからB型肝炎ウイルス

行われておりません．このご質問に明確に回答できるとき

シスの関係を検討したところ，PPIは腸内細菌叢を有意

（HBV）のDNAが検出されることがあります．またHBV

こそマイクロバイオーム研究はその役目を十分に果たし

に変化させるとの結果が得られています．また，in vitro

は，miRNAを制御するAgo2というタンパク質を結合して

たと言えるでしょう．

の実験やマウスを用いた実験で，腸内細菌叢のディスバ

いるともいわれています．免疫反応などではエクソソーム

イオシスは腸管のバリア機能低下に関与するとのデータ

の関与が指摘されていますので，エクソソームを介してウ

欧米に比べて日本では炎症性腸疾患（IBD）が

が得られています．腸内では有機酸の中で酢酸濃度が最

イルスが伝播する可能性は十分に考えられます．

少ないのは，日本人では酪酸を作り出す腸内細菌が多

も高く，酢酸産生菌も多く認められ，こうした菌が産生す

エクソソームは，他の細胞に取り込まれることで，エク

いからでしょうか．それとも，腸管障害性細菌が少な

る酢酸は腸管のバリア機能において重要な役割を果た

ソソーム内のmiRNAなどがその細胞の分裂などを制御

いためでしょうか．

しているといわれています．

し，またエクソソーム内のDNAがタンパク質やRNAを増

質問

服部

確かに，酪酸は制御性T細胞（Treg）の発現亢

徒然なる
NEW WAVE ままに。

オシス（腸内細菌叢の不均衡）している方もいました．そ
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て紹介しましたが，その他にもmiRNAを多く含む野菜も
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は，国によって差があるのでしょうか．
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を用いてヒトのmiRNAを解析すると，外来miRNAも検
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そう思います．私たちは，多くの健常者の腸内細

さまざ まな 食 品にエクソソーム が 含 まれて
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ヒトマイクロバイオーム研究
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ます）の総数が欧米人に比べて多いかどうかはデータが

プロトンポンプ阻害剤（PPI）は，腸内細菌叢
エクソソーム内にウイルスの遺伝子断片が入っ

やし，それらは再びエクソソームとして細胞外へ分泌され
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講演 3
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がんゲノム医療の新展開

〜 遺伝子パネル検査の
果たすべき役割について〜

教育プログラムの指導者としては，病理医などさまざ
まな職種が想定されますが，臨床検査技師への教育プ
ログラムでは臨床検査技師が指導者に含まれることが
大切だと考えています．

遺伝子パネル検査では，どのような標本が用い

られますか．
ることを考えると，エクソソーム自体は自己複製しないも

西原

のの，自分の体から出ているウイルスのようなものと考え

埋標本を用いていますが，凍結サンプルなどでも検査は

ることもできるでしょう．

可能です．ただし，骨組織などでパラフィンブロックを作

す．そのため，臨床検査技師の皆さんには，常に勉強しつ

私たちは基本的に，ホルマリン固定パラフィン包

総合討論

かわらず，テロメア長が短いのは，テロメラーゼが付

しまうため，処理の仕方によっては使用できないものもあ

質問

ります．

術の開発やその普及のために，臨床検査技師にはどの

加されてもGテールが延長しないためですか．

先生方が専門とされている領域では，新しい技

ような資質や知識などが求められるのでしょうか．
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がん患者で遺伝子変異が1つしかない方はまれ

