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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施計画書 

 
 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

（ 中  国 ）拠点機関： 香港大学 

（ベトナム）拠点機関： 国立小児病院 

（ 韓 国 ）拠点機関： ウルサン医科大学 
 
 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジアにおけるシトリン欠損症の診断と治療              
                   （交流分野：医歯薬学          ）  
（英文）： Diagnosis and Treatment of Citrin Deficiency in East Asia        
            （交流分野：Medical, Dental and Pharmacological Sciences）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~biochem1/  
 
 
３．採用年度 
 平成 18年度（2年度目） 
 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院医歯学総合研究科・研究科長・杉原一正 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院医歯学総合研究科・准教授・小林圭子 
 協力機関：福井大学・東北大学・大阪市立大学・信州大学 
 事務組織：鹿児島大学事務局 

（研究国際部長 国際事業課長 国際事業課課長代理 国際事業係 
財務部財務課長 財務課課長代理 予算係） 

      鹿児島大学医歯学総合研究科等 
（事務部長 総務課長 総務課課長代理 総務課予算係長 経理係長  

契約係長 研究協力・倫理審査係） 
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相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）The University of Hong Kong 

      （和文）香港大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Vice Chancellor’s Office・Vice Chancellor（Professor）・TSUI 
Lap-Chee 

協力機関：（英・和文）Hunan Children's Hospital（湖南省児童医院）， 
Fujian Medical University（福建医科大学） 

 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（２）国（地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）National Hospital of Pediatrics 

      （和文）国立小児病院 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Pediatric Division of Endocrinology, Metabolic, Genetics・Professor・
NGUYEN Thu Nhan 

 協力機関：（英・和文）National Medical Institute in Hanoi（ハノイ医学研究所） 
 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（３）国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）University of Ulsan College of Medicine 

      （和文）ウルサン医科大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Department of Pediatrics, Medical Genetics Clinic & Laboratory・
Professor・YOO Han-Wook 

 協力機関：（英・和文）Soon Chun Hyang University Hospital（順天卿大学病院） 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 シトリン欠損症は、まだまだ多くの謎に包まれ、解決すべき課題が多く残っている遺伝

性疾患である。現在までに明らかにしている病態 (成人発症 II型シトルリン血症：CTLN2、
新生児肝内胆汁うっ滞症：NICCD) 以外に、てんかんなどの精神神経疾患、膵炎、肝癌、
高脂血症などの他疾患として診断されている可能性が高い。これまで CTLN2は予後不良と
されてきたが、疾患責任遺伝子 SLC25A13の発見とシトリンの機能解明により、予後不良
の原因が明らかになってきた。すなわち、CTLN2は iatrogenic disease (医原病) になって
いた (高アンモニア血症に対する現行治療法で症状の増悪化を招き、脳浮腫治療薬でさらに
危険な状態になり、死に至らしめていた) と推察される。一方、シトリン欠損症は、糖質を
嫌い、蛋白質・脂質を多く含む食品を好む特異な食癖がある。東アジア、特に中国・揚子

江以南の地域での保因者頻度は、40人に１人と日本 (65人に１人) よりもはるかに高いが、
これまで確定診断された患者数は非常に少ない。もし、食生活習慣など環境の違いで発症

せずに過ごしているのであれば、より効果的な発症予防法が確立でき、多数診断している

日本人 NICCD症例の QOLに役立つ。しかし、東アジア諸国において、疾患概念が浸透し
ていないことで、誤診・誤治療が行われ、原因不明疾患として処理されているとすれば、

本事業での啓蒙活動と診断法の指導は非常に意義深いものになる。遺伝性疾患のシトリン

欠損症では、診断そのものが１つの予防法であり、現在、変異遺伝子診断を確実に実践で

きる段階にきている。 
 
 以下に、本事業期間 (平成 18-20年度) における研究交流目標を示す。 
1) 診断技術の提供と若手研究者の育成 
 中国・韓国では、SLC25A13変異を持つ保因者頻度に比して患者発見数は極端に少ない。
一方、ベトナム人症例を見いだしているが、ベトナム本国では報告事例がない。そこで、

