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ゲノミクス

もう 1 つのヒトゲノム
The tale of our other genome
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ヒトのマイクロバイオーム (microbiome) を解析するための基礎的研究として、
「人体に常在する微生物全体の集合ゲノム」の塩基配列解読が行われた。
この研究は、ヒトの健康と疾患の両方を理解するのに重要だ。
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人体に微生物が棲み着いているという
理由だけで、それらの集合ゲノム（メタ
ゲノム）を第二のゲノムと見なすべきで
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このように、細菌叢の集合ゲノムは我々

ロバイオームの膨大な遺伝的多様性をと

の第二のゲノムとなっている。

らえるには不十分かもしれない。1000

ヒト腸内のマイクロバイオームには、
約 1000 種の細菌が 含まれると推 定さ
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種の参照ゲノムセットで十分事足りるか
どうかは、ランダムなメタゲノムリード
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を、既知の細菌ゲノムにどれくらいうま

殖するかが決まり、これによって第二の

く結びつけられるかにかかっている。

ゲノムの遺伝子構成や宿主の健康にも影
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や治療の標的として利用できるだろう。
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一方、これらの株のコアゲノムに含まれ

疾患に及ぼす影響をより正確に判定でき

る遺伝子は、わずか 1430 個である（コ

るようになる。例えば食習慣は、腸内マ

アゲノムとは、1 つの種で配列解読され
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主要な因子
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。食習慣は、肥満や糖尿病、結腸が
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である。実際、ヒトが食

参照ゲノムセットを完成させるうえで
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は個体数レベルを維持するために、どん

ヒトの健康や疾患に関係する一部の微生

な残存物でも利用する。何を食べるかに

物株が、培養では維持できないことだ。

よって、ヒト腸内でどの細菌種や株が繁
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の 3 分の 1 が、配列解読した 178 菌種