が不可欠で，従来の生物学や医学の知識で解釈できる

長を維持することはがん細胞が無限に増殖するために重

で，多くは複数の遺伝子変異が認められます．
ドライバー

ことには限界があると思います．しかし端的にいうと，生

要ですが，がん細胞にテロメラーゼを強発現させたとこ

遺伝子というと，1つの遺伝子をイメージしますが，複数

命科学を学んできた人は結果重視で，情報科学を学んで

ろ，がんの悪性度が低下し，増殖能が低下したという報

の遺伝子変異がドライバー遺伝子となっている場合も考

きた人はプロセス重視というように，両者の考え方は水

告もあります．これらの成績から，テロメア長が短いこと

えられます．欧米のプレシジョン・メディシンは複数の分

と油のように異なります．そこで，これからは生命科学と

は，がん細胞にとって有利に働くと考えられます．またテ

子標的薬を併用する段階に入っており，日本でも先日，

情報科学の知識を併せ持った人材の育成が必要だと考

ロメア長の維持機構には，テロメラーゼの他に，さまざま

肺がんに対してMEK阻害薬とBRAF阻害薬の併用治療

えます．東京大学では私が在任中の2007年に生物情報

な分子が複雑に関与していると考えられています．

が承認されました．複数の分子標的薬を併用する治療を

科学科が新設されました．その卒業生をみると，これまで

行わなければ，プレシジョン・メディシンの将来はないと

の生命科学を学んできた人や情報科学を学んできた人と

言っても過言ではありません．ただ，複数の分子標的薬

は，
ものの見方や発想がまるで違うことに気付きます．こう

れているのでしょうか．

併用による有害事象に関して，
十分なエビデンスがなく，

した人材はまだごくわずかですが，そうした人々がこれか
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欧米でも少量から投与して漸増するなど，手さぐりで行っ

らの科学を切り開いていくと思っています．

ているのが現状です．
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Gテール長の長短は，どのような基準で評価さ

徒然なる
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私たちは，多くの健常者の総テロメア長および

Gテール長を測定してデータベースを構築しています．こ

臨床検査技師の業務は，検査を適切に行い，そ

想から，守りの姿勢が強く出てしまいがちです．しかし，守
りの姿勢では新しい検査法は開発できず，次のステージ
には進めません．このような考えから，私はスタッフに，攻
めの検査，攻めの病理をしなければならないと常々話し
ています．精度管理をしっかり行いながら，次のステップ
に進むには，バイオインフォマティクスなど他の人がやら
ないことをすることも必要でしょう．
実は，私たちのスタッフの臨床検査技師は，外来で患
者さんに対して検査の事前説明を率先して行っていま
す．その理由を聞くと，自分たちの理解のために加え，こ
の検査が有用であることを患者さんに伝えたいとの思い
から行っているとのことでした．こうした姿勢は非常に重

徒然なる
NEW WAVE ままに。

定の長さに維持されていると考えられています．テロメア

背負っていますので，変なことをしてはいけないという発

検査

には，膨大な生命科学データを情報学的に解析すること

病気のメカニズムや生命の進化の歴史をひも解く

病理医や臨床検査技師は精度管理という宿命を

講演を
終えて

講演を
終えて

ですか．
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ながら，テロメラーゼが活性化されて，短いながらも，一

質問

複数の分子標的薬を組み合わせた治療は有効

られていくと期待しています．

講演 ２

講演 ２
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増えてくると，これまでとは異なる臨床検査技師像がつく

講演 １

講演 １

田原 確かに，がん細胞のテロメア長は短いです．しかし

語句解説

語句解説

がん細胞ではテロメラーゼ活性が高いにもか

はバイオインフォマティクスが重要だとのお話がありまし
たが，バイオインフォマティクスを行える臨床検査技師が

製する際に，脱灰操作をするとゲノムがかなり破壊されて
質問

づけていただきたいと思います．服部先生から，これから

要だと思います．臨床検査技師の皆さんは新しいことに
思い切って挑戦していただきたいと思っています．

の結果を患者に返すことですが，ヒトのゲノムが全て解読

のデータを用いて検討したところ，総テロメア長とGテー
ル長は相関するとの結果を得ています．また，年齢別に総

質問

遺伝子パネル検査を行う臨床検査技師の教育

できるようになり，またエクソソームやmiRNAなどに関す

テロメア長とGテール長の評価を行っています．講演で述

プログラムは，どのようなものでしょうか．また，指導

る新しい知見が蓄積している中にあっては，それに追い

べたように，Gテール長が半分程度に短くなっていればか

者はどのように選定されているのでしょうか．

つくために，新しい知識や技術を習得することが必要で

なり短いという評価になりますが，これは私たちのデータ

西原

ベースから算出された基準による評価です．

伝子検査に関する知識のみならずウェットラボでの操

遺伝子パネル検査を行う臨床検査技師には，遺

作技能も求められるため，座学だけではなくウェットラ
ボトレーニングも必要です．しかし，それを実施するため
には，ウェットラボトレーニングを行える場所の確保や
ウェットラボトレーニングに要する費用も必要となります．
私たちは日本医療研究開発機構（AMED）の研究班とし
て遺伝子パネル検査に関連する人材育成を行っており，
ウェットラボトレーニングの実施に必要な資金をAMED
に要請しています．
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