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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名： ゲノム情報と電子化医療情報等の統合によるゲノムコホート研究の推進
■プロジェクト名： 大規模分子疫学コホート研究の推進と統合
■代表機関名：独立行政法人 国立がん研究センター
■総括責任者名（役職）： 嘉山 孝正（理事長：平成 23 年度）、堀田 知光（理事長：平成 24、25 年度）
■研究代表者名（役職）： 津金 昌一郎（部長：平成 23、 24 年度、センター長：平成 25 年度）
■実施期間：３年間（平成 23～25 年度）
■実施経費： 606.9 百万円
１．プロジェクトの背景と目的、必要性
わが国では、21 世紀に入ってから、徐々に大規模分子疫学コホートの構築が開始されているが、
現在大規模でも日本多施設共同コーホート研究（J-MICC STUDY）の十万人規模である。また国
立がん研究センターを中心に平成 22 年より開始した次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）
は、10 万人を目標に構築を進めているが、近隣アジア諸国では、30 万人から 100 万人を目標と
したゲノムコホート構築が進んでおり、目標としている 10 万人は、これらに対当していくのに十
分な大きさとはいえない。このような状況の中、さらなる分子疫学コホートの構築とともに、各
地で展開の進む分子疫学コホート研究のデータ統合ノウハウの開発とコンソーシアムの構築によ
り、国際的評価にも耐えうる、日本人の代表性と公益性の高い、国民の健康の維持・増進、がん
などの疾病予防にとって質の高い大規模分子疫学コホート研究の構築が求められている。
「準備段階研究」として位置づけられている本プロジェクトでは、我が国において大規模分子疫学
コホート研究を起動するため、地域住民ベースの分子疫学コホートの構築を推進するとともに、現行
の分子疫学コホートのコンソーシアム構築と情報統合及び精度管理方法を開発する。さらに、ゲノム
解析をパイロット研究として実施する。最終的に、我が国における数十万人規模の大規模分子疫学コホ
ート研究構築・推進に必要な方法論の確立を行うことが目的である。

２．研究の全体像
1．機関の現状
平成 2 年以来、国立がん研究センターの研究者を中心として、11 地域の住民 14 万人を対象とした
コホート研究を実施してきた。高い参加率と高い追跡率を維持しながら、国民生活にインパクトの大き
い 190 報以上のエビデンスを構築してきた。また、新たな次世代分子疫学コホート研究を、10 万人規
模を予定して 22 年度より開始した。
一方、当センターは、近年、国内外のコホート連合やその統合解析プロジェクトにも積極的に参画し、
国内の既存大規模コホート、アジア・コホート・コンソーシアム、欧米諸国のコホートコンソーシアムにお
ける統合解析など、国内外の異なるコホート研究の統合に関する豊富な経験を有している。
2．計画構想
本プロジェクトでは、わが国において大規模分子疫学コホート研究を推進する上で重要となる、現
行大規模分子疫学コホート研究のコンソーシアム構築と統合ノウハウを開発する。
開発したノウハウにより現行大規模分子疫学コホートを統合させ、さらに多くの地域のコホート研究
集団への参加と新規地域での立ち上げを促すことにより、コホートのコンソーシアム規模を拡大させ、
最終的に、わが国における数十万人規模の大規模分子疫学コホート研究の構築を実現させるのが本
研究の狙いである。
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具体的には、調査票情報、生体試料情報、及び追跡調査情報の各情報について、統合及び精度
管理の方法を検討し、さらにゲノム情報解析のシミュレーション及びリシークエンスを実施し、バイオイ
ンフォマティシャンの人材育成とデータ統合実現のためのノウハウを開発する。本研究結果をもとに、
わが国において展開している現行大規模分子疫学コホートの統合を実現させる。
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３．ミッションステートメント
（１）プロジェクトの概要
わが国において大規模分子疫学コホート研究を推進する上で重要となる、現行大規模分子疫学コ
ホート研究のコンソーシアム構築とその統合ノウハウを開発する。開発したノウハウにより現行分子疫学
コホートを統合し、さらに多くの地域集団のコホート研究集団への参加や新規地域での新たなコホート
の構築を促すことにより、コホートのコンソーシアム規模を拡大させ、最終的に、数十万規模の、わが国
における大規模分子疫学コホート研究の構築と統合解析を実現させるのが本研究の狙いである。
（２）実施期間終了時における具体的な目標
調査票情報、生体試料情報、及び追跡調査情報の各情報について、統合及び精度管理の方法を
検討し、データ統合実現のための方法を開発する。本研究結果をもとに、わが国において展開してい
る現行大規模分子疫学コホートの統合を実現させる。
（３）実施期間終了後の取組
本研究結果をもとに、わが国において展開している現行大規模分子疫学コホート研究の統合を実現
させる。そのフォーマットに基づいて、他の地域で実施している既存コホート研究の統合や新たな地域
においてコホートの構築を行い、数十万規模（最低 30 万人）の分子疫学コホート研究を構築する。
（４）期待される波及効果
各地で展開の進む分子疫学コホート研究の統合により、国際的評価にも耐えうる、日本人の代表性
と公益性の高い、国民の健康の維持・増進、がんや循環器疾患（脳卒中・心臓病）、糖尿病、精神疾患
（うつ病、認知症等）などの 5 大疾病の予防や治療にとって質の高い大規模分子疫学コホート研究の
構築が実現できる。
本プロジェクトのターゲットは、現在がん年齢を迎えつつある出生コホート群による新世代コホートで
あり、より欧米化の進んでいるとされる若い世代の生活習慣を反映したものとなることが予想される。そ
のため、今後のわが国における個別対応の疾病予防施策にとって重要なエビデンスを創出できる。
４．採択時コメント及び運営委員会のコメント
【採択時コメント】
代表機関は、多目的コホート研究（JPHC）など大規模コホート研究を長年にわたり継続して実施し
ており、大規模ゲノムコホート研究を実施するに十分な研究体制、実績を有している。これまでの経験
を踏まえた具体性・実効性のある事業計画、大規模コホート研究において98%という高い追跡率を可
能にする機関の組織力、多目的コホート研究の立ち上げにおいて中心的役割を果たした研究代表者
のリーダーシップが高く評価された。また、代表機関は国内外の大規模コホートコンソーシアムにおけ
る統合解析の豊富な経験を有することから、国内で展開される現行大規模コホート研究の統合を実現
し、我が国の大規模ゲノムコホート研究を牽引する中核拠点になるものと期待される。
なお、追跡調査において、がん以外の疾患にも十分留意するとともに、将来的にはバイオインフォ
マティクスによる大量ゲノム情報の解析を行うことが必要である。また、リシークエンスの実施、及びゲノ
ム情報収集の標準化のための体制構築が望まれる。さらに、ゲノムコホート研究の中核拠点として、現
行大規模コホートコンソーシアムと積極的なネットワーク形成を図ることが期待される。
【採択条件】
追跡調査においては、がん、循環器疾患、糖尿病に加え、うつ病、認知症等も視野に入れ罹患情
報を把握すること。また、バイオインフォマティクスの解析力を強化するため、その人材育成に努めるこ
と。
【運営委員会コメント】
(1)包括同意について
本サブプログラムにおいては、健常人を対象とした前向きのゲノムコホート研究における包括同意が
必要である。中核研究機関として、茨城県筑西地区の住民1339人(平成24年2月5日現在)に対する包
括同意の取得について鋭意努力しているところであり、本委員会としては今回提示された同意文書の
内容については「present best(現状で最大限の努力をしている)」と判断した。 遺伝情報の利用に関す
る包括同意の在り方については、引き続き検討を続けることが適当であり、必要に応じて他の研究者や
研究機関との連携のもとに検討を進めること。
(2)登録者の追跡について
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大規模コホート研究における登録者の追跡については、電子化医療情報(電子カノレテ等)の利用が
不可欠であるが、現時点においては個人情報の保護に係る 様々な規制等により実施できない。将来
的に10万人を超えるコホート集団の追跡 にはこのような情報の利用が可能となるよう、制度的な問題
点等を整理しておく 必要がある。平成24年度の研究計画においては、電子化医療情報の利用に関
する課題や論点 を整理した上で、本件に関すと3課題解決の糸口を探ることとし、中核研究機関より
要請があったように、専門の研究者や研究機関との連携のもとに検討を進めること。
(3)登録者の地域拡大について
将来的なオーノレジャパン体制の構築を視野に入れ、研究者と住民との良好な信頼関係が既に構
築されている他地域との連携が可能となるよう、中核研究機関より要請があった。
(4)研究推進体制の決定
公募要領には、1年目に「10万人規模のコホート研究を実施するための研究推進体制(研究目的、対
象者の登録方法、追跡体制、生体試料の採取・保管体制、個人情報の取扱い等)の検討を行い、研究
推進体制の決定を行う」と記載がある ことから、2年目には1年目にまとめた標準プロトコール案を修正
し、研究実施体制を確立するためにも、早急に対応すること。
関係省庁においては、 (1)、(2)、(3)も含め、本要請に対して適切な支援や措置を講ずること。
(5)バイオインフオマティシャンの育成について
10万人規模の全ゲノム情報を解析するためには、バイオインフオマティシャンの育成が不可欠であり、
パイロットスタディの中で育成計画を明確にすること。
(6)東北メデイカルメガパンクとの連携について
東北メデイカルメガパンクにおけるゲノムコホート研究と相互に整合性を図り、将来的に一体的なコ
ホート研究の推進が可能となるよう検討を行うこと。
５．研究計画
【全体計画】
A. 分子疫学コホートの構築と情報統合に関する検討
これまでに国立がん研究センターでは、20 年にわたる追跡期間を持つ地域住民ベースのコホート研究を
始めとする様々な疫学研究の実施により、貴重なノウハウが培われてきた。本研究では、これを最大限に
活用し、分子疫学コホートの構築と情報統合に関する検討を行う。
（1） 新規地域における分子疫学コホート構築による共通プロトコールの適用性の検証
国立がん研究センターにおいて、平成 23 年度より開始している「次世代多目的コホート研究
（JPHC-NEXT）」のプロトコールを用いて、地域住民ベースの新規分子疫学コホート研究の構築を開
始し、その適用性を検証する。23 年度に茨城県筑西地域で実施を予定しており、24-25 年度にさらに
人数及び地域の拡大を検討する。
新規地域における共通プロトコール実施による適用性の検証により、共通プロトコールを改良し、
最終的に、大規模分子疫学コホート新規構築の共通プロトコールを完成させる。

（2） 調査票情報収集と統合に関する検討
調査票の違いによる同じ生活習慣項目の回答差を検証し、その可否も含めて相互変換方法を決定す
る。

（3） 生体試料情報の収集と統合に関する検討
生体試料情報を将来統合するにあたり、その保管環境の比較とその測定値の比較性の検証、相互補
正方法（キャリブレーション法）を検討する。
さらに、生体試料の分散保管等、巨大災害時の生体試料バックアップ体制についても検討し、その
方法を確定する。

（4） 追跡調査情報の収集と統合に関する検討
異動、生死、死因、がんや循環器疾患（脳卒中・心臓病）、糖尿病、精神疾患（うつ病、認知症等）
などの 5 大疾病の確認方法について、各コホート間の相違点について確認し、統合する場合の精度管
理方法を確立する。
健診結果等の住民医療情報や院内がん登録、クリニカルパス情報等、IT 戦略に基づく電子化医療情
報を効果的・効率的に活用した情報収集をめざし、将来的にコホート研究のデータと統合させる方法
について検討する。
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B. ゲノム解析
A（1）における収集試料や解析可能な状態にある既存試料を用いて、次世代の分子疫学コホートに求め
られる大規模サンプル数におけるゲノム解析及びそのデータの生物情報・統計学的解析をパイロット研
究として実施する。以下の項目について検討を行うとともに、その過程において生物情報・統計家(バイオ
インフォーマティシャン)の人材育成と統合解析手順の開発・評価を行う。
（1） 血液検体からの核酸抽出と保管システムの検討
（2） ゲノム網羅的 SNP 解析
Illumina Infinium アッセイを用い、70 万箇所以上の SNP に対するプローブを搭載したアレイによ
る多型解析を行う。本パイロット研究では JPHC において最も情報が充実しているがんを主たるモデ
ル疾患として取り上げる。

（3） リシークエンシング等による次世代分子疫学的コホート解析
JPHC-NEXT 等新規分子疫学コホートの追跡情報が充実し、解析が本格化すると予想される数年後
のゲノム疫学的解析に備え、次世代シークエンサーを用いたリシークエンシング技術の検討・至適化・
開発を行う。現在のコスト水準の他、技術の安定性や国立がん研究センターにおける先行研究の実績
を考え、
パイロット研究においては第 2 世代シークエンサーによる全エクソームシークエンスを行う。
次世代分子疫学コホートにおいては、個人差を捕捉する生体指標としては、ゲノム塩基配列情報の深
化に加え、その他の生体分子情報の多層的活用が想定される。そこで、末梢血白血球ゲノム DNA のメ
チル化状態の網羅的・定量的解析をゲノム解析の一部分として行い、標的臓器における疾患発生の複
合要因の代替指標となりうるか否か等について評価検証する。

（4） 生活習慣・環境要因と相関する候補遺伝子多型解析
上記（2）・（3）に代表されるゲノム網羅的解析は、仮説に依存しないアプローチであり、今までの
知識・常識を超えた発見につながる可能性はあるが、検定の多重性や集団の構造化が問題になる。特
に分子疫学コホート研究におけるゲノム解析の最大の使命である生活習慣・環境要因と遺伝素因の交
互作用の解明については、単独の分子疫学コホート研究では一般に検出力不足である。そこでこれら
ゲノム網羅的アプローチを補完する観点からも、候補遺伝子アプローチを組み合わせて行う。

【実施期間終了時における具体的な目標】
調査票情報、生体試料情報、及び追跡調査情報の各情報について、統合及び精度管理の方法を検討
し、データ統合実現のための方法を開発する。本研究結果をもとに、わが国において展開している現行
大規模分子疫学コホートの統合を実現させる。すべての研究は、生命倫理と安全面に配慮して実施し、
その過程で生じた問題点や解決策について提言するとともに、新たな分子疫学コホート研究で用いるた
めの標準的なプロトコールを提案する。
【実施期間終了後の取組】
本プロジェクト結果をもとに、大規模分子疫学コホートを新規に構築するとともに、我が国において展開し
ている現行大規模分子疫学コホートとの統合による拡大を実現させ、最終的に、数十万規模（最低 30 万
人）の分子疫学コホート研究を構築する。
【各年度の計画】
平成 23 年度
A.分子疫学コホートの構築と情報統合に関する検討
①次世代多目的コホート研究において構築した共通プロトコールにより新規地域における分子疫学コホ
ートの立ち上げを行う。
②現行の他の分子疫学コホートとの統合に向け、調査票項目変換方法、生体試料情報統合方法、測定
値補正方法、追跡情報の統合方法を検討する。
B.ゲノム解析
③JPHC、及び JPHC-NEXT 等新規分子疫学コホートのゲノム試料の一部を用いた多型解析と全エクソ
ームシークエンシング、アレイによるメチル化解析等のゲノム解析の体制を構築し、数百検体以上の多型
解析を行う。
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平成 24 年度
A.分子疫学コホートの構築と情報統合に関する検討
①、②を進める。
④共通プロトコールによる分子疫学コホートの立ち上げ地域を追加拡大する。
⑤同一人に異なる調査票を実施することによる回答差検討による統合方法の評価研究を実施する。
⑥政府統計、地域登録システムについても利用方法を検討する。
B.ゲノム解析
③を進める。
⑦生活習慣・環境要因、罹患情報等のコホート本体のデータベース情報を匿名化の上、ゲノム解析情報
データベースと連結・統合する本研究内部用の非公開データベースを構築し、データ解析を開始する。
⑧生体試料の災害時バックアップ方法を確立する。
平成 25 年度
A.分子疫学コホートの構築と情報統合に関する検討
①を進める。
②において臨床・組織情報、電子化医療情報の利用方法を確立する。
⑤において同一人に異なる調査票を実施することによる回答差検討による統合方法の評価研究を実施
する。
⑧生体試料の災害時バックアップ方法に関する計画・提言を取りまとめる。
B.ゲノム解析
③においてゲノム解析を終了し、データベースを確定する。
⑦において、生物情報・統計家を含む解析チームによる遺伝統計学的・ゲノム疫学的データ解析を取り
まとめ、次世代分子疫学コホートにおける解析の基礎的技術・戦略及び情報を提供する。その過程を通
して、生物情報・統計学の人材育成に努める。
研究計画表
研 究 項 目
A. 分子疫学コホートの
構築と情報統合に関する
検討

１年度目

２年度目

３年度目

①筑西地域における共通プロトコールによる分子疫学コホートの立ち上げ
②調査票項目相互変換方法検討
②異動、生死、死因、主要疾病（がん、循環
器疾患、糖尿病、精神疾患）

②臨床・組織情報
電子化医療情報

②生体試料情報統合方法、測定値補正方法検討
④新規地域における共通プロトコールによる分子疫
学コホートの立ち上げ
⑤相互の調査票実施による回答差検討
⑥政府統計、地域登録システム利用方法検討

⑧災害時バックアップ方法の検討
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B. ゲノム解析

③収集試料のゲノム等解析、リシークエンスの実施
⑦生物情報・統計家を含む解析チームによるゲノム
等データ解析と人材育成

６．実施体制
＜研究実施体制図＞
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＜実施体制一覧＞
研 究 項 目

