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ヒトＮ－アセチルトランスフェラーゼ遺伝子多型の臨床研究 
 

 石川先生、ご紹介どうも有難うございます。 

 本日、私に与えられました題目は、「ヒト

Ｎ－アセチルトランスフェラーゼ遺伝子多

型の臨床研究」で、限定された一つの遺伝子

の話です。この説明だけでは、30分間の講演

時間を持て余すことになるので、臨床試験実

施システム構築などの遺伝子多型の臨床研究も含めて、我々が現在行っていることを中心に

話をさせて頂きたいと思います。 

 

 スライド１をご覧下さい。 

 これは、よくお示しするスライドですが、「医薬品開発におけるパラドックス」という考

え方があります。臨床試験、いわゆる治験は、特定の患者さん集団における常用量の有効性

と安全性とに関するエビデンス、データを提供する試験と言えます。 

 一方、医師が、日常治療する対象は個人で、薬物の最適量や応答性には大きな個体差があ

ります。患者さん一人ひとりが対象であるというところに治験との大きな矛盾があります。

ここのところに、ファーマコジェノミクス（ＰＧｘ）臨床研究が意義あるものかどうかの判

断が必要になってくるのだと思います。 

 

 スライド２をご覧下さい。 

 薬物応答性、薬物の有効性や副作用を規定するものとして、アドメ（ＡＤＭＥ）と呼ばれ

る薬物動態に関連する分子の遺伝子多型があります。 

 もう一つは、薬物標的分子の遺伝子多型があげられます。 

 更には、疾患関連遺伝子というのもありますが、我々が対象とするのは、この最初の二つ、

薬物動態関連遺伝子と薬物標的遺伝子です。我々は、これらを「薬効ゲノム」と呼ぼうと提

唱しています。 

スライド１ 
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スライド２ 

 

スライド３ 

 

 スライド３をご覧下さい。 

 ここに示すゲノム薬理学（Pharmacogenomics：ＰＧｘ）の話ですが、臨床試験には、複数

のステップがあります。前臨床試験というステップ、ここまではプレクリニカルと呼ばれる

ものです。 

 これが終了すると、次に臨床ステップに進みます。ここに示す扉を飛び出し、明るい世界に

出ることを期待します。しかし以前、あるヒトから、「この扉を出るとそこにあるのは断崖であ

る。ここから出れば落ちるのだから、こういうことは止めておけ」というふうなことをいわれた

ことがあります。果たして、こういうＰＧｘ－based efficacy又はtoxicityの層別化というもの

が、実現するのかどうかということが今日のテーマであろうかと思います。結論としては、一部
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の医薬品では有用であり、おそらく３分の２以上のものではあまり役に立たないのではない

かというのが、現時点での私の個人的な見解です。そこで各論として、各薬物についてこの

「薬効ゲノム情報」は果たして有用かどうかということが問題になってくるわけです。 

 

 スライド４をご覧下さい。 

 本日、私に与えられました演題は「Ｎ－アセチルトランスフェラーゼ」であります。 

 これは、約50年前に英国人のDr. Evansが、結核治療薬のイソニアジド（ＩＮＨ）を投与

したところ、この薬物の代謝能、ここでは薬物投与６時間後のＩＮＨの血中濃度で示されて

います。ＩＮＨはこのＮＡＴ２で代謝されます。図の横軸は代謝能ですが、左方の山がrapid 

acetylator(ＲＡ：正常の代謝能)の頻度、中央辺りがslow acetylator（ＳＡ：低代謝能）

の頻度分布で、大きく２峰性に分かれます。そのＳＡの比率は約50％です。この結果を受け

て、ファーマコゲネティクス（Pharmacogenetics）という言葉が世の中に登場してきました。 

 

