日本人 ゲ ノムの多型 情報 の集積 と多遺伝子性疾患 の
疾患感受性遺伝子 の同定 に関す る研究
I

①

試 験 研 究 の 全 体計 画

人 SNPの 収集 と多型解析 (国 立循環器病 セ ンター)

1.研 究の趣 旨
ゲノムの多様性 に基づ く「 あ りふれた病気
diseases)」

循環器疾患 の疾患感受性候補遺伝子を中心 とした日本

「 あ りふれた病気」 の疾患感受性遺伝子 は単一の遺伝子異
常 による ものでな く,複 数 の遺伝子 の変化 が関わ ると考え

(common

は,環 境因子以外 に疾患 に対す る個人 の感受

性 を決める複数 の疾患感受性遺伝子により規定されている。

られ,そ の解析 に際 して日本人 のゲノム多型情報を収集す

本提案では,世 界的 にみて遺伝的背景が均一で疾患感受性

ることが重要 である。一方,「 あ りふれた病気」 と同 じあ
るいは類似す る病態を呈する疾患 のなかに単一遺伝子病 が

遺伝子 の抽出 に有利 な日本人ゲ ノムの多型情報 に基づいて

含まれ, これ らの疾患原因遺伝子 が疾患感受性遺伝子 の一

日本人 の「 あ りふれた病気」 の疾患感受性遺伝子を明 らか

部 となっている。 そこで,そ れ らを含め, これ まで の検索
であ りおゝ
れた循環器疾患 の疾患感受性遺伝子候補を手始 め

,

にす るために必要 なサ ンプル収集・ 解析手法 の構築 に関す

に,収 集 して得 られた日本人 SNP情 報 を用 いて循環器疾

る検討 を行 う。第一 の方法 として,高 血圧 と痛風等 の「 あ
りふれた病気」 の大家系 と罹患同胞対を対象 と して,「 マ

患 の疾患感受性遺伝子 にせまる。

イク ロサテライ トマーカーを用 い る全ゲノムにわたる連鎖

②

解析」
,お よびこれ らと多数 の罹患患者 を対象 と して「 罹
患患者群 と健常者群 にお ける標的遺伝子局所 の単一 ヌクレ

人多型解析 と SNPの 収集 (徳 島大学 ゲノ ム機能研究 セ ン
ター)

オチ ド多型 (Single Nucleotide Polymorphism;SNP,
ス ニ ップと略称す る)の 頻度 の偏 りの解析,す なわち関連

「 あ りふれた病気」 の発症 は単一 の遺伝子異常 によ らず
複数 の遺伝子 の変化 が相加的 に発症因子 して関与す る。 日

解析 を行 い,日 本人 の多遺伝子性疾患 の疾患感受性遺伝子

本人 の多遺伝子性疾患 の疾患感受性遺伝子 を同定す るため
に,マ イクロサテライ トと SNPを 含 む 日本人 ゲノ ムの多

を同定す る場合 に必要 となる「 家系数」,「 臨床的表現型 に
よる層別」
,「 解析 ソフ トウェア」等 に関す る条件 と方法 を
明 らかにす る。そのために,患 者ゲ ノム DNAサ ンプ ル・