指導体制の構築を図り、講習会の開催、診断技術の提供などにより、若手研究者の育成を

行うとともに、患者の確定診断を支援する。 
2) 共同研究：発病の有無とその原因調査、疾患の多様性探索、治療・予防法の開発 
 長期・継続的解析可能な研究体制を構築し、発病の有無とその誘因（遺伝的背景や食生

活習慣などの環境要因）の探索調査を行い、シトリン欠損に基づく疾患の多様性を解明し、

発症を予防する方策の開発を目指す。特に、重篤な病態発症の直接原因である高アンモニ

ア血症を引き起こす要因の１つと考えられる糖質摂取量について、患者診断数の多い日本

と患者発見数の少ない東アジア諸国との違いを調査する。 
3) 疾患の啓蒙活動と国際的研究協力体制の構築 
 多彩な病態を示すシトリン欠損症の疾患概念についての啓蒙活動は、患者発見の第一歩

である。東アジア諸国において、講演会、セミナーならびに国際シンポジウムを開催し、

疾患概念・病態像・診断基準などの情報を提供するとともに、研究者交流、若手研究者の

活性化を図り、さらにはアジアから世界に向けた最新情報の発信を行う。 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
６－１ 共同研究 

１）SLC25A13変異解析と頻度検索 
⇒ 変異解析：国内外のシトリン欠損症患者の SLC25A13遺伝子において、10数種の
新規変異を明らかにした (Tabata et al.; Song et al. 論文作成中: Ko et al. 投稿予定)。
その中のいくつかの変異は、第 10回国際先天代謝異常学会 (2006年 9月、幕張メッセ) 
で発表した (Kobayashi et al.; Luder et al.; Hutchin et al.; Sheng et al.)。 
⇒ 頻度検索：2003年に日本人患者で同定した変異 [XIX] (Tabata et al. 論文作成中) 
について、日本人集団 1,300余名で頻度検索を行ったところ、１名の保因者を見いだし
た。これまで解析してきた 12 種の変異頻度検索結果を合わせると、日本の保因者頻度
は 1/65になる。一方、保因者が高頻度に見られる中国揚子江南部地域 (1/40) に接する
ベトナムにおける変異頻度検索とハプロタイプ解析を実施する予定であったが、ベトナ

ム側拠点機関との研究打合せが、2006年の 12月（セミナー開催時）になったため、現
在サンプル収集を開始したところであり、解析は平成１９年度に行う。 

２）シトリン欠損症（NICCDと CTLN2）の患者発見と疾患の多様性検討 
⇒ 臨床症状や検査所見などによりシトリン欠損症が疑われた症例を確定診断するた

め、変異遺伝子検索・シトリン蛋白解析（鹿児島大学・大阪市立大学）やアミノ酸分析

（福井大学）などで支援・協力してきた。本事業 AASPPが開始した 2006年 4月から
現在までに、鹿児島大学で分子遺伝学的に確定診断したシトリン欠損症症例（両アリル

に変異を持つ変異ホモ接合体）は以下の通りである。 
① NICCD症例 : 日本人 20例、中国人 10例（主に広東省、マレーシア-中国人、 
         オーストラリア-中国人、USA-台湾人など）、韓国人 6例 
② CTLN2症例 : 日本人 11例 
③ その他 : 日本人 NICCD症例の母親 1例 
診断手法ならびに症例の一部は、第 10回国際先天代謝異常学会で発表した (Kobayashi 
et al.; Ohura et al.; Liu et al.; Chien et al.; Ikeda et al.; Tokuhara et al.; Shigematsu 
et al.; Song et al.; Kim et al.; Sheng et al.)。また、論文投稿に向け準備中である (Ko et 
al.; Song et al.)。さらに、１つの alleleに既知変異を検出した症例を多数診断している
ので、片方の alleleにおける変異を同定後、診断系を確立する予定である。 