スライド５をご覧下さい。 

 Ｎ－アセチルトランスフェラーゼには、二つの種類が存在しています。一つは、肝臓に優

先的に発現し、ここに書いてあるような薬を代謝するＮＡＴ２です。もう一つは腸、肝など

に主に発現しており、サルファ剤や発がん性アミン等の代謝に関与するＮＡＴ１です。 

 

 本日の主題は、ＮＡＴ２です。ＮＡＴ２はＣＹＰと異なり、全翻訳領域が一つのエクソン

でコードされているので、一つのエクソン上にすべての多型が存在します。 

 ＮＡＴ２＊４というのが野性型です。ＮＡＴ２＊1から３＊までは非ヒト真核細胞動物に割り

当てられています。こういう点からＮＡＴ２＊４がヒト野性型と呼ばれるわけです。 

スライド４ 
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スライド５ 

 

スライド６ 

 

 スライド６をご覧下さい。 

 そこでＮＡＴ２ですが、十数種類のＳＮＰｓが報告されていますが、正常の代謝能はＮＡ

Ｔ２＊４です。日本人では、ＮＡＴ２＊５、＊６及び＊７を判定し、四つの遺伝子型として判

定することにより、その表現型のほぼ100％が予測できる酵素です。 

 

 スライド７をご覧下さい。 

 これは代謝マップですが、ＩＮＨからアセチルＩＮＨへ、こちらがメイジャーの代謝経路

で、ＮＡＴ２で代謝されます。しかしながら、この酵素活性の極めて低い人たちが存在しま

す。先に述べたＳＡと呼ばれるヒトたちです。そういうヒトでは、代謝はこちらに傾き、ヒ

ドラジンというものが生成されます。 
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スライド７ 

 

スライド８ 

 

 スライド８をご覧下さい。 

 そこで、本当に、ＩＮＨの代謝物であるヒドラジンというのは悪いかどうかを、ＨｅｐＧ

２細胞という細胞を使って調べてみました。幸いなことに、このＨｅｐＧ２細胞というのは

北欧系の少年由来の細胞でして、ＮＡＴ２のＳＡです。遺伝子型はNAT2＊5/6＊です。こうい

う点からも、運よくこの実験に使えたわけです。 

 

 スライド９をご覧下さい。 

 その結果を示します。ＨｅｐＧ２細胞は細胞分裂しますが、ヒドラジンを処置する方がＩ

ＮＨと比較するとその抑制が強くかかる。細胞から逸脱する酵素ＡＬＴが明らかに増加する。 
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スライド９ 

 

スライド10 

 

これから、どうもヒドラジンが悪いという結論に達したわけです。 

 この点につき、以前からＳＡとＲＡのどちらが肝障害を受けやすいか、諸説がありました

が、我々は、ＳＡの方が肝障害を受けるという仮説のもとに研究を進めたわけです。 

 

 スライド10をご覧下さい。 

 最初のころに遭遇した患者さんの臨床経過で、ＳＡです。ＩＮＨとリファンピシン（ＲＦ 
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スライド11 

 

Ｐ）を投与したところ、肝機能検査値がポンと上がりました。そこで投薬を中止せざるを得

ないという事態が起こるわけです。当時はＲＦＰの方が悪いと信じられていたので、ＲＦＰ

とＩＮＨの両方を止めたわけです。次いでＲＦＰの方がよく効くということで再開しました

が、発疹のために投与を中止しました。そこでＩＮＨを100mgから増量し、最終的には200mg

だけで治療を続けました。幸いなことに、この患者さんは協力的で、ここの時点とここの時

点の２回（矢印）で数ポイント採血をさせて頂きました。 

 

 スライド11をご覧下さい。 

 普通ＩＮＨ１～３mg/mＬが有効域とされています。この患者さんでは400mg投与で明らか

に高濃度になっています。それを200mgにしますとこのように有効域に入り、ＩＮＨ単独で

幸いなことに治療ができたという患者さんです。 

 

