
1 

 

 

 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

  

   
                                                                                                       

『 超個別化 』医療について -それに伴う経済的問題および倫理的問題- 

 

 今回の医学部 NEWS では、Nature Medicine に掲載された英文〈 2019 年 12 月号 〉の editorial を紹介し

ます。原題は『 The cost of getting personal 』です。語数は 862 語、医学部編入試でよく見られる分量で

す。文章内では、ミラセン〈 milasen 〉という薬が登場します。これは、難病に苦しむミラ〈 Mila 〉と

いう少女だけのために作られた薬です。こうした『 超個別化〈 ultra-personalized 〉 』医療について、話

は展開します。愛媛大や鹿児島大であれば、30 分ほどで、この程度の分量の英文を読み、解答を作成するこ

とになります。 

 

＊ 英文 

 

  The recent report of an antisense oligonucleotide therapy designed for only one patient spotlights 

regulatory, economic and ethical issues that must be grappled with in an era of accelerated development 

of ‘ultra-personalized’ drugs. 

 

  A report published in October described the case of a young girl, Mila, with Batten’s disease, a 

progressive fatal neurodegenerative disorder. After discovering mutations in each of the two copies of the 

CLN7 gene in Mila’s genome, researchers were able to design an antisense oligonucleotide, termed 

milasen, that could restore the correct splicing of one of the mutant alleles. The time that elapsed from 

diagnosis to dosing—including identification of the antisense oligonucleotide that could correct splicing 

in cells derived from the patient and toxicological tests in rodents—was less than a year, a remarkable 

feat. Over the course of 300 days after initiation of drug administration, via repeated intrathecal 

injections, treatment seemed to be safe. While some aspects of disease progression appeared to continue 

unabated, the frequency and duration of seizures decreased, suggesting a beneficial effect of the drug.   

 

  The development of milasen follows in the footsteps of splice-modulating antisense oligonucleotides 

previously approved for treating other types of genetic disease, including nusinaren for spinal muscle 
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atrophy and eteplirsen for Duchenne muscular dystrophy. However, in the case of milasen, only one 

patient in the world is known to have the specific type of mutation that can be treated with the antisense 

oligonucleotide, making it a true ‘n-of-one’ drug. News reports indicate that individualized antisense 

oligonucleotides are in the works for patients with other rare genetic diseases, including a patient with 

amyotrophic lateral sclerosis who has already been treated with such a drug. 

 

  Mila’s story is undoubtedly compelling in describing how cutting-edge medicine can be deployed with 

great speed for the treatment of a young girl whose condition was rapidly worsening. What is not yet 

clear is whether this case is a template that can be routinely reproduced for the development of n-of-one 

therapies. Among the issues that regulators must address are determining how much animal toxicity 

testing and preclinical evidence of efficacy are needed before giving the go-ahead for dosing of a patient 

with a rapidly progressive disease. Beyond these practical questions, there are broader economic and 

ethical issues. For the development of milasen, Mila’s family managed to raise $3 million through 

crowdsourcing and succeeded in enlisting academic researchers to take up the challenge. Such resources, 

in terms of both money and expertise, are not easily replicated. 

 

  Optimistically, it may be feasible to scale up production and testing of antisense oligonucleotides, 

increasing the speed with which they can be developed and lowering their cost. For example, antisense 

oligonucleotides targeting different genetic defects but made with the same types of chemical 

modifications to their DNA backbone may have similar toxicological, pharmacokinetic and 

biodistribution properties. The patient population that could be targeted by this type of approach is larger 

than might be guessed. Rare single-gene disorders affect about 1% of the population, of which it has been 

estimated that 15% could be targeted by individualized antisense oligonucleotides. 

 

  Looming over this type of ultra-personalized therapy—as well as others, such as chimeric antigen 

receptor (CAR) T cell therapy for cancer—is the issue of how society will manage to afford them. When 

treatment with a CAR T cell therapy costs $475,000, new types of payment models seem to be needed. 