３）病態発症の分子機構と治療・予防法開発 
⇒ ヒト疾患モデルマウスの作成にほぼ成功した (Iijima et al. 論文投稿予定) ので、
シトリン欠損症病態発症の分子機構解明とそれに関わる食嗜好などの環境要因解析や

内科的治療法開発の研究に利用可能となった。シトリンの機能に基づく新規治療法とし

て案出したピルビン酸は、シトリン遺伝子単独欠損マウスの肝灌流実験で効果を示した 
(Moriyama et al. J Hepatol 2006)。2004年の夏からシトリン欠損症１症例でピルビン
酸投与を開始し、投与前後における血液生化学所見ならびに栄養調査の結果などから、

薬剤効果を論文にまとめる段階になっている (Saheki et al. 論文作成中)。 
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４）若手研究者の育成 
⇒ 平成 18 年度の計画では、中国側２名、ベトナム側１名の若手研究者を１ヶ月間、

鹿児島大学において、共同研究に向けた診断技術指導を行う予定であったが、ベトナム

側拠点機関の諸事情により計画が困難となり、中国側２名と韓国側１名の来日となった。 
① SONG Yuanzong・Jinan大学助教授：2006年度の東華教育文化交流財団の奨学金
採用 (2006年 10月 1日～2007年 9月 30日) に伴って、2006年 8月 19日～9月
30日（平成 18年度：43日間）ならびに 2007年 10月 1日～18日（平成 19年度：
18日間）を AASPPで支援することにした。その結果、鹿児島大学大学院医歯学総
合研究科外国人客員研究者として、長期間（14ヶ月）連続した研究を遂行すること
が可能になり、新規変異同定などで多大な成果を挙げている。 

② GAO Hong-Zhi・福建医科大学講師：2007年 2月 17日～3月 14日、多数の変異遺
伝子診断法ならびにWestern blot解析を修得し、福建医科大学でシトリン欠損症の
診断システムを構築するための準備を進めている。 

③ KIM Joo Hyun・Asan Medical Center研究者：2006年 9月 20日～10月 20日、
東アジアで高頻度の既知変異診断法を修得し、韓国人症例の診断に応用した。 

⇒ また一方、鹿児島大学・小林と牛飼、徳島文理大学・佐伯が、現地（ハノイ国立小

児病院、広東省・広州小児病院や Jinan大学、福建省・福建医科大学）を訪れ、各施設
の設備状況を把握すると同時に若手研究者を中心に変異遺伝子診断の指導を行った。各

機関・施設でのシトリン欠損症診断システム構築が重要であるため、最大２ヶ月日本で

研修するよりも、現地にあった指導を行う方がより効果的であると考えられた。 

 

６－２ セミナー 

１）セミナー開催 
⇒ シトリン欠損症に関するセミナー（香港大学、第 10回国際先天代謝異常学会分科
会）を計画通り実施すると同時に、ベトナム側拠点機関のハノイ国立小児病院における

セミナーの開催も可能となり、予想を超える成果が得られた。 
① 香港大学（平成 18 年 6 月 18 日～19 日）：中国側拠点機関の TSUI Lap-Chee や

CHEUNG Pik Toを中心にセミナーが運営され、鹿児島大学・小林、徳島文理大学・
佐伯、大阪市立大学・岡野、信州大学・池田が参加し、７題の講演を行った。 

② 国際先天代謝異常学会分科会（平成 18年 9月 13日）：AASPP支援によるシトリン
欠損症に関するワークショップでは、６題の演題（鹿児島大学・小林、東北大学・