 スライド12をご覧下さい。 

 次は、ＲＡの方ですが、臨床的な反応が悪いということで増量しています。ＩＮＨは、常

用量の400mgに更に200mg追加し、１日計600mgを投与しています。一般的な併用投与として

ＲＦＰとストレプトマイシンも併用投与しています。これが、ＲＡの平均的な血中濃度の推

移です。これがこの方の400mgプラス200mg投与時の血中濃度です。 

 このように血中濃度が上がり治療域に入ったのですが、ＲＡでは投与量400mgでは少ない。

一方、ＳＡでは多すぎるのではないかということになりました。 

 

 スライド13をご覧下さい。 

 大阪府内で結核に関係した研究をするというのは、「あなたは適した場所にいる」という

ふうにいわれます。わが国で、2004年に新規発症した患者さんは３万人を切り、間違いなく

結核は減少してきています。しかしながら地域別にみますと、都道府県別で高いのは、大阪 
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スライド12 

 

スライド13 

 

府が人口10万人当たりで41.2、東京都が30、兵庫県29と、大阪とすぐお隣の兵庫県ですが、

トップ３の内の１、３位を占めるという非常に結核の罹患率の高い地域です。政令指定都市

を含め最も罹患率が高いのは、大阪市が61.8で他の地域の２～３倍であり、この地域は結核

の患者さんが多いようです。 

 因みに1950年には全国で50万人が発病し、12万人が死亡しています。当時、結核は非常に

重篤な疾患でした。 
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スライド14 

 

スライド15 

 

 スライド14をご覧下さい。 

 そこで肺結核治療、通常はＩＮＨとＲＦＰの併用投与を行いますが、10％から20％ぐらい

の患者さんに肝機能障害が見られます。一方、ＩＮＨの主代謝酵素はＮＡＴ２であるという

事実があります。 

 

 スライド15をご覧下さい。 

 繰り返しますが、ヒドラジンは非常に肝毒性が強い。そして、ここの代謝酵素ＮＡＴ２の

活性が低い人ではヒドラジン生成の方に代謝が傾く。だから、肝機能障害が起こるという非

常に単純な仮説です。 
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スライド16 

 

 スライド16をご覧下さい。 

 ＮＡＴ２には遺伝子多型があります。一つのエクソン上に十数個のＳＮＰｓがあります。

日本人で重要なのは＊５、＊６、＊７という三つのＳＮＰｓ、これらを判定することにより薬

物の血中濃度推移がほぼ100％予測できることが分かっています。このいずれも持たない人

がRA、どれか一つを持つ人はintermediate acetylator(ＩＡ)、どれかの組み合わせ、すな

わち二つのアレルが＊５、＊６、＊７のいずれかの人がＳＡです。そこで患者さんの遺伝子判

定をさせて頂きました。すなわち、ＲＡでは治療効果が低下する、一方、ＳＡでは肝機能障

害が発症するという前提です。 

 

 スライド17をご覧下さい。 

 これは130人の結果です。ＳＡは日本人ではだいたい10％ぐらいといわれています。ＲＡ、

この赤色のところは肝機能障害を起こした人です。肝障害のクライテリアはここに書いてあ

ります。ＲＡ及びＩＡでは10％弱ですが、ＳＡでは、90％の方が肝機能障害を起こしたとい

う結果になりました。 

 

 スライド18をご覧下さい。 

 結核治療、ＩＮＨ投与では、特にＳＡは肝機能障害を起こす確率が高い。そうすると治

療方針を変更することになり、治癒が遷延してしまうという事態が起こります。ＲＡでは

治療は継続しますが、最近、再発例、治癒不完全例の頻度が多いということが分かってきま

した。 

 

 スライド19をご覧下さい。 

 ではどのように薬物の投与量を決めるか。単純に、ＳＡでは半分量、ＲＡでは２倍量と考 
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スライド17 

 

スライド18 

 