As Fischer et al. discuss in this issue in the context of gene therapy, one potential option is a value-based 

approach for payment, in which the price of a drug is more directly tied to the value it brings to the 

patient, an approach that has been pushed forward in both the United States and Europe. Along these 

lines, in Germany a ‘pay-for-performance’ agreement was recently implemented for Kymriah 

(tisagenlecleucel), a CAR T cell therapy, according to which Novartis will pay back part of the price of 

the drug to a health insurance fund if patient survival doesn’t reach an agreed-upon threshold. 

 

  These enormously expensive types of therapy may also exacerbate inequities in access to medicine—

would access be restricted only to those in the highest socioeconomic stratum? The advances of precision 

medicine must be available to all sectors of society, not just for the most privileged. In a step in that 

direction, a joint initiative of the Bill & Melinda Gates Foundation and the US National Institutes of 

Health, announced in October, aims to develop new genetic therapies for HIV and sickle cell disease that 

can be used globally in low-resource, high-disease-burden regions, such as sub-Saharan Africa. The 

https://www.nature.com/articles/d41591-019-00021-w
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initiative plans to design gene-based cures that can be administered in areas with limited medical 

infrastructure. 

 

  As we head into the next decade, the development of personalized therapies will only accelerate, but 

they come with a hefty price tag. Drug developers and payers need to devise innovative solutions for 

balancing the need to fund future research investment with the accessibility of these therapies. Such 

personalized approaches also need to be balanced with public health initiatives that reach large swaths 

of the population. Amid the excitement of the possibility of high-tech cures, the goal of improving the 

health of all must not be forgotten. 

 

 〈 The cost of getting personal, Nature Medicine, December 2019 〉 

  注釈：n-of-one ＝ 一人を対象にした〈 n は number のこと 〉 

＊ 訳例 

 

Paragraph １  /  The recent report of an 

antisense oligonucleotide therapy designed for 

only one patient spotlights regulatory, economic 

and ethical issues that must be grappled with in 

an era of accelerated development of ‘ultra-

personalized’ drugs. 

 

Paragraph２ / A report published in October 

described the case of a young girl, Mila, with 

Batten’s disease, a progressive fatal 

neurodegenerative disorder. After discovering 

mutations in each of the two copies of the CLN7 

gene in Mila’s genome, researchers were able to 

design an antisense oligonucleotide, termed 

milasen, that could restore the correct splicing of 

one of the mutant alleles. The time that elapsed 

from diagnosis to dosing—including identification 

of the antisense oligonucleotide that could correct 

splicing in cells derived from the patient and 

toxicological tests in rodents—was less than a 

year, a remarkable feat. Over the course of 300 

days after initiation of drug administration, via 

repeated intrathecal injections, treatment seemed 

to be safe. While some aspects of disease 

progression appeared to continue unabated, the 

frequency and duration of seizures decreased, 

 たった一人の患者のための設計された、アンチセ

ンスオリゴヌクレオチドを用いた治療が最近報告

されたことにより、「 超個別化 」治療薬の開発が加

速する時代において、取り組むべき規制上の、そし

て、経済的な、また、倫理的な問題が注目されるよ

うになっている。 

 

 10 月に発表されたある報告において、Mila〈 ミ

ラ 〉という名のバッテン病にかかった幼い女の子

の症例について説明がなされた。バッテン病とは、

致死的な進行性の神経変性疾患である。研究者ら

は、Mila のゲノムの中の CLN7 遺伝子の 2 つのコ

ピーのそれぞれに変異を発見した後、変異アレルの

一つの正しいスプライシングを回復することがで

きるアンチセンスオリゴヌクレオチドを設計する

ことができた。このアンチセンスオリゴヌクレオチ

ドは milasen〈 ミラセン 〉と名付けられた。診断

から投与までにかかった時間〈 この時間には、患者

由来の細胞においてスプライシングを修正するこ

とができるアンチセンスオリゴヌクレオチドの同

定、および、ラットでの毒性試験に要した時間も含

まれる 〉は、一年に満たなかった。これは素晴らし

い偉業といえる。髄膜注射を繰り返し行うことによ

る薬の投与が始まってから 300 日が経過する期間、

治療は安全であるように思われた。病気の進行は、

いくつかの側面においては、衰えることなく続いて

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1813279
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suggesting a beneficial effect of the drug.   

