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プレシジョン・メディシン

そこで腸内細菌叢のゲノムを網羅的に収集し，大規模にシークエン

古細菌

プレシジョン・メディシン（Precision Medicine；精密医療）とは，

スする狭義のメタゲノム解析が進められている（図1）．このメタゲノム

古細菌は，①細胞膜を構成する脂質の構造が対掌体の関係にある，

患者の個人レベルで最適な治療方法を分析・選択して，それを施行す

情報には偏りのない大量の遺伝子情報が含まれるため，発見される新

②細胞膜中の脂質には脂肪酸残基が含まれない（エーテル型脂質），

ることをいう．従来，個別化医療として，｢オーダーメイド医療｣や｢テー

規の細菌，遺伝子，代謝反応，代謝物質の数は従来の数百倍になると

③細胞壁が糖タンパク質で形成されているなどの点で，他の生物と大

ラーメイド医療｣という言葉が使われてきたが，より高精度の遺伝子解

見込まれ，これらは医療，エネルギー，食糧，環境等の幅広い産業分

きく異なることなどから，生物分類において真核生物ドメイン，真正細

析が可能になったことや治療薬の開発が進んだことを背景に，プレシ

野において多種多様なバイオ資源になると期待されている．

菌ドメインと並んで全生物界を三分する古細菌ドメインを構成する生

ジョン・メディシンには患者の特徴ごとに分類して適切に治療を選択す
るシステムを目指す意味合いが込められている．がん領域では近年，

16S rRNA

物グループである．生物の進化は，真正細菌と古細菌の共通の祖先か

講 演2

小分子RNAによるプレシジョン・メディシンの実現
〜 がん・認知症の超早期発見と治療 〜

テロメア

ら両者が進化し，その後，古細菌または古細菌に近縁な生物から真核

テロメアは，真核生物の染色体の末端部にあり，特異的な繰り返し
配列のDNAとさまざまなタンパク質からなる構造で，染色体末端を保

細胞質内にはリボソームRNA（rRNA）といわれるRNAが存在し，タン

生物が進化したと考えられている．古細菌はさまざまな環境に分布し，

伝子変異に応じて分子標的薬を処方するゲノム医療が行われている．

パク合成に関与している．rRNAはウイルスを除く全ての細胞に存在し，

100℃を超える高温環境や塩濃度が高い環境，強酸・強アルカリ環境

護する役割を持つと考えられている．DNAは5’末端から3’末端に向かっ

わが国では2013年から，肺がんや大腸がんなどを対象としたプレシ

その大きさから5S rRNA，16S rRNA，23S rRNAなどに分類される．現在

に分布するものもおり，環境に応じてさまざまな物質をエネルギー源

て複製され，また複製開始には短いRNA断片を必要とするため，通常

ジョン・メディシンの研究・臨床試験を行う｢SCRUM-Japan｣が進行中

では，200万配列以上の16S rRNAをコードする16S rDNA配列が決定さ

としている．

の複製機構だけでは線状DNAの最末端部を完全に複製できず，何ら

である．

れており，これらは公的な遺伝子バンクに登録されている．そこで，細
菌がもつ16S rDNAをPCRで増幅し，次世代シークエンサーを用いて，
検体に含まれる細菌の種類や分布を解析する16S rRNA菌叢解析が行
われている．

