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は じめ に

真菌は ヒ トの細胞 と同 じ起源 を持つ真核細胞

か らなる微生物であ り,他 の感染症の原因微生

物である細菌や ウィルス などと比べ生物学的 に

多 くの異 なる点 を有 してい る.真 菌 は広 く自然

界 に生息す る微生物 として,醸 造や発酵 な どヒ

トの生 活 におい て数知 れ ない恩 恵 も与 えてい

る.こ のように真菌 とヒ トなこれまで 自然界で

共存 して きたが,近 年の高度先進 医療 に伴 う免

疫不全患者では,日 和見感染症 の原因微生物 の

一つ として ,時 に ヒ トの生命 を脅か す存 在 と

なった.な かで も強力な抗癌化学療法や免疫 抑

制療法,あ るいは大量長期の副腎皮質 ステロイ

ド薬の投与 な ど難治性疾患の治療 に伴 う免疫不

全患者 にとって,真 菌感染症は極めて脅威 とな

る感染症の一つである.

研究分野で も真菌は細菌 やウ ィルスな どの微

生物 に比べ て染色体遺伝 子が遙 かに大 きく,ま

た有性生殖 な ど生物学的 にも全 く異 なった側面

を有 しているため,研 究対象 として敬遠 されが

ちであった.そ のため,生 物 としての基礎研 究

や真菌感染症の発症病態,診 断お よび治療 に関

す る砥究 は大 きな遅れ をとっている.し か し,

日和見感染症 としての真菌感染症 は臨床的 にま

す ます重要な疾患 とな り,真 菌感染症の研究 は

今後 さらに必要 となる と思 われる.

真菌感染症 は他の微生物 による感染症 と比べ

て も,診 断困難な感染症である.真菌 感染症 は

細菌や ウィルス感染症 に比べて頻度の少ない感

染症 であ り,そ の診断や治療 に精通 した専門家

も少 ない.さ ら深刻な ことは真菌感染症が早期

に診断 されて も,治 療のための抗真菌薬が 限 ら

れているため,十 分な治療が行われ ない まま不

幸 な転帰を とる症例 も多 い.そ のため,よ り抗

真菌活性 に優 れ,安 全性 の高 い抗真 菌薬の 開発

は急務であ る.

ここでは,内 科 領域の真菌感染症 として重要

なアスペルギルス症 とク リプ トコックス症 に関

して,そ の診断お よび治療の現状 と問題点 につ

いて我 々の これ までの研究 をもとに概説 し,さ

らに今後の研 究につ いて も述べ る.

1.ア スペ ル ギ ル ス症

内科領域でみ られ る真 菌感染症の原 因真菌 と

しては,酵 母 状真 菌の カ ンジダ属 とク リプ ト

ほ ックス属,お よび糸状菌であるアスペルギル

ス属が主である.中 で もAspergergillus fumigatusな

どアスペルギルス属の感染 によるアスペルギル

ス症 は年 々増加傾 向を示 してお り,日 本剖検輯

報の集計か らもこれまで最 も多か ったカンジダ

症が年々減少傾向 を示 して いることに反 して,
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図1.ア スペ ル ギ ルス 症 の病 態

アスペルギ ルス症は1990年 以降 も増加 し,依 然

と して治療 困難 な真 菌感 染症 と考 え られ てい

る.

アスペルギルス症の原因真 菌であ るアスペル

ギルス属 は空気 中に常在する真菌で,経 気道的

に感染 し,呼 吸器感染症 として発症するこ とが

多 い.ア スペルギルス症は感染す る宿 主の状態

に よって,1)肺 結核 の遺残空 洞や,既 存の肺

嚢胞 などに感染 した胞子が,空 洞内に定着 し,

典型例では菌球(fungus ball)を 形成するアス

ペ ルギローマ,2)血 液 悪性 腫瘍患者 の抗癌化

学療法に伴 う好 中球減少患者や,免 疫抑制薬 あ

るいは大量長期の副腎皮質ス テロイ ド薬 の投与

に伴 う細胞性免疫不全患者 に発症 する侵襲性 ア

スペ ルギル ス症,3)Th2優 位 の ア レル ギー反

応 に よってアスペルギルス属 を抗 原 として特異

的IgEを 介 して発 症するア レルギ ー性気 管支肺

アスペ ルギルス症(ABPA)の3つ の異 なる病

態 を呈す る(図1).