代謝性疾患 の疾患感受性候補遺伝子を中心 とした日本

,

型情報を収集す る。 その上で,日 本人 の臨床情報 によ り層

臨床情報 の収集・ 多型情報 と疾患 との関連を解析す る手法

別を行 った約 50罹 患同胞対 を対象 とす る「 罹患同胞対解
析」
,大 家系 の「 パ ラメ トリック連鎖解析」 によ り疾患感

の開発を行 う。第二の方法 として,遺 伝子導入・ 消失等 の

受性遺伝子 の座位が特定す るで きるか否かを検討す る。 こ

遺伝子負荷を与えた遺伝子負荷動物を対象 と し,「 標的遺
伝子 とそのゲノム多型」 が「 疾患感受性遺伝子 によ り規定

の結果 に基づ きさらに シミュレー ション解析 によ りどの程
度 の家系数 が必要 であるかを検討 し,必 要 な臨床試料 の収

される定量的形質」 に与 える影響 を解析す ることにより

集 の体制 を確立す る。

,

多遺伝子性疾患 の疾患感受性遺伝子を同定す る場合 に必要

多遺伝子性疾患 の発症や予後が単一遺伝子疾患 の原因遺

な条件 と解析方法 を明 らかに し,モ デル動物を用 いた疾患

伝子や候補遺伝子 の発現 の異常を介 して制御 され るので

感受性遺伝子候補 の病因遺伝子 としての評価 を行 う。日本
人ゲ ノム多様性情報 の有効利用法 に関す る基盤の整備 にあ

これ までに明 らかにされた単一遺伝子疾患 の疾患原因遺伝
子 と候補遺伝子 に関 し,主 として痛風,慢 性関節 リウマチ

たり,① 日本人健常者ゲノムの SNPの 収集,② 罹患患者
を対象 とてした候補遺伝子の SNPの 型 と疾患 との関連解

等 の疾患を対象 として, これ らの疾患原因遺伝子 に関 して
のイ ン トロン・ エキソ ン構造 とプ ロモー ターの配列を明 ら

析により疾患感受性遺伝子を判別する研究,お よびЭ多遺

かに し, これ らの領域 に存在す る SNPを ,MF― PCR― SSCP

伝子性疾患 に関す る遺伝情報 の収集解析 システ ムの開発 を
行 う。本提案では, これ らをあわせ,日 本人ゲ ノムの多様

の方法を用 いて収集する体制を整える。日本人 のゲノム多
様性 に関するデー タベースの実用化を図 る。

性 を活用 し,疾 患感受性遺伝子 を抽出す るために必要 な条

(2

件 と方法 に関す る研究基盤を整備 し, 日本人 SNPと 疾患
感受性候補遺伝子 に関す る具体的 なデー タ (多 型情報 ,臨

①

,

各種疾患患者 のゲ ノム情報 の収集
高血圧症 を中心 と した患者 ゲノ ムの収集 と病因解析

(国 立循環器病 セ ンター)

床 デー タ)の 蓄積 について模範例 となることを 目指す。

一 つの素因遺伝子 が,高 血圧発症 に寄与す る程度 は,そ
れほど大 きなものとは考え られず,対 立遺伝子 の頻度 に も

2.研 究内容及び目標

よるが,か な り大 きな対象集団 が必要 と思われる。現在 ま

1.日 本人 SNPの 収集 と疾患感受性遺伝子 の探索
(1)日 本人 SNPの 収集

でに,一 般 住民 か らラ ンダ ムに抽 出 されたサ ンプ ル を約

5000(吹 田スタデー),大 学病院 にて疾患特異 的 に集 め ら
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れたサ ンプルを約 1200(心 筋梗塞 400,狭 心症 300,高
血圧 500)を 保持 しているが,国 立循環器病 セ ンターにお

の相関解析 を行 うために必須 である。臨床情報 としてデー
タベースす るための項 目と表示 の方法 を考案 し, これ らの

いてさ らに収集を図 る。疾患感受性遺伝子 を絞 り,意 義あ

情報をデ ジタル情報 として入力 しデー タベース化す る シス
テムを開発す る。

る変異 を検索後,そ の変異 と疾患 の関連 を検索す る方向で
研究 を進 めるため,高 血FFモ デル ラッ トを用 いた連鎖解析

また,連 鎖解析 ,あ るいは広 い意味では遺伝情報 と表現

mappingよ りい くつかの候補遺伝子 を見 い 出 してお り

型 との関係 を分析す るために必要 なソフ トウェア,お よび
補助 ソフ トウェアを開発 し,患 者 や一 般人 か ら得 られ た

これ らにおける変異検索 をすすめて疾患感受性遺伝子 にせ

DNAサ

まる。

らのソフ トウェアで解析す る。疾患 については初期 には痛
風 と慢性関節 リウマチ,そ れ らが解決 した後には膠原病や

よ り見 出 した複数 の候補座 位 と ヒ トとの comparative
,

心不全を中心 とした患者ゲノムの収集 と病因解析 (国
立循環器病 セ ンター)
②

国立循環器病 セ ンターにおいて患者ゲ ノム収集・ 保存 に
必要 な取 り扱 い基準 の整備 ,イ ンフォーム ドコンセ ン トの
整備 を行 い,ゲ ノム DNAバ ンクとしての遺伝子検体管 理

ンプルを用 いた SNPや 他 の多型 の分析結果 をそれ

類似疾患 ,さ らには疾患以外 の表現型 について解析 す る。
最終的 に多 くの研究者 が広 く連鎖解析 を行 えるためのソフ
トウェアパ ッケージを開発す る。 また,SNPお よび他 の