担当機関等

1. 分子疫学コホートの構築と情

研究担当者
◎津金昌一郎（センター長）

報統合に関する検討
（1）新規分子疫学コホート構築に

国立がん研究センター

◎津金昌一郎（センター長）

向けた共通プロトコールの適用性 国立がん研究センター

岩崎基（部長）

の検証

国立がん研究センター

澤田典絵

国立がん研究センター

野田愛

国立がん研究センター

末永泉

大阪大学大学院医学系研究科

磯博康（教授）

大阪大学大学院医学系研究科

大平哲也

大阪大学大学院医学系研究科

崔仁哲

大阪大学大学院医学系研究科

今野弘規

筑波大学医学医療系

山岸良匡

筑波大学医学医療系

山海知子

筑波大学医学医療系

梅澤光政

藍陵園病院

八尾正之

高知大学医学部

安田誠史（教授）

高知大学医学部

宮野伊知郎

高知大学医学部

大浦麻絵

東京大学医学系研究科

井上真奈美（教授）

(2) 調査票情報統合に関する検

国立がん研究センター

◎津金昌一郎（センター長）

討

国立がん研究センター

笹月静（部長）

国立がん研究センター

野田愛

国立がん研究センター

シャルバ・アドリアン

相模女子大学

石原淳子

新潟大学大学院

高地リベカ

愛知県がんセンター研究所

田中英夫（部長）

(3) 生体試料情報統合に関する

国立がん研究センター

◎津金昌一郎（センター長）

検討

国立がん研究センター

岩崎基（部長）

国立がん研究センター

山地太樹

(4) 追跡調査情報統合に関する

国立がん研究センター

◎津金昌一郎（センター長）

検討

国立がん研究センター

岩崎基（部長）

国立がん研究センター

澤田典絵

国立がん研究センター

島津太一

大阪大学大学院医学系研究科

磯博康（教授）

名古屋市大大学院医学研究科
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明智龍男(教授）

研 究 項 目

担当機関等

研究担当者

慶應義塾大学医学部

三村將(教授）

国立国際医療研究センター

野田光彦（部長）

国立国際医療研究センター

後藤温

東京大学医学系研究科

井上真奈美（教授）

2. ゲノム解析

吉田輝彦（分野長）

(1) 血液検体からの核酸抽出と

国立がん研究センター

◎津金昌一郎（センター長）

保管システムの検討

国立がん研究センター

岩崎基（部長）

国立がん研究センター

山地太樹

国立がん研究センター

岩崎基（部長）

国立がん研究センター

山地太樹

国立がん研究センター

吉田輝彦（分野長）

国立がん研究センター

坂本裕美

国立がん研究センター

河野隆志（分野長）

(2) ゲノム網羅的 SNP 解析

(3) リシークエンシング等による次 国立がん研究センター

岩崎基（部長）

世代分子疫学的コホート解析

国立がん研究センター

吉田輝彦（分野長）

国立がん研究センター

坂本裕美

国立がん研究センター

牛島俊和（上席副所長）

国立がん研究センター

金井弥栄（分野長）

(4) 生活習慣・環境要因と相関す 国立がん研究センター

◎津金昌一郎（センター長）

る候補遺伝子多型解析

国立がん研究センター

岩崎基（部長）

国立がん研究センター

山地太樹

国立がん研究センター

吉田輝彦（分野長）

国立がん研究センター

坂本裕美

国立がん研究センター

河野隆志（分野長）

国立国際医療研究センター

野田光彦（部長）

国立国際医療研究センター

安田和基(部長）

国立国際医療研究センター

後藤温

国立国際医療研究センター

後藤麻貴

◎ 研究代表者

9

Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目
1. 分子疫学コホートの
構築と情報統合に関

研 究

担当機関等

担当者

所要経費（補助対象経費）
H23

H24

H25

年度

年度

年度

国立がん研究セ 津金昌一郎

合計

22.1

56.8

86.6

165.5

2.7

35.0

35.0

72.7

2.2

16.2

18.4

0.0

0.2

0.0

0.2

168.5

103.1

44.9

316.5

6.3

14.8

12.5

33.6

199.6

212.1

195.2

606.9

ンター

する検討
大阪大学大学院 磯博康
医学系研究科
高知大学医学部

安田誠史

国立国際医療研 野田光彦
究センター

2. ゲノム解析

国立がん研究セ 津金昌一郎
ンター
国立国際医療研 野田光彦
究センター

所 要 経 費

（合 計）

２．使用区分
1. 分子疫学コホートの

（単位：百万円）
計

2. ゲノム解析

構築と情報統合に関
する検討
１．補助金
設備備品費
人件費
消耗品費
その他
合 計
２．自主経費
補助対象経費 合計
３．補助対象外経費

16.1
74.5
34.6
131.5
256.7
0
256.7
0

34.5
5.8
187.0
122.9
350.2
0
350.2
0

50.6
80.3
221.6
254.4
606.9
0
総計 606.9
総計 0

【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究項目】（平成 23～平成 25）
①リシークエンシング等による次世代分子疫学的コホート解析における次世代シーケンサー用サンプル
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前処理システム 1 式：平成 24 年 2 月，26.1 百万円，ゲノム解析
②リシークエンシング等による次世代分子疫学的コホート解析におけるシステム#1 2 式、システム#2 4
式：平成 24 年 2 月，8.4 百万円，ゲノム解析
③フリーズ超低温槽 3 式：平成 26 年 2 月，8.5 百万円，分子疫学コホートの構築と情報統合に関する
検討
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）目標の達成状況
・計画（目標）：
実施計画書に示した実施期間終了時における具体的な目標は、1)新たな分子疫学コホート研究で
用いるための標準的なプロトコールを提案すること、2）調査票情報、生体試料情報、及び追跡調査
情報の各情報について、統合及び精度管理の方法を検討し、データ統合を実現するための方法を
開発すること、3）ゲノム解析及びそのデータ解析をパイロット研究として実施し、バイオインフォマティ
シャンの人材育成と統合解析手順の開発・評価を行うことである。
・達成状況：
1) パイロット調査を筑西市および安芸市の 2 地域で実施し、約 7,000 人の分子疫学コホートを構築
した。この経験をもとに実現可能性の高い標準プロトコールを作成した。
2) 現行の分子疫学コホート研究で使用している調査票の比較検討、データ統合のための妥当性研
究の実施と解析により、異なる調査票から得られた情報を統合するための方法論を具体的に提
示し、大規模分子疫学コホート研究の統合を実現する基盤が形成できた。同様に生体試料情報
についても、現行の分子疫学コホート研究における生体試料の収集・処理・保管の過程を比較
検討し、上記の妥当性研究の生体試料を用いた検討により、収集・処理・保管の過程が標準化さ
れていない生体試料を用いた研究を統合する際の方法論を提示し、その課題・問題点を明らか
にした。追跡調査情報のうち異動、生死、死因、がん、循環器疾患、糖尿病については現行のシ
ステムを利用した把握方法の方法論を提示した。一方、認知症およびうつ病の把握、電子化医
療情報等の利活用については、課題・問題点を整理し、関連する統計システムおよび社会制度
に対する提言をした。
3) ゲノム網羅的 SNP 解析、リシークエンシング解析、メチローム解析をパイロット研究として実施し、
東北メディカル・メガバンク計画（ここでは東北大学東北メディカル・メガバンク機構およびいわて
東北メディカル・メガバンク機構の取り組みを合わせて呼ぶ）等の研究者と情報・技術・意見交換
を行うことにより、大規模分子疫学コホート研究におけるゲノム解析の可能性と課題・問題点を明
らかにした。また遺伝環境交互作用の検討などにより、ゲノム情報の疫学・予防研究への利用に
関して可能性と課題・問題点を明らかにした。これらの検討により、将来の分子疫学コホート研究
におけるゲノム解析に必要な規模や方法を明確化した。
これらの結果より、実施計画書に示した 1)から 3)の具体的な目標を十分に達成したものと考える。
（２）採択コメント及び運営委員会からのコメントに対する対応
【採択条件】
1) 追跡調査においては、がん、循環器疾患、糖尿病に加え、うつ病、認知症等も視野に入れ罹患情
報を把握すること。
・ 認知症について、登録票案の作成と実行可能性の検討、介護保険情報からの把握方法につい
て検討したが、いずれも認知症把握は困難であることが明らかとなった。特に軽度・中等度認知
症の把握が重要であるが、そのためにはメンタルヘルス検診などによる調査が必要であり、その
方法論を検討するための研究計画を立案すると同時に、課題・問題点を整理した。
・ うつ病について、協力医療機関からの登録、レセプトを用いた把握、自己申告による把握につい
て検討し、課題・問題点を明らかにした。
2) また、バイオインフォマティクスの解析力を強化するため、その人材育成に努めること。
任期付き常勤研究者公募を開始し、10 名の応募者の中から 3 名の面接を行ったが、将来の PI と
して十分な能力・ポテンシャルを持つ若手研究者の発掘には至らなかった。平成 25 年度（最終年度）
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になって、トランスクリプトームアレイの実験及び初歩的なデータ解析の経験がある若手研究者を採
用し、主として実験科学を背景とする研究者に対する「次世代シークエンサーデータ解析担当バイ
オインフォマティシャン育成カリキュラム(例)」を設計し、教育を開始した。しかし、半年で他職種に常
勤職を見つけて退職となり、バイオインフォマティシャンの人材育成については完遂することが出来
なかった。
【運営委員会からのコメント】
平成 24 年 2 月 10 日に開催された運営委員会において平成 24 年 2 月 23 日付けで意見書が出さ
れたが、これについては平成 24 年 3 月 1 日に文書にて対応を回答している（別紙 1.）。ここではそれ以
降の取り組みについて捕捉する。
１）包括同意について
本研究で用いた同意書における遺伝情報の研究利用に関するインフォームド・コンセントのあり方
に関し、ELSI 検討委員会で検討を重ねた。血液試料の提供について、「DNA 等を用いて、まだよく
わかっていない遺伝子も含めて、ヒトの遺伝子全体を調べます」という JPHC-NEXT 共通プロトコール
の記述であった。これを、茨城県筑西市で開始したコホート研究で使用した説明書（平成 24 年 6 月
19 日 第１版）において、全ゲノム解析の可能性を前提に「DNA 等を用いて、まだよくわかっていない
遺伝子も含めて、ヒトのゲノム全体を調べます」と変更した。その後の検討により、標準プロトコールに
おいては「DNA 等を用いて、すべての遺伝子と遺伝子でない部分を含むあなたのゲノム全体（全遺
伝情報）について調べる可能性があります。」とした。また、書式の変更として、2 種類の同意書の一
体化と、同意撤回への対応方針に伴い撤回書の改訂を行った。さらに、ELSI 検討委員会での議論
を受け、遺伝情報（解析結果）の公的データベースへの登録、診療情報などの医療情報のデータ化
と共通番号制による統合の実現、公開されたデータの遺伝学的な特徴からの個人の特定可能性、
国際共同研究や企業による利用の可能性を前提に、適宜加筆・訂正を行った。また長期追跡を伴う
コホート研究では当初の同意の範囲を広く（包括的に）とらざるをえないが、その中で遺伝情報を扱
う研究の責任として、情報公開、広報（啓発蒙）、正しい理解を得るためのコミュニケーションの実施
し、遺伝情報の社会にとって有益な活用の促進と不適切な扱いを禁ずる制度や遺伝情報による差
別を禁ずる制度の検討の推進、その機能を担える体制などを提言する。
２）登録者の追跡について
大規模コホート研究の追跡調査に既存の電子化医療情報（電子カルテ等）を利用することは、
登録者からの同意があれば個人情報保護法上、特に問題はない。しかし、技術的な課題として、
次の点が挙げられる。
① 既存の電子化医療情報からのデータ抽出の精度
現状においては、既存の医療情報の提供を医療機関等より受ける場合、登録者のデータのみ
を抽出するために、かな氏名、生年月日、性別などを用いている。既存データのデータベース内に、
かな氏名、生年月日、性別が全く同じ者がいる可能性があり、登録者のデータのみを抽出できな
かったり、登録者とは別人のデータを抽出したりする可能性があり、データ抽出の精度に不十分な
点があるといえる。データベースが大規模になるほどこの問題は深刻である。
② 既存の電子化医療情報からのデータ抽出の効率
各施設に個別に電子化医療情報提供を依頼する場合、かな氏名、生年月日、性別をキーとし
た照合、データの匿名化作業まで依頼することになり、費用・時間ともに負担が大きく非効率的で
ある。漢字氏名を補足的に用いることもあるが、外字を含むこともあり目視での確認も必要となる。
また、突合キーとして、氏名など明らかな個人情報を各施設に提供しなければならず個人情報管
理上のリスクを伴う。
データ抽出の精度をあげるには、大規模コホート研究の登録者名簿と既存の電子化医療情報と
の照合キーとして共通番号等が活用できることが必要である。データ抽出の効率を上げるには、全
国規模の悉皆性のあるデータベースが整備されコホート独自の情報と共通番号等によりリンケージ
できるようになることが必要である。
レセプト情報・特定健診等情報は、ナショナルデータベースとして、全保険者からの電子レセプト
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データ、特定健診情報が同じデータ形式で収集されており、すでにデータ統合はでき研究利用も
可能であるが、匿名化されておりコホート独自のデータとリンケージできない。DPC データについて
は、研究利用について議論が行われている。まずは、これらのデータベースが共通番号等でリンケ
ージ可能となるよう整備すべきである。その他の電子カルテ情報については、データ形式の標準
化をさらに進め、悉皆性のある大規模データベースを構築していく必要がある。
３）登録者の地域拡大について
準備段階研究（パイロットスタディ）としての本研究において、分子疫学コホート構築対象地域と
して選定するための基本条件は、担当する機関が、「①これまでに、コホート研究の実績がある」、
「②地域の事情に精通し保健関連機関とも関わりが深い」、「③現行多目的コホート研究（JPHC
Study）の運営において代表機関である国立がん研究センターとの連携の実績がある」、「④本研
究が対象としている追跡調査において実績を有する」という条件を満たしていることであり、さらに、
「⑤現在、分子疫学コホート（ゲノムコホート）を実施しておらず、今回の分子疫学コホート研究の共
通プロトコール（同意書も含む）を用いることが可能であること」を絶対必要条件として設定してい
る。
平成 24 年 3 月 1 日の時点では、愛媛大学が上記条件を満たしていることから参画機関に加え
るという回答をしたが、その後、愛媛大学内で本プロジェクトに参画することの合意ができていない
との判断から、平成 24 年 3 月 26 日付で参画期間の申請の取り下げを了承する旨を文書にて回答
した。
その後、新規地域について検討し、高知大学が、以下のとおり基本条件及び絶対必要条件を
満たしていることから、平成２４年度からの新規フィールドとして適切であると判断した。
①これまで、高知県で、在宅高齢者を対象とするコホート研究を行っており、現在も継続してい
る。
②担当研究者である安田誠史教授は高知大学医学部医療学講座の教員であり、地域医療学・
公衆衛生学領域に精通している。また、調査フィールドとして想定している高知県や安芸市の各
種委員会等に参画していることから、実際にコホート研究を実施した際、関連地域の保健医療関
係者からの十分な協力を得ることが可能。
③安田教授は、JPHC Study の分担研究機関として、代表機関（国立がん研究センター）と連携し
て、JPHC データを用いたがんや高齢者に関する研究解析に関する助言をおこなったり、地域に
おけるがん罹患把握を実際に担当したりするなど、研究における連携の実績がある。
④高知県地域がん登録の実務を担当するなど、がん罹患把握方法論に精通し、追跡調査に関
する十分な実績を有している。
⑤現時点において、安芸市地域において、本研究と類似の分子疫学コホートを別のプロトコール
で実施あるいは実施を計画しておらず、さらに、平成２４年度から、共通のプロトコール（共通の説
明同意文書を含む）を用いた新規分子疫学コホートを新たに開始することが可能であるとの回答
を安芸市及び高知大学から得ている。
さらに、現在、新規地域としてコホート構築を実施している茨城県筑西地域と比較した場合、
①筑西地域は東日本に位置し、西日本と比較して、研究の実施協力体制や対象者の研究調査
に対する協力度などの特性が異なることが予想される、
②筑西地域はこれまでに研究フィールドとして長期にわたり大学研究者との協力体制を築いて
おり、他地域と比較して、新規研究が受け入れられやすく、調査を実施しやすいと考えられる。そ
のような経験の無い地域におけるプロトコールの適応性の検証とその改良は、本調査の実施に
向けて必須と考える、
の諸点から、高知県安芸地域は適当であると判断した。
４）研究推進体制の決定
平成 24 年 3 月 12 日の研究班の班会議において下記のメンバーを委員とする研究推進委員会
を立ち上げ、平成 24 年 5 月 28 日、平成 25 年 2 月 28 日、平成 26 年 1 月 20 日と委員会を開催
した。
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委員長
浜島信之（名古屋大）
本プロジェクト研究代表者
津金昌一郎（国立がん研究センター、兼、JPHC-NEXT 研究代表者、がん疫学専門家）
各コホート研究代表者
・新規コホート：磯博康（大阪大、筑西 ＊兼、循環器疫学専門家）
・JPHC-NEXT および連携コホート：中村和利（新潟大、村上）、田中純太（新潟大、魚沼）、横
井左奈（千葉県がんセ、市原）
・J-MICC および連携コホート：田中英夫（愛知がんセンター、J-MICC）、深尾彰（山形大学、山
形分子疫学コホート研究）
・東北メディカル・メガバンク計画：栗山進一（東北大、＊コホート研究担当研究者）
疾患専門家
三村将（慶應大、認知症）、明智龍男（名市大、うつ病）、野田光彦（国立国際医療研究センタ
ー、糖尿病）
ゲノム研究者
吉田輝彦（国立がん研究センター)、久保充明（理化学研究所）、安田和基（国立国際医療研究
センター）
電子化医療情報専門家
大江和彦（東大）
倫理・法律専門家
武藤香織（東大医科研、ゲノム倫理）、佐藤雄一郎（東京学芸大、民法・医事法）、磯部哲（慶
應大、行政法・医事法）、玉腰暁子（北海道大、研究倫理）
※下線は、「大規模分子疫学コホート研究の推進と統合」参画研究者
５）バイオインフォマティシャンの育成について
（２）採択コメント及び運営委員会からのコメントに対する対応のうち、２）のバイオインフォマティシ
ャンの人材育成を参照。
６）東北メディカル・メガバンク計画との連携について
以下の２．成果、（２）研究成果の発表状況（ⅰ）主な情報発信②研究成果発表等、（３）関連分
野への科学的・技術的波及効果【現段階の状況】を参照。
（３）所期の計画どおりに進捗していない場合の理由、対処、実績
上記（２）採択コメント及び運営委員会からのコメントに対する対応のうち、２）のバイオインフォマテ
ィシャンの人材育成を除き、計画通りの進捗である。
２．成果
（１）研究成果の内容
①大規模ゲノムコホート構築に資する成果
１）新規分子疫学コホート構築に向けた共通プロトコールの適用性の検証
我が国において大規模分子疫学コホート研究を起動するため、国立がん研究センターにおい
て、平成 23 年度より開始している「次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）」パイロット調査お
よび本調査を共通プロトコールとして用い、地域住民ベースの新規分子疫学コホート研究の構築
を茨城県筑西地域、および、高知県安芸地域で実施し、その適用性を検証した。
・ 筑西地域においては平成 23 年 10 月から平成 26 年 3 月末までに 5,776 人の参加があり、この
うち特定健康診査を受診した 4,516 人のうち 3,929 人が生体試料の提供に同意した（87%）。
・ 安芸地域においては、平成 24 年 11 月から平成 26 年 2 月までに特定健康診査受診者のうち
1,441 人から研究参加の同意を取得し（72.7%）、このうち 1,383 人から生体試料の提供を受け
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た。
・ 上記の結果より、説明同意文書を含め、共通プロトコールの適用性はおおむね良好と判断した。
しかし、生体試料収集を効率的に行うために特定健康診査受診者を対象に調査を実施したが、
一般住民と年齢構成が異なるなどの問題点が明らかとなった。また同意率に関連する要因とし
て、健診会場での待ち時間の長さが重要であることが示唆された。
・ これらの検討結果を踏まえ、さらに倫理的、法律的、社会的問題にも配慮し、かつ今後の社会
状況の変化にも対応しえる標準的なプロトコールを作成した。
２）調査票情報統合に関する検討
・ 現行の分子疫学コホート研究（J-MICC Study および JPHC-NEXT）における調査票の相違を明
らかにするために比較表を作成、東北メディカル・メガバンク計画の調査票作成の参考情報とし
て提供した。
・ 異なる調査票から得られる情報を統合するための方法論を検討する目的で妥当性研究を実施
した。JPHC-NEXT およびその連携コホート研究地域のうち 5 地域の対象者 255 人に対して、2
回の調査票と採血、3 日間の食事記録調査を季節ごとに 4 回（合計 12 日間）、5 回の蓄尿、
WEB 調査を行った。J-MICC Study 地域については、現在進行中の妥当性研究に、追加的に
JPHC-NEXT 調査票への回答を依頼した。これらの情報をもとに統合のための方法論の検討を
行った。
・ 食品・栄養素については、食事記録調査票と調査票のデータより調査票に起因する誤差を評
価する指標として希薄化因子λを算出した。これと個々の研究から得られる相対危険度から真
の相対危険度の近似値を計算し、最終的にこれらをメタアナリシスすることで統合相対危険度
を求めることが可能になる。λが低値であるほど相対危険度を真の値に近似するために大きく
調整する必要があるが、これは食品・栄養素によってばらつきがあることが明らかとなった。
・ 喫煙、運動、既往歴などの質問項目について、両調査票の回答の一致度を検証し、各項目の
統合可能性を評価した。
・ 以上の検討から異なる調査票から得られた情報の方法論を具体的に提示し、大規模分子疫学
コホート研究の統合を実現する基盤が形成できた。
３）生体試料情報統合に関する検討
・ 現行の分子疫学コホート研究（J-MICC Study および JPHC-NEXT）に東北メディカル・メガバン
ク計画も加え、生体試料の収集・処理・保管の過程を比較検討したところ、採血管の種類、採血
条件、採血後の保存方法、採血から処理・保管までの時間、長期保管の方法と言った重要な
点で一致が見られたことから、将来 3 研究間で血液試料情報を統合することは十分可能と考え
られた。
・ 上記統合妥当性研究の生体試料を用いて、標準化された生体試料情報と疾病との関連をゴー
ルドスタンダードとして、１）標準化されていない生体試料情報を（標準化された生体試料情報
に近づけるよう）補正して疾病との関連を見た場合と、２）標準化されていない生体試料情報と
疾病との関連を（標準化された生体試料情報と疾病との関連に近づけるよう）補正した場合とを
比較することで、収集・処理・保管の過程が標準化されていない生体試料を用いた研究を統合
する際の方法論を検討した。いずれの補正方法においても、標準化された生体試料情報と疾
病との関連から「系統的に」外れた関連を導き出してしまう可能性があるという限界点が明らかと
なった。
４）追跡調査情報統合に関する検討
・ 異動、死亡、死因の把握は、住民票の照会・請求、人口動態調査の死亡票、死亡小票、転写
CD-R の利用申請といった我が国の既存のシステムを利用した方法論を作成した。現状では、
人口動態統計データからの対象者の同定に、性別、住所地、生年月日、死亡住所、死亡年月
日を用いているが、Social Security Number といった照合キーが存在すれば、個人の同定がより
確実に行われ、照合したレコードに該当する死亡票・死亡小票の原本を直接閲覧する必要もな
く、より効率的かつ正確に照合ができる。また米国の National Death Index のような電子化シス
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テムが存在し、個人の同定をしたうえで研究利用可能ならば、現在、死因を把握する前提として
行っている、住民異動・生死の確認のための住民票照会・請求は不要となる。
現時点においては、がん罹患情報の収集は(1) 地域がん登録、(2) 協力医療機関からの登録、
(3) 自己申告による医療機関からの情報収集、(4)死亡小票との照合、により一定の精度でがん
罹患が把握できることが、これまでの JPHC Study の追跡調査の実績から示されている。一方、
2013 年 12 月にがん登録推進が成立した。今後は全国がん登録として、国立がん研究センター
に全国のがん罹患データが集約し、定められた研究利用申請後、データが利用可能になる予
定である。全国がん登録では、他県で診断されたがんも集約されるので、漏れることなく、対象
者がどこで診断されてもがん罹患の把握が可能になるが、一方で、対象者の名寄せによる突合
作業に相当の労力を要することが予想され、効率的かつ正確に作業するために共通番号等の
利活用が望まれる。
循環器疾患罹患情報の収集についても、がん罹患同様に、(1) 協力医療機関からの登録、(2)
自己申告による医療機関からの情報収集、(3)死亡小票との照合といった JPHC Study で培って
きた一連の方法により把握が可能である。また対象疾患として脳卒中、虚血性心疾患・急性死
について、わが国の従来のコホート研究における診断基準・登録票をベースとして、他の国内・
国外の疫学研究との比較が可能性となるような、新しい登録票の案を開発した。さらに我が国
のコホート研究では取り上げらえることが少なかった PCI/CABG 施行、心不全、大動脈瘤・大動
脈解離、静脈血栓症・肺塞栓等の登録票を開発した。
糖尿病に関しては、系統的なレビュー・メタ解析から、1～5 年毎に糖尿病に関する情報(HbA1c、
自己申告の糖尿病診断や治療状況など)を収集することにより、糖尿病自己申告と検査値を組
み合わせて糖尿病罹患を定義することが望ましいことが明らかとなった。しかし、大規模研究で
は全対象者の HbA1c 測定が困難な場合もあり、自己申告の情報のみを用いて糖尿病を定義
することも考えられる。
認知症について、登録票案の作成と実行可能性の検討、介護保険情報からの把握方法につ
いて検討したが、いずれも認知症把握は困難であることが明らかとなった。特に軽度・中等度認
知症の把握が重要であるが、そのためにはメンタルヘルス検診などによる調査が必要であり、
その方法論を検討するための研究計画を立案すると同時に、課題・問題点を整理した。また、う
つ病について、協力医療機関からの登録、レセプトを用いた把握、自己申告による把握につい
て検討し、課題・問題点を明らかにした。
電子化医療情報として、レセプト情報、特定健康診査情報、DPC データについては、ナショナ
ルデータベースとして統一されたフォーマットにより収集されており、研究利用が可能である。し
かし、現時点では匿名化された情報のためコホート研究独自のデータとのリンケージは不可能
である。一方、独自に国保など保険者単位でデータが収集できる場合も一部あるが、費用・時
間がかかること、保険の種類が変わった場合に追跡できなくなるなど、非効率的であり、共通番
号等を利用したナショナルデータベースとのリンケージが求められる。また一般的な電子カルテ
情報の利用においては、個々の医療機関における電子カルテのデータ出力フォーマットの違
いなどが統合における大きな障壁となっている。さらに臨床サンプルとして病理組織標本の利
活用については、症例がある程度蓄積された段階で医療機関の状況に合わせて検体の抽出と
加工方法を定めるとことで収集が可能であることが明らかとなった。