1)侵 襲性肺ア スペルギル ス症

侵襲性肺 アスペ ルギ ルス症は血液悪性 腫瘍患

者の治療 のための強力 な抗癌化学療法 に伴 う好

中球減少患者や免疫抑制薬あるいは大量長期の

副腎皮 質ステロイ ド薬投与 中の患者 に急性 に発

症 進展 し,無 治療例の多 くは7日 以内に死 亡す

る極 めて予後不良の真菌感染症で ある.

一般にそのような基礎疾患 を有す る患者 に突

然発熱や血痰,胸 痛 を認 め,胸 部X線 で空洞形

戒(い わゆ るhaloサ イン)や,空洞 内の菌球の

形成,さ らには肺梗 塞様の喫状陰影 を認め る.

早期診断は困難 とされるが,真 菌学的 にその よ

うな基礎疾患 を有する患者 の喀痰 か らアスペル

ギルス属が分離培養 され,胸 部X線 上先 に述べ

た ような陰影 を認めた症例 では臨床的にその発

症 を疑 う.し か し,ア スペ ルギルス属は空気

中に存在す るため,臨 床検査室での汚染か ら培養

陽性 となるこ ともあるため,臨 床症状 や画像所

見 か ら総合 的 に培 養結 果 を判断す る必 要が あ

る.さ らに,侵 襲性肺 アスペ ルギ ルス症 患者 で

は発症早期 に喀痰 を認めない症例 も多 く,確 定

診断には積極的 に気 管支鏡検査 を施行 し,気 管

内採痰 や気管支肺胞洗浄液 の培養か らアスペル

ギルス属 を分離す る.病 理組織学的 にアスペル

ギルス菌糸の存在 を証明す ればよ り確実 な診断

となるが,免 疫不 全患 者で は経 気管 支肺 生検

(TBLB)な どの侵 襲性 の検 査 は施行 で きない

症例 も多 く経験 される.

このように真菌学 的あるいは病 理組織 学的検

査が 困難 な症 例な どでは,ス クリーニ ングお よ

び早期 診断法 と して血 清 学 的検 査 が有 用 であ

る.血 清学的にアスペルギルスのガ ラク トマ ン

ナ ン抗原 を検 出す る方法 が開発 されてお り,こ
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表1.血 清に よるアルペルギルスの血清診断法 と遺伝

子検出法

Kawamura S, Kohno S. J Ctin Microbiol,1999

れまではラテ ックス凝 集法 による検査法(パ ス

トレックス ・アスペルギルス)が 用 いられて き

たが,特 異性 に優 れる ものの感度に問題があ り,

早 期診 断法 と して はそれ ほ ど有 用で は なか っ

た。そ の ため,よ り感 度 を向上 させ たELISA

(enzyme-linked immunosorbent assay)法 によ

る抗 原検 出法(プ ラテ リア ・アスペ ルギルス)

が開発 され,臨 床的 に使用可能 となっている1>.

この検出 法 はラテ ックス凝集法 に比べて約15倍

感度 に優 れ,さ らにELISA法 に よるcut off in-

dexを 算 出す るため定量的 に血清 中の アスペ ル

ギルス ガラク トマ ンナ ン量 を測定するこ とが可

能 となった.そ のため侵襲性 アスペルギルス症

が発症する危険性が高い宿主では,経 時的 にモ

エ タリング し,臨 床症状や胸 部X線 などの所見

と総合的に判断す ることによって,早 期診断に

有用 と考えている.し か し,感 度が向上 した反

面,特 異性 の問題が懸念 され,今 後 さらに臨床

的に多 くの症例 を重ねることによってその有用

性が確認 されるもの と考 えられる.

も う一つ の早期診 断法が 遺伝子 診 断法 で,

PCR(polymerase chain reaction)法 に よって

血清中か ら増幅 されたアスペルギルス属遺伝子

を検出す る.こ の診断法は極 めて感度の高 い検

査法 と考 え られ,我 々の成績か らもガラク トマ

ンナ ン抗原 と比べ て感度に優 れているこ とが示

され て い る2)(表1),し か し,PCR法 に よ る

遺伝 子診 断法は測定法がや や煩雑 であ り,さ ら

に特殊 な機器 を必要 とするため,簡 便性 に問題

がある.ま た,ア スペルギルス属 の胞子 は空気

中に常在的 に存在す るため,検 査 を行 う際に外

来性 の遺伝子の混入には細心の注意が必要 とな

る(表2).