室 の運用を開始 して,病 因解析 のための基盤を構築す る。

多型 と表現型 が集団内でどのように変化 し,維 持 されるか
を シミュレーションソフ トウェアを開発 し分析す る。さら

多遺伝子性疾患 の病因 に単一遺 伝子病 で同定 された遺伝子
の関与 のある ことが知 られ ることか ら,患 者ゲ ノム,臨 床

に,実 験的 DNA分 析 の結果 を分析 し解析す るため の 自動
化 システ ムと必要 なソフ トウェアを開発 し,同 時に.将 来

情報 の収集 と同時 に,家 族性心筋症 およびそのほか の心不
全患者 について疾患感受性 を決める候補遺伝子 の解析,さ

患者 の SNPが 分析 されるようにな った場合 , それ を患者

らに,他 の疾患感受性候補遺伝子 について順次解析 をおこ

の利益 になる方向で即座 に臨床応用す るために必要な医師
と患者間 のイ ンター フェースの原形 を開発す る。

な う。最終的 に,家 族性 の心不全をきたす疾患 の新規病因

2.モ デル動物 を用 いた疾患感受性遺伝子 の解析

遺伝子 ない し疾患感受性遺伝子 の同定を目指す。
③ リウマチ性疾患 を中心 とした患者ゲノムの収集 と病因

(1)遺 伝子改変動物 モデルを用 いた研究
①

解析 (東 京大学医学部 )
リウマチ性疾患 (慢 性関節 リウマチ ●痛風 )の 遺伝要因

環器病 セ ンター)
心不全 モデル動物 として ジス トロフ ィン結合蛋白質遺伝

を,兄 妹例 を用 いた罹患同胞対法 で検討す る。そのため
各 50家 系 を集 め,患 者 ゲノム DNAの 収集 を行 いデーター

子 の異常 を持 つハ ムス ターモデル及 びこの蛋白質 または関
連蛋白質を欠損 させたマ ウスモデルを用 いて,心 不全 の発

ベ ースを構築す る。遺伝分析 には,ま ず全染色体 に分布す

症 と病態 の進行 に関与す る遺伝子 を同定 してその機能解析

る約 400の マイク ロサテライ ト(MS)マ ー カ ーを用 いる。
疾患 の分析 にあた り,日 本人正常人 の MS多 型 の頻度 を求

を行 い心機能変化 との関連 を明 らかにす る。また,遺 伝子
操作動物 モデルを作成す ることにより,同 定 した遺伝子産

める必要 があ り, これについて も検討す る。以上 よ り推定

物 の分子・ 細胞 レベルの機能評価 と jれ υjυ οの心筋機能変
化 との関連 を明 らかに して これ らの遺伝子 の病態的役割 を

,

される疾患感受性領域 と疾患 の関連を関連解析 で検討す る
が, これにはラ ンダムな患者 サ ンプルを用 い る。また,推

モデル動物を用 いた心機能不全 の遺伝子解析 (国 立循

評価す る。

定 される MS近 傍 の他 の MSや 遺伝子 ,SNPを 検討す る
ための PCR用 のプライマーを作成 し,そ の基礎検討 を行

②

う。

①

動脈硬化や心筋梗塞 などの循環器疾患 の要因 として,ア
ラキ ドン酸から生合成されるプ ロスタサイクリン (PGI)
とトロンポキサン (TX)の パ ランス異常 が考 え られて い
る。本研究は, このパ ランス異常がどのように循環器疾患

原病 リウマチ痛風 セ ンター)

の発症 と進展 に結 びついているかを,遺 伝子改変 マ ウスを
モデルに使 って解明することを目的 とする。具体的には

G)ゲ ノム情報 と疾患情報 のフ ァイ リングと解析方法 の確
立
多遺伝子性疾患 に関け る遺伝情報の収集解析 システム・
解析 ソフ トウエ アの開発 とその応用 (東 京女子医科大学膠

モデル動物を用 いた心血管病変 の発症進展 に関わ る遺
伝子解析 (国 立循環器病センター)

,

多数 の臨床 デー タの中か ら,疾 患感受性遺伝子 により決定
されると考え られる病態 の特徴 を,典 型的 な「 ありふれた

TX合 成の鍵を握 るPGI合 成酵素 とTX合 成酵素を
欠損 したマウスの解析 と,両酵素を過剰発現す る トランス
ジェニ ックマウスの作成 と解析 を行 う。特 に,PGIと TX
のパ ランス異常 と心血管病変の発症進展の関連 を,動 物個
体 と遺伝子変異動物か ら得 られる組織や細胞を材料 に,分