えられますが、それでは、だれも納得してくれないので、研究を進めるわけです。 

 これは、114名の患者から２、３ポイントの血液を頂いております。ピンクがＳＡ、黄色がＩＡ、

ブルーがＲＡです。同じ投与量で、群間で明らかに血中濃度が違うことが分かります。特にこの

縦軸は対数目盛なので、かなり違います。これが有効治療域であります。これがＭＩＣです。明

らかに効かない血中濃度の方がおられます。一方では中毒域に入る方もおられます。同じ投与

量で血中濃度が異なる。これは、ＩＮＨの代謝酵素の遺伝子多型によるもので、極めて明快です。 
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スライド19 

 

スライド20 

 

 スライド20をご覧下さい。 

 最近、結核は、特に我が国では減少していますが、アフリカとか、ヨーロッパなどでエイ 

ズが蔓延しているところでは、結構、問題になってきています。 

 治療法として、ＷＨＯはＤＯＴＳの概念を提唱しています。これはDirectly Observed 

treatment, short-courseの略語で、直接監視下に服薬管理をしようとするものです。それ

なりの知識を持つ訓練された人たちの目の前で服薬する。こうすることによって治療を有効

にしようという方法です。それには１日１回投与が提唱されています。 
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スライド21 

 

スライド22 

 

 スライド21をご覧下さい。 

 今年の７月から、結核医療の基準が一部訂正されています。詳細は省略しますが、基本的

には、やはりＩＮＨとＲＦＰに１剤追加の３剤併用です。今までは、結核の排菌状態により

２剤投与もありましたが、今はすべて３剤で、より有効的かつ効率的に治療をしようという

ことになっています。 

 

 スライド22をご覧下さい。 

 これまで我が国では、200mgを２回、１日400mgというのが、協力して研究させて頂いてい 
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スライド23 

 

る医療施設を含め、標準の投与量でした。ところが現時点では、300mg１回をすべての患者

さんに投与するというふうになっています。しかしながら、それでいいのか？ ＲＡで150mg、

ＳＡでは450mgがいいのではないかという仮説の検証を試みる計画を立てました。 

 

 スライド23をご覧下さい。 

 ここでは、ＲＡ健常被験者に、ＩＮＨ 300mg、600mg及び900mgの３dosesを投与していま

す。有効血中濃度は、投与後２時間値が３～５μg/mL、これが望ましいといわれています。

これは、まさにＩＡに300mgを投与したときの血中濃度です。 

 

 スライド24をご覧下さい。 

 ＲＡには何mgがよいか、得られたデータをいろいろ解析しまして、ＩＡと同じの血中濃度

にするには、440mgぐらいがよいということになります。また、このdose response curveか

ら、このあたりになるのが441mgということで、400～500mgぐらいがＲＡに対する適正用量

であろうということになり、結論としては、450mgを採択しました。 

 

 スライド25をご覧下さい。 

 もう一方で、日本人では、これまで400mgが標準でした。ヨーロッパ、ＵＳＡでは、300mg

が標準です。どうして違うのか？ これは極めて明快です。日本人では、ＳＡが約10％です。

白人では、50％がSAです。常用量というのは、その集団の平均的な値になります。代謝の遅

い人ＳＡが多い白人では平均的な常用量が少ないのは当然であります。 

 ＩＮＨは、日本人のほうで投与量が多い数少ない医薬品です。ここに示しますが、ＲＡで

は400mgを投与しても、このように明らかに低い血中濃度になってしまいます。300mgでは、

当然不十分でダメであるということになります。すなわち、遺伝子多型は人種間で頻度が違 
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スライド24 

 

スライド25 

 

うので、常用量が異なります。ＮＡＴ２で代謝されるプロカインアミドやヒドララジンはわ

が国で常用量が多い医薬品です。 

 ただ、同じ遺伝子多型ですと、人種が違っても代謝能は変らず、同じです。 

 

 スライド26、27、28をご覧下さい。 
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スライド26 

 

スライド27 

 

