
 

 

[音楽] さて、始める前に......ご参加いただいた皆様に感謝申し上げます。アンディとおしゃ

べりをして、彼自身のことを少し聞いて、それから遺伝学や政策について少し話をするんだ。

アンディはその最前線で、彼の素晴らしい仕事ぶりを発揮しています。 

 

 

そうですね......まず最初に、お招きいただきありがとうございます......このチャットは楽しいで

すね。というのも、科学者は頭字語で話し、誰もが自分の言っていることを分かっていると思

いがちですが、そうでないことも多く、科学者が何について話しているのか分からないことが多

いからです。 

 

わたしは、イギリスとフランスの間にある ガーンジー島という小さな島で育ちました 最近読んだ

本で ガーンジー・ポテト・ピール・パイ・文学協会というのがあって そこには 6 万人くらいが住

んでいます。 私はいつも科学に興味を持っていました 10歳か 11歳の頃からなんとなく 科

学に興味を持つようになりましたしかし、私はひどい生徒で、学校ではあまり良い成績が取れ

ませんでした。そして、ガーンジー島で 1 年間働いて、働くことはとても大変なことで、学校で

もっと良い成績を取るべきであると思いました。 

 

最初の学位は人間生理学応用生理学で、人体の正常な形態と機能についての学位でし

た。私は、ニューカッスルにある医学研究評議会の神経化学病理学ユニットで、アルツハイマ

ー病とレビー小体型認知症という 2 つの病気について、1 年間働きました。そして、ニューカッ

スル大学で博士号を取得したんだ。 

 

私は細胞生物学から始めたのですが、細胞生物学は苦手で、ロジャーもご存じだと思います

が、得意な人と苦手な人がいて、私は確実に後者でした。当時は、1 日に 20～30 人の

遺伝子の 1 塩基対の小さな変化を調べることができる時代でした。最初の変異が 91 年に

発見され、2 番目は 1995 年、2 番目と 3 番目は 95 年に発見されているので、アルツハ

イマー病にとってはエキサイティングな時期でした。ですから、あなたがピッチを始めたときは、脳

の病気に関連する遺伝子の発見の時代のまさに始まりで、パーキンソン病について述べてき

た人たちよりもさらに先を行っていたのです。 

 

私は、ちょうどその頃、遺伝学が発展し始めたので、遺伝学に携わるようになりました。そして、



あなたはニューカッスルで博士号を取得し、レビー小体の認知症について研究しました。博士

課程では、遺伝子配列の解読をしたかったのですが、当時は、2、3 日でゲノム全体の配列

を解読することができる時代で、DNA 全体を読み取るという発想でした。私が博士課程に

いたころは、せいぜい 200 から 300 の塩基を読み取るのがやっとでしたから。200～300 と

いうと、1 日に 200～300 個、数年かけて全部の配列を読み取るのか、それとも 1 回の実

験で 200～300 個しかできないのか、実験には 1～2 日かかるので、200～300 個の塩

基配列を読み取ることができるようになるのです。そうすると、1 日に 12 人分の 200～300

塩基対の塩基配列を読み取ることができるわけですから、とても微々たるものです。 

 

 

例えるなら、携帯電話やカメラのようなものでしょうか。 

 