病気」 に関 して選定す る。 これ らの臨床情報 は,患 者群を
これ らの特徴 に応 じて層別 し,臨 床情報 とゲノム多様性 と

子生物学的手法を使 って解析する。
③ 免疫不全 モデル動物を用 いた遺伝子解析 (徳 島大学ゲ

多遺伝子性疾患 に関す る遺伝情報を収集解析す るために
は,SNP等 のゲ ノム多様性 に関す る情報 をデ ー タベ ー ス
化す ると同時に臨床情報 をデー タベース化す る必要 がある。

PGIと
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ノム機能研究 セ ンター)

リウマチと痛風を対象 として検討す る。

生体 の防御機構 としての免疫系 は様 々な疾患 においてそ
の発症 ,病 態 の進展 に深 く関わ ってお り,そ の検討 はあ り
ふれた病気 の解析 において も重要 な情報 を提供す る。■九
多能性 の造血前駆細胞がどのよ うに して胸腺環境 で生体防
御 の司令塔 として 自己・ 非 自己の識別 を担 うTリ ンパ球 へ
と分化方向を決定 づ けられ るのか不明 である。 これまでに
作成 して きた遺伝子改変 マ ウスの うちの 1系 統 に興味深 い
遺伝子挿入変異を発見 し,Tリ ンパ球分化 の停止 と胸腺内
で選択的 にBリ ンパ球 へ の異常分化を認 めた。本研究 はこ
のマウスの遺伝子挿入ゲ ノム座 の解析を進 めてTリ ンパ球
へ の分化系譜 を決定す る責任分子 の解明 を行 い,種 々の疾
患 との関係を明 らかにす る。

単一遺伝子疾患 の原因遺伝子や候補遺伝子 の発現 の異常
を介 して多遺伝子性疾患 の発症や予後が制御 され る。主 と
して,特 に高 而FF,痛 風 ,慢 性関節 リウマチ等 の「 あ りふ
れた病気」を対象 として, これ までの検索 で明 らかにされ
た単一遺伝子疾患 の疾患原因遺伝子 と候補遺伝子 のイ ン ト
ロン・ エキソ ン構造 とプ ロモー ターの配列を明 らかに し
,

これ らの領域 に存在す る単一 ヌクレオチ ド多型

(SNP)を

収集す るできる体制を整える。 これ らと平行 して,①候補
座位 と候補遺伝子 に関す るデー タベ ース,②集団遺伝学用
のソフ トウェア,お よび③ SNPの 位置 と頻度 に関するデー
タベースの開発 を進め,具 体的なデ ー タの収納 を介 して
,

その有用性を向上 させ る。すなわち,モ デル夷忠 (高血圧・
心不全・ 代謝疾患 )の

3.年 次計画

SNP情報 などの多型情報 を用 いた

,

多遺伝子性疾患 の原因遺伝子 の解析技術を開発す る。

本 プ ロジェク トでは世界的 にみて遺伝的背景が均―で疾
患感受性遺伝子 の抽出に有利 な日本人ゲ ノムの多型情報 に

補遺伝子 に関 して SNPの 型 の頻度 を疾患患者 と健常人 で

基 づいて,日 本人 の「 あ りふれた病気」 の疾患感受性遺伝

比較す ることにより,疾 患感受性遺伝子感受性遺伝子 であ

子 を明 らかにす るために必要 な条件 と解析方法 に関す る基
盤 の確立 を目標 とす る。

るか否 かを順次明 らかにす る。大家系 の連鎖解析では,マ
イクロサテライ トマーカーで明 らかにされた座位 に存在す

第 I期 では,ま ず,多 遺伝子性疾患 の疾患感受性遺伝子
が存在す る座 位 の特定 に用 いるマイクロサテライ トマーカー

る候補遺伝子 の SNPの 多型を順次検討 し, これを用 いて

としては 70%以 上 のヘテ ロ接合体率 を示す ことが求 め ら
れ るので,日 本人を対象 と し,平 均約 0.75セ ンチ モルガ

第 Ⅱ期 では「 あ りふれた病気」 の疾患感受性遺伝子 の候

連鎖解析を進 め,求 める単一遺伝子疾患 の疾患原因遺伝子
に迫 る。より多数 の単一遺伝子疾患 の疾患原因遺伝子 と候
補遺伝子 のイ ン トロン・ エキソ ン構造 とプ ロモー ターに存