 これから実施するドイツとの共同研究のための問題点等が書かれています。これらの詳細

は省略しますが、ＮＡＴ２の遺伝子判定をすることにより、白人と日本人との比較を共通の

プロトコールで実施するという計画案です。 

 コントロールグループには300mgで、トライアルグループとしては、ＲＡには450mg、ＩＡ

には300mg、ＳＡには150mgでプロスペクティブ臨床試験を実施しようということで、ケルン

大学のDr. Uweと一緒にプロトコールを作成しました。 
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スライド28 

 

スライド29 

 

 スライド29をご覧下さい。 

 そうしますと、このようなＮＡＴ２遺伝子判定を伴う治療を行うことにより、日本人では

10％がＳＡ、45％がＲＡですから、年間３万人の新規肺結核患者さんのうち、約半数の1.5

万人が恩恵を受けることになると考えられます。Benefitは、ＳＡでは薬剤性肝機能障害の

発症率の低下、ＲＡの治療効果の向上、耐性菌出現低下・再発減少などです。この結果がど

のようになるか、今、前向き臨床試験が進行中です。 
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スライド30 

 

スライド31 

 

 スライド30をご覧下さい。 

 ここで、ゲノム解析の問題点ということについて、少し考えてみたいと思います。得られる

遺伝子情報は個人的な情報です。この情報を知ることにより、様々な遺伝子差別というもの

が問題になってくるので、遺伝子に関する情報はほかの情報とは別な観点で扱うべきである

という、遺伝子例外主義といわれる考え方があります。これについては、恐らく、パネルデ

ィスカッションで石川先生の司会のもとに話が進むかと思いますので、ここでは省略いたし

ます。 



 －134－

スライド32 

 

スライド33 

 

 スライド31、32をご覧下さい。 

 ＰＧｘに関する市民調査を、インターネットを使って実施させて頂きました。詳細は省略

しますが、20～60歳代の合計500人にアンケートを取りました。 
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 スライド33、34をご覧下さい。 

 「ゲノムという言葉を聞いたことがありますか。」年代を越えて８割から９割が聞いたこ

とがあると回答しました。 

 「ゲノム情報に基づく医療を知っていますか」という問いには、半数ぐらいが知っていま

すと回答しています。 

スライド34 

スライド35 
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スライド36 

 

スライド37 

 

 スライド35、36をご覧下さい。 

 そこで、ＰＧｘについて、ある一定の情報を提供し、「こういうＰＧｘ試験に協力したい

かどうか」を聞きましたところ、比較的高齢の方でも男性では、結構、協力したいという方

もおられます。 
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 スライド37、38、39をご覧下さい。 

スライド38 

 

スライド39 
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スライド40 

 

 そこで、更にこのような「プライバシーとか、医師が説明する同意書へのサイン、匿名化

等の情報」を提供すると、協力したいという人が増えるということから、まだ十分な説明が

足らないのではないかというような結論です。 

 そこで、先程のメッセージＣを提示することにより、協力への意向が変化するかどうかを

みましたが、協力の意向が上がった人(87名)たちが増えたということは、こういった情報を 

広く一般の方々に、お伝えする必要があるということを示しております。 

 

 スライド40をご覧下さい。 

 結論ですが、男性で90％以上、女性で75％以上が「ゲノムという言葉」を知っていました。

しかしながら、ゲノム情報を用いた医療に接したことがある比率は50％に止まりました。こ

ういうテーラーメード医療という言葉を聞いたことがあるは、男性で30％、女性で20％でし

た。しかし、情報を提供することにより、ゲノム情報の活用に関し肯定的になるというのが

結論です。 

 

 スライド41、42をご覧下さい。 

 では、心配な点は何かといいますと、ゲノム情報の悪用、説明用途以外の使用、個人情報

の重要を挙げる方が多いという結果です。 

 