②ゲノム解析に関するパイロット研究成果
１）血液検体からの核酸抽出と保管システムの検討
核酸抽出の元となる血液検体を長期に渡って安定的に保管できるシステムを検討する基礎的
情報を得るため、JPHC Study において約 20 年前に収集され、-80℃の超低温槽で保管されてき
た Buffy coat 検体から現時点において標準的な方法で核酸 DNA を抽出し、その質・量を評価し
た。その結果、標準的な SNP タイピング、リシークエンシング、メチル化アレイ解析等に関しては、
概ね質・量ともに良好な DNA が得られた。新規分子疫学コホートで収集される血液検体を Buffy
coat 検体まで分注して-80℃の超低温槽で保管しておけば、将来行うことが想定される主なゲノ
ム・エピゲノム解析を実施できる可能性は十分に高いことが明らかになった。
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２）ゲノム網羅的 SNP 解析
JPHC Study からサンプリングしたサブコホート 2,969 人のゲノム網羅的 SNP 解析により、日本
人集団の構造化を明らかにし、さらに頻度データを整備した。日本人集団内においても地域ごと
に明確なクラスターが見られ、構造化の問題は無視できないことが確認された。一方、集団の構
造化等のバイアスへの対応として、コホート研究内であれば matched case-contorl デザインよる
制御が有効であることを示した。
３）リシークエンシング等による次世代分子疫学的コホート解析
・ 全エクソンシークエンシング(WES)データからの多型検出、遺伝子型 call パイプラインの現状を
調査し、全ゲノムシークエンシング(WGS)や SNP チップデータを用いて評価・検討した。WES に
より、日本の複数地域を包含する多型及びその頻度データを得た。WES・WGS の解析パイプラ
インについては、ツールの進化が速く、今後も適宜、継続的な精査の必要性が明らかとなった。
また前述のサブコホートのうち 192 人の WES から得た頻度データ等をオープンアクセス公開し
た。
・ JPHC Study における大腸がんのコホート内症例対照研究（症例 143 人、対照 142 人）のメチロ
ームデータを HumanMethylation450 BeadChip により取得した。末梢血白血球から得られたメチ
ロームデータと臨床情報との関連解析を行ったところ、大腸がん症例群と対照群の間にゲノム
網羅的解析水準で有意な差があるプローブは見られなかったが、年齢や喫煙と強い相関があ
るプローブがあることが確認された。一方で白血球の分画成分変動の影響が大きく、対応方法
は今後の課題である。
・ コホート研究における多数検体の次世代シークエンサー（NGS）データ及びアレイ等によるオミ
ックスデータを解析する人材の育成においては、①PC クラスター等の必要な計算機環境設計
が可能であり、②データの品質管理を実験研究者と共に適切に行うことが出来、③解析パイプ
ラインを構築して実行し、④結果を生物統計学・情報学的な視点から解釈することが出来るとい
う点を要件として設定した。その上で、各人の専門・背景に応じたカリキュラムを用意する必要
があるが、必要な素養をもつ候補者の確保は難航した。一名に、独自に作成した「NGS 担当バ
イオインフォマティシャン育成カリキュラム(実験系出身者用)」を実施したが、半年程で他職種の
正社員として転職した。より安定した雇用条件を選択したという点の他、実験系（wet 系）研究者
が数学（dry 系）の知識と技術を短期間に習得することの難易度の高さが示唆された。
４）生活習慣・環境要因と相関する候補遺伝子多型解析
仮説に依存しないゲノム網羅的解析が精力的に実施されている一方で、発がんメカニズムに
基づく遺伝環境交互作用に関するエビデンスは、がんの因果関係評価に資するものとして、また
リスク層別化による予防につなげるものとして重要である。その他、ゲノム情報の疫学・予防研究
への利用が想定される課題としては、遺伝子型を操作変数とした Mendelian randomization（MR）
法によるバイオマーカーと疾患の因果関係評価、環境要因にゲノム情報を加えた予測モデルに
よる絶対リスクの算出、などがある。これらについて大腸がんおよび糖尿病のコホート内症例対照
研究および全がんのケース・コホート研究のデータを用いた具体的な検討を通して、その課題・
問題点を明らかにした。
・ 遺伝環境交互作用の例として、肥満関連遺伝子 FTO の遺伝子多型 rs9939609 と血中レプチ
ン濃度との交互作用を検討したところ、rs9939609 が TA＋AA 型かつ血中レプチン濃度が最高
値群でのみ大腸がんリスクが有意に上昇していた。しかし、交互作用の p 値は、0.40 と統計学
的有意ではなかったことから、交互作用の検出にはさらに大規模なコホート研究が必要である
ことが改めて明らかとなった。
・ MR 法の例として、アディポネクチン遺伝子多型の情報を用いて、血漿中アディポネクチン値と 2
型糖尿病発症との間の因果関係の有無について検討した。その結果、従来法では既知の危険
因子による調整後も総アディポネクチン濃度は糖尿病リスクと強い負の関連を示したが、MR 法
では、総アディポネクチン濃度は糖尿病リスクと関連しておらず、総アディポネクチンと糖尿病
発症リスクとの因果関係を支持しない結果であった。MR 法を適用する条件は満たしていること
から、今回の検討においては検出力が十分でなかった可能性が示唆されるが、その適切な適
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用・結果解釈については更なる実証的評価が必要である。
・ GWAS で同定された糖尿病関連 12 遺伝子の SNPs をタイピングし、リスクアレルの保有数の和
を Genetic risk score (GRS)として、既知のリスク要因を用いたモデルと GRS を加えたモデルに
おいて糖尿病の予測能が改善するか否かを検討した。モデルの判別能力の評価指標として C
統計量に加え、新たな指標として 2 つのモデルの予測確率の違いを計算することで予測能を評
価する Integrated Discrimination Improvement（IDI）、旧モデルによる予測確率で対象者をグル
ープ分けした後、新モデルの予測確率により対象者を正しいグループに再分類できた割合を
計算することで予測能を評価する Net Reclassification Improvement (NRI)を算出した。その結果、
GRS は C 統計量、IDI、NRI を改善させることが示された。C 統計量や IDI はわずかな改善であ
ったが、NRI の改善度は臨床的に意義のある改善と考えられたことから、今後の大規模分子疫
学コホート研究におけるリスク予測研究においては、IDI や NRI などの新しい指標で評価すべき
という示唆を得た。
・ ケース・コホート研究のデザインにより、膵がんを例に GWAS で同定された SNPs と生活習慣要
因を組み合わせたリスク予測モデルにより絶対リスクを推計した。このようなエビデンスは、ゲノ
ム情報を含むバイオマーカー等を用いたリスク層別化に基づく個別化予防実現のために必須
である。しかし、前述のようなモデルの評価方法の問題をはじめ、一つの分子疫学コホート研究
から導かれたリスク予測モデルが実用化されるまでには、その外的妥当性が独立して検証され
る必要があるため、将来において新規分子疫学コホートが複数存在していることが条件となる。
５）大規模分子疫学コホート研究におけるゲノム解析のデザイン・サンプルサイズの検討
コホート研究において生体試料の分析を伴う研究を効率的に行う研究デザインとしてコホート
内症例対照研究とケース・コホート研究の 2 つのデザインが知られおり、いずれも一部の対象者
のみを解析対象とすることで生体試料分析にかかる費用・時間が節約できる。これらのデザイン
上の特徴を整理し、大規模分子疫学コホート研究への適用について考察した。
一般的にはコホート内症例対照研究のデザインを採用した研究が多いので、パイロット研究と
して、JPHC Study にケース・コホート研究デザインを適用した。実際は、32,951 人の対象者を
2009 年末まで追跡し、その間に診断されたがん罹患者約 3,750 人の情報を用いて、検出力の試
算結果をもとにサブコホートのサイズを決定し、対象者のサンプリングを行い、大規模分子疫学コ
ホート研究におけるゲノム情報を含む生体試料を用いた解析の方法論を検討する基盤を構築し
た。
（２）研究成果の発表状況
（ⅰ）主な情報発信
①ワークショップ、会議等の開催 （13 件）
平成 23 年度
・ 班会議（3 回） 平成 23 年 10 月 24 日・12 月 1 日・平成 24 年 3 月 12 日、国立がん研究セン
ター、約 20 人（津金、坂本、野田、磯、明智、三村【研究班】など）
・ 市民公開講演会（研究班によるアウトリーチ）、平成 24 年 3 月 13 日、国際交流会館、92 人（岡
村【文科省】、津金、吉田、井上【研究班】、一般参加者、報道関係者など）
平成 24 年度
・ 推進委員会（2 回）、平成 25 年 5 月 28 日、がん研究振興財団、38 人（浜島、野田、磯、中村、
深尾、栗山、山岸、安田、田中、明智、三村、久保、大江、吉田、津金【研究班】など）、平成
25 年 2 月 28 日、がん研究振興財団、36 人（浜島、野田、磯、中村、深尾、栗山、山岸、安田、
吉田、津金、西垣【JST】、岡村【文科省】など）
・ ELSI 検討委員会（2 回）、平成 24 年 5 月 15 日・10 月 29 日、国立がんセンター、15 人（磯部、
佐藤、武藤、玉腰、吉田、境田、栗山、津金、井上、岩崎、末永【研究班】、西垣【JST】など）
・ 筑西市健康推進員連絡協議会下館支部研修会（研究班によるアウトリーチ）、スピカ 6F コミュ
ニティプラザ（下館駅北口）、93 人（津金、井上、岩崎、野田、末永【研究班】、筑西市民、市職
員など）
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平成 25 年度
・ 推進委員会、平成 25 年 1 月 20 日、国立がん研究センター、42 人（浜島、野田、磯、深尾、
栗山、吉田、津金【研究班】、北窓【内閣府】、阿蘇【文科省】、西垣【JST】など）
・ ELSI 検討委員会（2 回）、平成 25 年 6 月 18 日、東大医科研・慶応大、11 月 6 日、国立がん
センター、15 人（磯部、佐藤、武藤、玉腰、吉田、山岸、津金、井上、岩崎、野田、末永、澤田
【研究班】、西垣【JST】など）
・ 「大規模分子疫学コホート研究の推進と統合」による市民公開講演会（研究班によるアウトリー
チ）、平成 25 年 12 月 4 日、安芸市健康ふれあいセンター・元気館ホール、59 人（安田、津金、
岩崎、澤田、末永、井上【研究班】、安芸市民など）
②研究成果発表等
・ 大規模コホート研究の推進と統合プロジェクトのホームページ（http://www.jcosmos.org/）
・ 「わが国におけるこれからの大規模分子疫学コホート研究の構築と推進に向けた研究のあり
方に関する提言」
・ 標準プロトコール
・ ゲノム解析のパイロット研究として行った全エクソームシークエンス解析結果を Genome
Medicine Database of Japan に公開（https://gemdbj.nibio.go.jp/dgdb/）
・ 東北メディカル・メガバンク計画への情報提供および連携構築
1) 東北メディカル・メガバンク計画の研究者との意見交換会（合計 3 回、平成 24 年 4 月 16 日、
平成 24 年 5 月 7 日、平成 24 年 5 月 30 日）
2)ゲノムコホート連携推進全国ＷＧ（津金、全 9 回参加）
3) ゲノム・オミックス解析戦略全国ＷＧ（吉田、全 6 回参加）
4) 東北メディカル・メガバンク機構ゲノム解析部門 （安田 純先生、長﨑 正朗先生）との共同
研究（計算機への負荷が大きい変異検出アルゴリズムの実行と問題点の検証）
5) いわて東北メディカル・メガバンク機構の研究者とゲノム・メチローム解析について意見交換
会（合計 3 回、平成 25 年 11 月 8 日、平成 26 年 1 月 9 日、平成 26 年 2 月 27 日）
6) 東北メディカル・メガバンク計画の研究者と ELSI に関する意見交換会（合計 2 回、平成 24
年 5 月 15 日、平成 26 年 1 月 15 日）
＊このほか内閣府主催の第１回実施 WG（平成 23 年 10 月 5 日）、運営委員会（平成 24 年 2
月 10 日、平成 24 年 6 月 1 日、平成 26 年 2 月 6 日）に参加し、進捗および研究成果を発表し
た。
特許出願
国
国
合

内
外
計

0 件（ 0 件）
0 件（ 0 件）
0 件（ 0 件）

原著論文発表
（査読付）
0件
1件
1件

左記以外の
誌面発表
0件
0件
0件

口頭発表

受賞等

合計

0件
0件
0件

0件
0件
0件

0件
1件
1件

（ⅱ）特許出願
該当なし
（ⅲ）原著論文（査読付き）
１）Goto A, Goto M, Noda M, Tsugane S: 「Incidence of type 2 diabetes in Japan: a systematic
review and meta-analysis」, PLoS One, 8(9), e74699, （2013）国外誌
（ⅳ） 上記論文以外による発表
該当なし
（ⅴ) 口頭発表
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該当なし
（ⅵ）受賞等
該当なし
（３）関連分野への科学的・技術的波及効果
【現段階の状況】
・ （２）研究成果の発表状況（ⅰ）主な情報発信②研究成果発表等に記載した東北メディカル・メ
ガバンク計画との情報交換・連携構築を通して、東北メディカル・メガバンク計画におけるコホー
ト立ち上げに大きく貢献すると同時に、研究者同士のネットワーク構築にも大きく貢献した。具
体的には、ゲノムコホート連携推進全国ＷＧおよび意見交換会を通して、標準プロトコール、説
明同意文書、調査票、生体試料収集方法、疾病登録票などの情報提供を行った。大規模分子
疫学コホート研究の構築と推進において共通する倫理的法律的社会的諸問題(ELSI)に関して
も、論点整理と対応・対策について意見交換をした。このような連携と本プロジェクトの ELSI 検
討委員会での活動が、本プロジェクトの研究推進委員でもある武藤香織先生の発案・企画によ
る「日本のゲノムコホート研究とバイオバンクの倫理的課題」（平成 26 年 3 月 28 日）と題するシ
ンポジウムの開催につながった。また、ゲノム・オミックス解析においても、バイオインフォマティ
クスに関する課題において共同研究を実施し、ゲノム・メチローム解析についても意見・情報交
換を行った。特に末梢血 DNA を用いたメチローム解析は、年齢や喫煙との強い相関が知られ
るなど、疾患リスクにおける個人差を捕捉する新しい指標として期待されるが、その意義や生物
学的メカニズム、測定技術、基本的なリファレンスデータなどが確立していない先駆的分野であ
り、今後、大規模分子疫学コホート研究のみならず、それを基盤とするライフサイエンス研究を
構想する上で、東北メディカル・メガバンク計画の研究者との協議は重要な機会となった。
・ データ統合のための妥当性研究は J-MIICC との共同研究として実施された。これまで独立して
コホートを構築し、推進してきた研究者の間で、調査票および調査方法の相違について深く議
論する機会となり、双方の研究への科学的・技術的な波及効果は大きく、また研究者同士のネ
ットワーク構築にも大きく貢献した。
【今後期待されること】
・ 本プロジェクトの成果である標準プロトコールの利活用の具体例として、東北メディカル・メガバ
ンク計画があるが、他にも現在計画段階にある分子疫学コホート研究に適用可能であり、その
科学的・技術的な波及効果は大きい。
・ 本プロジェクトで得られた現行の大規模分子疫学コホート研究の統合の方法論を単に技術開
発に終わらせるのではなく、日本大規模分子疫学コホート研究コンソーシアムの構築といった
体制整備とともに、実際の研究に適用されることにより、国際的評価にも耐えうる、国民の健康
の維持・増進に必須の研究基盤構築が可能となり、そこから得られる成果等の直接的および間
接的な波及効果は絶大である。
・ 大規模分子疫学コホート研究における追跡調査に必要な各種情報の利活用における課題・問
題点を明示した。このうち現行の統計システムおよび社会制度に関わる、死亡・死因調査にお
ける National death index のようなシステムの必要性、および電子化医療情報等をコホート研究
データにリンケージする際の共通番号等の必要性についての提言は、大規模分子疫学コホー
ト研究をはじめとする健康・医療分野の問題にとどまらず、産業界も含めたビッグデータの利活
用など広範にわたる課題であり、日本の成長戦略におけるイノベーション創出のための基盤的
仕組みとして積極的な制度設計が期待される。
３．マネジメント：計画・手法の妥当性（「Ⅱ．経費」とも関連）
本プロジェクトの目標を達成するために具体的に定められた実施計画書に基づき適切に研究が実施
され、当初の目標を達成することが出来た。
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【実施体制について】
・ 研究実施体制としては、地域における分子疫学コホートの構築と情報統合に関する検討は、これ
までに 10 万人規模の JPHC Study の事務局をマネジメントしてきたという経験豊富な研究者を中心
に、国内外の第一線で活躍している疫学・公衆衛生学の研究者により実施された。ゲノム解析のパ
イロット研究については、国立がん研究センター研究所の研究者を中心に、ゲノム・エピゲノム研
究の分野において第一線で活躍している研究者により行われた。これらを統括する代表機関とし
て国立がん研究センターの人的（研究者および研究補助者）・物的（実験機器・設備、ＩＴ環境等）
インフラストラクチャーを駆使した、まさに総力を結集した研究体制により本プロジェクトを実施し
た。
・ 新規地域おける分子疫学コホート構築として参画した大阪大学・高知大学については、以下のよう
な条件を明確に定め、その適合性を慎重に確認することで参画機関の選定を行った。
①これまでにコホート研究の実績がある。
②地域の事情に精通し保健関連機関とも関わりが深い。
③現行 JPHC Study の運営において代表機関である国立がん研究センターとの連携の実績があ
る。
④本研究が対象としている追跡調査において実績を有する。
⑤現在、分子疫学コホート（ゲノムコホート）を実施しておらず、今回の分子疫学コホート研究の
共通プロトコール（同意書も含む）を用いることが可能である。
このような条件を満たしているため、参画機関間の良好な連携・協力体制のもと、円滑に本プロジェク
トを推進させ、目標を達成することが出来た。
【年次計画について】
・ 前述の強力な研究実施体制を基盤に、実施計画書に定めた年次計画に従いプロジェクトを進捗さ
せることが出来た。
・ 新規地域の分子疫学コホート構築およびデータ統合のための妥当性研究においては、研究計画
の立案、倫理審査申請、対象地域との交渉、作業手順書の作成、調査員のトレーニングなど、調
査開始前の準備にも時間と労力がかかる上に対象地域の事情も関連し、計画通りに進捗しないケ
ースも比較的多くみられる中で、いずれの研究もほぼ計画通りに進捗し、当初、目的とした成果を
上げている点は特筆すべきである。これは前述のように経験豊富な研究者のプロジェクトマネジメ
ント力の高さを示すものであると同時に、適切な計画立案、工程表作成、進捗管理が行われた結
果と言える。
・ ゲノム解析も同様であり、多数例についてフリーザーからのサンプル抽出、DNA 抽出、サンプル調
整、タイピング・シークエンシング、品質管理としてのデータ確認、統計およびバイオインフォマティ
クスによるデータ解析といった一連の流れの中で、国立がん研究センター内の疫学者、ゲノム系研
究者、生物統計家、バイオインフォマティシャンの強力な連携体制のもとにほぼ計画通りに進捗し
た。これは、すでにセンター内で構築されていた良好な連携・協力体制を背景に、時間的・予算的
な効率性を加味して、センター内で行うべき工程と民間検査会社に委託可能な工程を見極め、両
者を併用した適切な計画立案、工程表作成、進捗管理が行われた結果と言える。
【経費について】
下記のように実施計画書の年次計画に基づき、かつ研究の進捗に合わせた適切な経費の使用に
より、時間的・予算的にも効率性の高い運用ができた。
（1）平成 23 年度
ゲノム解析データを用いたバイオインフォマティクスによる検討、疫学的な解析を早期に可能に
するために、平成 23 年度はゲノム解析に重点を置いた経費の支出となっている。具体的には、国
立がん研究センター内でのゲノム解析力を強化するために次世代シークエンサー用サンプル前処
理システムの導入、データ解析力を強化するためにコンピューターシステムの導入、時間的に効率
よくゲノム解析を行うために DNA 抽出と 9 遺伝子 46 SNPｓの候補遺伝子のタイピングを民間検査
会社に委託、国立がん研究センター内で約 1,000 検体のゲノム網羅的ＳＮＰ解析、約 100 検体の
全エクソームシークエンス解析、および 285 検体のメチローム解析の実施といった形で強力にゲノ
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ム解析を推進させた。
（2）平成 24 年度
平成 23 年度から継続して、さらに国立がん研究センター内で約 1,000 検体のゲノム網羅的ＳＮＰ
解析、および 285 検体のメチローム解析の実施、Illumina 社に 28 検体の全ゲノムシークエンス解析
を委託するなどのゲノム解析に関して比較的多くの費用を使用した。また、新規分子疫学コホート
構築も対象地域が 2 地域に拡大し、また調査票情報の統合のための妥当性研究も研究開始準備
が整い、調査が開始されたことに伴い、これらの調査に必要な物品の購入、旅費、謝金等に多く費
やした。
（3）平成 25 年度
ゲノム解析は継続しているものの、最終年度であり、その経費も初年度の半分以下であった。一
方、2 地域における新規分子疫学コホート構築、調査票情報の統合のための妥当性研究は、昨年
度同様に継続しており、これらの調査に必要な物品の購入、旅費、謝金等に多く費やした。
４．今後の計画：実施期間終了後における取組の継続性・発展性
本プロジェクトにより、約 7,000 人の分子疫学コホートを構築し、この経験をもとに実現可能性の高い
標準プロトコールを作成した。また、現行の分子疫学コホート研究の統合のために、異なる質問票から
得られた情報の統合の方法論を具体的に提示し、統合ための基盤を形成した。現行の JPHC、
JPHC-NEXT、J-MICC Study に保管されている生体試料だけでも既に約 20 万人分が存在する。これ
に新たに立ち上がった東北メディカル・メガバンク計画を加え、オールジャパンの健常者コホートを確
保するために、本プロジェクトで得られた統合の方法論を駆使し、わが国において展開している現行
大規模分子疫学コホート研究の統合を実現させる。

大規模分子疫学コホート研究は、国民の健康の維持・増進に必須の研究基盤であるため、健康・医
療分野の国家戦略として、日本大規模分子疫学コホート研究コンソーシアムを立ち上げることを提案
する。このような体制構築により、現行の分子疫学コホート研究の継続性を担保し、日本を代表して国
際的に通用するエビデンスの構築が可能となる。さらに、国際的にも日本がコンソーシアム研究を先
導する基盤にもなり得る。具体的な目的としては、日本の大規模分子疫学コホート研究のデータの統
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合解析を行うことにより、要因グループ別の解析、遺伝環境交互作用の解析を行い、国際的に通用す
るエビデンスを構築し、オーダーメイド・ゲノム医療（予防）を目指すと同時に、大規模分子疫学コホー
ト研究を実施する際の共通課題を検討することであり、図のような体制が想定される。
中央事務局の要件としては、各コホート研究の研究代表者が所属する組織とは独立した中立的な
機関が望ましく、研究者およびスタッフの継続性が担保され、物的（ICT 関連等）な設備も整い、事務
局およびデータセンター業務や国際連携の経験がある組織であることが重要である。また funding
agency 機能を持たせることにより、各コホート研究の継続性を担保し、共同研究テーマの公募などによ
り利活用が促進され、また国際連携のもと日本が先導してコンソーシアム研究を実施することが可能と
なる。

本プロジェクトにおいて情報統合の方法論が示されただけでなく、本プロジェクトを通じて、東北メデ
ィカル・メガバンク計画と連携および J-MICC Study との共同研究により、個別研究への相互理解が深
まり、これまで以上に強固な研究者ネットワークが構築されたことなどからも、このようなコンソーシアム
構築の素地がさらに強固なものとなり、その実行可能性は高いと考える。

24

Ⅳ．実施結果・成果の詳細
1. 分子疫学コホートの構築と情報統合に関する検討
（1）新規分子疫学コホート構築に向けた共通プロトコールの適用性の検証
＜筑西・安芸地域における共通プロトコールの適用性の検証＞
【背景】
近年、近隣アジア諸国では、30 万人から 100 万人を目標とした大規模分子疫学コホート構築が進
んでいる。日本国内にも複数のコホート研究が存在するが、そこまで大規模な分子疫学コホート研究
は存在せず、たとえば、国立がん研究センターを中心に平成 23 年より開始した JPHC-NEXT は、10
万人を目標に構築を進めているが目標としている 10 万人は、これらに対当していくのに十分な大きさ
とはいえない。海外の分子疫学コホート研究に対当していくためには、数十万から 100 万人規模の新
しいコホート研究を構築するか、近年、各地で展開の進む分子疫学コホート研究の統合を行うかであ
るが、時間と費用を考慮すると、各分子疫学コホート研究を統合することが最も効率的であり、国際的
評価にも耐えうる、日本人の代表性と公益性の高い、国民の健康の維持・増進、がんなどの疾病予防
にとって質の高い大規模分子疫学コホート研究の構築が実現できる。
【目標】
本研究では、統合可能な基盤をつくるため、まず、我が国において大規模分子疫学コホート研究を
起動するため、国立がん研究センターにおいて、平成 23 年度より開始している「次世代多目的コホー
ト研究（JPHC-NEXT）」パイロット調査（倫理審査委員会承認（2011 年 3 月 28 日）・研究許可（2011 年
3 月 31 日））および本調査（筑西地域での調査：倫理審査委員会承認（2011 年 3 月 28 日）・研究許可
（2011 年 3 月 31 日）、安芸地域での調査：）を共通プロトコールとして用い、地域住民ベースの新規分
子疫学コホート研究の構築を茨城県筑西地域、および、高知県安芸地域で開始し、その適用性を検
証する。
【方法】
①筑西地域（茨城県筑西市）
（対象者）
平成 23 年度は、協和地区に居住する 40-74 歳住民の 7,556 人に、パイロット調査プロトコールを用
いて調査を行った。平成 24 年度は、関城地区に居住する 40-74 歳住民の 7,325 人、平成 25 年度は、
明野地区に居住する 40-74 歳住民の 7,973 人に、本調査プロトコールを用いて調査を行った。
（対象者へ研究実施を周知する方法）
それぞれの対象地域の成人健診の約 5 週間前に研究への協力を依頼するチラシとアンケートを送
付し、さらにその 1 週間後に筑西市からの健診受診券とともに研究への協力を依頼する別のチラシを
同封した。
（アンケート配布と生体試料収集の方法）
平成 23 年 11 月から平成 26 年 2 月まで、筑西市が会場招致方式で実施した成人健診の会場で、
受診者全員に、ビデオおよび講演形式による集団への研究説明の後、大阪大学と国立がん研究セン
ターの調査員が、個別に研究説明を行った。研究参加に同意した者には、特定健康診査会場での生
体試料提供と、アンケート回答を依頼し、原則として健診会場で回収し、自宅での記入を希望する人
には郵送による返送を依頼した。また、成人健診を受診しない人からは生体試料収集は行わず、アン
ケートは郵送での返送を依頼した。回収されたアンケートに記入漏れがあった場合は、電話または郵
便で問い合わせ、回答漏れを少なくした。
②安芸地域（高知県安芸市）
（対象者）
平成 24 年度は、10 月から研究が開始された。安芸市国民健康保険に加入する 40-74 歳者のうち、
平成 24 年 10 月 1 日時点で平成 24 年度の特定健康診査を受診済みだった者を除いた 3512 人を対
象とした。平成 25 年度は、安芸市国民健康保険に加入する 40-74 歳 4,887 人（平成 25 年 4 月 1 日
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時点）を対象とした。
（対象者へ研究実施を周知する方法）
平成 24 年度は、安芸市役所が安芸市の全世帯 8,900 世帯に配布した 11 月の広報に、本研究の
概要を説明し、研究への協力を依頼するチラシを折り込んだ後、安芸市役所から対象者の居宅へ郵
送する特定健康診査の実施案内に、そのチラシを同封した。平成 25 年度は、安芸市役所から対象者
の居宅へ郵送する特定健康診査の実施案内に、研究への協力を依頼するチラシを同封した。
（アンケート配布と生体試料収集の方法）
平成 24 年 11 月から平成 26 年 2 月まで、安芸市が会場招致方式で実施した特定健康診査の会場
（平成 24 年度は 2 会場のべ 5 日、平成 25 年度は 14 会場のべ 21 日）で、特定健康診査受診者全員
に、ビデオを用いた集団としての研究説明の後、高知大学と国立がん研究センターの調査員が、個別
に研究説明を行った。研究参加に同意した者には、特定健康診査会場での生体試料提供と、居宅で
のアンケート回答と郵送による返送を依頼した。回収されたアンケートに記入漏れがあった場合は、電
話または郵便で問い合わせ、回答漏れを少なくした。
【結果】
①筑西地域
平成 23 年 10 月から平成 26 年 3 月までに 5,776 人から同意書Ａ及びアンケートの回収があった。
また、健診会場においてその期間中特定健診を受診した 4,516 人のうち、同意書 A・同意書Ｂ及び生
体資料の収集を行ったのは 3,929 人であり（同意率 87%）、他にがん検診や補充健診で同意した人な
どを含めると、同意書 A・同意書Ｂ及び生体資料の収集した人は合計 5,006 人であった。
年度別の健診会場での同意率をみると、パイロット調査プロトコールを用いて説明した「DNA を用い
て、がんなどの生活習慣病に関連する可能性のある数多くの遺伝子を調べます」と説明した平成 23
年度が 88%、「DNA を用いて、まだよくわかっていない遺伝子も含めて、ヒトのゲノム全体を調べる場合
があります。」と追記された本調査プロトコールを用いた平成 24 年度、25 年度が、それぞれ、84%、85%
と、ほとんど変わらなかった。
②安芸地域
平成 24 年 11 月から平成 26 年 2 月までに特定健康診査会場を訪れた研究適格者 1,989 人に研
究協力を依頼し、1,441 人（72.4％）から研究参加同意を得た。1,441 人全員から同意書 A を、アンケ
ートだけへの参加を希望した 4 人を除く 1,437 人から同意書 B を取得した。
アンケート回答に同意した 1,441 人のうち、回答済みアンケートを返送した者は 1,253 人（86.9％）で
あった。
生体試料提供に同意した 1,437 人全員から、特定健康診査会場で生体試料を収集した。
研究期間中に、特定健康診査会場で研究参加に同意した 1,441 人のうち、54 人（3.7％）（平成 26 年
4 月 24 日時点）が、研究協力への同意を撤回した。
よって、同意撤回者を除いた後の研究参加同意者は 1,387 人であり、そのうち、回答済みアンケート
を返送した者は 1,253 人（90.3％）であった。また、アンケートだけへの参加を希望した 4 人を除く生体
試料提供に同意した 1,383 人全員から、特定健康診査会場で生体試料を収集した。
【目標達成状況】
健診受診者における同意率は 70～80%以上であり、説明文書を含め、共通プロトコールの適用性が
おおむね良好であると考える。
【提言】
同意率がある程度高い共通プロトコールの使用により、各コホートが統合可能となり、国際的評価に
も耐えうる、日本人の代表性と公益性の高い、国民の健康の維持・増進、がんなどの疾病予防にとっ
て質の高い大規模分子疫学コホート研究の構築が実現できる。
＜標準プロトコールの作成＞
【背景】
日本において疾病の原因を見極め、個別化医療を実現するためには、国際評価にも耐えうる水準
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の大規模分子疫学コホート研究の推進が欠かせない。一般住民を対象とする大規模疫学の調査に期
待される科学的成果の代表性や公益性という側面からは、参加率の高さ、追跡率の高さ、調査の精度
の高さが求められる。一方、生体試料を用いる研究としてゲノム情報を扱うことから、ゲノム指針の対象
となる。DNA 試料を含む生体試料や個人情報を含む情報の取り扱いにおいて、インフォームド・コン
セントのあり方や匿名化などの安全管理が大変重要な課題となる。また、現在がん年齢を迎えつつあ
る出生コホート群による新世代コホート研究として、一次的な研究目標として収集した試料・情報から
はわが国における個別対応の疾病予防施策にとって重要なエビデンスの創出が期待できるが、さらに、
二次的な目標として、公共のバイオバンクやデータセンターへの提供を通し、共同研究の範囲の拡大
や情報の幅広い利活用が求められる。しかしながら、それにあたり、例えば個人の特定可能性のある
ゲノム解析結果の公開や偶発的に重大な臨床的意義が発見された結果の個人への返却の是非など
について、国内外でまだ一定の結論が得られているわけではない。以上のことから、新規分子疫学コ
ホートの立ち上げに際しては、研究目的に適う科学的成果の追求と同時に、倫理的、法律的、社会的
問題に配慮し、かつ今後の社会状況の変化にも対応し得る標準的なプロトコールが求められるが、そ
の高いハードルが新規地域でのコホート構築の妨げとなっている。
【目的・目標】
新規地域での新たなコホートの構築を促すために、倫理的、法律的、社会的問題(ELSI)に配慮し、
かつ今後の社会状況の変化にも対応し得る標準的なプロトコールを提言する。最終的に、数十万規
模の、わが国における大規模分子疫学コホート研究の構築と統合解析を実現させる。
【方法】
国立がん研究センターにおいて、平成 23 年度より開始している「次世代多目的コホート研究
（JPHC-NEXT）」（パイロット調査の倫理審査委員会承認（2011 年 3 月 28 日）・研究許可（2011 年 3
月 31 日））のプロトコールを用いて、地域住民ベースの新規分子疫学コホート研究の構築を開始し、
その適用性を検証する。JPHC-NEXT 共通プロトコールをより効率化するとともに、精神疾患、その他
主要疾病について、その把握方法を検討し、最終的にその方法を確立する。また、外部委員を含む
ELSI 検討委員会を実施し、倫理的、法律的、社会的問題に配慮し、かつ今後の社会状況の変化へ
の対応できるようなインフォームド・コンセントや結果の公開等について検討する。最終的に、大規模
分子疫学コホート新規構築の標準プロトコールを完成させる。
【結果】
JPHC-NEXT 共通プロトコールを用いて、茨城県筑西地域と高知県安芸地域において住民ベース
の新規分子疫学コホート研究の構築を行い、適用性を検討した。標準プロトコールではすべての対象
者について分子疫学的解析を行うために生体試料の収集を必須とし、1 つの同意書にまとめる方針と
した（JPHC-NEXT プロトコールではアンケートと健診情報の提供を必須とし、生体試料については可
能な限りとし同意書が別であった）。調査票、生体試料、追跡用情報の適用性については、統合に関
する検討と同時に行った（2）（3）（4）。ELSI 検討委員会を平成 24 年度から平成 25 年度にかけて計 4
回実施した。その討議をもとに、標準プロトコールで用いる説明・同意文書と同意撤回文書を改良した。
まず、研究目的の項目で安全な取り扱いに配慮した上でのデータの共有範囲と対象疾患の拡大の可
能性を示した。全ゲノム解析、追跡調査における電子化医療情報の活用、追跡中の提供試料・情報
の利用、遺伝情報により個人が特定されるリスク、同意撤回への対応が難しいケース、遺伝情報の非
開示方針・偶発的所見への対応方針、研究成果の公的データベースへの登録、他の研究機関への
試料・情報の提供、他のゲノム研究に利用される場合、研究終了後の調査試料・情報の取り扱いにつ
いて、表現の変更や加筆を行った。また、利益・不利益について記されていた「個人が識別される恐
れがない」という表現を削除した。さらに、アウトリーチにおいて、これまでの同様の研究から得られた
成 果 や こ れ か ら の 研 究 で 期 待 さ れ る 成 果 と と も に 、 ELSI 検 討 事 項 の ポ ス タ ー 展 示
（http://www.jcosmos.org/public/201312/entry3369.html）と対面による説明を実施し、法令に基づく
取り扱いを行う（特にデータの開示に際して）こと、本研究では特定個人の遺伝情報については意味
を考慮して対応すること（開示しない方針）、コホート研究の集団としての結果を公表・社会還元する際
には、遺伝情報を解析することによる地域への影響を十分に配慮すること、参加者保護のため、社会
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に積極的にはたらきかけることなどについて、研究参加者の理解を得られるかどうかを検証した。以上
の検討を通じて得られた知見に基づき、共通プロトコールの改良を行い、大規模分子疫学コホート新
規 構 築 の 標 準 プ ロ ト コ ー ル を 完 成 さ せ 、 HP 上 で 公 開 予 定 で あ る
（http://www.jcosmos.org/action/results/201405/entry3418.html）。
【考察】
分子疫学コホート研究は長期にわたり継続する大規模な研究であるが、研究を取り巻く制度や倫理
観は時代に応じて変化している。平成 25 年度に全部改正したヒトゲノム指針が施行され、その後、疫
学研究に係わる指針と臨床研究に係わる指針の統合が進められている。このような流動的な状況下
で最善のプロトコールの作成に努めたが、標準プロトコールを最新に保つには、研究方法と解析技術、
法律と指針、ELSI を取り巻く状況を見渡して常にアップデートすること、旧バージョンで既に収集され
た研究試料をうまく利活用できるような仕組みづくりが必要である。
【目標達成状況】
新規地域での新たなコホートの構築を促すために、倫理的、法律的、社会的問題に配慮し、かつ
今後の社会状況の変化にも対応し得る標準的なプロトコールを提言した。これによって、今後数年間
にわたり、数十万規模の、わが国における大規模分子疫学コホート研究の構築と統合解析を実現させ
るための礎を築いた。
【提言】
標準プロトコールを用いて、生活習慣病予防（個別化医療の実現を含む）を目標に人口 10 万人規
模を想定した住民ベースのコホート研究を実施する。今後数年間にわたり、数十万規模の、わが国に
おける大規模分子疫学コホート研究の構築と統合解析を実現させる。
研究実施にあたり、将来の個別の研究計画すべてについて参加者に再同意の意志を確認する研
究計画は実施困難であり、当初から保存試料・情報の将来の利用目的等を幅広く設定する必要があ
る。その際には、研究課題ごとの審査を行う研究施設の倫理審査委員会の役割が増大する。その他
にも、同意を得るための丁寧な説明、明快な表現など研究者の誠実な対応や、研究開始後の継続的
な情報公開による透明性が必要である。また、追跡調査の精度向上のためには、電子化医療情報の
活用と共通番号制による突合を推進する必要がある。ゲノム解析結果の利活用をめぐる問題に対して
は、広報（啓発）等の様々なコミュニケーションにより社会の不安を解消し、遺伝情報に基づく個人の
多様性に基づく差別の問題を含めて、国民の正しい理解と判断をを得るための努力を積極的に実施
するとともに、法規制としても遺伝情報の社会にとって有益な活用の促進と不適切な扱いを禁ずる制
度や遺伝情報による差別を禁ずる制度構築の可能性についても検討をすべきである。遺伝子解析結
果の個人への返却や開示は原則として行わない方針であるが、個人の健康に重大な影響を与えるこ
とが判明し、かつ、有効な対処法があるとき（偶発的所見）の対応については、国内で一定のコンセン
サスをもつ必要がある。
（2）調査票情報統合に関する検討
【背景と目的】
わが国において大規模分子疫学コホート研究を推進する上で、現行大規模分子疫学コホート研究
のコンソーシアム構築は効率的・効果的な手段であり、将来必須となると考えられるが、方法論は確立
していない。国立がん研究センターを中心に平成 22 年より開始した JPHC-NEXT と、平成 17 年に開
始し 10 万人を目標にコホート構築を進めている日本多施設共同コーホート研究（J-MICC Study）とで
は、異なった調査票を用いている。調査票より導かれるデータを統合するための補正方法を検討する
目的で統合のための妥当性研究を計画した。
【方法】
JPHC-NEXT 地域については、JPHC-NEXT およびその連携コホート研究地域のうち、秋田県横手、
長野県佐久、茨城県筑西、および新潟県村上・魚沼地域において対象者を計 255 名リクルートし、２
種類の調査票（２回）、採血（２回）、食事摂取のゴールドスタンダードとしての１２日間食事記録：DR：
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Dietary Record（３日間を季節ごとに４回）、蓄尿（５回）、WEB 調査（１回）を実施した（図-１）。J-MICC
study 地域については地域別に順次進行中の妥当性研究に、追加的に JPHC-NEXT 調査票への回
答を依頼した。計 270 名予定のうち本報告対象は５地域分（佐賀県佐賀・徳島ドック/企業検診受診
者・愛知がんセンター受診者・滋賀県高島・静岡県桜ヶ丘ドック/企業検診受診者）に該当する対象者
である（図-2）。
図-１．JPHC-NEXT 横手・佐久・筑西・村上・魚沼地域：計 255 名

図-2. J-MICC 地域：計 270 名予定（うち本報告対象 佐賀県佐賀・徳島ドック/企業検診受診者・愛知が
んセンター受診者・滋賀県高島・静岡県桜ヶ丘ドック/企業検診受診者 129 名）
J-MICC 地域では地域別に順次進行中の妥当性研究に、追加的に JPHC-NEXT 調査票への回答を依
頼した。

両調査票（搭載食品・飲料項目数は JPHC-NEXT が 164 項目、J-MICC study は 54 項目）、および
比較表について示す。DR 調査について、表-1 に示す要領で行った。両研究の DR は両研究の対象
者を合わせて解析する上で支障はないと考えられ、以後の解析はすべて両研究対象者を合わせて、
脱落と除外者を除き、365 名に基づき行った。
相対危険度を真の値に近似する方法（Kaaks らの Structual Equation Model）により、統合妥当性の
指標として希薄化因子λ（ラムダ）を算出した。真の相対危険度はλにより過小評価されている。逆に
λを求めることができれば、個々の研究から得られた相対危険度にλを適用することにより真の相対
危険度の近似値を得、これをメタアナリシスすることにより統合相対危険度を求めることが可能となる。
λは以下の式より算出される。λ＝（1/β）RhoQT2 ここでβは DR と調査票からの栄養計算値の間の
proportional scaling bias、Rho は DR と調査票からの栄養計算値の相関係数とすると、RhoQT は、モデ
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ルから算出される真の摂取量（Ｔ）と調査票からの栄養計算値との相関係数である。λが低値であるほ
ど相対危険度を真の値に近似するために大きく調整が必要であることを意味する。λ低値の定義はな
いが、本報告では目安として 0.25 未満のものを低値として記述した。カテゴリー変数（喫煙状況、既往
歴、身体活動など）の両調査票における回答の順位一致度については、Kendall の Tau-b あるいは
Stuart の Tau-c 統計量を用いた。本研究計画は国立がん研究センターおよび愛知県がんセンターの
倫理審査委員会において申請の上、承認を受けている。
表-１．JPHC-NEXT および J-MICC 地域における DR の方法
J-MICC（2014/03/15 現在、本研 JPHC-NEXT
究対象地域のみ）
食事記録、内容確 12 日間（隔日 3 日間＜休日 1 日 12 日間（連続 3 日間＜休日 1 日を含
認の方法
を含む＞×4 季節）
む＞×4 季節）
電 話 ま た は メ ー ル （ 初 回 は 一 最終日翌日、対面による面談（一部、
部、面接）
FAX で原票送付の上、電話対応）
量推定（補助）
秤量法食事記録法：一部目安法 秤量法食事記録法：一部目安法
ツール
（写真、フードモデル 11 種類、 （フードモデル 11 種類、実物大食
空き容器などを利用した標準食 品・料理が掲載された冊子、実物大料
器）
理カード、空き容器などを利用した標
準食器）
確認マニュアル（聞 重量（目安量）、割合（案分） または重量（全体＆個別量）、皮付き/皮む
取事項）
き、廃棄、生/乾物/加熱後（計測状態）、種類・部位、調味料の記入漏れ
（炒め油など）、残食（煮汁、麺類の汁など）、記載もれ有無
聞取り対象者
原則、本人（一部、調理担当者）
コーディング
入力
データクリーニング
摂取量計算

国民健康栄養調査に準拠（外食・惣菜データベース、手引き書）。コーディ
ング困難な事例のコード化を各地区情報共有（Web 伝言板、google drive）
MSExcel を用いたアシスト機能付 国民健康栄養調査に準じる（「食事調
き入力インターフェイス
べ」の案分機能使用）
入力過誤検索用データベースへの集積、過誤の抽出
日本標準食品成分表 2010 を使用

【結果および考察】
１．食品・栄養素等の統合妥当性の検討
JPHC-NEXT および J-MICC study 調査票より求められる食品群・栄養素等について、食事記録調
査値との相関（Rho）、モデルより求められる真の摂取量（T）との相関（Rho_QT）および信頼区間、
Rho_QT より求められる希薄化因子（λ:ラムダ）についてのまとめを、男女別に示す（表-2）。
1) 食品群について
JPHC-NEXT 調査票で男性において食事記録調査との相関係数が最も低いのはイモ類（0.21）、最
も高いのは果物（0.70）であった。女性において食事記録調査との相関係数が低い（0.2 未満）のは油
脂類、最も高いのは乳製品（0.60）であった。男性において希薄化因子λが小さい(0.25 未満)、すな
わち相対危険度を大きく補正する必要があるものは油脂類（λ=0.23）、魚（λ=0.09）、その他の野菜
（λ=0.05）、海藻（λ=0.16）、女性においてはイモ類（λ=0.17）であった。
J-MICC study 調査票で男性において食事記録調査との相関係数が最も低いのは海藻（0.24）、最
も高いのは乳製品（0.74）であった。女性において食事記録調査との相関係数が低い（0.2 未満）のは
油脂類、最も高いのは乳製品（0.69）であった。男性において希薄化因子λが小さい(0.25 未満)、す
なわち相対危険度を大きく補正する必要があるものはイモ類（λ=0.12）、その他の野菜（λ=0.１0）、女
性においては菓子類（λ=0.11）であった。
表-2. JPHC-NEXT および J-MICC study 対象者による DR と JPHC-NEXT/J-MICC study 調査票か
ら算出される食品群（g/d）および栄養素等の統合妥当性指標（サマリー）-男性（N=160）女性（N=205）
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JPHC-NEXT FFQ

FOOD GROUP (g/d)

Rho

J-MICC FFQ

Men

Women

Men

Women

Crude values

Crude values

Crude values

Crude values

Rho_QT 95% CI

λ （ラムダ） Rho

Rho_QT 95% CI

λ （ラムダ）

Rho

Rho_QT 95% CI

λ （ラムダ） Rho

Rho_QT 95% CI

λ （ラムダ）

Cereals

0.52

0.49 (0.34-0.61)

0.37

0.26

0.33 (0.19-0.46)

0.32

0.51

0.58 (0.46-0.69)

0.52

0.38

0.53 (0.41-0.63)

0.52

Potatoes and starches
Confectionery

0.21
0.54

0.31 (0.12-0.49)
0.51 (0.38-0.64)

0.32
0.42

0.30
0.27

0.25 (0.05-0.42)
0.24 (0.09-0.38)

0.17
0.42

0.25
0.47

0.11 (0.01-0.30)
0.46 (0.31-0.59)

0.12
0.34

0.32
0.24

0.31 (0.12-0.48)
0.09 (0.00-0.24)

0.46
0.11

Fats and oils

0.25

0.20 (0.03-0.37)

0.23

0.04

0.16 (0.01-0.33)

0.31

0.39

0.38 (0.21-0.53)

0.95

0.11

0.23 (0.05-0.40)

0.46

Pulses

0.58

0.46 (0.30-0.61)

0.62

0.51

0.21 (0.05-0.37)

0.37

0.51

0.37 (0.20-0.53)

0.72

0.40

0.55 (0.41-0.67)

2.25

Fish

0.37

0.12 (0.01-0.31)

0.09

0.34

0.24 (0.07-0.40)

0.34

0.33

0.50 (0.34-0.64)

2.00

0.49

0.30 (0.14-0.45)

0.49

Meat

0.43

0.21 (0.03-0.38)

0.26

0.24

0.62 (0.49-0.73)

0.64

0.37

0.39 (0.22-0.55)

0.56

0.25

0.59 (0.46-0.70)

0.57

Egg

0.52

0.42 (0.24-0.57)

0.37

0.38

0.34 (0.16-0.50)

0.38

0.50

0.40 (0.22-0.56)

0.50

0.39

0.30 (0.12-0.47)

0.48

Milk

0.62

0.50 (0.37-0.62)

0.69

0.60

0.56 (0.44-0.66)

1.54

0.74

0.56 (0.43-0.67)

0.48

0.69

0.47 (0.34-0.58)

0.48

Green vegetable
Other vegetable

0.49
0.46

0.46 (0.29-0.61)
0.18 (0.02-0.36)

0.26
0.05

0.53
0.45

0.40 (0.24-0.53)
0.40 (0.25-0.53)

0.61
0.42

0.40
0.36

0.32 (0.14-0.49)
0.23 (0.05-0.41)

0.27
0.10

0.33
0.34

0.43 (0.28-0.56)
0.28 (0.13-0.43)

0.84
0.35

Fruits

0.70

0.51 (0.38-0.63)

0.82

0.54

0.52 (0.39-0.63)

1.13

0.57

0.58 (0.46-0.69)

0.52

0.60

0.36 (0.22-0.49)

0.46

Fungi

0.37

0.46 (0.30-0.60)

0.38

0.36

0.35 (0.20-0.49)

0.42

0.31

0.38 (0.20-0.53)

0.38

0.36

0.32 (0.17-0.46)

0.47

Algae

0.22
0.48

0.19 (0.02-0.37)
0.44

0.16

0.21
0.35

0.26 (0.09-0.42)
0.33

0.28

0.24
0.39

0.29 (0.11-0.46)
0.39

0.43

0.23
0.35

0.26 (0.09-0.42)
0.31

0.47

Energy(kcal/d)
Proteins(g/d)

0.42
0.37

0.44 (0.30-0.57)
0.36 (0.21-0.50)

0.23
0.16

0.20
0.23

0.27 (0.13-0.40)
0.28 (0.14-0.41)

0.12
0.13

0.33
0.29

0.34 (0.19-0.48)
0.32 (0.16-0.46)

0.34
0.32

0.20
0.30

0.22 (0.08-0.35)
0.29 (0.16-0.42)

0.24
0.29

Fat(g/d)
Carbohydrates(g/d)

0.40
0.57

0.39 (0.24-0.53)
0.56 (0.44-0.67)

0.17
0.32

0.22
0.26

0.27 (0.13-0.41)
0.32 (0.18-0.44)

0.12
0.16

0.40
0.44

0.44 (0.30-0.57)
0.53 (0.40-0.64)

0.44
0.42

0.27
0.30

0.34 (0.20-0.47)
0.36 (0.23-0.48)

0.31
0.29

Na(mg/d)

0.35

0.33 (0.17-0.47)

0.12

0.28

0.30 (0.16-0.43)

0.14

0.35

0.41 (0.26-0.54)

0.31

0.32

0.35 (0.22-0.48)

0.27

K(mg/d)
Ca(mg/d)

0.49
0.54

0.46 (0.32-0.58)
0.48 (0.35-0.60)

0.24
0.25

0.43
0.47

0.45 (0.33-0.56)
0.48 (0.36-0.59)

0.25
0.24

0.35
0.60

0.35 (0.20-0.49)
0.60 (0.48-0.70)

0.43
0.69

0.41
0.54

0.44 (0.32-0.55)
0.56 (0.46-0.66)

0.51
0.68

Fe(mg/d)
Carotene(mg/d)

0.48
0.48

0.45 (0.31-0.57)
0.52 (0.38-0.65)

0.24
0.28

0.42
0.46

0.44 (0.32-0.55)
0.53 (0.41-0.64)

0.27
0.33

0.54
0.34

0.58 (0.46-0.68)
0.40 (0.24-0.54)

0.56
0.60

0.45
0.37

0.49 (0.38-0.60)
0.49 (0.36-0.60)

0.48
0.56

retiEQ(mg/d)

0.27

0.30 (0.14-0.45)

0.17

0.33

0.42 (0.29-0.54)

0.23

0.29

0.28 (0.12-0.43)

0.34

0.33

0.41 (0.28-0.53)

0.44

Vitamin D(mg/d)
Vitamin E(mg/d)

0.39
0.37

0.30 (0.12-0.47)
0.42 (0.26-0.55)

0.13
0.20

0.34
0.38

0.32 (0.16-0.46)
0.40 (0.27-0.52)

0.29
0.21

0.35
0.29

0.45 (0.28-0.60)
0.32 (0.16-0.47)

0.68
0.39

0.45
0.19

0.56 (0.44-0.67)
0.26 (0.11-0.39)

0.97
0.28

Vitamin B1(mg/d)

0.34

0.34 (0.18-0.49)

0.18

0.34

0.38 (0.24-0.50)

0.21

0.18

0.17 (0.02-0.33)

0.36

0.25

0.25 (0.10-0.38)

0.52

Vitamin B2(mg/d)
Folate(μ g/d)

0.45
0.51

0.44 (0.30-0.57)
0.49 (0.35-0.61)

0.24
0.31

0.45
0.54

0.48 (0.36-0.59)
0.56 (0.46-0.66)

0.23
0.34

0.47
0.44

0.51 (0.37-0.62)
0.46 (0.33-0.59)

0.56
0.52

0.50
0.44

0.52 (0.41-0.62)
0.50 (0.38-0.60)

0.55
0.53

Vitamin C(mg/d)
SFA(g/d)

0.63
0.39

0.34 (0.19-0.48)
0.42 (0.27-0.55)

0.11
0.20

0.63
0.31

0.66 (0.57-0.74)
0.38 (0.25-0.51)

0.41
0.18

0.55
0.35

0.59 (0.48-0.69)
0.43 (0.28-0.56)

0.81
0.58

0.58
0.44

0.61 (0.51-0.70)
0.47 (0.34-0.58)

0.72
0.54

MUFA(g/d)

0.42

0.40 (0.25-0.54)

0.17

0.17

0.23 (0.08-0.37)

0.11

0.35

0.39 (0.24-0.53)

0.46

0.17

0.29 (0.14-0.42)

0.30

PUFA(g/d)
Cholesterol(mg/d)

0.46
0.48

0.41 (0.25-0.54)
0.44 (0.28-0.58)

0.18
0.20

0.23
0.26

0.25 (0.11-0.39)
0.29 (0.13-0.43)

0.13
0.12

0.35
0.46

0.41 (0.26-0.55)
0.50 (0.35-0.63)

0.41
0.62

0.20
0.29

0.29 (0.14-0.42)
0.27 (0.11-0.41)

0.28
0.31

SDF(g/d)

0.56

0.55 (0.43-0.66)

0.28

0.53

0.52 (0.41-0.63)

0.27

0.51

0.53 (0.40-0.64)

0.59

0.49

0.49 (0.37-0.60)

0.46

IDF(g/d)
TDF(g/d)

0.61
0.59

0.57 (0.45-0.67)
0.55 (0.42-0.66)

0.32
0.29

0.53
0.52

0.54 (0.43-0.64)
0.53 (0.41-0.63)

0.30
0.29

0.51
0.51

0.50 (0.37-0.62)
0.52 (0.39-0.63)

0.64
0.62

0.45
0.49

0.49 (0.37-0.59)
0.51 (0.40-0.62)

0.52
0.53

n3-PUFA(g/d)
n6-PUFA(g/d)

0.36
0.45

0.42 (0.25-0.57)
0.37 (0.22-0.52)

0.18
0.18

0.27
0.24

0.29 (0.14-0.43)
0.25 (0.10-0.40)

0.17
0.13

0.23
0.35

0.32 (0.15-0.48)
0.40 (0.24-0.53)

0.40
0.40

0.32
0.19

0.40 (0.26-0.53)
0.27 (0.12-0.41)

0.52
0.25

Energy from Alc(kcal/d)

0.58
0.46

0.79 (0.71-0.86)
0.43

0.33

0.55
0.34

0.67 (0.57-0.75)
0.39

0.36

0.68
0.35

0.62 (0.51-0.72)
0.44

0.38

0.63
0.35

0.55 (0.43-0.65)
0.43

0.25

MEDIAN

NUTRIENTand ENERGY

MEDIAN

2) 栄養素等について
JPHC-NEXT 調査票で男性において食事記録調査との相関係数が最も低いのはレチノール当量
（0.27）、最も高いのはビタミン C（0.63）であった。女性において食事記録調査との相関係数が低い
（0.2 未満）のは MUFA、最も高いのはビタミン C（0.63）であった。希薄化因子λが小さいのは 24 栄養
素等のうち、男性は 18、女性は 16 種類であった。一方、比較的補正が少なくて済むものは男性にお
いて炭水化物、カルシウム、女性においてカリウム、鉄、ビタミン D、ビタミン C、男女に共通するものと
してはカロテン、葉酸、食物繊維、アルコールからのエネルギーが挙げられる。
J-MICC study 調査票で男性において食事記録調査との相関係数が最も低いのはビタミン B1
（0.18）、最も高いのはアルコールからのエネルギー（0.68）であった。女性において食事記録調査との
相関係数が低いのはビタミン E、MUFA、n-6PUFA、最も高いのはアルコールからのエネルギー（0.63）
であった。希薄化因子λは女性のエネルギーで低値を示したのみであった。
個々の食品群においてはイモ類、その他の野菜など、一部でλが低値を示す傾向がみられたが、
その他の多くの食品については相対危険度にλを適用することにより、統合が可能であることが示唆
された。栄養素等においてはカロテン、葉酸、食物繊維などは男女共通にλが大きい傾向があり、統
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合しやすい項目といえる。
２．食品以外の要因の統合妥当性の検討
食品以外の要因のうち、喫煙、運動、既往歴、女性要因、飲料など、主要な要因について両調査
票の回答の一致度を検証した。サマリーを示す（表-3）。なお、2 個以上の値が示されているもの（学歴、
既往歴、コーヒー）は、回答の選択肢のまとめ方により複数検討を行ったものである。
表-3．食品以外の要因のカテゴリ一致度（サマリー）
一致度*
質問項目

質問項目

一致度*

喫煙
睡眠時間
運動（余暇以外）
座っている時間
立っている時間
歩行時間
力のいる作業をしている時間
余暇の運動
息がはずまない程度の運動（頻度）

既往歴（高血圧）
既往歴（糖尿病）
既往歴（高脂血症）
家族歴（がん）
服薬歴（高血圧）
服薬歴（糖尿病）
服薬歴（コレステロールを下げる）
服薬歴（解熱鎮痛剤）
健康補助食品

0.85/0.14
0.88/-0.01
0.72/0.19
0.86
0.92
0.91
0.90
0.49
0.48

息がはずまない程度の運動（時間）
息がはずむが話はできる程度の運動（頻度）
息がはずむが話はできる程度の運動（時間）
非常に息がはずみ話ができない程度の運動（頻度）
非常に息がはずみ話ができない程度の運動（時間）

ストレス
学歴
既往歴（がん）
既往歴（心筋梗塞・狭心症）
既往歴（脳卒中）

0.96
0.85
0.76
0.72
0.64
0.71
0.61
0.31
0.29
0.29
0.38
0.66
-0.40
0.85/0.95
0.92/0.92
0.84/0.59
0.93/0.67

女性要因
月経
妊娠（あり・なし）
出産（あり・なし）
母乳
更年期障害のための薬
コーヒー（レギュラー・インスタント）

0.96
0.96
0.94
0.92
0.77
0.73/0.72

コーヒー（缶・ペットボトル）

0.64/0.64/0.61

緑茶

0.67

* ストレスのみ Stuart’s Tau-c 統計量、他は Kendall’s Tau-b 統計量。複数記載のあるところは選択
肢の区切りを変えて複数の検討を行った場合。
喫煙、睡眠、学歴、がんの家族歴、一部の服薬歴および閉経・妊娠・出産などの女性要因につい
ては高い一致度が得られた。喫煙、睡眠、一部の服薬歴は比較的定型化した習慣で再現性が高い
項目であると言える。学歴は個人の履歴として固定したものであるし、がんの家族歴、女性要因などは
生涯の中でも重大なライフイベントに相当し、記憶や質問の構造の相違の影響を受けたとしても小さ
かったと考えられる。既往歴については、選択肢は JPHC-NEXT 調査票では「あり」「なし」の２択で、
J-MICC study 調査票では 1 - なし、2 - 現在かかっているあるいは治療中、3 - 経過観察中、現在
は治っているが今までにかかった事があるの３択となっている。J-MICC study 調査票での 2（現病歴）
を JPHC-NEXT の既往歴「あり」に含めた場合、「なし」に含めた場合のそれぞれについて検討した。そ
れぞれの一致度はがんで 0.92, 0.92、心筋梗塞・狭心症で 0.84, 0.59、脳卒中で 0.93, 0.67、高血圧
で 0.85, 0.14、糖尿病で 0.88, -0.01、高脂血症で 0.72, 0.19 と、多くの疾患で現病歴も既往歴に含め
る第１法の方が良い成績を示した。回答者は現病歴も既往として回答していると考えられる。疾患の種
類により差はあるが（第１法 0.72-0.93）、比較的良好な一致度が得られた。運動は、平常時の身体活
動に比べて余暇の運動についての回答の一致度が低い傾向が見られた。JPHC-NEXT 調査票では
「昨年１年間」、J-MICC study 調査票では「ふだん」の運動について尋ねているが、余暇では季節によ
り行う運動が異なり、回答の時期が影響したためかもしれない。高血圧・糖尿病・コレステロールを下げ
るための薬の服用については 0.90 以上の高い一致度を示した。解熱鎮痛剤や健康補助食品の一致
度は 0.48-0.49 にとどまったが、具体例の表示の有（JPHC-NEXT）・無（J-MICC study）が回答の差に
つながった可能性がある。飲料についてはコーヒー0.64-0.73, 緑茶 0.67 と中等度の一致度であった。
淹れ方および飲む単位（器）を含む飲み方（インスタント・レギュラー/缶・ペットボトルなど）を集約する
に当たり、工夫が必要であるが、現状の方法にて一 定の結果は得られた。ストレスについては
JPHC-NEXT は Cohen らの Perceived Stress Scale（PSS）（Cohen，Kamarck＆ Mermelstein，1983）の
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4 項目短縮版（PSS-4）を採用したもので、自覚されたストレス尺度にあたり、スコアが高いほどストレス
が高いことを示す。J-MICC study 調査票では主観的ストレスとして最近１年間のストレスについて１（お
おいに感じた）から４（全く感じなかった）の４つの選択肢で尋ねている。ストレスの高低の方向性をそろ
えたうえでの一致度は Stuart’s Tau-c= 0.40 にとどまり、高いとは言えないものであった。
サンプルサイズについて、個別研究内で妥当性を検討する目的においては十分であったが、統合
の補正方法を検討するためには、必ずしも適切であったとは言えない可能性がある。たとえばゴール
ドスタンダードとして 24 時間思い出し法を使用する場合においては、ゴールドスタンダードの調査日数
は複数ではなく１日でよく、むしろ対象を母数のランダムサンプリングで十分に（たとえば１４日のゴー
ルドスタンダードを 100 人ではなく 1 日のゴールドスタンダードを 1400 人）とったほうが良いという議論
もある（Kaaks et al. 1995）。今回の統合妥当性研究は対象をランダムサンプリングしていない、
JPHC-NEXT および J-MICC study 合計で 365 名の対象数にとどまる点で、十分とは言えない。しかし
ながら、JPHC-NEXT 研究は平成 26 年 4 月現在もベースライン調査リクルート中で、対象全体のラン
ダムサンプリングは事実上不可能である。また、24 時間思い出し法に比べて秤量に基づく食事記録調
査は調査員による精度の差の影響が少なく、日本の食事摂取量を把握するゴールドスタンダードとし
ては優れていることから、海外での事情とは異なるとも言える。
【追加的検討】
研究開始当初の計画にはなかったが、よりよい情報収集の方法の開発を目的として、紙に代わる媒
体として web ベースの調査の実施可能性について検討を行うための調査を追加して行った。調査の
実施は対象者自身のパソコンでの入力、または調査員の介助つきの会場での実施の選択制とした。
高齢になるほどインターネットに接続されたパソコン環境を有しない、あるいは回答にサポートが必要
であり、60 歳代がその境界にあることが示された。回答のしやすさでは６割以上の方が web 調査のほう
が答えやすいと回答しており、かわらないを含めると 8 割を超えた。本研究対象者においてはおおむ
ね良好な結果であったが、高齢者への対応は必須となる。本研究対象者数は 253 名と比較的小規模
であったため、調査 url は対象者ごとに送信したが、大規模調査への適用には調査 url の案内方法な
ど、さらなる検討が必要である。また、紙の調査票の回答結果との整合性の結果（集計中）もあわせて
確認が必要である。
【目標達成状況】
所期の計画からの達成度：本研究の実施により、異なる調査票から得られる情報の統合の方法論が
具体的に示され、大規模分子疫学コホート研究の統合を実現する基盤が形成された。今回の検討は
JPHC-NEXT 5 地域（秋田県横手、新潟県村上、新潟県魚沼、茨城県筑西、長野県佐久）および
J-MICC study 5 地域（佐賀県佐賀・徳島ドック/企業検診受診者・愛知がんセンター受診者・滋賀県
高島・静岡県桜ヶ丘ドック/企業検診受診者）を対象として報告するものである。国内の東から西の広
範囲におよぶ地域を含むものであり、JPHC-NEXT および J-MICC study 地域のみならず、新規に研
究を開始するコホートに対しても今回の結果が適用できる可能性がある。J-MICC study 地域において
はさらに数地域が妥当性研究に参加の予定で、本検討については継続し、全地域の調査が終了次
第、全データに基づき再集計、論文化する予定である。
サンプルサイズとしては当初 JPHC-NEXT 内の妥当性研究実施に当たり 224 名必要と試算し、10%
の脱落を見越して 250 名を目標数と設定した。実際には 255 名の協力を得、2 名が脱落し、253 名が１
年間の全調査を終了した。 また、追加的事項として所期の予定にはなかったが、よりよい情報収集の
方法の開発として、web による調査を実施し、その実施可能性について検討を行った。
採択時コメントへの対応：今回のデータ統合のための妥当性研究の実施により、コホート研究の統合
の方法論が示され、将来の統合が実現可能であることが示された。東北メディカル・メガバンク計画に
は調査票を提供し、一部を除く大部分の項目について一致したものを使用している。その他に調査票
の内容の確認マニュアルおよび結果返却のノウハウを提供し、情報共有を行っている。
【提言】
生活習慣情報の中には調査票で把握することが困難であるために、情報の正確性の保証のために
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妥当性研究が必要である。妥当性が保証された調査票に基づいた研究であるかどうかが統合参画の
可否において要点となることから、妥当性研究を実施することは重要である。自身で妥当性研究を行
わない場合は、妥当性が保証された調査票、調査項目を採用することが望ましい。
新規に開始予定の研究は、妥当性が保証された調査票、調査項目を採用するか、新規に作成する
場合は、独自に必要に応じ妥当性研究を実施する。カテゴリカル変数においては時期の設定＜例：
余暇の運動＞や例示の有無＜例：解熱鎮痛剤、健康補助食品＞、また、選択肢の設定などが少なか
らず回答に影響するため、他研究の調査票の構造を精査し、統合可能となるような配慮が必要であ
る。
すでに開始済みの研究においては JPHC-NEXT あるいは J-MICC study 調査票（調査項目）と同一
の質問形式であれば食品群・栄養素項目について本報告において示された方法論（希薄化因子λ
を用いた補正式）に基づき食品群・栄養素データの統合が可能である。その他の調査票を採用してい
る場合も、妥当性研究を実施していれば、同様の方法論に基づき補正式を算出の上、統合可能であ
る。カテゴリカル変数に関しては項目により、また選択肢のまとめ方により統合可能性に差異があるた
め、留意が必要である。
（3）生体試料情報統合に関する検討
＜生体試料の収集・処理・保管・状況の比較＞
【背景】
生体試料の情報を統合するには、収集・処理・保管の過程が標準化された生体試料を統合し、統
合された生体試料から標準化された手段で情報を得るのが最善の方法と考えられる。個別に構築が
進められている現在進行中の分子疫学コホート研究で、今から生体試料の収集・処理・保管の過程を
標準化するのは極めて困難であるため、その類似点と相違点を明らかにし、将来の統合に向けた課
題を整理しておく必要がある。
【目的・方法】
現在国内で構築が進められている主な分子疫学コホート研究である JPHC-NEXT と J-MICC study
に、疾病罹患前の生体試料を収集している東北メディカル・メガバンク計画を加え、生体試料の収集・
処理・保管の過程を比較する。3 研究間の類似点と相違点を明らかにし、将来の生体試料情報統合
に向けた課題を整理する。
【結果】
血液試料の収集・処理・保管の過程は、3 研究間で共通する部分が多くあった。具体的には、１）
EDTA-2Na 添加採血管（ﾃﾙﾓ VP-NA070K/ 7 ml）で原則空腹時に採血、２）処理まで原則 4℃で保
冷、３）採血から概ね 24 時間以内に処理・保管、４）得られた血液は血漿検体とバフィーコート検体に
分注、５）-80℃の超低温槽で保管、と言った点が 3 研究間で共通していた。3 研究間でややばらつき
が見られたのは血液処理の過程で、遠心機の回転数が J-MICC study で毎分 2,500～3,000 回転
（1,200G）、JPHC-NEXT で毎分 3,500～4,000 回転、東北メディカル・メガバンク計画で毎分 3,500 回
転（2,330G）となっていた。尿試料の収集・処理・保管の過程は、試料収集を行っている JPHC-NEXT
と東北メディカル・メガバンク計画との間でほぼ一致していた。3 研究とも、生体試料の収集・処理・保
管を行った日時等、生体試料に付随する情報を記録していた。
【考察】
血液試料の収集・処理・保管の過程は、3 研究間でほぼ共通しており、採血管の種類、採血条件、
採血後の保存方法、採血から処理・保管までの時間、長期保管の方法と言った重要な点で一致が見
られたことから、将来 3 研究間で血液試料情報を統合することは十分可能と考えられる。血液処理の
過程で遠心機の回転数が異なっている点は、将来の統合で大きな問題点にならないと考えられるが、
統合を行う生体試料情報毎に検討されるべきであろう。尿試料の収集・処理・保管の過程は、試料収
集を行っている JPHC-NEXT と東北メディカル・メガバンク計画との間でほぼ一致していたので、将来
2 研究間で尿試料情報を統合することは十分可能と考えられる。統合を行う生体試料情報によっては、
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試料の収集・処理・保管の過程により厳しい条件が付く場合があるので、試料の収集・処理・保管を行
った日時等、生体試料に付随する情報を記録しておくことは重要と考えられる。
【目標達成状況】
生体試料の収集・処理・保管の過程を比較し、将来の生体試料情報統合に向けた課題を整理する
という当初の目標を達成できた。更に、巨大災害時の生体試料バックアップ体制を大阪大学に構築し、
国立がん研究センターと大阪大学とで生体試料の分散保管を開始した。
【提言】
現在国内で構築が進められている主な分子疫学コホート研究である JPHC-NEXT と J-MICC study、
疾病罹患前の生体試料を収集している東北メディカル・メガバンク計画との間では、将来の生体試料
情報統合が十分可能と考えられる。これから構築される新規分子疫学コホート研究では、生体試料の
収集・処理・保管の過程を 3 研究に合わせて標準化し、生体試料の収集・処理・保管を行った日時等、
生体試料に付随する情報を記録しておくことが、将来の生体試料情報統合のために望まれる。
＜生体試料情報統合の方法論に関する検討＞
【背景】
生体試料の情報を統合するには、収集・処理・保管の過程が標準化された生体試料を統合し、統
合された生体試料から標準化された手段で情報を得るのが最善の方法と考えられる。しかし、情報を
有効利用する観点から、既得の生体試料情報を統合する場合も想定される。既得の生体試料情報は、
その由来が異なれば、標準化すべき生体試料の収集・処理・保管の過程や情報を得る手段が異なっ
ている可能性が高く、統合するにあたり何らかの相互補正が必要になってくる。分子疫学コホート研究
において由来の異なる既得の生体試料情報を統合する目的は、疾病との関連を検討することにある
ので、①生体試料情報そのものを相互補正する方法だけでなく、②生体試料情報と疾病との関連を
相互補正する方法が考慮されうる（図-1）。
図-1. 標準化されていない生体試料情報と疾病との関連を求めるまでの流れ

標準化された生体試料情報と疾病との関連をゴールドスタンダードとして、①標準化されていない生
体試料情報を（標準化された生体試料情報に近づけるよう）補正して疾病との関連を見た場合と、②
標準化されていない生体試料情報と疾病との関連を（標準化された生体試料情報と疾病との関連に
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近づけるよう）補正した場合とを比較し、既得の生体試料情報を統合する方法論について検討する。
【目的・目標】
標準化された生体試料情報と疾病との関連をゴールドスタンダードとして、①標準化されていない
生体試料情報を（標準化された生体試料情報に近づけるよう）補正して疾病との関連を見た場合と、
②標準化されていない生体試料情報と疾病との関連を（標準化された生体試料情報と疾病との関連
に近づけるよう）補正した場合とを比較し、既得の生体試料情報を統合する方法論について検討する
（図-1）。
【方法】
妥当性研究の参加者 253 名から 120 名のテストグループをランダムに選び、標準化された生体試料
情報と標準化されていない生体試料情報を得る。具体的には、120 名の血漿検体をラボ A とラボ B に
送って異なる方法で C-peptide 測定を行う。ラボ A では比較的誤差の小さな方法で全検体を同一日
に 3 回測定し、標準化された（と見なせる）C-peptide 値を得る。ラボ B では比較的誤差の大きな方法
で全検体を 3 日かけて 1 回測定し、標準化されていない（と見なせる）C-peptide 値を得る。得られた
C-peptide 値を用いて Body Mass Index（BMI）との関連を検討する。次に、妥当性研究の参加者 253
名からテストグループとは別の 30 名をランダムに選びトレーニンググループとする。トレーニンググル
ープの血漿検体は、テストグループの測定を行った二つのラボで同一日に 3 回測定される。トレーニ
ンググループの測定値を用いて、ラボ B の C-peptide 値を補正する式や、ラボ B の C-peptide 値と BMI
との関連を補正する係数を得る。補正式や補正係数を得る過程で、トレーニンググループ 30 名から 20
名をランダムに選ぶ操作を 1,000 回シミュレートし、偶然の影響を最小化する。シミュレーションから得
られた補正式や補正係数を用いて、ラボ B の C-peptide 値やラボ B の C-peptide 値と BMI との関連
を補正し、ラボ A の C-peptide 値と BMI との関連と比較する（図-2）。
図-2. 妥当性研究の参加者から得た生体試料を用いて行ったシミュレーションの流れ

妥当性研究の参加者 253 名から 120 名のテストグループをランダムに選び、標準化された生体試料情
報と標準化されていない生体試料情報を得る。具体的には、120 名の血漿検体をラボ A とラボ B に送
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って異なる方法で C-peptide 測定を行う。ラボ A では比較的誤差の小さな方法で全検体を同一日に 3
回測定し、標準化された（と見なせる）C-peptide 値を得る。ラボ B では比較的誤差の大きな方法で全
検体を 3 日かけて 1 回測定し、標準化されていない（と見なせる）C-peptide 値を得る。得られた
C-peptide 値を用いて Body Mass Index（BMI）との関連を検討する。次に、妥当性研究の参加者 253
名からテストグループとは別の 30 名をランダムに選びトレーニンググループとする。トレーニンググル
ープの血漿検体は、テストグループの測定を行った二つのラボで同一日に 3 回測定される。トレーニ
ンググループの測定値を用いて、ラボ B の C-peptide 値を補正する式や、ラボ B の C-peptide 値と BMI
との関連を補正する係数を得る。補正式や補正係数を得る過程で、トレーニンググループ 30 名から 20
名をランダムに選ぶ操作を 1,000 回シミュレートし、偶然の影響を最小化する。シミュレーションから得
られた補正式や補正係数を用いて、ラボ B の C-peptide 値やラボ B の C-peptide 値と BMI との関連
を補正し、ラボ A の C-peptide 値と BMI との関連と比較する。
【結果】
ラボ A の C-peptide 値と BMI との関連を表す傾きは、3.730 であった。一方、補正していないラボ B
の C-peptide 値と BMI との関連を表す傾きは、3.536 であった。ラボ B の C-peptide 値を補正して BMI
との関連を見たシミュレーションでは、傾きの平均値は 3.766、範囲は 3.442-4.093 となった。また、ラボ
B の C-peptide 値と BMI との関連を補正したシミュレーションでは、傾きの平均値は 3.854、範囲は
3.641-4.148 となった。
【考察】
今回の検討でゴールドスタンダードとしたラボ A の C-peptide 値と BMI との関連を表す傾きが 3.730
であったのに対し、補正していないラボ B の C-peptide 値と BMI との関連を表す傾きが 3.536 であっ
たことから、ラボ B の C-peptide 値を補正せず用いると BMI との関連を過小評価することになる。一方、
ラボ B の C-peptide 値を補正して BMI との関連をみると、傾きの平均値が 3.766 となり、ラボ B の
C-peptide 値と BMI との関連を補正すると、傾きの平均値が 3.854 となったことから、何れの補正方法
でも BMI との関連を「系統的に」過大評価してしまう傾向にあることが示唆された。今回の検討では、ラ
ボ B の C-peptide 値を補正して BMI との関連をみる方が、ゴールドスタンダードであるラボ A の
C-peptide 値と BMI との関連に近い結果が得られた。
【目標達成状況】
将来の生体試料情報統合に向けた方法論を検討するという当初の目標を達成できた。更に、将来
の生体試料情報統合における基礎資料とするため、妥当性研究の参加者から、複数の採血管を用い
て血液を収集した。
【提言】
分子疫学コホート研究において既得の生体試料情報を統合するには、①生体試料情報そのものを
相互補正する方法だけでなく、②生体試料情報と疾病との関連を相互補正する方法が考慮されうる。
ただし、何れの補正方法でも、標準化された生体試料情報と疾病との関連から「系統的に」外れた関
連を導き出してしまう可能性があることを、限界点として認識しておく必要がある。
（4）追跡調査情報統合に関する検討
＜異動、生死、死因、5 大疾病の把握方法＞
①異動・生死
【背景】
死因を把握するために必要な情報は、死亡時の住所と死亡年月日である。これら必要情報を把握
するためには、研究期間中、住民票照会による対象者の住所異動と生死の確認の継続が必須にな
る。
【方法および注意点】
住所異動と生死の確認については、研究対象者の氏名、性別、住所地、生年月日をもとに、各対
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象者の住所地に、住民票照会・請求を実施する。対象地域については、対象者数が多いことから照
会・請求件数も数千以上に及ぶため、住民票写しではなく、データとして入手することについて、自治
体長と本研究代表者または地域の共同研究者との協定書や覚書などを交換しておくことが重要であ
る。
対象地域からの転出者については中央研究事務局による住民票の照会・請求を実施する。このよう
な研究において住民票照会・請求を実施するには、住民基本台帳法（本人等以外の者の申出による
住民票の写し等の交付） （第十二条の三～）を基にした各市町村への請求が必要である。その際、市
区町村担当者は地域の条例や住民基本台帳事務処理要領に準拠した対応をするため、この要領の
条件にかなった請求をすることが重要である。本研究の公的研究費財源機関（文部科学省、厚生労
働省等）からの協力依頼通知文等を各都道府県、市区町村等に発行してもらうことが有効となる場合
もある。なお、本研究における住民票照会は、写しの「請求」であることに留意する。
【提言】
異動・生死の把握の問題点として、住民票の写し（紙）が発行された後は、電子化処理に要する日
数と人件費が必要となる。統合の際には、書式を整える必要があるが、不可能ではない。もし、米国で
行われている National Death Index(NDI)のような電子化システムが存在し、Social Security Number な
どの照合キーを用いて個人の同定をしたうえで研究利用可能ならば、現在、死因を把握する前提とし
て行っている、住民異動・生死の確認のための住民票照会・請求は不要となる。照合キーを用いて個
人を同定したうえで死因を把握できる電子化システム整備が望まれる。
②死因
【背景】
上述の方法による住民票照会・請求にて対象者の死亡を確認した場合には、対象者の氏名、性別、
生年月日の他、死亡年月日、死亡時の住所情報から、死因の把握が可能である。
【方法および注意点】
ここでは対象者が転出しても日本国内にとどまる限り追跡を継続するという前提で追跡方法につい
て述べる。
（対象市区町村内在住者における死亡の場合）
住民票照会により把握した、対象市区町村内死亡者について、保健所において、当該死亡小票を
抽出し、情報を転記し電子化した死亡者リストを作成する。この死亡者リストの届出地と事件簿番号を
もとに、厚生労働省へ統計調査の調査票情報の提供を申請し、承認後に提供される人口動態調査死
亡票の転写 CD-R と照合し、対応するレコードから、死因の種類との整合性を確認しながら、死亡原
因コードを抽出し補完入力する。
（対象市区町村外に転出した者の死亡の場合）
当該研究対象者のうち、対象市区町村外に転出した後に死亡が確認された者については、中央研
究事務局により実施した住民票の照会・請求による情報から、その性別、生年月日、死亡時住所、死
亡年月日を上記転写 CD-R と照合して、該当者と思われるレコードを抽出し、届出地、事件簿番号を
転記する。この届出地、事件簿番号をもとに、厚生労働省大臣官房統計情報部所管課において死亡
票を閲覧し、以下の作業は対象市区町村内在住者における死亡の場合と同様である。
人口動態調査の死亡票、死亡小票、転写 CD-R の利用については、所属機関や統計法（平成 19
年法律第 53 号）第 33 条の規定に基づき、調査票情報の提供の申出をおこなう。（根拠法令：統計法、
統計法第 33 条の運用に関するガイドライン、問い合わせ窓口は厚生労働省大臣官房統計情報部企
画課審査解析室（http://www.mhlw.go.jp/toukei/sonota/chousahyo.html）
【提言】
人口動態調査の利用を行うならば、申請作業・照合作業・データ整理に関わる人員が必要であるが、
情報源は共通なので統合は容易である。しかし現在は、個人の同定を研究対象者の氏名、性別、住
所地、生年月日、死亡住所、死亡年月日、で行っているが、NDI のように Social Security Number とい
った照合キーが存在すれば、個人の同定がより確実に行われ、照合したレコードに該当する死亡票・
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死亡小票の原本を直接閲覧することも必要なくなり、より効率的に行えることは追記しておく。個人の
同定の効率化・正確性をあげるためには、共通番号制度におけるマイナンバーなど照合キーを、公益
性が大きい医学研究で利用できるように、法制度を整備する必要がある。
③疾病登録
１）がん罹患
【背景】
地域のがん診療連携拠点病院の体制構築が進み、院内がん登録が普及した。院内がん登録は、
標準登録様式が定められ、それを支援するために、院内がん登録支援ソフト（現在 Hos-CanR Plus）が
提供されている。同時に地域がん登録についても標準化が進められており、院内がん登録システムか
ら一定の条件で抽出した情報をそのまま地域がん登録標準システムに取り込めるような機能が備わっ
ている。我が国でがんの罹患を把握するためには、これら既存のシステムを活用し、現在すべての都
道府県において実施されている地域がん登録を活用することが最も効率的と考えられる。しかし、地域
がん登録は 2012 年に全国に展開されたが、開始したばかりの地域や精度があまり高くない地域では、
そのほかの方法で情報を補充する方法を考えざるを得ない。
【がん罹患把握方法】
他の追跡情報と同様、研究対象者本人の同意があることを前提に述べる。がん罹患情報の収集は
以下の情報と中央研究事務局・地域研究実施事務局で把握している個人情報との照合により行う。
（１）地域がん登録
地域がん登録の利用には、地域がん登録実施自治体への地域がん登録情報の利用申請とその承
認が必要である（利用申請方法は自治体により異なる）。中央研究事務局および地域研究実施事務
局において地域がん登録との照合を行い、対象者の地域がん登録データに基づく登録票を作成す
る。
（２）協力医療機関からの情報の収集
地域における基幹病院では、居住する対象者ががんに罹患した際にも診療を受ける可能性が高い。
そのため、そのような病院を地域ごとにあらかじめ把握し、研究準備段階から追跡調査に対する協力
体制を築いておくことが重要である。協力医療機関から情報を収集することは、決められた情報を登
録している地域がん登録に不足している詳細情報（例えば、乳がんのエストロゲンレセプター、前立腺
がんの gleason score など）を得られるメリットがある。具体的には、医療機関において診療録の氏名、
住所地、生年月日をキーに対象者を抽出し、地域研究実施事務局に対象者のみのがん罹患情報の
提供を受ける。院内がん登録システムを構築している医療機関では、院内がん登録システムから対象
者の必要情報を抽出するシステム（構築済み）を用いると、抽出に手間がかからず医療機関からの協
力をえやすい。
（３）自己申告による医療機関からの情報収集
追跡期間中に実施する質問紙調査などで、がん罹患の自己申告が得られる。中央研究事務局で
は、ベースライン調査及び 5 年毎の断面調査時アンケートなどにおける自己申告（以下自己申告）の
がん罹患との照合を行う。診断された医療機関からの情報が得られていない場合には、本人に問い
合わせを行い、医療機関名が判明した場合には、医療機関に登録票の作成を依頼する。依頼は通常
郵送によって実施するが、その際、登録票の他、必ず該当対象者の同意文書の写しを同封する。
（４）死亡小票との照合
中央研究事務局において、死亡小票記載がんとの照合を行い、死亡小票のみのデータについて、
死亡小票データに基づく登録票を作成する。この作業は、登録精度指標算出（死亡票のみの割合、
死亡票により初めて把握された割合等）のために必須であり、必ず実施する。前述した人口動態調査
死亡小票及び転写 CD-R 使用に関する目的外使用の申出の際、この内容も含めておく。
（１）～（４）で得られた、これらの情報を中央研究事務局で管理する。
【がん罹患把握の課題】
地域がん登録で把握される情報は、限られているので詳細情報については、協力医療機関などに、
再度、情報の提供を依頼する必要がある。また、地域がん登録における地域がん登録標準データベ
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ースシステム（標準システム）には照合システムがあるが、個人を同定する照合キーが存在すれば、正
確に、かつ、効率的に照合が可能である。協力医療機関からの情報収集については、院内がん登録
システムを用いた抽出システムを利用すると比較的協力は得やすいが、情報の不足という地域がん登
録で生じる同様の問題が生じる。そのため、詳細情報を得るためには、研究者が登録票作成の手伝
いに行くなどの工夫が必要となる。なお、もし、医療情報にも個人を同定する照合キーが存在したなら
ば、カルテ情報を検索する際の個人の同定は容易になることは想像に難くない。自己申告による把握
については、対象者が過去に罹患したがん（全部位）をアンケート調査において申告する率（感度）は
36％に過ぎず、また、アンケート調査において過去に罹患したと回答したがん（胃、大腸、肝臓、肺、
乳房、子宮の６部位）の内、実際に医療記録によりがんと確認される率（陽性反応的中度）は 56％に
過ぎないことがわかっている(J Clin Epidemiol 2001; 54: 741-746)。自己申告による罹患把握はあくま
でも補足的に用いるべきである。
【提言】
2013 年 12 月にがん登録推進法が成立した。現在行われている、地域がん登録の限界として、がん
診療拠点病院以外の施設からの地域がん登録への届出が少なく、また、対象者が他県の医療機関
でがんと診断された場合、本来、対象者在住住所の地域がん登録に登録されるはずであるが、登録さ
れずに漏れが生じているのが現状である。全国がん登録が開始されると、すべての病院に、がん患者
の届け出が義務づけられ、今後は全国がん登録として、国立がん研究センターに全国のがん罹患デ
ータが集約し、定められた研究利用申請後、データが利用可能になる予定である。がん罹患データが
全国がん登録から把握されれば、情報源が同じであるので統合は容易である。今後の全国がん登録
が精度よく管理されること、公益性の高い疫学研究では、全国がん登録を用いてがん罹患把握を可
能にすることを提言とする。
全国がん登録が整備されるまでの間は、地域がん登録を活用することが有効であるので、対象地
域の地域がん登録システムの精度を確認しながら、精度向上の必要がある場合には、対象地域の病
院へ地域がん登録への疾病登録を促すことが、また研究の追跡精度の向上においても重要である。
また、現在は、院内がん登録・地域がん登録を利用するために、対象者名簿との照合が必要である
が、マイナンバーなどの照合キーがあれば作業の効率性・正確性が増すため、全国がん登録も含め
て、公益性の高い疫学研究に利用可能とすることを検討することが重要である。
２）循環器罹患
【背景】
わが国には、がんと異なり、循環器疾患の登録システムが存在していない。しかし、がんと同様、循
環器疾患は早期死亡の主要な疾患であり、登録される循環器疾患は、わが国の公衆衛生の向上のた
めに重要な知見が得られるだけでなく、研究の国際的競争力を高める上でも、これらの予防を対象と
した研究は有用である。
【循環器疾患罹患方法】
（１）協力医療機関からの情報の収集
がんと同様に、地域における基幹病院は、居住する対象者が循環器疾患に罹患した際に診療を受
ける可能性が高い。具体的な方法はがん罹患把握での記述を参照されたい。
（２）自己申告による医療機関からの情報収集
追跡期間中に実施する質問紙調査などで、循環器疾患罹患の自己申告が得られる。具体的な方
法はがん罹患把握での記述を参照されたい。
（３）死亡小票との照合
中央研究事務局において、死亡小票記載の該当循環器疾患との照合を行い、死亡小票のみのデ
ータについて、死亡小票データに基づく登録票を作成する。
（１）～（３）で得られた情報を中央研究事務局で管理する。登録票の情報を電子化して保存する。
【循環器疾患罹患把握の課題】
循環器疾患の登録票は、医師や、訓練された診療情報登録士による記載が望ましい項目が多く、
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協力医療機関に、登録のための医師・看護師を雇用する、研究者が手伝いに行く、など、工夫が必要
である。アンケートなど自己申告では、循環器疾患における感度は脳卒中で 73％、心筋梗塞で 82％
と、比較的高い感度が得られているが、一方、陽性反応的中度は脳卒中 53％、心筋梗塞 43％と低い
率であった。このことから、もし仮に、アンケート調査による自己申告だけから循環器疾患の発症を把
握すると、発症者の 20～30％は見落とされ、自己申告の半数以上は、実際には発症していなかったと
いうことになる(J Clin Epidemiol 2009; 62: 667-673)。そのため自己申告による疾病把握は補足的に用
いられるべきである。
【提言】
がん登録と同様、循環器疾患も全国で登録されるようなシステム導入の検討が必要である。
３）糖尿病罹患
【背景】
循環器疾患と同様、わが国には、糖尿病登録は存在しない。我が国の糖尿病の有病率は増加して
おり、糖尿病の予防要因を明らかにしていくことは重要な我が国の課題である。
【糖尿病罹患把握方法】
JPHC study における 5 年後質問票で自己申告の糖尿病診断もしくは糖尿病薬使用有りと回答した
者を糖尿病と定義し、カルテ調査での糖尿病診断と比較した妥当性研究では、その陽性反応的中率
は 94%であり(Diabet Med 2005;22(3): 323-331、Endocr J. 2009;56(3):459-68)、検査値も用いて糖尿
病を定義することが望ましいが、自己申告のみでも比較的信頼性のある情報である。
【糖尿病罹患把握の課題】
系統的レビュー・メタ解析の結果、検査値を用いた 30 研究（9.6/1,000 人年）に比べ、自己申告のみ
で定義した 3 研究（4.0/1,000 人年）の罹患率が低く、自己申告のみだと罹患率を過小評価する可能
性が示唆された(PLoS ONE 8(9): e74699)ことから、自己申告による糖尿病罹患把握では漏れが生じ
てしまうことは限界である。
【提言】
糖尿病罹患の把握では、自己申告のみでも比較的信頼性は高いが、漏れが生じることが限界なので、
検査値も用いて糖尿病を定義することが望ましい。
４）精神疾患（認知症・うつ病）
【背景】
わが国では、急激な高齢化とともに、認知症患者数は増加の一途をたどっている。一方、海外にお
ける先行研究から、うつ病の初回エピソードがみられる平均年齢は 20 歳代であり、40 代以上のコホー
ト研究では発症を把握するのが困難であるが、近年、うつ病が認知症のリスク因子であるという報告が
相次ぎ、高齢者のうつ病も予防すべき非常に重要な課題となっている。現在、定められた認知症登録
やうつ病登録は存在しないので、本研究では登録法の可能性・実現性の検討を行った。
【認知症発症把握方法と課題】
（１）協力医療機関からの情報の収集
がんや循環器疾患の登録と同様、地域医療機関で認知症と診断された際に、認知症登録票の作
成をお願いするのは、一つの案である。しかし、がんや循環器疾患と異なり、基幹病院で治療を受け
ず、地域の診療所・医院にて、他疾患治療中に発症し経過観察をしている例も少なくない。そのため、
登録票の作成を依頼する医療機関が多くなり、登録漏れが生じやすくなることが予想される。また、入
院施設を有する精神科などでの登録に限定すると、軽度認知機能障害（Mild cognitive impairment，
MCI）は見逃されてしまう。さらに、認知症患者に対応する担当科は、要介護認定申請のための書類
など、すでに多くの書類作成を求められている現状があり、登録票作成のためのトレーニングされた人
員の雇用、研究者が登録票の作成を手伝いに行く、などの工夫が必要である。
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（２）介護保険情報からの収集
要介護認定のための調査情報から把握する方法、または、介護保険の主治医意見書から把握する
方法も一つの案と考えられる。しかし、要介護認定のための調査情報は日本独自のものであり、また、
主治医意見書の情報を研究に利用するには妥当性の確認が必要である。また、医療機関からの情報
の収集と同じで、MCI は把握不可能である。
【うつ病発症把握方法と課題】
（１）協力医療機関からの情報の収集
認知症の登録と同様、地域医療機関でうつ病と診断された際に、うつ病登録票の作成をお願いす
るのは、一つの案である。しかし、冒頭でも触れたように、うつ病発症は若年時であることが多く、発症
を把握するのは、長期間の診療記録を読み解く必要があるので、トレーニングされた医療従事者を雇
用する、研究者が登録票の作成を手伝う、など工夫が必要である。また、認知症と同様、精神科・心療
内科以外で治療を受けている場合、登録漏れが生じやすくなることが予想される。
（２）レセプトからの情報の収集
レセプトにおける服薬情報からうつ病の治療中の対象者を把握できる可能性はあるが、発症をとら
えることは不可能である。一方、登録票の作成を協力医療機関に依頼する際、事務局で、レセプト情
報からうつ病の治療中対象者を把握し、該当対象者を指定することで、医療機関の対象者照合・抽出
作業の負担を減らせる可能性がある。
（３）自己申告による情報の収集
追跡期間中に実施する質問紙調査などで、うつ病既往の自己申告が得られる。具体的な方法は、
他の疾患と同様である。しかし、うつ状態の対象者はアンケートへの回答率が低くなることが予測され、
自己申告は補助的な情報であろう。一方、うつ病に罹患しても実際の受診行動に結びつく対象者が
限定されていることも示唆されていることから、過去の状態を振り返ってうつ病罹患の有無の自己申告
をしてもらうといった形の情報収集の信頼性、妥当性に関しては検証の余地がある。
【提言】
がん・循環器疾患と同様、全国でうつ病や認知症が登録されるようなシステム導入の検討が必要で
ある。そのためには、収集方法、発症把握の妥当性検討など、登録の実現性については今後も検討
が必要である。
また、医療機関に登録票の作成を依頼する方法では、MCI の把握は不可能である。近年の疫学研
究では、MCI の状態で、運動習慣や食習慣の改善を行うことにより、認知機能の低下を予防する可能
性が示唆されている。MCI を把握するためには、見かけ上、地域で健康に暮らしている方を対象に、メ
ンタルヘルス検診を実施し、MCI を把握する以外にない。今後は、認知症のみならず、MCI の発症登
録もすすめるべきであると考える。
＜医療情報の利活用＞
【背景】
大規模分子疫学コホートにおいて登録者を効率的に追跡するために、さまざまな既存の医療情報
（病理組織、レセプト、健診、電子カルテ等の電子化医療情報）を利用することが期待されている。将
来的にこのような情報の利用が可能となるよう､技術的、制度的な問題点を整理しておく必要がある｡
【目的・目標】
分子疫学コホートの構築に際しての、追跡調査における既存医療情報の利用と統合可能性、標準
化の現状と課題について整理する。
【方法】
1. 病理組織
利用可能性・収集方法について病理学研究者、コホート研究実施地域の中核病院、病理検査委
託機関から聞き取りを行った。
2. レセプト情報・特定健診情報
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レセプト情報収集については、保険者（市町村、国民健康保険団体連合会［国保連］、全国健康保
険協会［協会けんぽ］）から聞き取りを行った。さらに、コホート対象者の名簿と、データの突合が可能
であった国保および後期高齢者医療広域連合（広域連合）被保険者のレセプト情報の抽出を行った。
特定健診情報収集については、健診実施機関、保険者（市町村、国保連、協会けんぽ）から聞き取り
を行った。さらに、コホート対象者の名簿とデータの突合が可能であった国保特定健診データの抽出
を行った。
3. 電子カルテ情報
国レベルで医療情報のコホート研究への利用が進んでいるデンマーク、スウェーデンなどの研究機
関を視察し、情報を収集した。日本の電子カルテのコホート研究への活用について文献的な検索、IT
関連企業への聞き取りなどを行った。
【結果】
1. 病理組織
ホルマリン固定パラフィン包埋（formalin-fixed paraffin-embedded；FFPE）検体、または未染色スライ
ドを収集する（表-1）。FFPE 検体の場合は、切り出し後の返却が必要である。
表-1.
凍結標本

ホルマリン固定
標本

ホルマリン固定後ブ
ロック

組織マイクロアレイ

未染色スライドガラス

×
バイオバンクな
どの病院ベー
スの研究向き

×
通常固定後数
年間で廃棄さ
れる、経年変化

△

△

○

・ブロックの抽出・選
択・返却
・匿名化が困難（ブロッ
クＩＤは個人情報）

・ブロックの抽出・選択
・スポットの選択がさら
に必要

・ブロックの抽出・選
択
・未染標本スライドの
作成

DNA
・変異解析

○
・腫瘍部、非腫瘍部の
選択的抽出が必要
・固定時間により利用
範囲が限定される

○
・収量に限界

○
・収量に限界

RNA
・発現解析

△
・利用範囲が限定的

△
・利用範囲が限定的

コホート研
究における
利用可能性
提供時の問
題点

利用方法

蛋白
・発現解析

○
・一度に多くの蛋白発
現が解析可能
・スポットが小さいため
診断している範囲が限
定的

○
・従来の方法でひとつ
の蛋白ごとに解析、
スループットが悪い

収集のタイミング
FFPE 検体は、各病院に長期間保管されている可能性が高いので、事後的に集めることは可能で
あろう。研究用ブロックの作製が困難でも、腫瘍部分を含むブロックの番号、病理番号、カルテ番号が
しっかり管理されていれば、コホート対象者の氏名、性、生年月日、住所などから必要なブロックを見
つけることは可能である。
方法の標準化
保管されている FFPE 検体を利用する場合、未染色スライド作製方法は標準化できるが、固定の条
件は各施設での標本作製方法に依存する。
匿名化の問題
ブロック番号は、個人情報に準じた扱いをするので、FFPE 検体の提供には各施設の了解が必要と
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考えられる。未染色スライドの場合は、スライドに匿名化された番号を書けば良い。
・必要な経費
全国 10 施設、合計 1,000 件の FFPE 検体を収集し、匿名化番号の入った未染色スライド作製する
場合にかかる費用は、約 26,000 円/件と試算された。
2. レセプト情報・健診情報
レセプト情報・特定健診等情報は、ナショナルデータベース（NDB）として、全保険者からの電子レ
セプトデータ、特定健診情報が同じフォーマットで収集されており、すでに統合はできている。平成 26
年 3 月受付分の電子レセプトの件数割合は、全体の 94.1％となっている（社会保険診療報酬支払基
金 Press Release No.499）。NDB は研究利用も可能であるが、現時点では個人情報が匿名化されてい
るためコホート独自の情報とのリンケージが不可能である。
コホート独自のアンケート情報とレセプト情報・特定健診情報をリンケージする場合は、研究者が対
象者や事業主から、保険者番号、記号、番号を収集し保険者に請求する方法が考えられる。ただしこ
の方法では、保険の種別が変わると追跡ができなくなる。国保・後期高齢者医療保険加入者の場合
は、コホートの ID と住基番号の対応表を市町村に所有してもらうことにより、リンケージは可能である。
コホート地域において、市町村を通じ各県の国保連それぞれに、レセプト情報・特定健診情報の抽出
を依頼したところ、各県の国保連でシステム構築に、初期費用（250～350 万円）、抽出費用 20～30 万
円／年がかかった。抽出後、研究に使用するには、さらに加工が必要で費用がかかる。
特定健診情報については、データ形式については標準化されており、国保の場合はレセプト情報
と同じ方法で抽出可能であることが確認できた。分析装置の違いなどによる検査施設間の測定データ
の比較可能性について別に検証が必要である。国立循環器病研究センターが運営している国際脂
質標準化プログラム、日本医師会臨床検査精度管理調査などに参加し測定データの精度が保たれ
ていることが重要である。
3. 電子カルテ情報
電子カルテ情報は、厚生労働省標準規格として、医薬品、病名、臨床検査項目などのコード化、デ
ータ出力フォーマットの標準化が推奨されており（http://www.helics.jp）、標準化は進んでいくことが
期待される。しかし、現状において個々の医療機関の電子カルテシステムから統合可能な形で医療
情報を得る場合には、データ出力フォーマットが異なる可能性がある。
DPC（急性期診療報酬包括評価制度）を導入している病院に限定されるが、DPC データには、主傷
病名、入院日、退院日等、退院時転帰、性・年齢等患者属性、手術情報、診療情報、医科点数表基
づく診療報酬算定情報などが含まれ、厚生労働省により共通の様式で収集されている。DPC データ
についても、NDB と同じように研究利用することが議論されている。
国民の医療情報のデータベース化が行われ研究に利用されているデンマーク、スウェーデンでは、
全国の医療施設からのデータが統合されデータベース化されており、さらに国民の共通番号によりコ
ホート独自の情報とリンケージすることが可能である。
現状では、上記１～3 の利用可能な医療情報においては、かな氏名、生年月日、性別を主要な照
合キーとせざるを得ない。漢字氏名、住所を補足的に用いることもできるが、外字や表記の多様性が
それぞれあり目視での確認も必要となる。データベース内に、かな氏名、生年月日、性別が全く同じ
者がいる可能性があり、データ抽出の精度に不十分な点があるといえる。データベースが大規模にな
るほどこの問題は発生しやすくなる。多施設にデータ抽出を依頼する場合、費用・時間の負担はそれ
ぞれの施設において発生し非効率的である。また、突合キーとして、氏名など明らかな個人情報を各
施設に提供しなければならず個人情報管理上のリスクがある。
【考察】
1. 病理組織
必要に応じ業務委託を利用し、匿名化された未染色スライドを、症例が十分蓄積されてから収集す
るのが現実的と考えられた。
2. レセプト情報・健診情報
国保など保険者単位でデータが得られる場合も一部あるが、費用・時間がかかること、保険の種類が
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変わった場合に追跡できなくなるなど、非効率的である。NDB がコホート独自のデータとリンケージ可
能になれば、統合されたレセプト情報・健診情報の効率的な利用が可能となる。データリンケージにつ
いては、共通番号制度におけるマイナンバーが利用できることも必要である。
3. 電子カルテ情報
悉皆性を持った医療情報についての大規模データベース構築が望まれる。DPC データについては、
入院医療のサマリーとなる情報がすべての DPC 病院より収集されているため、共通番号等によりコホ
ート独自のデータとリンケージできるようになれば、コホートの追跡情報として活用できることが期待さ
れる。コホート研究のアウトカムとして、DPC データを研究利用する場合は、サブサンプルにおいて詳
細なカルテ情報などをゴールドスタンダードとした場合の、妥当性を検証することも重要である。
表-2.
多施設データの統合可能性