ンにひとつの頻度 で, この要件 を満 たす マイクロサテライ
トマーカーを明 らかにす る。 これ らの情報を用 いて,大 家

在す る SNPの 頻度 を関連解析 によ り比較検討 し, これ ら

系 のパ ラメ トリック連鎖解析 ,あ るい は「 ありふれた病剣
の疾患感受性遺伝子 の座位が ノ ンパ ラメ トリック連鎖解析

すなわち,第 Ⅱ期 には第 I期 に開発 した技術をさらに集積
される SNP情 報 に対応 した,汎 用性 の あ る解析技術 へ と

解析 のひとつで ある罹患 同胞対解析 によ り,約 50罹 患同

確立す ることを 目指すg

が疾患感受性遺伝子 として機能す る可能性を¨

胞対 を対象 として座位を特定す るできるか否 かを慢性関節

1.日 本人 SNPの 収集 と疾患感受
性遺伝子 の探求

(1)日 本人 SNPの 収集
① 循環器疾患 の疾患感受性候
補遺伝子 を中心 とした日本人

SNPの 収集 と多型解析
② 代謝性疾患 の疾患感受性候
補遺伝子 を中心 とした日本人

候補遺伝子の SNP収 集

ト

候補遺伝子 の SNP収 集

SNPの 収集 と多型解析

(a

各種疾患患者 のゲノム情報の

収集
① 高血FF症 を中心 とした患者
ゲノムの収集 と病因解析
② 心不全を中心 とした患者ゲ
ノムの収集 と病因解析

患者ゲ ノム DNA収 集 マーカー解析
患者ゲノム DNA収 集 マーカー解析

―‑563‑―

る。

研

究

目

項

11年

12年

度

13年

度

度

14年

15年

度

度

患者ゲノム DNA収 集 マーカー解 析
￨

リウマチ性疾患を中心 とし
た患者ゲノムの収集 と病因解

③

・ 不平

析
侶)ゲ ノム情報 と疾患情報 のファ
イ リングと解析方法の確立
① 多遺伝子性疾患 に関す る遺
伝情報 の収集解析 システム・

ファイリングシステムの開発・ 解析ソフトウェアの開発
・ 臨床情報の統合 自動解栃システムの構築
ゲノム

解析 ソフ トウエアの開発 とそ
の応用
モデル動物 を用 いた疾患感受性
遺伝子 の解析

(1)遺 伝子改変動物 モデルによる
解析

①

′
心ラ
ド全 モデル動物 のイ1製

モデル動物を用 いた心機能

′
とヽ
鵜L能 関連遺伝子の,澤析

不全 の遺伝子解析
② モデル動物 を用 いた心血管

血管病 モデル動物のイ1製
血 催ぎ
病関連遺伝子 の解析

病変 の発症進展 に関わ る遺伝
子解析

̀疫 不全

③ 免疫不全 モデル動物 を用 い
た遺伝子解析

所

要

経

費

(合

計)

L/O解
モデノ

気

￨

と免疫不全 との関連解析

180百 万 円

4.平 成 11年 度 における実施内容 と達成 目標

抽出 し,マ イクロサテライ ト多型 のヘテ ロ接合体 の発現率

1.日 本人 SNPの 収集 と疾患感受性遺伝子 の探求
(1)日 本人 SNPの 収集

を明 らかにす る。痛風 と増殖性疾患 の疾患感受性を決 める
候補遺伝子 であるア ミドホスホ リポシル トラ ンスフェラー

① 循環器疾患 の疾患感受性候補遺伝子 を中心とした日本
人 SNPの 収集 と多型解析 (国 立循環器病センター)
② 50人 の正常 日本人よリゲノム DNAを 抽出 し,心 不全

ゼ,PAP41,PAP39等 の翻訳領域 , プ ロモー ター領域 に

病因感受性遺伝子候補 の一つで ある AMPDl遺 伝子 ,循
環器単一遺伝子病であるマル ファン症候群,心 筋症 などの
病因遺伝子すなわち FBNl,MYH,TNT,MYBP,HCA
遺伝子 のそれぞれについて,翻 訳領域,プ ロモーター領域

ついて MF― PCR― SSCP解 析を行 い,SNP情 報 を収集す る。
慢性関節 リウマチの 50罹 患同胞対 の罹患同胞対解析 と

,

痛風 と腎障害を来す大家系 の連鎖解析を行 う。また,痛凪
糖尿病,慢 性関節 リウマチを含む「 あ りふれた病気」 の患
者 のゲノム DNAの 収集 と, これ ら疾患 の候補遺伝子 とそ
のゲノム構造 に関す る情報収集 を行 う。

について MF― PCR― SSCP解 析を行 い,多 型情報を収集す

(2

る。順次周辺領域に検索を進 める。本年度 はまずはこれ ら
候補遺伝子 の情報収集を行 う。収集情報 の利用方法,応 用

①

については徳島大学,東 京女子医科大学 の共同研究者 とと
もに進 める。

候補遺伝子 の一つである ヒトSa遺 伝子 で既 に見 出 した
複数 の遺伝的変異 について,吹 田 ス タデーを用 いて, ヒト

③ 代謝性疾患 の疾患感受性候補遺伝子 を中心 とした日本
人 SNPの 収集 と多型解析 (徳 島大学 ゲ ノム機能研究 セ ン
ター)

高血圧 に関与 して い るのか否かを検定す る。さらに,小 規
模 のケース・ コン トロールス タデーで得 られた,ア ル ドス

健常対照群 として 50人 以上 の 日本人 の ゲノ ム DNAを

各種疾患患者 のゲノム情報 の収集
高血圧症 を中心 と した患者 ゲ ノ ムの収集 と病 因解析

(国 立循環器病 セ ンター)

テ ロン合成酵素遺伝型 と高血圧 の関連 も吹田 ス タデーを用
いて解析 を行 う。 ラットで見出 した,ラ ット染色体 7及 び
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17に 血圧及 び心肥大 に影響 を与 え る座 位 につ いて,対 応
す るヒト遺伝子地図より候補遺伝子を選 び出 し,変 異検索
を行 う。高 而FF症 について Sa遺 伝子 などとの関わ りを明
・
らかに し,同 時 に新 たな候補遺伝子 を数個以上選別す る。
② 心不全を中心 とした患者 ゲノムの収集 と病因解析 (国
立循環器病 セ ンター)

スするための項 目と表示 の方法 を考案 し,短 時間 で これ ら
の情報を デジタル情報 として入力 しデー タベース化す る シ
ステムを開発 し,次 年度以降デー タベースの入力を行 う体
制 をつ くる。また, これまで多 くの連鎖解析 のソフ トウェ
ア,補 助 ソフ トウェアを開発中であるが,さ らに改良を進
める。連鎖解析 の 自動化 に関 しては,遺伝的矛盾 の検出 と

国立循環器病 セ ンターに現在受診中で カテーテル・ 心筋

修正 が大切であ り,可 能 なか ぎり矛盾が少な くなる形で自

生検 などで臨床上確定診断 されている200名 の肥大型心筋

動修正す ることも可能 なようなオプ ションを組み込む。さ

症患者,100名 の拡張型心筋症患者 につ きゲノ ム DNAを
採取 し,臨 床情報 と共 にカタ ログ化す る。肥大型心筋症 に

らに,複 数 の DNA検 体 の遺伝的関係を自動的に解明す る
ソフ トウェアを開発 して,検 体 の取 り違えや誤認識 の 自動

ついては既報 の 7原 因遺伝子 (心 筋 β ミオ シ ン重鎖 ,心 筋
トロポニ ンT, αトロポ ミオシン,心 筋 ミオシン結合蛋 白

修正可能 な有用 なソフ トを作成す る。また, これ らソフ ト
ウェアの簡便 な操作 マニ ュアルを整備 して汎用性を高める。

C,心 室型 ミオシンアルカ リ軽鎖,心 室型 ミオ シン調整軽
鎖 ,心 筋 トロポニ ン I),拡 張型心筋症 について は既 報 の

さらに,応 用 として, これ までに見出 した家族性若年性痛
風性腎症 の大家系 のパ ラメ トリック連鎖解析 による原因遺

4原 因遺伝子 (心 筋 αアクチ ン, ジス トロフィ ン,タ ファ
ジン,カ ルニチ ンパ ル ミチ ン酸転移酵素 Ⅱ)に ついて変異

伝子座 について,さ らに検体 を日本中か ら収集 して,可 能
性 のある領域をさらに狭める。また,そ の他 の一般痛風や

解析を行 い,重 症度・ 予後 との関連 につ き検討する。
③ リウマチ性疾患を中心 とした患者ゲ ノムの収集 と病因

他 の家系 にお ける当該遺伝子座 の関与 について連鎖解析 を

解析 (東 京大学医学部 )

風性腎症 の病因遺伝子候補 の絞 り込みをめざ して,次 年度

兄妹発症慢性関節 リウマチ,痛 風家系 につ いて各 50家
系以上 の登録 を行 い,家 系 サ ンプルか らのゲ ノ ム DNAを

以降 の研究 につなげる。
2.モ デル動物を用 いた疾患感受性遺伝子 の解析

採取す る (次 年度末 までに終 了予定 )。 また,当 該患者 に
ついて臨床情報をデー タベース化す る準備を進 める。正常

(1)遺 伝子改変動物 モデルによる解析

対照群 のゲノム DNAを 100例 について採取す る。 得 られ
た家系 サ ンプルについてマイクロサテライ トマーカーの多
型 ス ク リーニ ングを開始 (3年 間 で完了 の予定 )し ,同 時
に正常対照例 について マイクロサテライ トマーカーの多型
スク リー ニ ングを開始す る (2年 間 で完了予定 )
慢性関節 リウマチ患者 の HLADRタ イ ピングを行 って