 

 

 

Paragraph３  /  The development of milasen 

follows in the footsteps of splice-modulating 

antisense oligonucleotides previously approved for 

treating other types of genetic disease, including 

nusinaren for spinal muscle atrophy and 

eteplirsen for Duchenne muscular dystrophy. 

However, in the case of milasen, only one patient 

in the world is known to have the specific type of 

mutation that can be treated with the antisense 

oligonucleotide, making it a true ‘n-of-one’ drug. 

News reports indicate that individualized 

antisense oligonucleotides are in the works for 

patients with other rare genetic diseases, 

including a patient with amyotrophic lateral 

sclerosis who has already been treated with such 

a drug. 

 

 

 

Paragraph ４  /  Mila’s story is undoubtedly 

compelling in describing how cutting-edge 

medicine can be deployed with great speed for the 

treatment of a young girl whose condition was 

rapidly worsening. What is not yet clear is 

whether this case is a template that can be 

routinely reproduced for the development of n-of-

one therapies. Among the issues that regulators 

must address are determining how much animal 

toxicity testing and preclinical evidence of efficacy 

are needed before giving the go-ahead for dosing 

of a patient with a rapidly progressive disease. 

Beyond these practical questions, there are 

broader economic and ethical issues. For the 

development of milasen, Mila’s family managed to 

raise $3 million through crowdsourcing and 

succeeded in enlisting academic researchers to 

いるように思われたが、一方で、発作が起きる頻度

や発作の持続時間は減少した。このことは、この薬

に有益な効果があることを示唆している。 

 

 milasen の開発は、別の種類の遺伝性疾患の治療

に関しすでに承認されていた、スプライシングを調

節するアンチセンスオリゴヌクレオチドの先例に

倣って進められた。こうしたアンチセンスオリゴヌ

クレオチドには、脊髄性筋萎縮症に用いるヌシネル

セン、および、デュシェンヌ型筋ジストロフィーに

用いるエテプリルセンが含まれる。しかし、milasen

の場合に関しては、世界中で、このアンチセンスオ

リゴヌクレオチド〈 milasen のこと 〉を用いて治

療しうる特異的な種類の変異を持っている患者は

たった一人しかいないことが知られている。そのた

め、milasen は真の「 n-of-one 」薬となっている。

ニュース報道によれば、個別化されたアンチセンス

オリゴヌクレオチドは、他の希少遺伝性疾患の患者

に関しても、準備が進められているとのことであ

る。そうした患者には、一人の筋萎縮性側索硬化症

〈 ALS 〉の患者も含まれており、当該患者はすで

にそうした薬による治療を受けているという。 

 

 間違いなく、Mila に関する話は、急速に病状が悪

化する幼い少女に、極めて迅速に最新の医療を活用

しうることを説明している点において、人の心を引

きつける。まだ明らかになっていないこともある。

それは、この事例が、n-of-one 治療の開発に関し、

何度でも再生産できる鋳型のように一般化できる

事例〈 今後、他の希少疾患の患者にも適用できる、

標準的な方法 〉となりうるかどうかという問題で

ある。規制当局が対処しなければならない問題の中

には、急速に進行する病気を抱えた患者への投与を

承認するのに先立ち、動物を用いた毒性試験および

有効性に関する前臨床段階の証拠がどれほど必要

となるかの決定も含まれる。こうした実践的な問題

の他に、より広範な経済的および倫理的問題が存在

する。milasen の開発に関し、Mila の家族はクラウ

ドソーシングによって300万ドルを集めることがで

きた。そして、学術研究者らに、そうした難題に立

https://www.nature.com/articles/d41591-019-00021-w
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take up the challenge. Such resources, in terms of 

both money and expertise, are not easily 

replicated. 