2)ア スペルギ ローマ

アスペ ルギローマは肺結核や嚢胞性肺疾患 に

よる肺内の空洞 などに経気道的に侵入 したアス

ペルギルス属が定着する疾患である.し か し,

表2.侵 襲性 アスペルギルス症の診断

① 真菌 学的診断
・ 喀疾培養

  -好 中球減少患者の喀痰 か らアスペルギルス属が分離 された場合は発症の薄能性

が極 めて高い

・気管内採痰 ,気 管支洗浄液培養

  -確 定診断

② 病理学的診断
・経気管支肺生検(TBLB)よ り病理組織学的にアスペルギルス属を証明

  -確 定診断 となるが,侵 襲性が高い

③ 血清学的診断
・アスペ ルギルスガラク トマ ンナ ン抗原の検出

  -LA法(パ ス トレックス アスペルギルス)

  -ELISA法(プ ラテリア アスペルギルス)

④ 遺伝子学的診断
・PCR法 を用いて血清中 か らアスペルギルスDNAを 検出

  -高 感度で特異性に優 れた補助診断法

  -検 査時の汚染に細心の注意が必要
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図2.ク リプ トコ ックス症の感染経路 と臨床病型

胸部X線 の典型的 な菌球(fungus bal1)を 形成

す る までの画像的変化 として,胸 膜の肥厚 や空

洞 の壁肥厚,鏡 面形成像 な どが知 らされてお り,

アスペ ルギローマ も時期 によっては肺組織 に侵

襲的な病変 を形成す る と考 えられている.臨 床

的に も,菌 球 を認めず,空 洞壁 の肥厚 を認め る

壁在増殖性 アスペルギローマでは,発 熱,血 疾

な どの臨床症状や炎症反応 を伴 う症例が多 く,

その ような症例では しば しば血清 中ガラク トマ

ンナ ン抗原が陽性 となる.

臨床診 断は比 較的容 易で典型例で は胸部X線

にて空洞 内に菌球 を認め,真 菌学 的検査で は喀

痰や気管支洗浄液か らアスペ ルギルス属が分離

培 養 される.我 々の臨床的検討では原因真菌 と

してA.fumigatusが 最 も多 く,他 にA.nigerやA.

flavusな ど の ア ス ペ ル ギ ル ス 属 が 検 出 さ れ

る3).血 清学 的にはアスペ ルギ ルス抗 体が検 出

される.測 定法 はオ クタロニー法 による沈 降抗

体 の検 出法 が最 も簡便 であ るが,A.fumigatus

の菌体成分 を抗原 とするため,他 の菌種 が原因

の症例 では陰性 となる こともある.

アスペ ルギローマは原則 的には外科 的切 除が

必要 であるが,高 齢や既存肺病変 による残存肺

の低肺 機能 などのため,内 科的治療 を余儀 な く

され る症例 も多い.内 科 的治療 には抗 真菌薬 の

経 口あ るいは点滴静注 に よる全 身投与が試み ら

れるが,菌 球 は血管か ら隔絶 されてい るため,

抗真菌薬が到達せず無効例 も多 い.我 々の臨床

的検討で も抗真菌薬の全 身投与 による有効率 は

29例 中7例(24%)と 低 く,空 洞 内に抗真菌薬

を直接注入す る局所投与が試み られている.局

所投与 には気 管支鏡 を用い る方法 と,経 皮的 に

カテーテルを空洞内に留置する方法が あ る.し

か し,そ のような内科的治療で も約半数 の症例

は菌球 の縮小 を認めず,空 洞や菌球が次 第に増

大 し,健 常肺 の肺機 能が さ らに悪化 し,肺 炎な

どの併発 によって呼吸不全 に至 り死亡す る症 例

も多 く経験 され,有 効な内科的治療法の確 立が

必要 と考え られてい る.

2.ク リプ トコ ック ス症

アスペルギルス症 とともに内科的 に重要 な真

菌感染症 として,酵 母状真 菌であるCryptococcus

 neoformansの感 染 に よ って発 症 す る ク リプ ト

コ ックス症が知 られ ている・C.neoformansは 経

日本内科学会雑誌 第89巻 第9号 ・平成12年9月10日   (212)
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図3.長 崎県におけるC.mepfpr,ams株 の遺伝子多型の分布

気道的に吸入 され,肺 に病変 を形成す るが,中

枢神経系 に親和性 があるため,と きに肺 クリプ

トコックス症か らクリプ トコ ックス髄膜炎や,

高度の免疫不全 患者では全 身の諸臓器 に播種性

クリプ トコ ックス症 を発症す る(図2).ま た,

クリプ トコ ックス症 はHIV(human immunode-

ficiency virus)感 染者 に発症 する真菌感染症 と

して も重要 な疾 患であ り,東 南 アジアやア フリ

カ諸 国などのHIV感 染者で はク リプ トコックス

髄膜炎 は生命 を脅かす 日和見感染症の一つであ

る.