講 演1

〜 細菌叢メタゲノムからヒトの健康と病気を読み解く〜

次世代シークエンサー
DNAの塩基配列を自動的に解読する装置を「シークエンサー」とい
い，従来よりも高速の｢次世代シークエンサー｣が実用化され，遺伝情

メタゲノム解析

体は重要な遺伝情報を失うことになる（末端複製問題，図2）．

真正細菌プロテオバクテリア（Proteobacteria）門に属するグラム陰

テロメアは，DNA複製に伴う損傷を防ぎ，安定性を維持する働きを

性通性嫌気性桿菌で，土壌や水中などに生息する．このグループに属

担う｢あそび｣の部分と考えられ，細胞分裂のたびにテロメアは少しず

するクレブシエラ・ニューモニエ（K. pneumoniae）はヒトの口腔や腸管

つ短くなる．ヒトではテロメアDNAが5,000塩基程度になると，細胞は

の常在菌であるが，日和見感染や菌交代現象により呼吸器感染症や

寿命に達し，それ以上の分裂は起こらない．一方，ヒトの生殖細胞は細

尿路感染症などを引き起こすこともあり，肺炎桿菌ともいわれる．

胞分裂を繰り返してもテロメアは短くならない．これは，テロメラーゼ

クロストリジウム属（Clostridium）

が染色体末端の繰り返し配列を合成して，その長さを調節するためで，
その結果，最末端を失うことなく染色体を端から端まで複製できる．

真正細菌フィルミクテス（Firmicutes）門に属する偏性嫌気性で芽胞

がん細胞でもテロメラーゼが活性化しており，がん細胞は無限分裂寿

メタゲノムとは高次元を意味する「メタ」と遺伝情報を指す「ゲノム」

色体転座やコピー数異常などのゲノム構造異常の解析への応用も期待

を形成するグラム陽性の桿菌で，土壌や生物の腸内に生存する．一般

命を獲得し，増殖し続けることができる．個体の老化や細胞のがん化

を合わせた造語であり，培養に依存することなく，網羅的に微生物集

されている．読み取り深度を深めることで，頻度の少ない変異も検出

に，偏性嫌気性菌はスーパーオキシドディスムターゼなど活性酸素を

とテロメアの長さには密接な関係があるため，テロメラーゼを標的と

団を解析することを｢メタゲノム解析｣という．海水，淡水，土壌，ヒト腸

することができ，また血中を流れる微量ながん細胞由来のDNAを見つ

無毒化する酵素を有さないため，酸素存在下では不活化するが，クロ

した抗がん剤の開発や，細胞にテロメラーゼ活性を付加して老化を防

内，温泉環境中の微生物集団の解析などに応用されている．メタゲノ

けることで，がんの発見や再発の診断に用いることも可能である．

ストリジウム属細菌は芽胞を形成して休眠することで，死滅を免れるこ

ぐ研究などが進められている．

領域やヒストン修飾部位を含むDNA断片を濃縮し，このDNA配列を解

ボツリヌス中毒を引き起こすボツリヌス菌（C. botulinum）や破傷風の

比率を推定するほか，微生物の集団が持つ機能分布解析も可能であ

析することでエピジェネティック情報の網羅的な解析も可能である．

原因となる破傷風菌（C. tetani），偽膜性大腸炎などの原因となるクロ

る．メタゲノム解析には，細菌の16S リボソームRNA（16S rRNA）を解析

そのほか，細胞内の転写産物を鋳型として相補鎖DNAを合成し，その

ストリジウム・ディフィシル（C. difficile），ガス壊疽を引き起こすウェル

する方法（16S解析）と，細菌のゲノム・遺伝子配列を網羅的に収集・解

DNA配列を解析することで転写産物の網羅的解析が可能となり，これ

シュ菌（C. perfringens）などの病原菌が含まれる．

析する方法（狭義のメタゲノム解析）の2つの方法がある．

まで解析が困難であった小分子RNAにも応用可能であるなど，さまざ

細菌の16S rRNAには全ての細菌に共通する保存領域と，各細菌を特
徴づける可変領域があり，次世代シークエンサーを用いて16S rRNAを
解析することで細菌情報を得ることはできるが，細菌叢がその環境下
で発揮する本来の生命システムは見えてこない．
図1

腸内細菌叢のメタゲノム解析

病原菌ゲノム
ヒトゲノム
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まな領域で次世代シークエンサーの応用が期待されている．

腸内細菌叢

環境菌ゲノム

症性疾患，アレルギー疾患などを引き起こす過剰な免疫応答を抑制す

ヒトの腸内には約1,000種，数百兆個の細菌が存在するといわれ，こ

る作用を持つ．細菌やウイルスなどの抗原が体内に侵入すると，その
抗原刺激によってTh1やTh2，Th17いずれかのエフェクターT細胞によっ

ト腸内細菌叢｣といい，ヒト腸内常在微生物叢，ヒト腸内フローラ，腸

て炎症反応が惹起されるが，TregはこれらのエフェクターT細胞を抑制

内ミクロフローラなどといわれることもある．ヒト腸内細菌叢は，短鎖

して，炎症を抑える．また，Tregは自分自身の細胞や抗原に対しては免

脂肪酸やビタミンの合成，ビリルビンの代謝，鉄分吸収，ドーパミンや

疫応答を起こさないようにする自己免疫寛容において中心的な役割も

セロトニンの合成，免疫機能などに関与する．ヒト腸内細菌叢の組成

果たしている．

によって影響を受ける．ヒト腸内細菌叢を構成する細菌はビフィズス
菌などの嫌気性菌が多く，それら全てを培養法で検出するには多大な
時間と労力を必要とするためメタゲノム解析による菌種の同定や機能

常在菌ゲノム

Tregは胸腺内で前駆細胞から分化した細胞で，自己免疫疾患や炎

れらの腸内に生息する多種多様な細菌によって作られた生態系を｢ヒ

には個人差が大きく，また食餌内容や加齢など宿主のさまざまな変化
生活習慣
（環境要因）

制御性T細胞（regulatory T cell：Treg）
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合体の塩基配列を解読することで試料中の微生物の種類やその存在

検査

徒然なる
NEW WAVE ままに。

検査

とができる．クロストリジウム属として206種，5亜種が知られており，

講演を
終えて

講演を
終えて

さらに，クロマチン免疫沈降法で特定のDNA結合タンパク質の結合

講演 ３

講演 ３

クエンサーは，反復配列を多く含むゲノムでも詳細な解析が可能で，染

ム解析は，試料中の微生物のDNAを混合物として抽出し，このDNA集

講演 ２

講演 ２

報を低コストかつ短時間で解析することが可能になった．次世代シー

かの代償機構がなければ，複製のたびに末端は徐々に短くなり，染色

講演 １

講演 １

ヒトマイクロバイオーム研究

クレブシエラ属（Klebsiella）

語句解説

語句解説

さまざまな分子標的薬が開発されており，それに伴って，検出された遺

3’
5’

この部分は完全に複製できない
DNA複製に際して，DNA複製酵素はその開始に短いRNAプライマーを
必要とすること，また5’→3’の方向にしかDNAを合成できないため，DNA
の最末端を完全に複製することはできない．
これは末端複製問題といわれ
ている．
出典：中山潤一．細胞のがん化・老化にかかわるテロメアとは？
（http://www.nsc.nagoya-cu.ac.jp/~jnakayam/_src/sc734/pubj12.pdf）

分析が行われている．

出典：東京大学大学院 情報生命科学群のWebサイト
（http://www.cb.k.u-tokyo.ac.jp/hattorilab/ja/intro）
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サザンハイブリダイゼーション法