 スライド43をご覧下さい。 

 「臨床試験」と「治験」ということをちょっと考えてみたいと思います。治験というのは、

承認を申請するための資料の収集が目的です。今、我々が行っているのは、治験ではなくて

臨床試験です。治験というのは、このＧＣＰに則るわけですが、臨床試験はそういうことが 
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スライド41 

 

スライド42 

 

ない。治験によって得られるものは、当局による承認のみかというような問題も考えさせら

れる点ですが、承認を得るのが目的ではない試験の質は、どのように保障されるかというこ

とも問題になります。 

 

 スライド44をご覧下さい。 

 我々は、いくつかの薬効遺伝子に基づくＰＧｘ臨床試験を実施しています。例えば、この

心不全に関する臨床試験では、βブロッカーが効くか効かないを規定する可能性を示唆する

遺伝子も見つかっています。これは、いわゆる大規模臨床試験ではなくて、細々と、手作業

でやった小規模試験ですが、臨床試験のあり方というものをちょっと再考すべきかではない

かということで、敢えて出させて頂きました。 

 これらの試験は現在すべて進行中で、いくつのポジティブな結果が出ています。これは、 
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スライド43 

 

スライド44 

 

ドイツとの共同研究のプロトコールですが、ＰＧｘ臨床を行うための組織づくりも必要と考

え、ＰＧｘ臨床研究のための組織を組み立てようとしています。 

 そこで、このシステムを構築するに際し、我々が感じている問題点につきお話させて頂き

たいと思います。 
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 スライド45、46、47をご覧下さい。 

 目的は、薬効ゲノム情報に基づくrandomized controlled trial、これ迄に述べてきた結

核の臨床試験を実施するための基盤を構築することでした。実施・運用時のあらゆる可能性

について、個々の問題ごとに議論を重ね、その対処法につき我々なりに考えました。 

スライド45 

 

スライド46 
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スライド47 

 

スライド48 

 

 スライド48をご覧下さい。 

 問題点ですが、対象疾患が感染症であるということから、遺伝子判定を迅速に行い、その

情報を速やかに患者さんに還元し、化学療法を開始する必要がある。この開始に際し、先ず

は無作為化試験への参加、遺伝子解析を行うための同意取得の問題です。また、個人情報と

検体の取り扱いや検体の輸送を含めてどのように対応するか。セキュリティーの確保。遺伝

子解析から薬剤の割り付け。ＲＡと判定されると、300mg又は450mgに割り付ける必要があり、

均等に割り付けるためにはこれをコントロールする必要があります。こういう試験管理シス

テムを構築すること。また実際、我々の研究室、医療機関でも体制上の問題点がいくつか起

こってきました。更に、このＰＧｘ臨床試験に対する医療従事者、これは医師も含めてです

が、認識や理解上の問題点も浮上してきました。 
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スライド49 

 

スライド50 
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 スライド49をご覧下さい。 

 そこで、実際にネットワーク上のセキュリティーを確保することです。ここに示したシス

テムでセキュリティーが保証されるということを専門の方たちが仰っていますので、多分保

証されているのだと思います。 

 次に被検者登録管理システム、薬効ゲノム情報に基づく薬剤割付システムをつくる、デー

タサーバーを設置する、迅速かつ信頼性の高い検体輸送体制を設置する、個人情報管理者を

核としたプライバシー保護管理体制、こういうものを考え、構築しました。 

 

 スライド50をご覧下さい。 

 今回、参加して頂いている病院はこの四つです。いずれも呼吸器・結核の専門病院です。

私が所属していました大阪大学第三内科（山村教授）は、午前中に前教授の岸本先生が講演

されましたが、もともと結核、肺癆科と呼ばれていたところで、結核病院には多くの第三内

科出身の先生方がおられ、非常に協力して頂いています。その先生方のアクセスの認証には、

阪大の武田教授たちが管理しているシステムを使用していますが、これをインターネットで

結びシステムを構築しました。それぞれの医療施設間にネットを張るのに１年近くかかりま

した。「薬効ゲノム情報（株）」がそのサポートをしました。 

 