1)ク リプ トコ ックス症の発症病 態

クリプ トコックス症 の原 因真 菌であ るC.neo-

formansは 鳩 な どの鳥類 の糞 便 中で増殖 し,土

壌 中に存 在する真 菌である.我 々も長崎県下の

土壌 や鳩の糞便 中か らC.neoformansを 分離培 養

し,分 子 生物学 的な手法 によって患者か ら分離

された菌 と環境 中の菌 の遺伝子学的な多型性 を

検 討 した結果,数 種類 の遺伝子型 を有す る菌が

環 境 と臨床 分 離株 に認 め られ た4)(図3).同

一 の遺伝子型 と考 え られる株が,限 局 した地域

図4.ク リプ トコックス症の感染防御機構(YC-11)

強毒 株で は,宿 主の免疫応答 がTh2主 導型 に傾 き,

産生 されたIL-4に よるマ クロフ ァー ジの不活性化ガ

起こ り,菌 は増殖す る.

で流行 を起 こ し得 るか否かのにつ いての検討 が

現在進め られている.

C.neoformansの莢 膜は病原 因子の一つ と考え

られ,マ ウス肺 クリプ トコックス症 を用いて病

原性 を比較 した結果,莢 膜の有無 や分子量 によ

りそ の 病 原性 が 異 な る こ とが 示 され た5,6).

フェノー ルオキシターゼ ・メラニ ン生合成能7)

も病原因子であ ることが莢 膜 と同様 に分子生物

学的に証 明されている.そ の他には,交 配型,

(213) 日本内科学会雑誌 第89巻 第9号 ・平成12年9月10日
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37℃ の発 育性,ア デニ ン生合成,マ ニ トールな

どの病原性 が知 られている.

感染宿 主側 の要因 として近年,生 体防御 の概

念 と して提 唱 されているTh1・Th2バ ラ ンスが

重要 である8).マ ウス肺 ク リプ トコックス症 の

実験的な解析 の結果,莢 膜 を有す る強毒株 を感

染 させ たマ ウスの肺 胞洗浄 液 中では一過性 の

IL-4(interleukin-4)の 産 生 が 認 め られ,そ

れに対 して莢 膜 を有 しない弱毒株 を感染 させ た

マ ウス の肺 胞 洗 浄液 中で はIL-12やIFN-γ(in-

terferon-γ)の 産生が認 め られた.こ の ような

サ イ トカイ ン産生の違 いか ら,強 毒株感染マ ウ

スで は感染宿主の免疫応 答がTh2主 導 に傾 き,

そ の こ とに よっ て 産生 され たIL-4が マ ク ロ

ファージを不活性化 し,そ の結果菌 は肺 内で増

殖 し,マ ウスは死亡する もの と思われる(図4).

それに対 して弱毒菌感染マ ウスでは宿主の免疫

応 答がTh1主 導型 に傾 き,感 染 早期 にIL-12が

産生 され,そ の結果マ クロフ ァージが活性化 さ

れ,菌 を処理 し,肺 中の菌を排除 しマウスは生

存す ると考え られてい る.強 毒株 を用いた実験

的マ ウス クリプ トコックス症 において も,IL-12

投与 によ り生存率が改善す ることが示 されてい

る.

2)肺 ク リプ トコックス症 の臨床

真菌 感染症 は一般 に免疫不全患者に発症す る

日和見感染症であるが,肺 クリプ トコックス症

は健常者 にも発症 し,健 康 診断の胸部X線 の異

常 陰影 と して発見 されることも多 い.こ の よう

に基礎疾患 を有 しない健常者に発症す る肺 ク リ

プ トコ ックス症 は臨床 的に原 発性肺 ク リプ ト

コ ックス症 と呼ばれ,何 らかの基礎疾患 を有す

る患者に発症 した症例 は続 発性肺 ク リプ トコ ッ

クス症 と呼ばれている.我 々がこれまで に診断

した肺 クリプ トコ ックス症92例 の 中では原発性

が38例,続 発性が54例 で,肺 ク リプ トコックス

症の約1/3の 症例は何 の基礎疾患 も認めない健

常者 に発症 している.男 女比 には大差を認めな

いが,平 均年齢は原発性が39歳,続 発性が57歳

表3.柿 ク リプ トコ ック ス症 の胸 部CT所 見

長崎大学医学藻策二内科 1977～99年

と原発性 は若年者に多 く,学 校検診や職場検 診

の胸部X線 上の異常陰影か ら発見 される症例 も

多 い.続 発性肺 クリプ トコ ックス症 の基礎疾患

としては,我 々の臨床的検討では糖尿病 や腎疾

患 などを基礎疾患 とす る症例が多 く,と きに副

賢皮 質ス テロ イ ド薬 を投 与 中の患 者 に発 症す

る.

臨床症状 は多 くの症例で無症状 で,画 像 的に

駒部X線 や胸部CT(computed tomography)上

の異常 陰影が発見動機 となる.続 発性肺 ク リプ

トコックス症では発熱,咳 漱 ・喀痰 な どの臨床

症状を認 める症例 もあるが,い ずれ も軽度 であ

る。肺 クリプ トコックス症の画像所見 は,近 年,

画 像 診 断 と して 有 用 なhigh resolution CT

(HRCT)で は,孤 立 あるい は多発 結節影 を呈

す る症例が最 も多 く,さ らにspiculation(毛 羽

立ち像)や胸 膜嵌入 な どの所見を伴 う陰影が多

く,肺 癌 との鑑別は困難である.約 半数 の症例

に空洞 を認め,肺 結核 との鑑別が必要 となる.

結節影 の他 にも散布影や肺胞性 陰影 な ど多彩 な

陰影 を呈す ることも肺 クリプ トコックス症の画

像所見 の特徴 と考 え られ る(表3).

肺 クリプ トコックス症の確定診 断には真菌学

的あるいは病理組織学的に病巣局所 にク リプ ト

コ ックス菌体 の存在 を証明する.経 気管支肺生

検(TBLB)で 得 られた組織 を用 いて, PAS染

色,GMS染 色あ るい はムチ カル ミン染 色 な ど

の特殊染色 にて肉芽組織 中の菌体 を証明す る.

最近 は胸 部CTを 用 い た検診 も行 われ てい るた
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図5.ア ゾー ル系抗真菌薬に対する耐性機序

め,極 めて小 さな結節影が発見 されること も多

く,TBLBで 診断 されない症例 も多い.そ の よ

うな症例 で はCTガ イ ド下 の経皮 的肺生検 や胸

腔鏡下肺生検 を積極的 に行 い,確 定診断す る必

要がある.ま た,肺 クリプ トコックス症の補助

診断 としての血清中 クリプ トコックス莢 膜抗原

の検 出は感 度お よび特 異性 に優 れ,さ らに ラ

テ ックス凝集法 による簡便かつ迅速 な検査法で

あるため,画 像所 見か ら肺 ク リプ トコックス症

が疑 われ る症例 では,ま ず この血清診 断を行い,

陽性 を認めた ときは確 定診断のための検査 を実

施す る9).

肺 クリプ トコックス症 は予後良好の疾患 であ

り,無 治療 で も数週間の経過で急速 に胸部X線

の陰影が改善す る症例 もときに経験 されるが,

原則的には確 定診断が なされた症 例では抗真菌

薬 による治療 が必要 と考 え られている.治 療 に

はfluconazoleな どの アゾ ー ル系 抗 真 菌 薬 を用

い,原 発 性肺 ク リプ トコ ックス症 で はnucona

-zole 400mgを3カ 月間経 口投与す る.続 発 性肺

ク リプ トコ ックス症 で はfluconazoleにflucyto

-sine 100mg/kgを 併用 し,6カ 月間治療す る.

3.深 在 性 真 菌 症 治療 の 問題 点 と今 後 の

展 望

深在性真菌症 における,現 在 の治療 面にお け

る問題点は以下の点に集約 される.ア スペ ルギ

ルス属 に対 して有効な薬剤が少な く,侵 襲性肺

アスペルギルス症の治療成績が悪 い.さ らに,

侵襲性肺 アスペ ルギルス症 に対 して唯一,臨 床

的有効性 を認め るアムホテ リシンBは 強 い副作

用 を有 している.他 方,安 全性 に優 れ,HIV感

染症の際に長期投与 され るアゾール系抗真菌薬

に対 しては,耐 性 菌が増加傾向にあ るこ とであ

る.こ れ らの問題に対 して以下のような取 り組

みがな されてい る.