大浦、広州小児病院・LIU、国立台湾大学・CHIEN、信州大学・池田、大阪市立大
学・徳原）を発表し、多数の質疑応答と活発な討論がなされ、大盛況であった。 

③ ハノイ国立小児病院（平成 18年 12月 8日）：ベトナム側拠点機関の NGUYEN Thu 
Nhanを中心にセミナーの運営がなされ、鹿児島大学・小林と牛飼、徳島文理大学・
佐伯、大阪市立大学・岡野、信州大学・池田、広州小児病院・LIU、香港大学・CHEUNG
らが講演し、疾患の周知を図る啓蒙活動を行った。 
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２）情報発信、研究者交流、研究打合せ 
平成 18年 9月 12日～16日に幕張メッセで行われた第 10回国際先天代謝異常学会で
は、世界各国から 1,000余名の参加者があり、約 630演題の発表があった。その中で、
シトリン欠損症に関する演題は 20題もあり、前述した AASPP支援ワークショップに
加えて、プレナリーレクチャー（徳島文理大学・佐伯）、関連のワークショップ（北京

大学・YANG、国立台湾大学・HWU、ウルサン大学・YOO、徳島文理大学・佐伯）、
一般演題（福井大学・重松、鹿児島大学・飯島、池田、牛飼、信州大学・矢崎、Jinan
大学 SONGなど）と、多数の AASPP 参加研究者による発表があり、シトリン欠損症
の最新情報を世界中の研究者に発信することができた。また、国際学会開催期間中に、

本事業の研究打合せを行うとともに、本事業参加研究者のみならず、世界中の研究者と

相互交流を図ることができ、非常に効果的で有意義な集会となった。 
 
６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

１）啓蒙活動と情報交換 
2006年 7月、鹿児島大学・小林と徳島文理大学・佐伯は、ウルサン大学・YOOに招待
されて韓国先天代謝異常学会で、シトリン欠損症に関する講演を行った。その結果、韓

国の若手研究者（KIM Joo Hyun）の育成に繋がった。また一方、日本側コーディネー
ター（小林）を中心に、日本側協力機関・協力研究者および相手国機関代表・協力研究

者とメールなどにより、本事業の実施計画や進捗状況の確認、情報交換などを行った。

今後の課題として、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科・分子病態生化学分野内の

AASPP ホームページの充実を図り、その活用と最新情報の発信を円滑に行う必要性が
あると考えている。 

 
 
７．平成１９年度の研究交流目標 
  平成１８年度に引き続き、以下の研究交流を行う。 

７－１．共同研究 

１）SLC25A13変異解析と頻度検索 
２）シトリン欠損症（NICCDと CTLN2）の患者発見と疾患の多様性検討 
３）病態発症の分子機構と治療・予防法の開発 
４）若手研究者の育成 : 診断技術指導と講習 
７－２．セミナー 

セミナー開催 : 中国において、２つのセミナーを実施する予定である。 
  啓蒙活動、情報発信ならびに研究交流を図り、本事業推進の研究打合せを行う。 
７－３．研究者交流 

啓蒙活動と情報交換：中国の小児科学会での講演を予定している。 
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８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

１）SLC25A13変異解析と頻度検索 
すでに同定している未発表の変異は、速やかに論文投稿を行うと共に、新規変異を同定

する。東アジアに多く見られる変異 13～15種に関して、ベトナムにおける頻度検索と
ハプロタイプ解析を実施し、人類遺伝学的特徴を検討する。この解析では、ベトナム・

ホーチミンシティの国立小児病院と長年交流がある、国立感染症研究所・阿部賢治博士

が参加研究者として本事業に加わり、ベトナムの北（ハノイ）と南（ホーチミンシティ）

の変異頻度を比較検討する。 
２）シトリン欠損症（NICCDと CTLN2）の患者発見と疾患の多様性検討 
平成１８年度に引き続き、アミノ酸分析（福井大学）や変異遺伝子検索・シトリン蛋白

解析（鹿児島大学・大阪市立大学）などにより、患者確定診断の支援を行い、NICCD
や CTLN2患者数の実態把握に努める。 
① NICCD 症例 : ガラクトース・メチオニン・フェニルアラニンのいずれか単独あるい
は複数が高値を示す新生児、タンデムマス解析でシトルリン高値を示す新生児、原因が