標準化の現状と課題

デ ー タ 形 式 は 統 一
（HL7-CDA 形式）されてお
り、統合可。
データ形式は統一されてお
り、統合可。

FFPE 検体ブロック作製方法が施設により
異なる。前向きに組織ブロックを収集する
のであれば、標準化できるが、医療機関毎
に交渉する必要がある。
データ形式は標準化されている。分析装
置、試薬などが検査室ごとに異なるため、
比較可能性について検討が必要。
データ形式は標準化されている。紙レセプ
トについては、収集が困難。

電子カルテ
（DPC データ）

データ形式は統一されており
統合可。

データ形式の標準化はできている。DPC
病院に限られる。

電子カルテ
（その他）

データ形式が標準化されて
いれば、統合可。

コードマスター、データ形式の標準化は、
完全ではない。厚生労働省標準規格の使
用が進められている。実際の臨床行為を
反映しているか検証が必要。

病理組織

特定健診情報
レセプト情報

病院から検体貸出あるいは
未染スライド提供があれば、
可能。

【目標達成状況】
電子化医療情報等の利活用については、課題・問題点を整理し、関連する統計システムおよび社
会制度に対する提言をした。
【提言】
大規模コホート研究の追跡調査に既存の電子化医療情報（電子カルテ等）を利用することは、登録
者からの同意があれば個人情報保護法上、特に問題はない。しかし、かな氏名、生年月日等、個人
情報そのものを用いた既存の電子化医療情報からのデータ抽出方法の精度は不十分で、効率が悪く、
個人情報管理の観点からもリスクを伴う。
データ抽出の精度をあげるには、大規模コホート研究の登録者情報と既存の電子化医療情報との
照合キーとして共通番号等が活用できることが必要である。データ抽出の効率を上げるには、全国規
模の悉皆性のある電子化医療情報のデータベースが整備され、コホート独自の情報と共通番号等に
よりリンケージできるようになることが必要である。具体的には、まずは、NDB、DPC データが共通番号
等でリンケージ可能となるよう整備すべきである。その他の電子カルテ情報については、データ形式の
標準化をさらに進め、悉皆性のある大規模データベースを構築していく必要がある。
2. ゲノム解析
（1）血液検体からの核酸抽出と保管システムの検討
【背景】
JPHC-NEXT 等の新規分子疫学コホートでは、将来実施されるであろう多角的・多目的なゲノム・エ
ピゲノム解析を想定し、核酸抽出の元となる血液検体を長期に渡って安定的に保管しておく必要があ
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る。また、将来行われる多角的・多目的なゲノム・エピゲノム解析が、血液検体提供者の個人情報保護
に十分配慮して実施されるよう、分子疫学コホート研究に相応の匿名化システムを事前に構築してお
くことが望まれる。
【目的・目標・方法】
核酸抽出の元となる血液検体を長期に渡って安定的に保管できるシステムを検討する基礎的情報
を得るため、JPHC Study において約 20 年前に収集され、-80℃の超低温槽で保管されてきた Buffy
coat 検体から現時点において標準的な方法で核酸 DNA を抽出し、抽出された DNA サンプルの質・
量を評価する。抽出された DNA サンプルを、本プロジェクトで計画されたゲノム・エピゲノム解析に利
用し、将来行うことが想定される多角的・多目的なゲノム・エピゲノム解析の実施可能性を検討する。
抽出された DNA サンプルを、本プロジェクトで計画されたゲノム・エピゲノム解析に利用するにあたり、
最新の「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に則って血液検体提供者の個人情報が十分
に保護されるよう、国立がん研究センター中央病院やがん予防・検診研究センターで長年の実績があ
る連結可能匿名化システムを参考に、分子疫学コホート研究に相応の匿名化システムを構築する。
【結果】
本プロジェクトの期間中に、JPHC Study の Buffy coat 検体から約 1 万サンプルの核酸 DNA を抽出
した。抽出された DNA サンプルの平均 OD 比は 1.80、平均 DNA 量は 62.0 μg であった。Buffy coat
検体の収集時期で層別化したところ、ベースライン調査で収集した検体から抽出された DNA サンプル
の平均 OD 比は 1.81、平均 DNA 量は 63.3 μg、5 年後調査で収集した検体から抽出された DNA サ
ンプルの平均 OD 比は 1.78、平均 DNA 量は 58.7 μg であった。Buffy coat 検体の収集時期をベー
スライン調査に限りコホート別に検討したところ、コホートⅠで収集した検体から抽出された DNA サン
プルの平均 OD 比は 1.79、平均 DNA 量は 44.5 μg、コホートⅡで収集した検体から抽出された DNA
サンプルの平均 OD 比は 1.82、平均 DNA 量は 83.3 μg であった。さらに調査地域別に細分化して
検討したところ、コホートⅠの地域別平均 OD 比と地域別平均 DNA 量はそれぞれ 1.78～1.82 と 35.1
～62.5 μg の幅があり、コホートⅡの地域別平均 OD 比と地域別平均 DNA 量はそれぞれ 1.80～1.90
と 63.4～102.7 μg の幅があった。
本プロジェクトにおいて、JPHC Study の DNA サンプルを用いて実施されたゲノム・エピゲノム解析
には、ゲノム網羅的 SNP アレイ解析、ゲノム網羅的メチル化アレイ解析、全エクソームシークエンス等
があるが、上記の DNA サンプルを利用して問題なく実施できた。
本プロジェクトのゲノム・エピゲノム解析に供された DNA サンプルは、国立がん研究センター中央病
院やがん予防・検診研究センターで長年の実績がある連結可能匿名化システムを参考に構築された
匿名化システムを用いて連結可能もしくは連結不可能匿名化されており、本プロジェクトのゲノム・エピ
ゲノム解析は、最新の「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に則って血液検体提供者の個
人情報を保護しながら実施することができた。
【考察】
JPHC Study において約 20 年前に収集され、-80℃の超低温槽で保管されてきた Buffy coat 検体か
ら現時点において標準的な方法で核酸 DNA を抽出したところ、質・量とも概ね良好な DNA サンプル
が得られた。JPHC Study の DNA サンプルを用いて、本プロジェクトで計画されたゲノム・エピゲノム解
析は特に問題なく実施できたので、JPHC-NEXT 等の新規分子疫学コホートで収集される血液検体を
Buffy coat 検体まで分注して-80℃の超低温槽で保管しておけば、将来行うことが想定される主なゲノ
ム・エピゲノム解析を実施できる可能性は十分に高いものと思われる。ただし、抽出された DNA サンプ
ルの質・量を JPHC Study の調査地域別に比較すると、少なからずバラツキが見られたことから、調査
地域間で血液検体を収集・処理する過程に何らかの差異が生じていた可能性が示唆された。また、ベ
ースライン調査時の DNA サンプルの方が 5 年後調査時の DNA サンプルより質・量ともに良好であっ
たことは、両調査間で生じた何らかの差異が長期保存の影響に勝ることを示すものであり、おそらくは
調査地域間差と同様、血液検体を収集・処理する過程における差異に起因するものと考えられる。新
規分子疫学コホートでも、血液検体の収集・処理が複数の調査地域で行われる事が想定されるので、
血液検体の収集・処理の過程を出来るだけ標準化しておく事が望ましいと考えられる。
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【目標達成状況】
血液検体から核酸を抽出し、保管システムを検討するという当初の目標を達成できた。更に、最新
の「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に則って血液検体提供者の個人情報を保護しな
がら研究を実施出来る、分子疫学コホート研究に相応の匿名化システムを構築した。
【提言】
JPHC-NEXT 等の新規分子疫学コホートで収集される血液検体を Buffy coat 検体に分注して-80℃
の超低温槽で保管しておけば、将来行うことが想定される多角的・多目的なゲノム・エピゲノム解析を
実施できる可能性は十分に高い。新規分子疫学コホートでも、血液検体の収集・処理が複数の調査
地域で行われる事が想定されるので、血液検体の収集・処理の過程を出来るだけ標準化しておく事
が望ましい。
（2）ゲノム網羅的 SNP 解析
＜サブコホート 2,900 人による日本人多型データの収集＞
【背景】
全ゲノム関連解析(GWAS)は、集団の構造化等により偽陽性が容易に発生するため症例・対照のマ
ッチングが非常に重要である。またコホート内症例対照研究と異なり、多くの疾患研究者が所属する
施設、あるいはそれに附属する医療機関においては患者のサンプル収集に比べて健常群の収集が
困難であることが多い。よって高精度な GWAS 実現のためには、対照群として使用できる日本人集団
の多型データの整備も求められている。
【目的・目標】
地域別日本人集団(岩手、秋田、茨城、新潟、長野、高知、長崎、沖縄本島、沖縄宮古島)の SNP タ
イピングデータを整備し、日本人集団の構造化について理解を深めるとともに、各地域で行われる断
面研究等のゲノム解析情報を提供する。また、標準的な日本人のリファレンスゲノム多型データとして、
他の GWAS 研究に資する。
【方法】
JPHC コホートからサブコホートとして 2,969 人を無作為に抽出し、末梢血から抽出した DNA を用い
て 3 種類のゲノム網羅的 SNP アレイ（Illumina HumanOmni2.5 BeadChip、HumanOmniExpress
BeadChip、HumanOmniExpressExome BeadChip）でタイピングを行った。異なるアレイを用いたのは、
技術・情報の進歩に伴う製品の更新に伴うところが大きいが、日本人集団における各チップの特徴を
把握し、次期コホート研究における基本情報とすることが出来た。
【結果】
サブコホート 2,969 人のタイピング結果を表- 1 に示した。ここで OmniExpress チップでは nested
case-control study に用いた 687 人も合わせてタイピングしている。Omni2.5 チップはプローブ数が多
いが多型が検出されないプローブの割合も高く、また OmniExpressExome チップは OmniExpress チッ
プに全エクソーム塩基配列解析（WES）で得られた多型を加えたチップであるが、日本人集団では多
型が検出されないプローブが多く追加されていることがわかった。匿名化が必須の大規模ゲノム解析
の常として、性別不一致サンプルが少数検出されており、SNP アレイ解析は分子疫学コホート研究に
おける ID 管理等の基本的な品質管理の一環として極めて有用であると考えられるとともに、試料・情
報の収集と管理には更なる工夫が必要である。性染色体異常はトリプル X やクラインフェルター、ター
ナー症候群が検出され、一般的に知られている頻度と矛盾は無かった。
表- 1. サブコホートのタイピング数の内訳。OmniExpress の SUBB は nested case-control study
(NCCS)サンプルと共にタイピングした。多型プローブ数については常染色体のみ。
サブコホート名 サ ン プ ル 性別
性 染 色 チップ名
多型
多型
多型
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SUBA
SUBB+NCCS
SUBC

数
1,034
978+687
957

不一致
5
9+7
4

体異常
1
0+3
1

Omni2.5
OmniExpress
OmniExpressExome

プローブ数
1,369,445
606,891
655,365

未検出
914,798
91,692
279,336

検出割合
0.600
0.869
0.701

SNP と並ぶ重要な多型がコピー数多型（CNV）である。Illumina の BeadChip は CNV 検出系としては
最適でないとされているが、参考として PennCNV を用いた CNV 推定から得られた gain 数の分布を図
-1 に示した。DNA の品質によって、多数のコピー数多型(CNV)が推定されてしまう偽陽性が経験的に
知られている。CNV 等の構造多型をコホート研究に用いる場合には DNA の品質に注意する必要があ
る。

図- 1. PennCNV で予測された CNV gain 数の分布

図- 2. HapMap3 データを含めた EIGENSTRAT による解析
Call された多型の品質管理の指標の一つとして、Hardy-Weinberg 平衡(HWE)検定が利用される。
GWAS では-log10P 値の Q-Q plot を描き、y=x からのずれを評価するが、本解析では P<10-6 となる SNP
が Omni2.5、OmniExpress、OmniExpressExome でそれぞれ 2,534、1,339、982 SNPs 残っており、これ
らの SNP については、熟練した技術員による実験データ目視を行い、call 状況を確認するなど、dry 系
と wet 系協働での品質管理体制を擁することが必須である。
GWAS 解析では独立なサンプルであることを仮定しているため、血縁関係が高いサンプルを除く必
要がある。サブコホートと NCCS を加えた 3,656 人でアレル頻度が 0.5 付近の 10,570 SNPs を用いて
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遺伝子型一致割合を計算して親子・きょうだい程度の血縁と推測された、GWAS 解析からは削除する
必要がある候補者を Omni2.5、OmniExpress、OmniExpressExome においてそれぞれ 57 人、25 人、17
人を検出した。このような血縁関係は必ずしも従来のコホート調査票からは明らかでないこともあり、ゲ
ノム解析の組合せが必須であることと、同時に、解析においては厳格な個人情報保護の遵守が必要
であることが示された。
高精度な GWAS を実現するには症例集団と対照集団を良く一致させ、集団の構造化の程度を予め
把握しておくことが重要である。Genomic control と呼ばれるλ指標に加えて EIGENSTRAT による主成
分分析の結果が対照集団の選別に利用される。HapMap3 のデータを加えて EIGENSTRAT で解析し
た結果を図-2 に示した。構造化が比較的小さいと思われる東アジア人においても地域によって顕著
なクラスターが見られた。参考として、JPHC コホート別に示した図を図-3 に示した。本解析により数千
人単位の日本人集団における GWAS において適切なコントロール集団を選ぶことが可能になった。
尚、SNP チップの集団頻度データは NBDC からの公開を検討している。

図- 3. EIGENSTRAT によるサブコホートサンプルの分布
図-3 に示されている様に、日本人集団においても GWAS で偽陽性の増大を招く集団の構造化が
存在している。一方でコホート研究においては、集団の構造化に対処する方法として matched
case-control study をデザインすることが可能であり、この具体例として大腸がん 138 ペア(275 サンプ
ル)について条件付きロジスティック解析(exact)を行った。常染色体上の 523,623 SNPs (OmniExpress)
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による-log10P 値の Q-Q plot では、非有意側 90%データにおける傾きが 0.988 と 1.0 に非常に近く、ま
た最少も P=1.1×10-5 (期待値 1/523,624=1.9×10-6)と外れ値は得られなかった。
【考察】
日本人集団内においても地域毎に明確なクラスターが見られ、構造化の問題は無視できないことが
分かった。疫学研究において「地域差」には遺伝素因の差も含まれることになり、日本の各地域性を考
慮した生活習慣・環境要因-遺伝子相互作用解析を明らかにする研究が今後必要となるだろう。
【目標達成状況】
サブコホートを構築し、日本人集団の構造化及び頻度データを整備することができた。一方で生活
環境・環境要因-遺伝子相互作用解析等を実施するには、今回のパイロット研究のみではサンプル数
が明らかに不足しており、コホート研究の継続、統合化等が待たれる。
【提言】
SNP チップは発売から 10 年以上経過し、研究施設によって経験の蓄積がある。これらのノウハウを
収集することにより品質管理を更に向上させることが大規模コホート研究では必要である。具体的には
DNA 検体の ID 管理、品質の高度化の検討が必要であり、複数回の採血も有効である。
集団の構造化等のバイアスへの対応については、コホート研究内であれば matched case-control
study が非常に有効である。一方で他の症例対照研究へのコントロールデータの提供としては、地域
毎にデータをまとめることにより症例集団にマッチさせやすくなるだろう。
（3）リシークエンシング等による次世代分子疫学的コホート解析
＜稀な多型検出のためのエクソームデータ解析パイプラインの検討＞
【背景】
頻度数%以下の比較的稀な多型・変異（rare variant）であるが生物学的に効果が大きい遺伝素因の
探索は、次世代シーケンサーを用いたコホート研究における主目的の一つである。Effect size の大きな
多型として exon 上の多型がまずは候補となり、全エクソンシークエンシング(WES)は全ゲノムシークエン
シング(WGS)に比べて費用対効果が高い解析方法の一つとして期待される。しかし生殖細胞系列の多
型検出でデファクトスタンダードとなっている GATK では、本プロジェクト期間中に version 2.4 から
HaplotypeCaller を正式に推奨するなど、データ解析パイプラインは日進月歩の状況である。そこで
WES データからの多型検出パイプラインの現状を把握・評価し、次期コホート研究を推進する上での
基本情報を整備する必要がある。
【目的・目標】
WES データからの多型検出、遺伝子型 call パイプラインの現状を調査し、WGS データや SNP アレイ
データも用いて評価するとともに、本研究のコホート集団の WES データから多型及びその頻度データ
の収集を行う。
【方法】
JPHC-NEXT から 28 人分の WGS データ(100bp の Paired End sequencing、平均読み取り深度（depth）
44)及び WES データ(Agilent SureSlecectV4+UTR+lincRNA;ターゲット長 121 Mbp、平均 depth 76)を取
得し、これを比較解析することにより WES データ変異解析パイプラインを評価する。また WES データか
らの CNV 検出の可能性についても調査する。最終的に JPHC サブコホートから 192 人の WES データ
取得し、この頻度データ等を整備・公開する。
【結果】
WGS 及び WES データは BWA で UCSC hg19 ゲノム+decoy5 にマップし、PCR duplicate 削除後に
GATK (version 2.6-2)で IndelRealigner、BaseRecalibrator を実行して BAM ファイルを作成した。多型
検出パイプラインとして、①28 サンプルを同時に UnifiedGenotyper で call (MUG)、②28 サンプルを同
時に HaplotypeCaller で call (MHC)、③サンプル毎に HaplotypeCaller で call (SHC)を比較した(WGS
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の MUG は BAM ファイルの不具合から 2.2-3 を使用)。サンプル毎の filter を PASS した平均 call 数を
表-1 に示し(known 及び new は dbSNP v137 への登録の有無にそれぞれ対応)、パイプライン間の call
の重なりを図-1 に、WGS call の bait target 領域内と WES call の重なりを図-2 に示した。ただしこれら
の call 結果から HWE 検定の-log10P 値の Q-Q plot を描くと多くの外れ値が得られることから、遺伝子
型 call の精度は必ずしも高くないと考えている(特に multiple allele call はずれが大きい)。また Omni2.5
の SNP 周辺 50 bp 以内に各パイプラインで indel が call されていない SNP のタイピングデータと、各
WES 解析パイプラインの call 結果との比較を表-2 に示した。この結果から WES データからの SNP call
は MUG の精度が高いことがわかり、192 人の WES データ解析では MUG を採用することにした。一方
で indel についてはパイプライン間、及び WGS と WES 間で SNP に比べてずれが大きく、評価が困難で
あった。

WES

WGS

表- 1. 28 サンプルの WGS 及び WES データから call されたサンプル毎の平均 call 数
SNP and MNP
Insertion
Deletion
Pipeline
known
new
known
New
known
New
MUG
168,603.7
5,456.8
11,057.5
6,191.0
10,582.2
8,901.6
MHC
164,978.7
2,455.8
10,046.2
5,488.1
9,439.8
7,783.5
SHC
162,966.9
1,897.2
10,987.6
2,481.5
10,307.6
3,681.7
MUG
5,395,080.2
243,860.5
664,080.8
122,555.0
623,749.4
108,921.5
MHC
5,186,950.6
104,739.7
374,581.7
297,938.1
326,628.2
269,703.3
SHC
5,179,903.2
77,782.7
433,484.6
124,604.0
421,445.7
133,130.6

Total
210,792.8
200,192.1
192,322.5
7,158,247.4
6,560,541.6
6,370,350.8

図- 1. 28 サンプルの WGS 及び WES call の重なり
WES データからの CNV 検出ツールについて文献調査を行い、ExomeDepth、XHMM、EXCAVTOR
の評価を行った。WGS データから ERDS 及び CNVnator、Omni2.5 チップデータから PennCNV を用い
てそれぞれ推定した CNV を gold standard として比較した結果を表-3 に示した。この結果から WES デ
ータから予測した CNV をコホート研究で用いるのは時期尚早と判断した。
WES 192 人分のデータを MUG で call した結果得られた常染色体上の頻度情報及び体細胞変異
call ツールである MuTect でカウンターパートとして利用される panel of normal サンプルファイルをミレ
ニアムゲノムプロジェクトのデータベースである GeMDBJ から公開した。また MUG call において独自の
フィルターを通過した確度が高いと思われる 251,322 SNPs、19,254 indel を dbSNP に登録提出した。
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図- 2. 28 サンプルの bait target 領域内の WGS と WES call の重なり
表- 2. 周辺 50 bp 以内に indel が call されていない Omni2.5 SNP call との比較
特異
陽性適中
陰性適中
正確
Data
Pipeline
感度
度
率
率
度
MUG
0.996
0.996
0.995
0.996
0.996
WES
MHC
0.985
0.997
0.997
0.986
0.991
SHC
0.995
0.997
0.996
0.996
0.996
MUG
0.998
0.997
0.998
0.998
0.998
WGS
MHC
0.997
0.998
0.999
0.996
0.998
SHC
0.998
0.998
0.998
0.998
0.998
表- 3. WES データからの CNV 予測ツールの感度と陽性的中率(PPV)
PennCNV loss ERDS loss
CNVnator loss PennCNV gain
感度 PPV
感度 PPV
感度 PPV
感度 PPV
ExomeDepth 0.198 0.101 0.176 0.116 0.019 0.631 0.024 0.094
XHMM
0.254 0.295 0.188 0.281 0.009 0.676 0.029 0.220
EXCAVATOR 0.193 0.362 0.157 0.381 0.007 0.881 0.018 0.303

ERDS
感度
0.077
0.099
0.044

遺伝子型
一致割合
0.997
0.996
0.995
0.999
0.999
0.999

gain
PPV
0.233
0.581
0.585

CNVnator gain
感度 PPV
0.067 0.254
0.080 0.590
0.035 0.592

【考察】
GATK の HaplotypeCaller は現在 1 サンプルの WGS データ用に開発していると思われ、多サンプル
や WES データへの適用にはまだ時間が掛かりそうな印象を得た。また UnifiedGenotyper (UG)と
HaplotypeCaller (HC)間で call が異なる箇所を調べると、ミスマッピングに由来する(全サンプルでヘテ
ロと call される)と考えられる read を UG は多数の SNP、HC は大きな insertion と call していた。
WES データは WGS データに比べてバイアスや変動が大きく、indel や copy number variation (CNV)
等の構造多型までを含めた多型検出は発展途上の段階である。現時点では、CNV call の感度と陽性
的中率を同時に保つのは困難であると考えられた。一方で WGS データについても予測ツールによっ
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て大きな違いがあり、次世代シークエンサーのデータから推定される CNV を解析に用いることは、現時
点の技術では慎重にならざるを得ない。
【目標達成状況】
Rare variant を対象としたコホート研究のために、コスト的に有効な WES データの解析パイプラインを
精査し、これを構築した。ただしツールの進化・更新が非常に速く、今後も精査し続ける必要がある。
【提言】
UG や HC 等のアルゴリズムの更新もあるが、indel やミスマッピングの問題が大きく、次世代シークエ
ンサーによる多型・変異検出用の日本人参照ゲノムの構築が必要である。その際、ｄeletion に比べて
insertion の方が call が難しいことから予め多くの insertion を入れておくことや、日本人用 decoy の開発
が望まれる。また異なる read 長や insert 長データの活用や、日本人変異データベースを利用した
caller 等の開発も考えられる。
CNV をコホート研究で利用するには、DNA の品質を揃え、実験を可能限り同時期に同じプラットフォ
ームで行い、日本人集団用のソフトウエア開発も行うことが望ましい。また構造多型を代替する SNP ハ
プロタイプを構築することも考えられる。