1)新 たな抗真菌薬の開発

アスペ ルギルス属 に対 して安全で有効性 の高

い抗真菌薬の開発 は,重 篤 な深在性真菌症 の治

療 に携 わ る者 に とって急務 で ある.1,3-β-D

-グルカ ン阻害薬 として開発 されたエキ ノカンジ

ン系抗真 菌薬な ど,ア ムホテ リシ ンBと 比較 し

て も良好 なin uitro抗 真 菌活性 を有 し,臨 床 治

験 において も重篤 な副作用がみ られていない薬
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剤が 開発 中である。一方,ア ムホテ リシ ンBは

発売 か ら40年 を経過 したにもかかわ らず,良 好

な抗真菌活性 を保持 しほとん ど耐性菌が問題 に

な らないため,未 だに抗真菌化 学療法の主役 の

一つで ある.し か し,周 知の通 りその重篤 な副

作 用が欠点であ ることか ら,ア ムホテ リシ ンB

に関 しては,ド ラッグ ・デ リバ リー ・システ ム

を応用 し副反応軽 減の方向で改良が進 め られ,

既にく 国ではリボ ソーム製剤のア ンビゾー ムが

広 く使用 されている.こ の リボ ソーム製剤 は,

有意 にアムホテ リシ ンBの 毒性 を軽減す るが,

同時に岡容量での抗 菌活性 も低下する点が指摘

されている.現 在,安 全性 を保った まま抗真菌

活性 も温存 した,ア ンビゾー ムと比べ小型の粒

子 に薬剤 を封入 した,リ ピ ッ ド・ナノスフェア

が開発 中である10).

2)ア ゾール耐性菌の問題

今ひ とつ の問題点は,安 全性 に優 れ最 も使用

頻度の高いアゾール系抗真菌薬 に対す る耐性真

菌の増 加であ り,1990年 代 には,そ のメカニズ

ムに関する研究が進め られ,主 に二つの機構 の

関与 が判 明 して い る.一 つ は,い わゆ るMDR

(multidrug resistance;多 剤耐性)機 構 として

知 られ,細 胞外への薬剤排出 が原因 となる もの

であ り,転 写の段階でmRNAレ ベルが上昇 し,

薬剤排出 に働 く膜 輸 送分子 が増 え る機構 で あ

る11). C.albicansのCDRI12)を は じ め と す る

ATP binding cassetteタ イプ と, CaMDR113)な

どのmajor facilitator superfamilyの 遺伝子群の

関与が 知 られてい る,他 方 は,ア ゾール系抗 真

菌薬 の標 的酵素 で あ る14α-demethylaseの ア ミ

ノ酸変異 であ り,一 つのア ミノ酸変異が耐性 化

をもた らす ことや,そ の際,重 要 となる ア ミノ

酸が 明 らか になっ た(図5).今 後 は,こ れ ら

の分子疫学情報 を応用 した薬剤 開発が増 えるだ

ろ うと予測 される.

3)ゲ ノム計画 と今後の展望

耐性 メカニズムが明 らかにな り,こ れか らの薬

剤 開発 には耐性化 を回避す る ような創意工夫が

必要 となるが,真 核細胞 である真菌は,細 菌 と

比較 してよ り多 くのゲノムを有 し,あ る機能 に

関 して より複雑な分子 レベ ルの ネ ッ トワー クを

形成 していることが予想 され る-そ こで,病 原

微生物を総合的 に理解 し,病 原因子解析 や治療

に応用するため,病 原真菌 のゲ ノム計画が進行

中であ り,我 々も,米 国,カ ナ ダ,オ ース トラ

リアの施設 と共 に,Gyptococcus neoformansゲ

ノム計画に参画 している.

方法 として は,先 ずshotgun法 に よ り,ラ ン

ダムに全塩基 の約5倍 に相 当す る長 さをシー ク

エ ンス し,ギ ャップが生 じた部分についてBAC

ライブラリーを用いて シークエン スを行 う.そ

の後 に機能の解析へ と移 行 し,現 在,病 原因子

と考え られて いる表 現型で あるpdysaccharide

capsuleや37℃ にお ける発 育能 な どにつ い て,

分子 レベ ルでの解 明が進 む こ とを期 待 して い

る.多 因子に支配 されている と信 じられている

これ ら病原因子につ いて は,一 つ一つ の関連す

る分子 の同定後に,そ れぞれの機 能的関連 を調

べ る必要があ る.こ のように,分 子 レベルの情

報 を集積 し活用する ことが,21世 紀の新 たな診

断や治療法,予 防法 の開発 につながる と考 える.
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