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研究成果の概要（和文）：本研究では、糖尿病に関連しているといわれるSNP（Ankyrin1の遺伝子多型
rs515071）が糖尿病発症に及ぼす影響の強さを明らかにすることを目的とした。喫煙習慣、飲酒習慣、運動習
慣、糖尿病の家族歴、血圧、ALT、脂質、尿酸値、クレアチニン値を補正し、糖尿病発症に関するオッズ比を算
出したが、遺伝子多型に関して、糖尿病発症に明らかな関連は認められず、特に女性においては発症者数が少な
かったことから算出することができなかった。継続的に調査を実施し、関与を明らかにしていきたいと考えてい
る。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study was to evaluate the effect of potential genetic 
polymorphism (Ankyrin1(ANK1), rs515071) with the development of diabetes mellitus using a pooled 
logistic regression analysis in a longitudinal cohort study. We evaluated the odds ratios and 95% 
confidence intervals for the development of diabetes mellitus adjusting for other potential factors 
such as various physiological and blood chemistry parameters and lifestyle factors. We could not 
find clear association of ANK1 (rs515071) with the development of DM and we couldn’t calculate the 
odds ratios for ANK1 in women. We would like to continue conducting investigations and clarifying 
the involvement of this polymorphism.

研究分野： 環境労働衛生学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
分子生物学の医学への応用が急速に進歩

し、近年は後天性の慢性疾患でも関連遺伝子
が報告されている。糖尿病の遺伝は多因子遺
伝と考えられており、高血圧症、肥満なども
含め、複数の遺伝子が相互作用しつつ、ある
いは環境因子や宿主側の要因(生活習慣等)か
ら影響を受けつつその相互作用によって発
症すると考えられる。したがって大規模な一
般人の集団に対しこれらの遺伝子の影響と
その組み合わせによる効果の検討、および遺
伝子と宿主側の要因(生活習慣等)との組み合
わせによる効果の検討を行う必要があると
の考えに至った。同時に、長期にわたる縦断
研究においては、飲酒や喫煙などの生活習慣
の経時的な変動とともに、血圧やコレステロ
ール値などの健康診断結果が結果に影響す
ることが考えられ、適切な統計学的手法を導
入することも重要である。 
現在までに、われわれの研究グループは、

アンギオテンシノーゲン、アンギオテンシン
変換酵素、アドレナリンβ3 受容体、G 蛋白
β3 サブユニット、LDL 受容体関連蛋白 5、
セロトニン受容体、BRCA1-関連蛋白、Toll 
様受容体等の SNP（遺伝子多型）を分析し、
高血圧、肥満、糖尿病、高脂血症等の疾患と
の関連性についての横断的調査研究、さらに
生活習慣等の変動も考慮した pooled logistic 
regression analysis による縦断的調査研究
を継続している。現在のところ、この pooled 
logistic regression analysis を適応して、遺
伝子多型の健康影響を調査した報告は、国内、
国外でも我々のほかにはない、独自のもので
ある。 
結果として、それぞれの遺伝子がどのよう

にこれらの疾患に関連しているか、また各遺
伝子の相互作用についても明らかとなり、多
数の論文において報告を続けてきたが、さら
に、糖尿病発症についても、より新しい遺伝
子を測定し、糖尿病発症への影響を明らかに
するとともに、遺伝子同士の組み合わせによ
る相互作用を評価することで、今後の予防医
学に寄与できると考えた。 
 
 
２．研究の目的 

Ankyrin1(ANK1) の 遺 伝 子 多 型
（rs515071）は、糖尿病関連遺伝子として患
者と正常人のゲノムワイド関連解析により
見出されて、ブドウ糖の取り込みや細胞膜構
造、膵β細胞の発生とインスリン遺伝子発現
に関連した機序が示されている（註 1, 2, 3）。
本研究では、日本の一般人において大規模か
つ長期間にわたる縦断調査を行い、上記新規
多型について、健診結果（HbA1c）への影響
とともに、糖尿病発症の関連についての横断
調査と縦断調査、さらに従来検討してきた遺
伝子多型の組み合わせと糖尿病発症の関連
性について、毎年の健診結果を補正しつつ、
予防医学的に評価することを目的とした。 

３．研究の方法 
 本調査では、労働者約 2,600 人を対象とし
て、平成 9 年から、平成 28 年までの健康診
断結果をデータベース化し、長期の追跡調査
をおこなった。また、毎年健診で測定する生
活習慣病関連指標として、Body Mass Index、
血圧、血清コレステロール値等を連続変数と
して説明変数に用い、Ankyrin 1(ANK1)の遺
伝子多型（rs515071）、との関連を調査した。
糖尿病の発症は、HbA1c6.4(NGSP)以上または、
糖尿病治療薬の内服開始とした。解析におい
ては、pooled logistic 回帰またはあるいは
時間依存共変量を含む比例ハザード回帰モ
デルを応用し、すでに分析した多型と、新規
多型の健診結果（HbA1C）や糖尿病発症との
関連について横断・縦断調査を実施し、さら
にこれらの多型の組合せの影響を検討する
こととした。 
  なお本研究にあたり、平成 13 年「ヒトゲ
ノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に
則ったインフォームドコンセントの、同意が
得られた対象者（男性1458 人、女性1192 人）
を対象に、平成 25 年改正の「ヒトゲノム・
遺伝子解析研究に関する倫理指針」に則り、
再度倫理審査委員会の承認を受けている。 
 