,

(RA)の 疾患感受性遺伝子 の一 つで あ

開始す る。本年度 はソフ トウェアの改良 と家族性若年性痛

モデル動物を用 いた心機能不全 の遺伝子解析 (国 立循
環器病 セ ンター)

①

マ ウス成体 の心臓および骨格筋 にア ンチセ ンス RNAを
アデノウ ィルスベ クターを用 いて導入す る事 によ り delta
サル コグ リカ ンを欠損 させ,そ の結果比較的早期 にこれ ら
の組織 で起 こる遺伝子発現変化を検討す る。遺伝子発現 の
変化 は differential displayま たは subtraction法 などを

る HLA・ DRを 家系例 で検討 し,マ イクロサテライ トマー
カ ー と同様 に重要 なイ ンフォメーシ ョンを得 る。一方,他

用 いて検出 し,変 化す る遺伝子 を同定す る。また,同 様 に
生後種 々の発達段階における心筋症 ハ ムス ターモデルおよ
び同一 の遺伝的背景を持 つ正常 ハ ムス ターを用 いて,遺 伝

施設 と共同で解析 ソフ トウェアの検討 し,実 際 のデー タを

子発現 の差異を検索 し病態関連候補遺伝子 を同定す る。ま

利用 して多型 デー タを MAPMAKER/SIBで 解析す る際
に必要なデー タ処理 ソフ トを考案す る。順次,得 られた情

た,類 似 した心不全病態を発症 させることが知 られて い る

慢性関節 リウマチ

,

関連蛋白質 を標的 に同様 な実験を行 う。また, この間,組
織及 び時期を コン トロール しての ジー ンターゲ ッティ ング

報 に関す る関連解析 の基礎検討 として マイクロサテライ ト
マーカー,HLAデ ー ターで基礎検討を行 う。

技術を習得す る。

G)ゲ ノム情報 と疾患情報 のファイ リングと解析方法の確

②

立

伝子解析 (国 立循環器病 セ ンター)

多遺伝子性疾患 に関す る遺伝情報 の収集解析 システム・
解析 ソフ トウエ アの開発 とその応用 (東 京女子医大膠原病
リウマチ痛風 セ ンター)
多遺伝子性疾患 に関す る遺伝情報 をIX― するために

,

モデル動物を用 いた心血管病変 の発症進展 に関わる遺
本年度 は強力 な抗血小板凝集作用 ,血 管弛緩作用 ,細 胞

保護作用,心拍出量増強作用などの心血管機能 と密接 に関
連す る生理活性を有す るとされなが ら,半 減期 が 3分 と極
めて不安定 なため,生 体内での病態生理学的 な検討 が困難

多数 の臨床 デー タの中か ら,疾 患感受性遺伝子 によ り決定

であった PGIと 心血管系 の疾患 の関連 を以 下 の研究計画

され ると考え られる発症年齢 ,進 行度 ,合 併症 の有無,血

で実施す る。(1)PGI合 成酵素欠損 (PGID)マ ウスは,我 々
の予備研究 で腎臓組織 の壊死,線 維化 ,ボ ーマ ン嚢 の拡張

清学的 な検査所見等を含む病態 の特徴 を,典 型的な「 あり
ふれた病気」に関 して選定す る。典型的な「 あ りふれた病
気」 に関 し臨床医 と協議 の上 ,臨 床情報 としてデー タベー

などを伴 う形態変化 と,腎 動脈 の中膜肥厚 を示す ことが最
近明 らかになった。PGIDマ ウスの戻 し交配 もほぼ完了 し
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ているので,個 体 と個体 か ら単離 した心血管系 の組織や細
胞を用 いて, これ らの異常 の発症原因 とその過程を解析す
る。具体的 には,OPGIが 関与 して い る可能性 が予測 され
る血栓形成能 ,心 機能 の病態生理学的解析す る。 淡 症 に
重要な役割 を果たす マ クロファージ,血 管平滑筋,血 管内
皮細胞 の性質 の解析す る。l● l腎 動脈 の肥厚 などの腎臓障害
の進行抑制や回復方法 の遺伝子導入を含 めた方法 を検討す
る。OPGIDホ モマ ウスの腎障害 は,必 ず観察 され る症 状
であるが,個 体差 が非常 に大 きく直接引 き金 となる他 の要

