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研究成果の概要（和文）： 

 患者個人の遺伝子に合わせて治療を行うテーラーメイド医療の推進には、遺伝子情報に関す

る研究を進めることや遺伝子検査結果に基づいた薬物療法が広く普及していくことが重要であ

る。そこで本研究では、ワルファリンの維持投与量について、体重や心不全の既往が維持投与

量に大きな影響を及ぼすこと、並びに逆流性食道炎のプロトンポンプ阻害剤（PPI）による治療

には CYP2C19 の遺伝子多型が影響を与えていることを明らかにした。さらに、遺伝子情報の正

しい意味と活用方法を広めることを目的として日本ゲノム薬理学研究会を設立し、薬剤師、医

療従事者、あるいは一般市民に対して講演会を開催した。 

 
研究成果の概要（英文）： 

    For promotion of the medical treatment tailored to individual gene differences, it 

is important to advance the medical research on gene information and widely spread the 

genetic-screening therapy.  So, in this research, it was shown clearly that the 

anamnestic weight or heart failure has big influence on a maintenance given dose of 

warfarin, and that in the reflux esophagitis therapy, the medical treatment with PPI has 

been affected by the gene polymorphism of CYP2C19.  Furthermore, the Japanese genome 

pharmacology study group was established for the purpose of spreading the pertinent 

knowledge and the practical use method of gene information, and the lecture meeting was 

held to the pharmacist, physician, nurse and the citizens of Kobe. 
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１．研究開始当初の背景 
 臨床現場ではチーム医療が基本であり、多
職種が共同で医療を行うことは常識となっ

ている。大学病院薬剤部としてはこれまで、
薬学生の実習受入・指導や、医学部学生に対
する講義・実習指導などを通じて、医療人教
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育に携わってきたが、平成 19 年度からは保
健学科の学生に対しての教育も開始してい
る。保健学科の取り組みは特色ＧＰにも採択
され（多職種医療人協働（IPW）教育の展開
に関する取り組み）、また医学科での取り組
みは特別教育研究経費（チーム医療推進型協
同教育体による次世代医療人の育成）に採択
されており、現在医学科・保健学科・薬科大
学協同で真の意味でのチーム医療を実践で
きる人材の教育を目指している。このような
基盤に基づき、さらに薬剤師の職能の特色を
生かし、医療への貢献度を高めることが必要
である。 
 薬剤感受性遺伝子の探索が進み、薬物の適
正使用を行うためには、遺伝子検索をあらか
じめ行うことが一般化しつつある。例えばワ
ルファリン代謝酵素（CYP２C9 や VKORC1）、
PPI 代謝酵素（CYP２C19）、イリノテカン代謝
酵素（UGT1A1）などについては広く知られて
おり、米国ではこれらの遺伝多型を検索する
事が望ましい、との FDA の勧告が示されてい
る。またがん化学療法において、分子標的薬
の使用が進んでいるが、例えばゲフィチニブ
が標的とする EGF 受容体の変異の有無が、抗
腫瘍効果を左右する例が報告されているな
ど、適正使用には標的分子の遺伝子検索が必
須のものも多い。確定した遺伝子以外にも、
今後多くの薬物感受性に関連する遺伝子が
明らかにされると考えられる。 
 以上のことから、今後薬物治療を行うに先
立ち、遺伝子の検索を行うことが一般化され
る可能性が高い事が予想される。神戸大学病
院では遺伝子診療部が活動しており、先天性
異常やがんの治療に関連する遺伝子の検索
と治療を行っているが、今後上記のように薬
物治療に関連する遺伝子の検索がルーチン
化する際には、医師だけでなく薬剤師が積極
的に関与することが望ましい。 
 そこで、現在の遺伝子診療部に、薬剤師が
積極的に関わる体制を整えることが、治療上
有益と考えた。当薬剤部では以前から、薬物
代謝酵素の遺伝多型が薬効を左右する結果
を示しており（CYP２C19 遺伝多型とプロトン
ポンプ阻害薬の体内動態・H.Pylori 除菌効果
など）、その延長として薬物感受性遺伝子検
索を行うシステムが構築されている。診療科
との連携例では、小児科との共同研究で、筋
ジストロフィーの遺伝子治療に参画する実
績 （ Takeshima Y et al., Pediatr 
Res.,59(5):690-4,2006.）をもち、遺伝子診
療部の相談先として関与している。現在、ワ
ルファリン使用中の患者に対し、代謝酵素の
遺伝多型を明らかにして、投与設計に生かす
ための検討を行っており、研究レベルではあ
るが、積極的に遺伝子を検索するシステムが
稼働している。 
 先に述べたように、薬剤感受性遺伝子の検

索が将来ルーチン化される予測のもとに、薬
剤師の積極的な関与を推進するためには、以
下の教育が必要とされると考えた。即ち 
１）遺伝子解析のための基本的手技（既に当
薬剤部で確立されている） 
２）インフォームドコンセント取得のための
コミュニケーション技法 
３）薬物治療モニタリングの一環としての薬
剤師による静脈血採血（将来展望として／後
述） 
 研究代表者は、前任の薬科大学在任中に、
病院・薬局実務実習を長らく担当し、学内の
様々な部署や研究室と協力して、実務実習の
準備教育を学内で行うことに努め、その報告
も行ってきた。同時に、神戸大学医学部・秋
田教授、橋本准教授と共同して医療コミュニ
ケーション教育に必要な模擬患者の養成も
行ってきた。以上のように、チーム医療教育、
コミュニケーション教育、医学教育の確実な
基盤に基づき、臨床活動への薬剤師の戦略的
活用の方策を検討することとした。 
 薬物治療のモニタリングを適正に行い、治
療薬選択や投与設計を任されるようになれ
ば、薬剤師の活動は薬物適正使用、医療費削
減に繋がる上に、医師の負担軽減にも資する
と考えられる。遺伝子検索に基づく薬物の投
与設計・薬物治療モニタリングは、テーラー
メイド医療には必須であり、薬物治療に参画
する観点からも、薬剤師が取り組むべき活動
である。またこのような活動は将来的に適正
な薬物治療に必須となることが予測される。
遺伝子解析を行う場合には、インフォームド
コンセント（IC）を患者から得る必要がある
が、その際のコミュニケーション教育も必要
であるため、従来から模擬患者を活用した医
学教育を実施している本学では、そのための
教育基盤が既に存在する。これらの背景をも
とに、薬剤師の特性を活用するための新たな
教育システムを構築することを目的として、
本研究に着手する。薬学教育年限が 6年に延
長し、臨床薬剤師活動を充実させ、医療の質
の向上と医療資源の合理的配分、患者満足度
の向上などを図る目的にかなった薬剤師を
養成するための第一歩が踏み出された。その
薬剤師が活躍するべき臨床現場では、チーム
医療が基本となっている。チーム医療が実践
できる人材育成のために、神戸大学医学部で
は、医学科・保健学科および神戸薬科大学と
の合同教育が実施されており、学部における
協同教育は成果をあげつつある。また神戸大
学医学部は文部科学省の医療人 GP、特色 GP
やがんプロフェッショナル養成プランなど、
多くの取り組みを実践しており、医療人の教
育に関する基盤が構築されている。地域医療
の中核としての医療活動や、高度先進医療を
開発する研究機関としての活動はもちろん
であるが、そのための人材を育成する事が大



 

 

学の大きな使命である。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究では 3年間で、治療薬選定時の薬剤
感受性遺伝子解析システムのルーチン実践
体制を構築するとともに、臨床薬剤師教育の
モデルを提示する。遺伝子解析に基づくテー
ラーメード医療は、薬剤師職能のうち、治療
薬物モニタリング（TDM）の一環と考えられ、
これまでの薬剤師の能力とは整合性がある
が、効果的なモニタリング実施のために、薬
剤師による静脈血採血が望ましい。そのため
にどのような教育が必要かを明らかにし、医
学科との共同でカリキュラムを開発、薬剤師
免許所持者を対象に実施していく。このこと
で、特定の治療薬使用時の遺伝子解析を行う
時、IC 取得と同時に血液採取が可能となり、
患者の負担軽減とサンプルの適正な処理が
迅速に行える。また病院内に本プログラムを
周知することで、薬剤部の活動を他部門にも
伝えることができるため、コミュニケーショ
ンの改善が期待でき、チーム医療への参画が
よりスムーズになると期待できる。新たな業
務と臨床研究を連動させることで教育的効
果をあげ、また薬剤師の活動を広く知らせる
ことは、大学病院に限らず、市中病院や薬局
でも可能と考えられる。現職薬剤師の活動が
活発化し、自己学習や後輩への教育、さらに
多職種医療人協働の試みからチーム医療で
リーダーシップをとる薬剤師の輩出に繋が
ると期待できる。このように臨床現場での効
率的な教育方法の確立と、教育を行うことに
よって、教育する側も成長すること、ひいて
は患者の医療の質向上につながることは明
らかである。 
 遺伝子検索に基づいた薬物の投与設計を
行うために必要な基礎的研究、並びに遺伝子
情報の正しい意味と活用方法を広めること
を目的として、下記の取り組みを行った。 
 
（１）遺伝子解析システムの構築 
 現在神戸大学病院では、遺伝子診療部が存
在し、先天性疾患やがん治療への遺伝子解
析・遺伝子治療が実施されている。しかし、
薬剤感受性遺伝子の検索は診療科ではほと
んど行われていない。薬剤部では以前から薬
物代謝酵素や薬物輸送体の遺伝多型を検索
し、体内動態への影響を明らかにしてきた。
現在は診療科との共同研究で、ワルファリン
代謝酵素の遺伝多型を検索し、投与設計に反
映させるためのガイドライン構築に着手し
ている。そこでこの活動をひな形にして、他
の薬剤感受性遺伝子についても遺伝子解析
を行うシステムを構築する。即ち診療科で薬
物治療を行う際に遺伝子解析を必要とする
患者を選択し、薬剤師が患者と対面してイン

フォームドコンセントを取得し、遺伝子の検
索を迅速に行い、その結果を主治医に報告し
て、薬物投与設計に反映することをルーチン
化する。 
 
１）ワルファリンの維持投与量の予測 
ワルファリンの血液凝固作用は薬物代謝酵
素である CYP2C9 や VKORC1 に影響を受けるこ
とが知られているが、それらの酵素は遺伝子
多型を有しており、個人差の要因となってい
る。そこで、ワルファリンの維持投与量を予
測することを目的として、遺伝的要因による
感受性の違いや既往歴を含めた患者因子の
影響について調査した。 
 
２）PPI 治療と遺伝的要因による影響 
胃酸が食道に逆流することで知られる逆流
性食道炎と非びらん性胃食道逆流症の治療
には胃酸の分泌を阻害するプロトンポンプ
阻害薬（PPI）が用いられているが、PPI が
CYP2C19 により代謝されることから、その治
療には個人差が存在するとされてきた。そこ
で、遺伝的要因が本疾患に与える影響を調べ
ることを目的として、患者の遺伝子型と治癒
率について調べた。 
 
（２）日本ゲノム薬理学研究会の設立と活動 
 遺伝子検索に基づいた薬物の投与設計・薬
物治療モニタリングはテーラーメイド医療
に必須である。今後、テーラーメイド医療の
推進には、遺伝子検査結果に基づいた薬物療
法が広く普及していくことが重要であり、医
療の質の向上を図るために、薬剤師の積極的
なかかわりが必要不可欠となる。そこで、研
究教育活動並びに社会啓蒙活動を行うため
のシステムを構築することを目的として、日
本ゲノム薬理学研究会の設立、並びに講演会
を実施した。 
 
（３）教育システムの検討 
 遺伝子解析に基づく適切な治療計画とモ
ニタリングには、遺伝子解析の結果と薬物治
療のモニタリングを包括的に薬剤師が管理
することが望ましい。そのためにはインフォ
ームドコンセント取得速やかな患者血液サ
ンプルの採取と、迅速な遺伝子解析が必要で
あり、そのすべての過程を薬剤師の手で行う
ことができれば、効率的な治療と情報の集積
が可能になる。現時点では薬剤師に静脈採血
行為は許可されていないが、将来的に採血が
可能になるためにはどのような教育が必要
かを検討し、医学部の講義やシミュレーショ
ン装置を利用した教育訓練システム構築を
議論する。 
 
３．研究の方法 
（１）遺伝子解析システムの構築 



 

 

 薬剤感受性遺伝子について、遺伝解析体制
やシステムの構築を行い、下記項目について、
検討を行った。 
１）ワルファリンの維持投与量の予測 
 ワルファリンを服用している患者 59 名に
おける CYP2C9 及び VKORC1 の遺伝子多型につ
いて、重回帰分析を用いて調べた。 
 
２）PPI 治療と遺伝的要因による影響 
 PPI を 2か月以上投与した胃食道逆流症患
者を対象に FSSG（Frequency Scale for the 
Symptoms of GERD, 通称 F スケール）問診
票を実施し、F スケール 8 点を cut off 値
として、PPI 治療抵抗性胃食道逆流症の患者
割合を検討した。 
 
（２）日本ゲノム薬理学研究会の設立と活動 
 研究教育活動及び社会啓蒙活動を行うた
めの研究会を設立し、講演会を開催した。ま
た、お薬体質検査の普及と改善点の見直しの
ため、研究会で患者モニターを募集し、検査
結果に基づいた相談外来を実施した。幅広い
参加者を募るため、講演会の後援を神戸市、
共催を兵庫県病院薬剤師会に依頼した。 
 
（３）教育システムの検討 
 薬剤師レジデントを導入し、教育カリキュ
ラムの中に、遺伝子解析と患者対応（インフ
ォームドコンセント取得や、治療モニタリン
グなど）を取り入れ、遺伝子治療への参画が
できる薬剤師の養成を行う。薬学 6年制の大
学院教育については、専門薬剤師教育が視野
に入っているため、今回のカリキュラムとの
整合性を検討し、大学院教育への応用をはか
る。また、地域の他病院でのシステム稼働状
況の評価と、その成果の分析し、本研究の一
般化についての検討を行った上で、日本病院
薬剤師会が実施している専門薬剤師制度に
照合して、薬剤師の専門性の評価と専門薬剤
師制度への適用を検討する。 
 
４．研究成果 
（１）遺伝子解析システムの構築 
１）ワルファリンの維持投与量の予測 
ワルファリン維持投与量について調べたと
ころ、CYP2C9＊1／1、及びVKORC1 1639G＞A を
有する患者で増加が認められるとともに、体
重や心不全の既往が維持投与量に大きな影
響を及ぼすことが認められた。さらに、既往
歴などの患者背景を調べたところ、体重や心
不全の既往が維持投与量に大きな影響を及
ぼすことが認められた。以上から、ワルファ
リン維持投与量を決定する際、体重や心不全
の既往に加え、CYP2C9 および VKORC1 の量遺
伝子を組み合わせて考慮することで、より精
度の高い予測を立てることができることが
示唆された。 

 
２）PPI 治療と遺伝的要因による影響 
遺伝的要因が PPIによる逆流性食道炎の治療
に与える影響について調べたところ、野生型
の遺伝子多型を有する患者は CYP2C19＊2、
CYP2C19＊3 のいずれかの変異型を有する患
者に比べて逆流性食道炎の治癒率が低いこ
とが認められた。このことは、逆流性食道炎
の PPI による治療には CYP2C19 の遺伝子型が
影響を与えていることが示唆された。 
 
（２）日本ゲノム薬理学研究会の設立と活動 
 2012年4月に日本ゲノム薬理学研究会を設
立し、講演会を計 5回開催した。医療従事者
のみならず、一般の参加者など幅広い参加が
認められた。社会啓蒙活動のため、講演会は
今後も継続して開催する予定である。 
 
第 1 回 平成 24 年 4月 19 日（神戸） 
「ゲノム薬理学の発展を目指して」 
 
第 2 回 平成 24 年 6月 24 日（神戸） 

「薬学生実務実習における遺伝子医療教育」 

「個人向け CYP 検査の展望と問題点」 
 
第 3 回 平成 24 年 8月 19 日（神戸） 
「遺伝子でわかる薬との上手な付き合い方」 
「ゲノム薬理研究が医療の革命を起こす：〜
遺伝子検査からがんのテーラーメイド（個
別）医療まで〜」 
 
第 4 回 平成 24 年 10 月 21 日（東京） 
「ユビキタス時代に向けてスマートフォン
を用いた調剤情報提供」 
「医薬品情報とゲノム情報」 
 
第 5 回 平成 25 年 2月 7日（神戸） 
「医療をとりまく環境の変化と薬剤師業務」 
「遺伝子検査に基づく予防医学の展望」 
 
 第 3 回講演会ではお薬体質検査・お薬相談
外来の患者モニターを募集した。2 名の患者
ではお薬体質検査を体験するとともに、自身
の内服薬との関連性や今後注意するべき薬
剤について提言し、患者の啓蒙と今後の運用
の改善を行った。 
 
（３）教育システムの検討 
 薬剤師レジデント制度を導入し、教育カリ
キュラムとして遺伝子解析と患者対応（イン
フォームドコンセント取得や、治療モニタリ
ングなど）を取り入れ、遺伝子治療への参画
ができる薬剤師の養成に取り組んだ。また、
薬剤師６年制教育における病院実務実習に
おいても遺伝子診断とその体験をカリキュ
ラムに導入し、アルコール関連の酵素の遺伝
子多型を同意取得後に自身で解析を行うこ



 

 

とで、遺伝子を扱う技術や同意取得の重要性
について教育を行うことができた。さらに、
日本ゲノム薬理学研究会を開催し、定期的に
基本的な知識や最近のトピックを講義する
ことで、薬剤師の積極的な遺伝子に関わる介
入に必要な考え方などを一般的に普及する
ことができた。 
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