小分子RNA

特定の配列を持つDNAを検出する方法の一つ．DNA断片の混合物
をゲル内電気泳動により分離した後，ゲルからニトロセルロース膜な

RNA；ncRNA）のうち短鎖（20〜30塩基程度）のものを「小分子RNA」

どに転写し，検出したいDNA配列と相補的な塩基配列を持つプロー

といい，マイクロRNA（miRNA），short interfering RNA（siRNA），

ブを結合（ハイブリダイズ）させることにより，目的のDNA断片を検出

PIWI-interacting RNA（piRNA）などが含まれる．
miRNAは内在性の21〜25塩基の短いRNAで，RNA interference

する．

（RNAi）経路を介して，標的メッセンジャーRNA（mRNA）の翻訳抑制

エクソソーム
エクソソームは，直径50〜150nm程度の顆粒状の細胞外小胞で，
エンドサイトーシスにより細胞内で形成されたエンドソームがさらに

講 演3

タンパク質に翻訳されないノンコーディングRNA（non- coding

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 〜

ることで，効率的に解読が進められるようになった．このことは，バイ
オインフォマティクスの成果の一つといえる．

中性緩衝ホルマリン
ホルマリンが分解すると，ギ酸が生じ，組織によってはこの酸の影

ドライバー遺伝子

響を受けるものもある．一方，緩衝液中ではホルマリンの分解が緩や
かであるため，酸の生成が抑えられる．中性緩衝ホルマリン液は，ホル

がんの発生・進展において直接的に重要な役割を果たす遺伝子を

マリンにリン酸ナトリウムを加えてpH約7.4に調整したものである．ま

や心血管疾患，神経変性疾患，神経疾患，慢性炎症性疾患の発症・進

ドライバー遺伝子と呼ぶ．ドライバー遺伝子にはそれ自体が直接がん

た，ホルマリン濃度が高いほど，早く固定できるが，その分，検体にダ

展にも関与するとされている．

細胞の特性を誘導するがん遺伝子だけでなく，がん抑制遺伝子も含ま

メージを与えやすい．そのため，分子分析を行う場合には，10％中性緩
衝ホルマリンが推奨される．

嵌入することでつくられた膜小胞が細胞外に放出されたものである．

siRNAはウイルス感染などの要因で生じる二本鎖RNA（dsRNA）由来

れる．がんの発生過程においては，ゲノム変異が起こりやすい状況と

エクソソームは内部にmRNAやmiRNA，タンパク質などの細胞内物質

の21〜25塩基対のRNAで，RNA干渉に関与して，mRNAを破壊することで

なるため（ゲノム不安定性），がんの発生には無関係な遺伝子にもラン

を含み，離れた細胞や組織に情報を伝達して，受け取り側の細胞に機

配列特異的に遺伝子発現を抑制することに関与すると考えられている．

ダムに変異が起こる．こうした遺伝子変異は背景変異またはパッセン

体細胞変異

能的変化や生理的変化を引き起こすと考えられている（図3）．エクソ

piRNAはトランスポゾンの転写産物の一本鎖RNAが由来とされ，生

ジャー遺伝子と呼ばれる．そのため，本物の異常（ドライバー遺伝子）

がん細胞でのみ生じている遺伝子変異のこと．後天的に細胞ががん

ソームは，がんや神経変性疾患などさまざまな疾患に関与し，例えば

殖細胞特異的に認められるPIWIタンパク質にローディングされること

と背景異常（パッセンジャー遺伝子）を区別する必要がある．なお，ド

化する過程で生じたDNAの変化によるもので，例えば肺腺がんのEGFR

がん細胞から放出されるエクソソームはがん細胞の生存，悪性化，転

で，トランスポゾンの発現抑制に関与すると考えられている．

ライバー遺伝子変異に対応して，特異的に阻害する分子標的薬の開発

遺伝子変異などが挙げられる．

セットは分泌元の腫瘍細胞種によって異なり，またエクソソーム内には

isomiR（アイソ型マイクロRNA）
マイクロRNA（miRNA）が生成・成熟する過程で修飾を受けて，ゲノ

が分解されることなく内包されていることもある．こうしたことから，

ムにコードされた塩基配列とは異なった配列になることがあり，こう

エクソソーム由来のRNAは，がんを含む種々の疾患のバイオマーカー

した変異miRNAを総称してisomiRという．RNA編集によるアデノシン

としても注目されている．

からイノシンへの置換，3’末端へのアデニンやウリジンの付加，核内の

遺伝性乳がん・卵巣がん症候群のBRCA1/2遺伝子変異やLynch症候

最適な治療（プレシジョン・メディシン）が可能となる．がん領域では

群のMLH1遺伝子変異などがあり，これらはがん抑制遺伝子の変異で

核酸医薬品はオリゴヌクレオチドを薬効本体とする薬剤で，主な核

｢がん遺伝子パネル検査｣という．なお，がん関連遺伝子パネルシステ

ある．

酸医薬品には，アンチセンス，siRNA，アプタマー，デコイなどがある．

ムを用いて行う｢マルチプレックス遺伝子パネル検査｣は2018年4月に