うため,両者 の転写調節機構 の差 を調 べ,細 胞特異的 な
PGI合 成発現 ベ クターを構築す る。
③ 免疫不全 モデル動物を用 いた遺伝子解析 (徳 島大学ゲ
ノム機能研究 セ ンター)
我 々が開発 したTン パ球分化が完全 に停止 した トランスジェ
ニ ックマ ウスにみ られる遺伝子挿入変異について,挿 入遺
伝子座 の同定を進 め,免疫系細胞 の分化系譜決定 の異常を
もた らすゲ ノム異常 の解明 を目指 し,疾 患 との関連 を明 ら
かにする。さらに,T・ Bリ ンパ球 の分化方向決定 に関与
す る転写因子 の理解を進 める。 リンパ系前駆細胞 の機能異

因 の存在 が示唆 されるため,そ の要因 を探索解明す る。侶
PGI合 成酵素過剰発現 トラ ンスジェニ ックマ ウスの作成す

常 は血液,免 疫系 ばか りでな く,代 謝性疾患 ,循 環器系疾

る。0)血 管平滑筋 と内皮細胞 はともに,PGI生 合成を行

患 との関係 も少 な くな く,重 要 な知見を得 ることができる。

)

Ⅱ 平成 11年 度 にお ける研究実施体制
研

究

項

目

研

究

実 施

機

関

研究担 当者

日本人 SNPの 収集 と疾患感受性遺伝子 の探求

(1)日 本人 SNPの 収集
① 循環器疾患の疾患感受性候補遺伝子を中 厚生省国立循環器病 センター
心とした日本人 SNPの 収集 と多型解析
② 代謝性疾患の疾患感受性候補遺伝子を中 徳島大学ゲノム機能研究センター
心とした日本人 SNPの 収集 と多型解析

森 崎 隆 幸
板 倉 光 夫

(2

各種疾患患者のゲノム情報 の収集
① 高rnFF症 を中心 とした患者ゲノムの収集 厚生省国立循環器病 セ ンター

岩

井

直 温

駒

村

和

竹

内 二士夫

鎌

谷

直

之

重

ナ
‖ 宗

一

と病因解析
② 心不全を中心 とした患者ゲノムの収集 と 厚生省国立循環器病 セ ンター
病因解析
③ リウマチ性疾患 を中心 とした患者ゲノム 東京大学医学部
の収集 と病因解析
(3)ゲ ノム情報 と疾患情報 のファイ リングと解

雄

析方法の確立
① 多遺伝子性疾患 に関す る遺伝情報 の収集 東京女子医科大学膠原病 リウマチ痛風 セ ンター
解析 システム・ 解析 ソフトウエアの開発 と
その応用
モデル動物 を用 いた疾患感受性遺伝子 の解析

(1)遺 伝子改変動物 モデルによる解析
① モデル動物を用いた心機能不全の遺伝子
解析
② モデル動物を用いた心血管病変の発症進
展に関わる遺伝子解析
③ 免疫不全モデル動物を用いた遺伝子解析

厚生省国立循環器病 セ ンター
厚生省国立循環器病 セ ンター

横

山 知永子

徳島大学ゲ ノム機能研究 セ ンター

高

浜

洋

厚生省国立循環器病 セ ンター

森

崎

隆 幸

研究管理
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介

Ⅲ 研究推進委員会
委

員

所

則夫 幸 之

委
内 光 隆 直

ク

工倉 崎 谷

ジ

ロ∝森鎌
プ
Ｅ

徳島大学
厚生省

属

ゲノム機能研究 セ ンター教授
国立循環器病 セ ンター部長

東京女子科大学

膠原病 リウマチ痛風 セ ンター教授

[プ ロジェク ト外委員 ]

辻

省

次

新潟大学

加

藤

久

雄

厚生省

笹

月

健

彦

九州大学 生体 防御医学研究所教授

脳研究所

教授

国立循環器病 セ ンター部長

(注 :○ は研究推進委員長 )

Ⅳ 研究連絡会議
委

員

所

夫 幸 之 夫 一
士
光 隆 直 二 宗

倉 崎 谷 内 川

板 森 鎌 竹 重

徳島大学
厚生省

属

ゲノム機能研究 セ ンター教授
国立循環器病 セ ンター部長

東京女子医科大学 膠原病 リウマチ痛風 セ ンター教授
東京大学
厚生省

医学部講師
国立循環器病 セ ンター部長
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