 
４．研究成果 
 
[横断調査結果] 
 Table11 に、対象者について示す。対象者
は男性 1452 名(平均年齢 38.7 歳)、女性 1168
名（平均年齢 39.1 歳）である。このうち、
HbA1c>6.4％(NGSP)または内服加療している
対象者は男性 33 名（2.3%）、女性 10 名（0.9%）
であった。平均 HbA1c は男性・女性ともに
5.4％であった。 
 
Table1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
次に、糖尿病発症に関する遺伝子型
(Genotype)のオッズ比をロジスティック回
帰分析により算出した。 
TT 型では CC 型に対し、男性において、オッ



ズ比および 95％信頼区間は 2.94(95%CI 
0.77-11.28 P=0.116)、女性において 6.12
（0.53-70.67, P=0.147）であった。 
 
CT 型では CC 型に対し男性において、オッズ
比は 1.33(0.59-2.97 P=0.490)、女性におい
て 3.52(0.82-15.14 P=0.090)であり、いずれ
も糖尿病の有病について有意な関連を認め
なった。 
 
糖尿病家族歴の有無では、男性において
4.27(1.71-10.67 P=0.002)と有意差を認めた。
女性は症例が少なく算出できなかった。 
喫煙習慣の有無では、男性において、
2.54(1.07-6.06 P=0.035)と有意差を認めた。
女性は症例が少なく算出できなかった。 
そのほか、男性の年齢、男性・女性の BMI、
男性の平均血圧、女性の ALT、において糖尿
病との関係を認めた。 
 
飲酒習慣、運動習慣、女性の平均血圧、男性
の ALT については有意差を認めなかった。 
 
男性のクレアチニン（+0.1mg/dl）について
は、オッズ比 0.52(0.37-0.72 P=0.040)、尿
酸については 0.52(0.37-0.72 P<0.001)と糖
尿病について負の関連を認めた。 
 
[縦断調査結果] 
 次に 5年間追跡による縦断調査を実施した。
追跡開始時の対象者について、Table2 に示す。
研究のエンドポイントとしての糖尿病発症
は、HbA1c>6.4%(NGSP)または糖尿病治療薬内
服開始とした。 
対象者は男性 980 名（平均年齢 37.7 歳）、女
性 718 名（平均年齢 38.8 歳）であった。糖
尿病の家族歴のあるものは男性67名（6.8%）、
女性 50 名（7.0％）であった。平均 HbA1c は
男性・女性ともに 5.4％であった。 
 
Table 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

糖尿病発症者数は男性 39 名（4.0%）、女性 8
名（1.1％）であった。観察人年は男性 3869、
女性 2716、平均観察期間は男性 3.95 年、女
性 3.78 年であった。 
 
次に pooled logistic 回帰分析を用いた、糖
尿病発症に関する遺伝子多型のオッズ比を
示す。 
TT 型では、男性、女性ともに発症数が少なく
算出できなかった。 
 
CT 型では、男性においてオッズ比 0.63
（95%CI: 0.30-1.31 P=0.219）であり有意な
関連を認めなかった。女性においては発症数
が少なく、算出できなかった。 
 
そのほかの因子では、女性の家族歴において、
8.83(1.83-42.63 P=0.007)と相関関係を認め
た。男性は認めなかった。また男性・女性の
年齢、男性の ALT、女性の尿酸値において糖
尿病発症との相関関係を認めた。 
 
喫煙習慣、アルコール摂取習慣、運動習慣、
BMI、クレアチニン、コレステロールにおい
ては糖尿病発症との相関関係を認めなかっ
た。 
 
 
まとめ 
以上の通り、糖尿病発症について、男性・

女性ともに Ankyrin 1(ANK1)の遺伝子多型
（rs515071）の関与は明確にならなかった。
そのほかの因子では糖尿病の家族歴、年齢に
ついては糖尿病発症との相関関係を認めた。 
横断研究において、男性のクレアチニンおよ
び尿酸について負の相関関係を認めた。本研
究の縦断調査においては、特に女性で、発症
者数の少なさから遺伝子多型に関するオッ
ズ比を算出できなかった。今後も追跡調査を
継続し、遺伝子多型の関与を明らかにするこ
と、また他の生活習慣病発症についての関与
を明らかにしていきたいと考えている。 
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