生殖細胞系列変異は倫理上の重要性が高く，ヒトゲノム・遺伝子解

遺伝子治療薬は特定の遺伝子を導入し，タンパク質を産生させること

先進医療Bとして承認されており，また2017年10月には日本臨床腫瘍

析研究に関する倫理指針など，遺伝子検索の指針の多くは生殖細胞

により作用するが，核酸医薬品は遺伝子発現を介さずに直接作用す

学会，日本癌治療学会，日本癌学会合同の｢次世代シークエンサーな

系列変異を対象としている．

る．核酸医薬品は高い特異性を持つとともに，従来の医薬品では標的

どを用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイダンス｣が公表さ

にできなかったmRNAやncRNAなどの分子を創薬ターゲットにするこ

れている．

対立遺伝子

ゲノムデータベース

部位）にある遺伝子は，両親それぞれの遺伝情報を引き継ぐため，異

分泌側
の細胞

受け取り側
の細胞

出典：東京都健康長寿医療センター研究所のWebサイト
（http://www.tmghig.jp/research/topics/201704/）

遺伝子座（ある特定の形質に関する遺伝情報が存在する染色体の

ゲノムデータベースとは，ゲノムDNAの配列やゲノムにコードされて

なる遺伝情報を持つことになる．このとき，相同の遺伝子座にあって，

いるタンパク質を収集したデータベースをいう．ヒトの塩基配列データ

異なる遺伝情報を有する遺伝子を対立遺伝子という．ヒトをはじめと

ベースとして国立遺伝学研究所が構築したDDBJ（日本DNAデータバン

する2倍体の生物ではそれぞれの遺伝子座について2つの遺伝子を持

ク）や米国NCBIが構築したGenBankなどが，また塩基配列・アミノ酸

つ．対立遺伝子をAとaとした場合，対立遺伝子の組み合わせは，同じ

配列と文献などを統合した統合データベースとして京都大学化学研究

種類の遺伝子を引き継ぐホモ接合（①AAまたは②aa），異なる種類の

所と東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターが構築したDBGET

遺伝子を引き継ぐヘテロ結合（③Aa）の3種類が考えられる．このよう

（GenomeNeT）などがある．

な対立遺伝子の組み合わせを遺伝子型（genotype）といい，各遺伝子

バイオインフォマティクス

徒然なる
NEW WAVE ままに。

徒然なる
NEW WAVE ままに。

検査
シグナル伝達

めた医薬品として注目されている．

検査

析する検査を｢遺伝子パネル検査｣といい，これにより，個々の患者に

に次ぐ第3の医薬品ともいわれており，がんなどを根治する可能性を秘
mRNA

個人が先天的に持っている遺伝子変異のこと．生殖細胞系列変異

講演を
終えて

講演を
終えて
エクソソーム
内容物

生殖細胞系列変異

する）ため，遺伝性突然変異とも呼ばれる．生殖細胞系列変異には，

とが可能である．そのため，核酸医薬品は低分子医薬品，抗体医薬品
エクソソーム

遺伝子パネル検査

講演 ３

講演 ３

miRNA

が実施されている．

られている．

世代シークエンサーなどを用いて病変組織に生じた遺伝子変異を解

核酸医薬品
タンパク質

をターゲットとした分子標的薬とコンパニオン診断薬とが臨床に用い

は体細胞変異とは異なり，全身の細胞に生じ子孫に伝えられる（遺伝

切断部位のずれなどにより生じる．

エクソソームによる情報伝達

薬）が開発されており，治療の適応可否を判断するために遺伝子検査

個々の疾患の発症・進展などに強く関連する遺伝子群について，次

Drosha（ドローシャ）や細胞質内のDicer（ダイサー）などの酵素による
図3

最近では，このような遺伝子変異に対する治療薬（分子標的治療

異，ALK融合遺伝子，ROS1融合遺伝子，BRAF変異）が特定され，これ

講演 ２

講演 ２

アポトーシスやネクローシスの過程で細胞から漏出する遊離循環RNA

が進み，特に非小細胞肺がんでは複数のドライバー遺伝子（EGFR変

講演 １

講演 １

移に関与すると考えられる．エクソソームに内包されるmiRNAのサブ

語句解説

語句解説

や分解といった遺伝子発現制御に関与することが知られており，がん

型に対応した形質が現れたものを表現型（phenotype）という．

バイオインフォマティクス（bioinformatics）とは，DNAやRNA，タン
パク質の構造など生命が持っている情報を情報科学や統計学などの
アルゴリズムを用いて解析する学問および技術をいい，生命情報科学
と訳されることもある．当初，ヒトゲノム計画では，ある配列断片から
順番に解読する手法が考えられていたが，ゲノム配列をバラバラな短
い断片に分断してそれぞれを解読した後，同一の配列を重複する領域
として並べ替えることでゲノム配列を再現するショットガン法を採用す
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