いい例えですが、当時は背中にケースを被せるピンホールカメラのようなもので、今の携帯電

話と比べると、もっと似ていますね。彼は古い技術を使って配列決定をしていましたが、新し

い自動化された技術ができて、放射性ゲルを使わなくても、レーザーやその他の機械が使え

るようになりました。私は博士課程の間に、英国で収集したサンプルを使って一連の家族の

実験を行うために米国に行きました。今世紀はずっとパーキンソン病を見てきましたが、公開

された関する情報の多くは、アルツハイマー病や他の脳の病気と比較するのに便利です。遺

伝学のポイントは生物学について知ることであり、疾患間でいくつかのことを推論することがで

きるのですが、疾患間で調べることは本当に重要です。しかし、パーキンソン病の遺伝学に関

する主な発見を知ることは、私たちにとって有益なことだと思うのです。もし私がその遺伝子を

持っていたら、かなり高い確率で病気になります。そのため、一般的に、病気を引き起こす遺

伝子の変異を捕らえる遺伝子について話すとき、その分野ではおよそ 1 ダースほどの遺伝子

が存在します。しかし、実際には、それらのいくつかは、必ず病気になるというわけではありませ

ん。この変異がパーキンソン病を引き起こすとよく言われますが、実際にはそうではなく、実際

に変異を持つ人のうち 30～40 人がパーキンソン病を引き起こすだけです。この 12 個の遺

伝子を持っていると、発症するリスクが高い、あるいは、発症した可能性が高いと思われる人

は何人いるのでしょうか。GBA バリアントは、よく病気の原因となる変異や突然変異と呼ば

れますが、実際には危険因子であり、その中間に位置するものです。そのため、診療所に来

るような人々の大多数は、リスクを高めるこれらの変異を受け継いでいる可能性がありますが、

これがあなたの病気の中核をなしていると確信できる遺伝子を持つ人の数は、比較的少な

いでしょう。パーキンソン病患者の 1000人に 1人、実際には 5000人に 1人がその遺伝

子に変異を持つということになりますから、非常に稀ではありますが、病気を理解する上では



重要です。私は、これは本当に良い質問だと思いますし、実験的なプロセスにおいて、頻繁

に、そして早期に、自分自身に問いかけるべき質問だと考えています。パーキンソン病の患者

は、30 代か 40 代のごく早い時期に発症する傾向があり、病気の進行は非常に速く、どの

世代でも非常に強いので、典型的な病気ではありません。発見されたタンパク質は、シヌクレ

インという、誰もが持っていて変異のない正常なタンパク質で、パーキンソン病を特徴づける

病的特徴の一部であるレビー小体には変異がないので、この 2 つの世界を結びつけたような

ものです。この遺伝子によってコード化されるタンパク質を含む脳の病理学的特徴があります。

ですから、この 2 つを結びつけるのは本当に素晴らしい方法でした。 しかし、あなたが言った

2 つの遺伝子、つまり gba 遺伝子の後に出てきた遺伝子はすべて、病気の発症に関係し

ているとどうやって証明できるのでしょうか。というのも、その遺伝子はこの病気の人によく現れ

るのですが、それがこの病気と関係があるとどうやってわかるのでしょうか、うちの子だけでしょう

か、非常に難しいですね。 病気のリスクの範囲についてお話しましたが、本当に稀な原因

変異があり、それから、病気のリスクをほんの少ししか与えないようなリスクもあります。しかし、

私は、このことを証明するためには、おそらく、細胞内を調べたり、これらの変異を持つ動物を

作ったりしなければならないと思っていました。そして、15 年前に登場したのが、患者自身の

皮膚細胞や血液細胞から神経細胞を作ることができる、いわゆる「ips 細胞」です。遺伝学

者として、自分の遺伝学的発見に重みを持たせ、関連性を持たせるために、どれだけ役に

立ったか。人工多能性幹細胞の作成は、患者から採取した組織パンチや血液サンプルを神

経細胞に変化させ、それを研究することができるようになりました。 

 

ＬＲＲＫ２の話をしましたが、ＬＲＲＫ２の変異は 2004 年に私たちの研究室と別の研

究室で同時に発見され、すぐに、この変異がＬＲＲＫ２をコードしていることがわかりました。

この遺伝子はキナーゼと呼ばれる種類のタンパク質をコードしていて、細胞内で物事をオン・

オフするスイッチのようなものだと考えられます。そのスイッチをいじれば、治療ができるかもしれ

ません。そして、ご存知のように、それは今追いかけられている道の一つです。この遺伝子は、

どちらかというとまれな家系に属していたのですが、ある日突然、より一般的な遺伝子と結び

ついたため、主流となりました。つまり、90 個の異なる DNA 断片があったとして、それらがす

べてお互いに会話しているのか、それとも 90 個の異なる事象が起きて、それが一緒になって

パーキンソン病を発症しているのか、どうやって見つけたものを結びつければいいのか、というこ

とです。 

 