 スライド51、52、53をご覧下さい。 

スライド51 
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スライド52 

 

スライド53 
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スライド54 

 

 次に、同意取得から試験開始まで、まず、対象患者さんから同意書を頂き、遺伝子判定を

します。候補者が登録されますと、コンピューターで無作為割り付けを行います。そして、

割り付け結果をインターネットで各施設に連絡し、直ちに治療を開始して頂く、こういうシ

ステムです。簡単にできそうですが、遺伝子を扱う、また、新たに施設にネット設備を開設

するということで、結構、困難な折衝がありました。 

 個人情報管理と情報の還元について、このように複数ヵ所でセキュリティーをかけるとい

うことをやっています。 

 

 スライド54をご覧下さい。 

 これは、実際の割り付けですが、参加登録されますと遺伝子型を判定し、どちらに割り付

けるのか？ ４病院に均等になるように、年齢、性別、遺伝子型等々を判断し、直ちに、自

動的に一番均等な割り付けをするシステムを構築しました。 

 

 スライド55、56をご覧下さい。 

 遺伝子解析を伴う前向きＰＧｘ臨床試験には、一定の実施方法、基準がなかった。インフ

ォームドコンセントは一応ありますが、実際に前向きＰＧｘ試験を運営していくという点に

ついて、世界で初めての試みであると思われ、ドイツでも早く開始できることを今、願って

います。 
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スライド55 

 

スライド56 

 

 ところが、国際的な臨床試験登録システムに登録しなさいと今年の夏ごろから言われてい

ますが、未だ大阪大学では、こういう試験への登録がされてないということが非常に驚きで

した。そのため、大阪大学としてスポンサー・カウントも取ってしっかりやれということで、

これも結構煩雑でした。治験の場合にはＧＣＰに準拠して行いますが、こういう臨床試験で

は、本当に精度の高いものにするには、多くの配慮がいることを認識しました。 



 －148－

スライド57 

 

 ＰＧｘ臨床試験を推進するには、今後何が必要か？ 先ずは公的研究費であり、臨床研究

のスタッフ、特にパラメディカルの養成が必要と痛感しています。また、こういうＰＧｘの

臨床研究をする実施体制も必要かと思います。 

 そこで、このようなランダム化ＰＧｘ試験を行うには、どれだけ費用がかかるかというこ

とですが、企業がやるとたぶん３億円以上であろう、ドイツのケルン大学が申請している予

算は２億円です。大阪大学を中心とするグループでは、我々は手弁当でやっています。一部

は、このＨＳ振興財団から研究費を頂いていますので、この場をおかりして、お礼を申し上

げます。今後ともよろしくお願いいたします。また、薬効ゲノム情報(株)には、人件費等を

負担して頂いております。 

 

 スライド57をご覧下さい。 

 また、遺伝子型の誤判定が問題になってきます。因みにＲＡの患者さんを遺伝子解析して、

450mgを投与する。すると、血中濃度は服薬後2時間の至適濃度である4μg/mLになる。ところ

が、間違ってＳＡと判定してしまうと150mg投与となり、血中濃度が至適濃度以下になってしま

うという問題が起こってきて、治癒が遷延します。逆に、ＳＡをＲＡと判定して450mgを投与

すると、服薬後２時間に数μg/mL以上の血中濃度になってしまい、肝毒性が起こります。す

なわち、こういう遺伝子型判定装置のバリデーションが、極めて重要になってくるわけです。 

 

 スライド58をご覧下さい。 

 我々は、現時点では東芝と協力してジンライザースという機器を開発しています。これは、

外国の特許に抵触しない新しい方法です。電気的な判定法ですが、現時点ではＮＡＴ２の５＊、 
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スライド58 

 