＜バイオインフォマティシャンの育成＞
【背景】
コホート研究の規模で次世代シーケンサー(NGS)から産出される大量のデータを生物学的に有益な
方法で解析するには、分子生物学、バイオインフォマティクス(情報学)、計算機科学について一定レベ
ル以上の知識と技術を備えた人材が必要不可欠である。しかし大学等のバイオインフォマティクス研究
分野ではアルゴリズム開発や解析ツールの開発を主目的としている研究室も多く、必ずしも生物統計
的な視点を備えたアナリストを育成していない。一方、情報学科を除くほとんどの理工系と、医学・生物
学系の教育課程においては、計算機アルゴリズム・言語等の本格的な習得は目標に含まれていない。
【目的・目標】
数百検体の NGS データ及びアレイ等によるオミックスデータを現実的なタイムスケジュールで解析可
能な人材を育成することを目的に、①PC クラスター等の必要な計算機環境設計が可能であり、②デー
タの品質管理を、実験研究者と協働して適切に行うことが出来、③大量解析可能な解析パイプラインを
構築して実行し、④結果を生物統計学・情報学的な視点から解釈することが可能な人材育成を行う。
【方法】
国立がん研究センターの規程に基づく条件で、研究費を原資とする任期付き常勤研究者を公募し、
採用者の専門・背景に応じた人材育成カリキュラムを設計してこれを実施する。
【結果】
実質的に２年半の研究期間に任期が限られた公募に対し、優れた人材の応募は限られており、書
類・面接審査による候補者の選定は難航した。ようやく最終年度になって主にトランスクリプトームアレ
イによる発現解析実験に携わり、加えて若干の解析経験があった応募者一名を採用し、独自に作成し
た「NGS 担当バイオインフォマティシャン育成カリキュラム(実験系出身者用)」を開始した。しかし半年程
で他職種の正社員として転職した。
【考察】
離職時に本人にインタビューを行ったところ、数学が必要とされる情報学の習得が最も困難であった
との回答を得た。数学や情報学、物理学等の分野出身者は分子生物学の習得が必要となるが、生物
学系出身者による数学の方が習得に時間が掛かると推察された。いわば、インフォマティシャンにとっ
てバイオインフォマティクスはサブスペシャルティの選択だが、生物学者にとってバイオインフォマティク
ス習得は double majors に相当するとも言えるだろう。本カリキュラムも 3 年計画で作成されていたが、
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国立がん研究センターにおける 3 年後のキャリアパスやロールモデルが見え難かったことも、育成を困
難にした要因と考えられる。
【目標達成状況】
応募者 10 人の内 3 名と面接し、1 名を採用したが、将来の PI として十分な能力・ポテンシャルを持
つ若手研究者の発掘・育成には至らなかった。
【提言】
臨床試験等を扱う生物統計学や疫学の研究者らは、研究デザインから参画することで単なる解析担
当者に留まらない地位を得ている。分子疫学コホート分野においては、従来のアルゴリズム開発を目的
としたバイオインフォマティクスとは異なる、解析そのものを目的としたバイオインフォマティシャンの育
成が可能であり、かつその様な人材を擁する研究チームを組織することが必要でもある。医学系研究
拠点が、国内外の理工系分野のポストドクトラルフェロー等若手研究者を柔軟かつ積極的に受け入れ
る環境を整備し、研究現場において人材を育成する努力の他、必ずしもアカデミアによる直接雇用に
こだわらず、プロジェクト毎に、産学官から広く優れた人材を確保する仕組みや、NBDC 等に国としての
バイオインフォマティクス研究・教育拠点を作り、若手研究者支援・派遣事業や医学系研究拠点等との
共同研究を展開することなどが有効であろう。さらにゲノム医学領域のバイオインフォマティシャンには
今後ますます、試料・情報提供者に対する厳格な人権・個人情報保護の責務が求められる。バイオイ
ンフォマティシャンの認定・資格制度の強化・設計は、優れた人材の育成と、より安定した雇用確保に
つながる可能性もあり、検討すべき事項の一つと思われる。

（3）大規模分子疫学コホート研究におけるゲノム解析のデザイン・サンプルサイズの検討
【背景・目的・目標】
数十万から 100 万人規模の大規模分子疫学コホート研究において、生体試料を用いて疾病アウト
カムとの関連を検討する際に、コホート対象者全員の生体試料を分析することは、特に費用・時間の
面で効率が悪い。そこでコホート研究において生体試料の分析を伴う研究を効率的に行う研究デザイ
ンとしてコホート内症例対照研究とケース・コホート研究の 2 つのデザインが知られおり、いずれも一部
の対象者のみを解析対象とすることで生体試料分析にかかる費用・時間が節約できる。
コホート内症例対照研究は、追跡期間中に特定の疾病にかかった者をケースとして選び、それ以
外のコホート研究対象者からコントロールを選び、症例対照研究としての分析を行うものである。一方、
ケース・コホート研究は、追跡期間中に特定の疾病にかかった者をケースとして選び、コホート全体か
ら一定数の対象者をランダムサンプリングしたサブコホートを用いて解析を行うものである。基本的なメ
リットは、コホート内症例対照研究と同じであるが、コホート内症例対照研究が対象疾患ごとにコントロ
ール群をサンプリングするのに対して、ケース・コホート研究では、サブコホートは各疾患に共通である
ため、2 つめの研究からは対象疾患のケースのみをサンプリングすればよい。したがって、さまざまな
疾患を対象に解析を予定している場合は、ケース・コホート研究の方が効率的に行える場合もある。た
だし、コホート内症例対照研究に比べ統計解析が複雑であり、実際の研究に用いられている例は少な
い。
そこで今回は、大規模分子疫学コホート研究におけるゲノム解析のパイロット研究として、JPHC
Study にケース・コホート研究デザインを適用し、大規模分子疫学コホート研究におけるゲノム情報を
含む生体試料を用いた解析の方法論を検討する基盤を構築する。
【方法】
本パイロット研究では、JPHC Study のベースライン調査においてアンケートに回答し、健康診断受
診時に研究用に血液を提供した方を対象とした。このうち、がん罹患の情報がない東京葛飾の対象者、
DNA 試料を保管していない大阪吹田の対象者、事後不適格者、がんの既往者を除いた 32,951 人
（男性 11,883 人、女性 21,068 人）を解析対象者とし、2009 年末まで追跡した情報を用いた。ケース・
コホート研究デザインにおけるサブコホートの選択については、性別、年齢（5 歳階級）、地域（保健所
レベル）を層とした層別ランダムサンプリングを用いて、検出力を考慮しながらサブコホートのサイズを
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決定した。
【結果】
32,951 人の対象者を 2009 年末まで追跡したところ、3,750 人の新規がん罹患が同定された。頻度
が高い部位は、胃（782 人）と大腸（748 人）であり、肺（510 人）、前立腺（335 人）、乳腺（266 人）という
順であった。
このイベント数をもとにサブコホートのサイズ別に検出力を試算した（図-1）。ハザード比 1.25、曝露
割合 20%とした場合、全がんが対象であればサブコホートは 1,000 人あればハザード比 1.25 が検出で
きることが分かった。しかしいくらサブコホートのサイズを大きくしても、最も頻度が高い胃がんであって
も検出力 80%を確保することはできないとの結果であった。また全がんであってもハザード比 1.1 という
弱い関連は検出できないが、仮に現在のコホートの規模を 3 倍（10 万人）にすると検出が可能であるこ
とが試算された。以上より、本パイロット研究においては、男女別の解析を想定し、サブコホートを
図-1．

図-2．
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3,000 人と定め、サンプリングを行った。
さらにコホートの規模を拡大した場合の試算を行った（図-2）。10 万人規模のコホートにおいて曝露
割合 20%としてハザード比 1.25 を検出するためには、3,000 人規模のサブコホートと 1,000 例のイベン
トが必要であることが試算された。またハザ
表-1．
ード比 1.1 を検出するためには、3 万人規
模のサブコホートと 5,000 例のイベントが必
要であることが示された。
次に交互作用の検出力について検討し
た（表-1）。現在のコホート研究において、
3,000 人のサブコートと全がん 3,750 例を対
象にして、2 つの要因の曝露割合とハザード
比を 20%と 1.25 と設定した場合、交互作用
のハザード比 1.5 の検出力は 85%であった。
しかし、各要因のハザード比と交互作用の
ハザード比を小さくした場合や、部位別や
男女別の解析を想定した検出力の試算を
行ったが、交互作用のハザード比を 2.0 と大
きくする条件以外では 80%を超える結果は
得られなかった。またコホート規模を 3 倍に
した試算においては、各要因のハザード比 1.1 の条件で交互作用のハザード比 1.25 の検出力が 79%
であった。
【考察】
今回は 32,951 人のコホート対象者をもとに、ケース・コホート研究デザインにより全がん症例 3,750
人とサブコホート 3,000 人のデータセットを構築した。ここでは、コホート内症例対照研究とケース・コホ
ート研究のデザイン上の特徴を踏まえた利用について考察する。
コホート内症例対照研究とケース・コホート研究では、いずれもサンプリングの対象となる元のコホー
ト集団から発生したイベントをすべて解析に用いるが、それに対応する対照群の設定方法が異なる。
つまり、コホート内症例対照研究では、対照群は症例とマッチングしてサンプリングされるため、症例の
マッチング要因の分布に偏る可能性がある。一方、サブコホートはコホート集団を反映するよう層別ラ
ンダムサンプリングされており代表性が高いという特徴がある。したがって断面研究集団としての利用
価値も高く、バイオマーカーなど中間形質をアウトカムとした研究などに利用可能である。
ケース・コホート研究におけるサブコホートは、各疾患に共通のため、一度分析した項目を他の疾患
の研究にも利用できる。この際、注意しなければいけない点は、分析時期が異なる値の比較可能性で
ある。分析方法や項目にもよるが、一般に遺伝子多型等のゲノム DNA の塩基配列情報は測定時期の
違いによる影響が無く許容されると考えられるが、血漿分析等においては、測定時期・測定法の違い
に注意を払う必要がある。一方、コホート内症例対照研究については、症例と対照のセットごとに分析
条件をそろえることが出来るためこの点が問題になることが少ない。その他、血漿分析の際に注意す
べき点は、保存血液量の問題である。通常、どの対象者も同じ量の検体しか保管されているため、ケ
ース・コホート研究デザインにおいて疾患ごとに血漿検体の分析を計画した場合、症例よりも先にサブ
コホートの検体が枯渇してしまう。そのためこの点を踏まえて血漿検体の分析計画を立てる必要があ
る。
ケース・コホート研究においては一つの疾患に絞った解析も可能であるが、コホート内症例対照研究
と異なり、全がんなど臓器横断的な解析が可能という特徴がある。たとえば、ある特定のがんで明らか
となった SNPs を対象として共通の遺伝素因の探索を行うなど、がん全体の予防に寄与するエビデン
スの構築が可能である。
このようなデザイン上の特徴を考慮すると、ゲノム解析を主体とする場合、あるいは臓器横断的な解
析を行う場合はケース・コホート研究デザインを中心に、また血漿分析等を主体とする場合はコホート
内症例対照研究デザインを中心に計画することが望ましく、適宜、それらの併用も検討することが大切
である。
56

【目標達成状況】
これまであまり適用されることがなかったケース・コホート研究デザインによる対象者のサンプリング
を行い、大規模分子疫学コホート研究におけるゲノム情報を含む生体試料を用いた解析の方法論を
検討する基盤を構築した。
【提言】
大規模分子疫学コホート研究において生体試料の分析を伴う研究を効率的に行うためには、コホ
ート内症例対照研究とケース・コホート研究の 2 つのデザイン上の特徴を踏まえて、研究目的、生体試
料の種類、分析項目に応じて併用していくことが大切である。
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Ｖ． 自己評価
１．目標達成度
実施計画書に示した実施期間終了時における具体的な目標は、1)新たな分子疫学コホート研究で
用いるための標準的なプロトコールを提案すること、2）調査票情報、生体試料情報、及び追跡調査情
報の各情報について、統合及び精度管理の方法を検討し、データ統合実現のための方法を開発す
ること、3）ゲノム解析及びそのデータ解析をパイロット研究として実施し、バイオインフォマティシャンの
人材育成と統合解析手順の開発・評価を行うことである。
これらの目標に対して下記のような成果を得ており、バイオインフォマティシャンの人材育成を除き、
目標は十分達成できたと評価する。
２．成果
・約 7,000 人の分子疫学コホートを構築し、この経験をもとに実現可能性の高い標準プロトコールを作
成した。
・現行の分子疫学コホート研究の統合のために、異なる質問票から得られた情報の統合の方法論を
具体的に提示し、統合のための基盤を形成した。
・異動、生死、死因、がん、循環器疾患、糖尿病については現行のシステムを利用した把握方法の方
法論を提示した。一方、認知症およびうつ病の把握、電子化医療情報等の利活用については、課
題・問題点を整理し、関連する統計システムおよび社会制度に対する提言を行った。
・ゲノム解析のパイロット研究により、大規模分子疫学コホート研究におけるゲノム解析の可能性と課
題・問題点・注意点を明らかにし、シミュレーション等により必要な規模や方法を明確化した。また、年
齢・喫煙と強く相関するなど、罹患リスクや生活習慣・環境要因の個人差を捕捉する新たな指標とし
て注目される末梢血白血球のメチル化に関してパイロット解析を行い、現行技術の問題点と課題を明
らかにした。
３．マネジメント：計画・手法の妥当性
・国内外の第一線で活躍している疫学・公衆衛生研究者およびゲノム・エピゲノム研究者が参加し、
またこれらを統括する代表機関として国立がん研究センターの人的（研究者および研究補助者）・物
的（実験機器・設備、ＩＴ環境等）インフラストラクチャーを駆使した研究実施体制により本プロジェクト
を実施した。
・的確な条件設定に基づき参画機関を選択し、良好な連携・協力体制のもと、円滑に本プロジェクト
を推進し、目標を達成することが出来た。
・前述の強力な研究実施体制を基盤に、適切な計画立案、工程表作成、進捗管理により実施計画書
に定めた年次計画通りにプロジェクトを進捗させることが出来た。
・実施計画書の年次計画に基づき、かつ研究の進捗に合わせた適切な経費の使用により、時間的・
予算的にも効率性の高い運用をした。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
・現行の JPHC、JPHC-NEXT、J-MICC study に保管されている生体試料だけでも既に約 20 万人分が
存在すること、さらに東北メディカル・メガバンク計画によるコホートの構築が進んでいることから、上記
に示した本プロジェクトの成果を駆使し、こられのわが国において展開している現行大規模分子疫学
コホート研究の統合を実現させる。
・そのための体制構築として日本大規模分子疫学コホート研究コンソーシアムを立ち上げることを提案
する。これより、現行の分子疫学コホート研究の継続性を担保し、日本を代表して国際的に通用する
エビデンスの構築が可能となり、国際的にも日本がコンソーシアム研究を先導する基盤にもなり得る。
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Ⅵ．その他
別紙 1．
Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（２）採択コメント及び運営委員会からのコメントに対する対応
平成 24 年 3 月 1 日
平成 23 年度科学技術戦略推進費
「ゲノム情報と電子化医療情報等の統合によるゲノムコホート研究の推進」
運営委員会意見書に対する対応
内閣府意見に対する回答
国立がん研究センター
（１）包括同意について
本サブプログラムにおいては、健常人を対象とした前向きのゲノムコホート研究における
包括同意が必要である。中核研究機関として、茨城県筑西地区の住民 1339 人（平成 24 年
2 月 5 日現在）に対する包括同意の取得について鋭意努力しているところであり、本委員
会としては今回提示された同意文書の内容については「present best（現状で最大限の努力
をしている）
」と判断した。
遺伝情報の利用に関する包括同意の在り方については、引き続き検討を続けることが適当
であり、必要に応じて他の研究者や研究機関との連携のもとに検討を進めること。
回答：
本年度採用した同意文書につきましては、さらに、遺伝情報の利用に関する包括同意
のあり方に関する検討を継続しながら改善すべきものと考えております。
既に実施されている長浜コホートの同意文書も踏まえ、
「DNA 等を用いて、まだよくわ
かっていない遺伝子も含めて、ヒトの遺伝子全体を調べます。」という文言を加えて倫理
審査委員会に提出し承認されました（2012 年 2 月 28 日承認、2012 年 2 月 29 日研究許
可）（承認された説明文書及び同意書を添付いたします）。来年度の筑西地域の対象者リ
クルート時から採用する予定です。同意文書の内容については、引き続き、本研究組織
の中で関係する研究機関（J-MICC Study）の主任研究者が所属する愛知県がんセンタ
ー研究所およびその連携関係にある山形大学や九州大学等）との連携のもとにより良い
包括同意の在り方を検討すると共に、遺伝情報の利用に関する包括同意を実施している、
あるいは、しようとしている他の研究者や研究機関からの情報を収集し、必要に応じて
連携いたします。
（２）登録者の追跡について
大規模コホート研究における登録者の追跡については、電子化医療情報（電子カルテ等）
の利用が不可欠であるが、現時点においては個人情報の保護に係る様々な規制等により実
施できない。将来的に 10 万人を超えるコホート集団の追跡にはこのような情報の利用が可
能となるよう、制度的な問題点等を整理しておく必要がある。平成 24 年度の研究計画にお
いては、電子化医療情報の利用に関する課題や論点を整理した上で、本件に関する課題解
決の糸口を探ることとし、中核研究機関より要請があったように、専門の研究者や研究機
関との連携のもとに検討を進めること。
回答：大規模コホート研究において、精度の高い対象者の追跡を実施して行くには、共
通番号制、マイナンバーや電子化医療情報（電子カルテ等）の活用が不可欠であります。
これには、国家レベルでのシステム構築や対応が必須であり、その進展に期待するとこ
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ろでありますが、本研究としては、構成する研究機関（国立がん研究センター、国立国
際医療研究センター、大阪大学、愛知県がんセンター研究所、名古屋市立大学、慶応義
塾大学、筑波大学等）の連携のもとに、追跡調査における利用方法やそれを実現するた
めの制度的問題点や課題の検討を進めると共に、電子化医療情報の利用について先進的
な取り組みを実施している、あるいは、実施しようとしている専門の研究者や研究機関
より情報を収集し、必要に応じて連携することにより、電子化医療情報（電子カルテ等）
の活用に向けた方策を提言いたします。
（３）登録者の地域拡大について
将来的なオールジャパン体制の構築を視野に入れ、研究者と住民との良好な信頼関係が既
に構築されている他地域との連携が可能となるよう、中核研究機関より要請があった。
回答：長期にわたる研究期間、安定的に追跡を継続していくために、研究者と住民との
信頼関係の構築されている地域において研究規模を拡大していく予定です。24 年度は、
新たに愛媛県東温市地域において、共通プロトコールを適用した分子疫学コホート構築
を進めるため、愛媛大学を参画機関として追加しました。25 年度についても、将来のオ
ールジャパン体制の構築を視野に入れたさらなる地域の拡大を検討します。
＜参考：愛媛大学の選定理由＞
準備段階研究（パイロットスタディ）としての本研究において、分子疫学コホート構築対象地
域として選定するための基本条件は、担当する機関が、
「①これまでに、コホート研究の実績があ
る」
、「②地域の事情に精通し保健関連機関とも関わりが深い」、「③現行多目的コホート研究の運
営において代表機関である国立がん研究センターとの連携の実績がある」、「④本研究が対象とし
ている追跡調査において実績を有する」という条件を満たしていることであり、さらに、
「⑤現在、
分子疫学コホート（ゲノムコホート）を実施しておらず、今回の分子疫学コホート研究の共通プ
ロトコール（同意書も含む）を用いることが可能であること」を絶対必要条件として設定してい
ます。
愛媛大学は、以下のとおり、基本条件及び絶対必要条件を満たしていることから、平成２４年
度からの新規フィールドとして適切であると判断しました。
① これまで、大洲市コホート研究（平成 8-10 年から開始。地域住民 4500 人を対象とした循
環器疾患コホート研究）
、東温スタディ（平成 21 年から開始。地域住民 2000 人（予定）を
対象とした循環器疾患・糖尿病コホート研究）の２つの地域において、コホート研究を行
っている経験を有している。
② 担当研究者である谷川武（教授）
、斉藤功（准教授）は、ともに愛媛大学大学院医学系研究
科公衆衛生・健康医学分野の教員であり、公衆衛生学領域に精通している。また、両氏は、
愛媛県、今回、調査フィールドとして想定している東温市、及び東温市の住民の多くが受
診する松山市の各種委員会等に参画していることから、実際にコホート研究を実施した際、
関連地域の保健医療関係者からの十分な協力を得ることが可能。
なお、具体的には、以下の通りである。
（谷川）愛媛県衛生環境評価専門部会委員
愛媛県教育委員会えひめ子ども健康サポート推進協議会委員
東温市健康づくり推進協議会委員長
松山市ヘルスプロモーションプラン推進委員会委員長
松山市保健所運営協議会委員
松山市保健所松山市食育推進会議委員長、
（斉藤）愛媛県基本健康診査データ集計・分析ワーキンググループ委員
東温市老成人保健推進部会委員
③ 担当研究者である斉藤准教授は、多目的コホート研究（JPHC）の分担研究機関として、代
表機関（国立がん研究センター）と連携して、JPHC データを用いた循環器疾患に関する
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研究解析、循環器疾患発症把握等を実際に担当するなど、研究における連携の実績がある。
④ 循環器疾患発症把握等に精通し、循環器疾患の追跡調査において十分な実績を有している。
⑤ 現時点において、東温市地域において、本研究と類似の分子疫学コホートを別のプロトコ
ールで実施あるいは実施を計画しておらず、さらに、平成２４年度から、共通プロトコー
ル（共通の説明同意文書を含む）を用いた新規分子疫学コホートを新たに開始することが
可能であるとの回答を同大学から得ている。
（４）研究推進体制の決定
公募要領には、１年目に「10 万人規模のコホート研究を実施するための研究推進体制(研究目的、
対象者の登録方法、追跡体制、生体試料の採取・保管体制、個人情報の取扱い等)の検討を行い、
研究推進体制の決定を行う」と記載があることから、２年目には１年目にまとめた標準プロトコ
ール案を修正し、研究実施体制を確立するためにも、早急に対応すること。
回答：23 年度に作成した標準プロトコールについては、今後研究をしていく中で、さら
なる修正・改善を行う予定です。また、関係省庁の適切な支援や措置を受けることによ
り、早急な対応に努めより良い研究実施体制の構築を目指しています。
さらに、本研究は、本研究で新規に構築している分子疫学コホート集団が、基本とな
る共通プロトコールを用いている JPHC-NEXT 集団とその連携集団、さらに J-MICC
Study 集団とその連携集団やその他の新規分子疫学コホート研究集団と、将来的に統合
し、国際的にも対等できる規模のオールジャパンとしての大規模分子疫学コホート連合
（JCOSMOS: 仮：分子情報と生活習慣に関する日本コホート連合の意）を結成するこ
とを念頭に、研究推進体制の構築を進めております。平成 24 年 3 月 12 日に関係者（具
体的には、本研究を構成する国立がん研究センター、国立国際医療研究センター、大阪
大学、愛知県がんセンター研究所、名古屋市立大学、慶応義塾大学、筑波大学等の関係
者）による会合を持ち、研究推進体制を年度末までに決定する予定です。

（５）バイオインフォマティシャンの育成について
10 万人規模の全ゲノム情報を解析するためには、バイオインフォマティシャンの育成が不
可欠であり、パイロットスタディの中で育成計画を明確にすること。
回答：本研究では、データ解析の実践を通じてバイオインフォティシャンを育成してい
く計画であり、24－25 年度には、実際に、全ゲノムシークエンスも追加して実施するこ
とにより、実際のデータを利用することによる試料・データの品質検査・解析用データ
ベース構築を含めた解析の実践を図ります。関係する教育機関である大学や国公立研究
機関等とも連携して解析データを提供するなど、わが国における産官学のバイオインフ
ォマティシャン育成という視点のもとに、企画・検討していきたいと考えております。
具体的には、研究実施計画書等に記載した、
「国立がん研究センターの複数の部門を連携
させ、蓄積されているゲノム等解析の人材を結集、ゲノム解析情報系研究チームを組織」
については、新規採用予定者を含め、H24 年度に約 5 名の養成・確保を見込んでいます。
一方、若手バイオインフォマティシャンを「本研究専任の任期付常勤研究員として採用」
し、新たにゲノムコホートのバイオインフォマティシャンとして教育していく計画につ
いては、引き続き公募を継続し、適任者を採用する方針です。
（６）東北メディカル・メガバンクとの連携について
東北メディカル・メガバンクにおけるゲノムコホート研究と相互に整合性を図り、将来的
に一体的なコホート研究の推進が可能となるよう検討を行うこと。
回答：本研究としては、東北メディカル・メガバンクに対し、可能な限り積極的な情報
提供をおこなっていく所存です。
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