 

Paragraph ５  /  Optimistically, it may be 

feasible to scale up production and testing of 

antisense oligonucleotides, increasing the speed 

with which they can be developed and lowering 

their cost. For example, antisense oligonucleotides 

targeting different genetic defects but made with 

the same types of chemical modifications to their 

DNA backbone may have similar toxicological, 

pharmacokinetic and biodistribution properties. 

The patient population that could be targeted by 

this type of approach is larger than might be 

guessed. Rare single-gene disorders affect about 

1% of the population, of which it has been 

estimated that 15% could be targeted by 

individualized antisense oligonucleotides. 

 

Paragraph６ / Looming over this type of ultra-

personalized therapy—as well as others, such as 

chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy for 

cancer—is the issue of how society will manage to 

afford them. When treatment with a CAR T cell 

therapy costs $475,000, new types of payment 

models seem to be needed. As Fischer et al. discuss 

in this issue in the context of gene therapy, one 

potential option is a value-based approach for 

payment, in which the price of a drug is more 

directly tied to the value it brings to the patient, 

an approach that has been pushed forward in both 

the United States and Europe. Along these lines, 

in Germany a ‘pay-for-performance’ agreement 

was recently implemented for Kymriah 

(tisagenlecleucel), a CAR T cell therapy, according 

to which Novartis will pay back part of the price 

of the drug to a health insurance fund if patient 

survival doesn’t reach an agreed-upon threshold. 

 

ち向かう協力を得ることにも成功した。費用および

専門知識のいずれの観点から見ても、そうした資源

の確保は容易に真似ができるものではない。 

 

 楽観的な見方をすれば、アンチセンスオリゴヌク

レオチドの製造および試験を拡大し、開発のスピー

ドを高め、そして、費用を下げることも可能なのか

もしれない。例えば、異なる遺伝的欠陥を標的とし

ているが、DNA 骨格に同じ種類の化学修飾を行う

ことで作られたアンチセンスオリゴヌクレオチド

は、毒性、薬物動態特性、そして、生体内分布の特

性が同様なものになる可能性がある。こうした種類

の方法の標的となりうる患者集団は、推測されてい

るよりも数が多い。希少な単一遺伝子疾患を患う人

は、そうした集団のおよそ 1 パーセントである。そ

の中で、個別化されたアンチセンスオリゴヌクレオ

チドの標的となりうる人は 15%になると推定され

ている。 

 

 

 この種の超個人化治療には、さらに、がんに対す

るキメラ抗原受容体〈 CAR 〉T 細胞療法といった

ような他の種の超個人化治療には、どのようにし

て、社会がそうした治療の費用を負担するかという

問題が立ちはだかる。キメラ抗原受容体 T 細胞療法

による治療には 475000 ドルの費用がかかることか

ら、新たな種類の支払いモデルが必要となるように

思われる。Fischer らが、遺伝子治療との関連でこ

の問題において論じているように、一つの潜在的可

能性がある選択肢が存在する。それは、価値に基づ

く支払い方法である。このアプローチにおいては、

薬の価格は、当該薬が患者にもたらす価値とより直

接的に結びつけられる。こうしたアプローチは、ア

メリカおよびヨーロッパですでに推進されている。

これと同様な方針に従って、ドイツでは、キメラ抗

原受容体〈 CAR 〉T 細胞療法である、Kymriah 

〈 キムリア / 商品名・tisagenlecleucel・チサゲン

レクロイセル 〉において、「 業績に基づく支払い方

式 」に関する取り決めが近年実行された。この取り

決めに従い、患者の生存期間が合意に至った限界値

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12687-018-0376-2


6 

 