リスク遺伝子についてはさらに複雑で、遺伝子が何なのか、いくつかの遺伝子を含む領域が

あり、どの遺伝子がそうであるかがわからないのです。この 10 個のうちのどれかに賭けてみるこ



とにします。さらに複雑になるのは、もちろん、私たちが話しているのはリスクを与えるものであっ

て、因果関係ではないので、その効果は非常に小さいからです。しかし、この問題に取り組む

方法はあります。特定の遺伝子の機能が何であるかについての考えを持っているので、90 の

遺伝子領域とその中のすべての遺伝子を調べて、関連する機能を探すことができます。ある

特定のプロセスや別の特定のプロセスに関与している遺伝子を見つけることができます。この

ような DNA の領域には、細胞のその部分と対話するような遺伝子があるように思えます。こ

の 25年間で、DNA の塩基配列は技術的に大きく進歩し、今では 1日で細胞内のすべて

の遺伝子を網羅するゲノム全体の塩基配列を決定できるようになりました。というのも、初期

のころは、家族がいて、遺伝子を探しに行き、遺伝子が見つかり、ありがとうございましたとい

う感じでしたが、今は、リスクが高まっている DNA の領域を 90 個見つけましたと言うのです。 

というのは、どのようにしてリスクを見つけるのか、ということですが、これは素晴らしい質問です。

このように、私たちはテクノロジーによって信じられないような変化を経験しましたが、同時に、

扱うべき患者の数によっても信じられないような変化を経験しました。2001 年の最初のゲノ

ムの配列決定には約 13 億ドルかかりましたから、かなり時間がかかったと思われます。140

万人の全ゲノムを配列することはできませんが、そう遠くないうちにできるようになると思います。

英国では、パーキンソン病のためではなく、一般的に、何十万人もの個人の全ゲノム配列決

定を行う、英国バイオバンク・イニシアチブという、本当に素晴らしいイニシアチブがあります。こ

のようなリソースはどんどん増えていますが、どのように対処したらよいのでしょうか？少し脇道

にそれますが、先ほど、大きな変異を持つ人の 23～40％が偽善的になると言われました。

遺伝子を持っていると言われても、必ずしも何になるのか分からないし、明らかに心配になる。

そうですね、イギリスの法律は知りませんが、アメリカでは遺伝子情報に基づく差別から保護さ

れています。もう一つは、本当に個人的な意見なので、偏見を言わせてもらうと、私の妻は

遺伝カウンセラーとしての訓練を受けていましたので、彼女の仕事は、人々にこの情報を与え、

それが自分にとってどういう意味を持つかを評価するのを助けることでした。それが自分にとっ

てどういう意味を持つのか、リスクという点でどういう意味を持つのか、家族のリスクという点でど

ういう意味を持つのか、それを評価する手助けをすることです これは極めて個人的な意見な

ので、知識は力なり、今は知りたくないという考え方があるかどうかは、個人によって違うと思

います。 それで、技術が進歩し、比較的大きな集団の遺伝子変異を非常に詳細に調べら

れるようになりました しかし、疑問の 1 つは、遺伝学ではリスクを与える 1 つがわかるのに、

何がリスクを変えているのかというものだと思います。遺伝学ではわからないことがあるのか、遺

伝学ではわからないことがあるのか、環境にあるのか、何がそうさせているのか。というわけで、

遺伝学に基づくリスクを推定することができました。このことが意味するのは、パーキンソン病の

患者をたくさん集めて、それぞれの人の遺伝の寄与を平均してみると、パーキンソン病になっ



た理由の約 25％になる、ということです。つまり、ある人は 1％、ある人は 100％ということ

です。まず、25％というのは、おそらく過小評価です。  

 