同定されなかった遷延性黄疸、高シトルリン血症を含む多アミノ酸血症、低蛋白血症、

低血糖症を呈する新生児を対象とする。 
② CTLN2 症例 : 意識障害や異常行動など非定型的精神症状を呈する CTLN2 疑いの患
者、あるいは全身倦怠感のある患者などを対象に、それぞれ精神科医および消化器内科･

神経内科・外科医に依頼する。シトリン欠損症は、NICCD 罹患後、CTLN2 特有の症
状がなくても、膵炎、高脂血症、肝癌などと診断されることもあるので、それらの疾患

頻度と特徴を調査する。実際には、(i) 非ウイルス性肝癌患者、(ii) 原因不明の膵炎患者、
(iii) 原因不明の高脂血症、NASH（非アルコール性脂肪肝炎）を含む脂肪肝患者なども
対象にして、遺伝子診断およびシトリン蛋白検査を実施する。 

３）病態発症の分子機構と治療・予防法開発 
日本人症例ですでに調査した特異な食癖（糖質を嫌い、蛋白質・脂質を好む）と特徴、

ピルビン酸の投与効果に関する研究成果は、国内学会や国際学会で発表してきたので、

論文投稿やホームページにより、世界中に情報発信する。また、作成できたヒト疾患モ

デルマウスを用いて、食餌内容変化・薬剤投与などにより、代謝に及ぼす影響を検討す

る。また一方、各参加国で発見されるシトリン欠損症症例ならびに健常者コントロール

において栄養調査を行い、その特徴を把握し、日本人症例の結果と比較する。 
４）若手研究者の育成：診断技術指導と講習 
参加機関（特に、中国南部の福建省や広東省、ベトナム）の若手研究者若干名を日本の

基礎研究機関（鹿児島大学）に招へいし、診断技術指導と最新情報の提供を行い、活性

化を図る。また一方では、日本側研究者を現地に派遣し、若手研究者を中心に、遺伝子

解析法、タンパク検出法などの診断技術指導を行い、共同研究を図る。 
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８－２ セミナー 

１）セミナー開催 
SLC25A13 変異を持つ保因者が高頻度に存在する中国・揚子江南部地域における啓蒙
活動の一環として、また研究者交流と若手研究者の育成を図るために、平成１９年度

は以下のように２つのセミナーを予定している。 
① 遺伝性代謝疾患セミナー：シトリン欠損症に関する国際シンポジウム 
（2007年 8月末、海南省・海口市） 
海口市衛生局・LU Chuanzhu局長を中国側開催責任者として、 
中国側の「遺伝代謝病基礎研究と臨床診治新進展」講習会との 
ジョイントセミナーを企画する。 

② シトリン欠損症に関するセミナー 
（2007年 11月末、福建省・泉州市） 
福建医科大学（中国側協力機関）・LIN Ling院長（教授）を開催責任者として、 
同大学の GAO講師と連絡を密に企画する。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

1) 啓蒙活動と情報交換 
鹿児島大学・小林と Jinan 大学・SONG（現在、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
外国人客員研究者兼任）は、2007年 8月に、中国・内モンゴル自治区・呼和浩特 HuHHot
市において開催予定の中国・全軍小児科学会 Annual Meeting of Pediatrics in China
（会長：封志純 教授）に招待され、シトリン欠損症に関する講演を行う予定である。
中国の小児科医や研究者など医療関係者に、シトリン欠損症の疾患概念、東アジアにお

ける頻度と患者発見率、診断法や治療法の現状などの情報を提供し、共同研究に向けた

交流と情報交換を行う。 
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９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 中国 ベトナム 韓国 

中国（台湾） 

（日本側参

加研究者） 

合計 

日本   16/64   2/10    18/74 

中国 2/42       2/42 

ベトナム       

韓国    1/ 4      1/ 4 

中国（台湾） 

（日本側参加研究者）
   2/ 8      2/ 8 

合計   2/42  19/76   2/10    23/128 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

３／１２  （人／人日） 

 