 

 

 

 

Paragraph７  /  These enormously expensive 

types of therapy may also exacerbate inequities in 

access to medicine—would access be restricted 

only to those in the highest socioeconomic 

stratum? The advances of precision medicine must 

be available to all sectors of society, not just for the 

most privileged. In a step in that direction, a joint 

initiative of the Bill & Melinda Gates Foundation 

and the US National Institutes of Health, 

announced in October, aims to develop new 

genetic therapies for HIV and sickle cell disease 

that can be used globally in low-resource, high-

disease-burden regions, such as sub-Saharan 

Africa. The initiative plans to design gene-based 

cures that can be administered in areas with 

limited medical infrastructure. 

 

 

Paragraph ８  /  As we head into the next 

decade, the development of personalized therapies 

will only accelerate, but they come with a hefty 

price tag. Drug developers and payers need to 

devise innovative solutions for balancing the need 

to fund future research investment with the 

accessibility of these therapies. Such personalized 

approaches also need to be balanced with public 

health initiatives that reach large swaths of the 

population. Amid the excitement of the possibility 

of high-tech cures, the goal of improving the 

health of all must not be forgotten. 

 

〈 The cost of getting personal, Nature Medicine, 

December 2019 〉 

に達しなかった場合、ノバルティス〈 製薬会社 〉

は、健康保険基金にその薬の価格分の一部を払い戻

すことになる。 

 

 こうした極めて高額な種類の治療は、また、医療

へのアクセスにおける不平等を一層悪化させる恐

れがある。こうした治療へのアクセスは、最も高い

社会経済的地位にある者にだけに限定されてしま

うのではないだろうか。精密医療の進歩は、最も恵

まれたものだけではなく、社会のあらゆる部門にと

り、利用可能なものとならなければならない。そう

した方向への一歩となる話題がある。10 月に発表さ

れた、ビルアンﾄﾞメリンダ財団〈 the Bill & Melinda 

Gates Foundation 〉とアメリカ国立衛生研究所

〈 NIH 〉の共同イニシアチブは、世界中で、サハ

ラ以南のアフリカ諸国といったような、資源が乏し

く、疾病負荷の高い地域において利用可能な HIV お

よび鎌状赤血球病の新たな遺伝療法を開発するこ

とを目指すものである。このイニシアチブは、医療

インフラが限られている地域においても実行可能

な遺伝子治療の設計を計画している。 

 

 我々は、次の 10 年〈 2020 年代のこと・この英文

は Nature Medicine2019 年 12 月号に掲載されたも

の 〉にさしかかろうとしているが、これから個別化

治療の発展は加速の一途をたどるだろう。しかし、

そうした治療は、高額な値札をつけてもたらされる

ことになる。薬剤開発企業や経済的負担を負う者

は、将来の研究への投資に資金を充てる必要性と、

こうした治療の利用可能性のバランスをとるため

の革新的な解決策を考案する必要があるだろう。そ

うした個別化された方法は、また、より幅広い人た

ちのもとにも届く公衆衛生イニシアチブとのバラ

ンスをとる必要もある。ハイテク治療の可能性に沸

き立つ中にあって、全ての人の健康を増進するとい

う目標も忘れてはならない。 

 

                                   〈 白川 泰成 〉 
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事務局より 

 

≪２０２０年度実施試験対応≫ 

 

【テスト実施のご案内】 

 

「完成シリーズ実力テスト」 

新宿本校：2/8(土)13:30～16:00 

名駅校：  2/8(土)12:30～15:05 

新大阪校：2/9（日)13:30～16:00 

自宅受験：1/28（火）発送予定 

 

「第 2回単語テスト」 

新宿本校：2/8(土)10:00～10:20 

名駅校：  2/8(土)15:15～15:35 

新大阪校：2/9（日)16:15～16:35 

自宅受験：1/28（火）発送予定 

 