 

 

遺伝は重要ですが、それがすべてではありません 他の何かが起こっているのです その他の何

かとは、2 つの種類に分けられると思います。 1 つは環境です 。ここで言う環境とは、人生の

間にあなたに起こることを意味します。 そして 2 つ目は、ランダム効果ですこれはもう少し理

論的で、一部の科学者が考えるパーキンソン病が発生する可能性のある特定の方法と関

係があると言えますが、それは他の選択肢になりますから。ということは、ある種の環境要因が

あるのでしょう。最近注目されているのは、遺伝子の発現を制御する epigenic と呼ばれる

ものが DNA上に存在するという考え方です。 

それとも、完全に独立して働き、何かの発現とは無関係なのでしょうか？素晴らしい質問で

すね。 

 

 

環境というのは、いろいろな意味で環境を考えることができます。もし、人生の早い段階での

暴露がパーキンソン病の危険因子になったとしたら、それは何らかの持続的な影響を及ぼし

ているはずだと想像できます。そのため、遺伝に影響を与えるという考え方は非常に合理的

であると思います。そこで、アンディに質問があります。 サンプルは、北アメリカの特定の人口

層から採取したものです。パーキンソン病に限らず、遺伝子研究の大部分は、北欧の祖先

を持つ人々で行われてきました。先ほどお話した alert to mutation や LRRK2 は、

g2019s と呼ばれるかなり一般的な変異で、北欧の集団の中では違いが見られます。 私

はグローバル・パーキンソン遺伝学プログラムと呼ばれるプログラムを運営していますが、そのア

イデアは、世界中から 15 万人のパーキンソン病患者を集めることです。サハラ以南のアフリ

カ 北アフリカ 南東アジア アジアのすべての地域で、異なる祖先の背景を持つ患者を集め、

どのように遺伝学が同じで、どのように遺伝学が異なるかを理解しようと試みているのです。し

かし、実際には、パーキンソン病になる人は、対数 2＋x＋y＋z を持っており、そうでない人

は、対数も持っているのです。そして、そのような遺伝子の変異で、パーキンソン病のリスクを

説明することができるのでしょうか？一般集団のパーキンソン病のリスクに影響する一般的な

遺伝的変動が、LRRK2 変異を持つ人々のリスクにも影響することが分かっているので、これ

らの 90 ほどのリスク遺伝子座が風水にも影響し、病気になるかならないかにある程度影響

すると言えます。そうそう、それから、これは先週聞いた話なんですが、真実ではないかもしれ



ませんが、DNA が何をコードしているかということです。という質問と関連しているのですが、

明らかにコード化されていないものがそこに存在しています。そして、遺伝子の研究では、コー

ド化されたビットだけでなく、コード化されていないビットをどのくらい拾っているのでしょうか。1 1 

2 3 とすると......残りは......ジャンク DNA と呼ばれていましたが、実はジャンクとは......何

をするものかわからない、だから今は無視しようということで、この種の非コード領域が何である

かがわかり始めています。ゲノムの大部分を占める非コード化領域が何をするのか、その実態

がわかってきました。なぜなら、私たちの反応は細胞型とサブタイプで異なり、また、人生の

様々な時期で異なるからです。遺伝子の発現を変化させたり、遺伝子が発現している場所

に影響を与えたりするものです。コード化されていない部分に変化が見られる場合、それはコ

ード化に何らかの影響を与えるに違いありません。というのも、これらの領域は本当に大きな

影響を与える傾向があるからです。 

 

そして、もう一つの質問であるエピジェネティックな研究については、DNA の塩基配列を決定

することで、このようなエピジェネティックな研究を行うことができます。エピゲノム配列解析はど

の程度可能で、すべての DNA がどのような形をしていて、その外側にある制御要素はどのよ

うな形をしていると言えるでしょうか。私たちが行う遺伝学の研究の多くは、30 億の塩基対

をすべて見るのではなく、1000 の塩基対ごとに見て、情報を推論するのに役立ちます。最も

アクセスしやすい組織は血液ですが、パーキンソン病と本当に関係があるのでしょうか。ゲノム

配列のバリエーションだけでなく、ゲノムの変化も見ることができるようになるのです。そうすれば、

個々の細胞における遺伝子やエピジェネティックな変化を知ることができますし、政策的に悪

い方向に向かう細胞と、良い方向に向かう細胞とを比較することができます。 

 

科学というのは、毎日山を一歩一歩登っていくような、驚くべき努力の結晶です。組織の塊

や脳の塊を取り出し、個々の細胞の DNA の配列や RNA の配列を決定し、それをまとめて

保存します。私たちが興味を持っている病気のプロセスは、ある特定の種類の神経細胞にあ

ると思われます。また、個々の患者の個々の細胞まで掘り下げて、それが個々の細胞ベース

で何を意味するのかを理解することもできます。遺伝子が性別に関係することは明らかです

が、それをどのように研究に取り入れるのでしょうか。パーキンソン病について、何か知っていま

すか？  

 

 

遺伝子的な観点からは、男性、男性、女性の間に一貫した違いは見られません。私たちは、

まず家族に関連する遺伝子を特定し、次に DNA のリスク部分を特定し始めました。それと



も、遺伝学は、集団全体を対象としない限り、おそらくこれ以上何もできないでしょうし、あな

たが言っているような、個々の細胞に穴をあけるような方法をとるかもしれません。あなたが話

したことの多くは、実際に......25％という数字について話したのですが、遺伝的要素につい

ては、その約 3分の 1 の遺伝的基盤が分かっています。 

 

 

いいえ、そうではありません。しかし、病気の遺伝的リスクは推定されており、これまでに判明

した 1990 の遺伝子座と 90 の領域は、25％のうちの約 3 分の 1 を占めているに過ぎま

せん。なぜなら、残りの遺伝子はそれぞれ、前の遺伝子よりも効果が小さいからです。ですか

ら、何らかの形でリスクに関与している遺伝子領域は、おそらく何千にもなるでしょう。ここで

考えるべきことは 2 つあります 伝統的に私たちは常に遺伝学を、病気のプロセスを分子レベ

ルで理解するためのものと考えてきました。私の昔の上司がよく言っていた例えは、遺伝学は

映画のオープニングクレジットである。 映画のオープニング・クレジットです。映画の筋書きは

わかりませんが、オープニング・クレジットを見れば、アーノルド・シュワルツェネッガーがスタッフで

あれば、何が起こるか推測がつきます。遺伝子が関与していることが分かっているすべての遺

伝子を取り出して、それらの遺伝子がどのようなプロセスに関与しているかを理解し、それらの

プロセスが合体するポイントを探し、それが実際に病気のプロセスであることを知り、病気のプ

ロセスを理解すれば、当然、その病気のプロセスの中に止めることのできるスペースを探そうと

することになります。遺伝学には他の価値もあると思います。生物学を理解するという考え方

もそうですが、私たちが長年にわたってますます評価していることは、どんな治療法を考え出し

たとしても、それを早く適用できれば良いということです。 ですから、最初の部分は治療法、

あるいは生物学を理解することで治療法を見つけること、2 番目の部分はその治療法の恩

恵を受ける人を予測すること、3 番目の部分は私たちが実際に考えていること、あるいは多く

の人が考えていることです。だから、生物学に基づいた治療法を開発し、病気だとわかる前に、

その治療法を適用することができるようにしたいと思います。そのため、将来的には、病気であ

ることを自覚する前に治療することができるようになるでしょう。このロックもキナーゼ薬ですが、

遺伝学的に言うと、ほとんどの人はこの薬を持っていないので、全員に投与するのではなく、こ

の薬を持っている 1 パーセントの患者を選び、その人をターゲットにするつもりです。遺伝学に

関連する試験という点では、医療全体が精密な個別化医療に向かうと思います。パーキン

ソン病については、遺伝学がそれだけですべてを行うわけではありません。よく聞かれる質問で

すが、人々は自分の子供や家族が病気になったときのことを心配しています。というのも、昔

は遺伝子検査を依頼すると、1 つの遺伝子しか調べることができませんでしたが、今はパネル

があり、100 の遺伝子を調べることができます。私があなたに質問したいのは、クリニックに来



た人が自分の遺伝子を調べたいと言ったらどうするか、そして、それが私の家族とどのように関

連するのか、ということです。私は遺伝学者ですが、パーキンソン病ではない病気のために遺

伝カウンセラーに相談したところ、今まで考えてもみなかったことを考えさせられました。しかし、

平均的な経験則では、パーキンソン病の人がその子供を持つ場合、パーキンソン病になる

確率は一般の人の約 2 倍と言われています。最初は怖いと思うかもしれませんが、200 人

に 1 人がパーキンソン病になるとしたら、その子供は 100 人に 1 人の確率ということです。 

だから、私が言いたいのは、家族歴がない限り、心配することはない、ということです。私の専

門ではありませんが、精神医学の分野では、躁うつ病や統合失調症、ひどいうつ病などの精

神疾患を理解する上で、遺伝学が重要な役割を担っているようです。 

 

 

私は、あなたがポグスの素晴らしい世界的イニシアチブを率いる一方で、アルツハイマー病の

研究をしているという、ある意味ユニークな立場にあることを考えると、これらの病気は持続的

である一方で、実際にはかなり共通点があるということをどの程度理解しているのでしょうか。

また、アルツハイマー病と前頭側頭型認知症は非常に異なっていると言えるのでしょうか。神

経変性疾患で見られるようなことよりも、私は、遺伝学から一般的に分かっていることは、ア

ルツハイマー病とパーキンソン病は遺伝的に非常に異なっていると言うことです。アルツハイマ

ー病と重なるが、パーキンソン病とも重なる レビー小体型認知症は、この 2 つの疾患の遺

伝的中間点のようなもので、この 3 つを一緒に研究して違いを見たり共通点を見たりするこ

とは、確かに多くの利益があります。遺伝子や遺伝的リスクについて話してきましたが、明らか

に最大のリスクは年齢です。そこで質問ですが、なぜ年齢が病気になるのにそんなに重要な

のか、それは年を取るとすべてが疲れてしまい、細胞があまりうまく働かないからでしょうか、そ

れとも私たちのお気に入りのプロジェクトに関連するのでしょうか。というのも、遺伝子を抑制す

るためのコントロールが、少し漏れ始めたからです。それとも、ただ単に、すべてが硬くなり、す

べてがパックアップされて、遺伝子がそうでなくなるだけなのでしょうか。私はちゃんと答えられる

かわからないけど......私が思うに、年齢は、あなたが浴びた物の量と、あなたの生物学にお

ける、あなたの体の調節機能の全般的な崩壊に関係しているのです。ある年齢を過ぎると、

私たちの体はうまく機能するように設計されていませんし、遺伝子もうまく機能しないのです。

何千年も前にゲノムに組み込まれたウイルスの断片が、年をとるにつれて活性化し、ウイルス

の断片をコードする遺伝子を発現し始め、免疫反応を引き起こし、それが病気を引き起こ

すというものです。もしそれを理解することができれば、治療法を提供することができます。もし

それがウイルスであれば、私たちは明らかに新しい遺伝子が発現しているものを止めることが

できますし、抗ウイルス剤を与えることもできます。 



 

そして、その活性化の引き金となるのは、生きた経験なのか、それとも単に時系列的なものな

のか、うーん、どちらか一方だけということはないでしょう。パーキンソン病の遺伝学がどのように

変化してきたか、そして、あなたがこの分野を変化させたことに感謝します。また、スポンサーで

あるスーパーナス・ファーマシューティカルズ社に感謝いたします。 