スライド59 

６＊、７＊はバリデーションがされています。それ以外のものは未だですが、こういうのもstep 

by stepで進めていく必要があります。 

 判定機器は全自動化する必要があり、血液１滴を機器に入れると判定が出てくる。現時点

では、ＤＮＡから検査対象以外の遺伝子情報が漏洩する危険性があるということから、目的

とする遺伝子型だけを判定して、廃棄してしまう。そうすると、その採取血液については問

題を残さない。将来的には、網羅的解析結果が記載されているカードを持つという時代にな

るかも分かりませんが・・・。 
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 スライド59をご覧下さい。 

 ちょっと時間がオーバーしてしまいましたが、1995年作成と書いてある古いスライドをご

覧下さい。新規開発薬の代謝酵素は、当時はまだ十分同定されなかった。それで遺伝子多型

の知られている酵素については、また薬物動態から関与が示唆されるものについては、

PhenotypeとGenotypeとの相関性を検討するような臨床試験を実施すべきであると、ある研

究会で言ったところ、散々な意見を頂きました。何を考えているのだ、遺伝子もその当時で

すと2010年頃までは結果がでないのにと言われました。そこでまあ恨みを込めて、今このス

ライドをお示しするわけです。昨日、古いスライドをブラッシュ・アップしつつ、初めて提

示した頃のことを、感慨深く、今であれば、これを提示しても誰も文句は言わないだろう

と・・・。 

 

 スライド60をご覧下さい。 

 これはニューヨーカーに載っていた漫画でが、20××年、ニューヨークのドラッグストア

で、「ここに私の遺伝子があります。この遺伝子に合う薬を調合して下さい」という時代が

来るかも知れないというものです。 

 

 スライド61をご覧下さい。 

 この研究のサポートをしてくれているPharmacogene Tiptop Inc.は、おおさか大学起業支

援機構としての最初の起業支援会社として３年前に設立されました。興味がおありの方は、

ホームページにアクセスして下さい（http://www.pgtiptop.com/）。これは、ＰＧｘ臨床試

験を円滑に進めるために共に考え、薬効ゲノム情報を臨床の場に還元しようという意図で設

立されたものです。 

スライド60 
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スライド61 

 

 私の話は、これで終わらせて頂きます。 

 ご静聴、どうも有難うございました。 

 

（石川先生） 

 東先生、どうも有難うございました。 

 まさに、研究室から社会へという素晴らしい学術成果に基づいた社会貢献の動き、それも

非常に速いことに感銘を受けました。10年前には、先生が提案されたにもかかわらず、当時

は笑われたと。これは、日本のサイエンスの非常に重大な欠陥であると思います。はじめは、

突拍子もないアイデアだけれども、実際にはそれが本当に正しかったわけですね。 

 例えば、ピロリ菌で胃がんになるという最初の報告は、ものすごく学会でたたかれました。

しかしながら、最終的にはその発見の正当性が証明されて、ノーベル賞受賞につながったわ

けです。東先生の10年前の提案がいよいよ開花したということですね。しかもそれが、今度

は、ネットワークを通し広く咲き乱れているのだと思います。これまで大変たくさんのご努

力と、いろいろな問題解決があったかと思いますが、パネルディスカッションのときに話し

て頂ければと思っております。 

 ファーマコゲノミクスというのは、ほんとに奥が深い分野です。ＩＴの問題、情報管理の

問題、社会的な啓蒙の問題のほか、いろいろな規制の問題があって、その問題を１つ１つ解

決しながら、東先生は進まれています。パネルディスカッションでいろいろな裏話も聞かせ

て頂けると期待しています。 

 それでは、次の発表に移らせて頂きます。 

今度は、トキシコゲノミクスの演題に移ります。トキシコゲノミクスからメタボロームへと

いうパラダイムシフトの中で、新しくメタボロームを解析することによって、毒性評価がで

きてくるだろうということ内容を、堀井郁夫先生にお話して頂きます。よろしくお願いいた

します。 