 

【チュートリアルのご案内】 

 

「出願書類の書き方」 90分   

新宿本校：DVD 視聴可能 

名駅校：1/19(日) 16:00 

新大阪校：2/2（日）13:00  

ＷＥＢ通信講座：視聴可能 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「基礎復習テスト 生命科学１ 解説講義」 90分 

「基礎復習テスト 生命科学２ 解説講義」 90分 

「基礎復習テスト 生命科学３ 解説講義」 90分 

「基礎力判定テスト 英語 解説講義」 90分 

「基礎力判定テスト 物理 解説講義」 90分 

「基礎力判定テスト 化学 解説講義」 90分 

「受験校の選択」 90分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120分   

「完成生命科学 中間テスト 解説講義」 90分   

 

 

   

【文系のためのミニマム数学のご案内】 

 

生命科学を学ぶ上で、対数、微分などの最低限の知識が必要です。 

“勉強時間の都合で自習できない”という方を対象に必要最低限の数学 

（確率・統計は除く）の知識と考え方を勉強していただく講座です。 

全 3講（1 コマ 120分）です。詳細はマイルームでご確認ください。 
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【名駅校 DVD講座】 【WEB通信講座】 申込受付中です。 

 

 

【トップレベル医学英語テストゼミ 】 お申込受付中！ 

 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

新作問題を使った演習を行い、解説講義で理解を定着させます。 

受験前の総仕上げとして活用ください。（全 4回） 

テスト（各回、60分）終了後、解説講義（60分）を行います。受講形態にかかわらず、 

「提出期限」までにご提出いただいた答案を採点いたします。 

※お申込みに際しまして、受講条件があります。 

詳細・申込方法は、マイルームでご確認ください。 

 

【新宿校 LIVE講座】【WEB通信講座】【名駅校/新大阪校 DVD講座】 

 

 

【完成シリーズ 生命科学 ワークブック重要テーマ解説講義 (WEB通信講座)】1/15（水）よりお申し込み開始！ 

完成シリーズ生命科学 ワークブックに関して、 

重要度の高い問題・質問が多かったものを中心に解説します。 

講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

申込対象者：2020年実施試験対応講座 完成シリーズ「生命科学」受講生 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19 

 

 

【トップレベル生命科学テストゼミ 実施予告】 2/20（木）よりお申込み開始！ 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。⋰ 

有名問題、過去問題、新作問題をバランスよく混ぜて出題しますので、どの大学にも対応できる内容です。 

得点力、応用力を飛躍的に伸ばすのに好適な講座です。（全 5回） 

テストは、すべて記述式です（各回テスト 60分／解説講義 60分）。 

受講形態にかかわらず、「提出期限」までにご提出いただいた答案を採点いたします。 

 

※お申込みに際しまして、受講条件があります。 

詳細・申込方法は、マイルームでご確認ください。 

 

 

【プレミアム講座のご案内】   1/21(火)よりお申込み開始！ 

 

Line-Up 

●特定大学過去問分析 

●物理・化学過去問分析 

 新潟大学・浜松医科大学・滋賀医科大学・島根大学・香川大学・高知大学 

●生命科学過去問分析 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19
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 旭川医科大学・筑波大学・金沢大学・名古屋大学・滋賀医科大学・島根大学・鹿児島大学 

●英語長文時事問題対策 

●英語過去問分析 

 旭川医科大学・群馬大学・浜松医科大学・滋賀医科大学・島根大学・愛媛大学・高知大学・鹿児島大学 

●文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

 

詳細・申込方法はこちら 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/31380 

【名駅校】  https://school.kals.jp/student-mk/blog/31384 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 

 

◎WEBカウンセリングについては以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/student-shn/blog/31380
https://school.kals.jp/student-mk/blog/31384
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf



