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研究成果の概要（和文）：脳血管障害を含めた生活習慣病などの頻度の高い疾患は、ゲノムの遺伝要因や生活習
慣などの環境要因が複雑に組み合わさって発症すると考えられており、グローバルCOE研究から続く山形県コホ
ート研究を用いたゲノムコホートによる前向き研究として、ITネットワーク化による網羅的疾患追跡方法の開発
と脳血管障害のゲノムコホートによる病因遺伝子の探索を行った。この結果、遺伝子Xならびに遺伝子Yを候補遺
伝子として得た。遺伝子Xは脳血管障害の基礎疾患として知られる心房細動に強く関連し、遺伝子Yは基礎疾患と
は関係なく脳血管障害と関連していた。

研究成果の概要（英文）：Genome cohort study is the essential for the research to find the 
disease-related gene mutation(s) or environmental risk factor(s) for common disease including 
cardiovascular disease. We connected the IT network system of hospital-based clinical data from 4 
major area of Yamagata to collect disease morbidity. In genetic analysis, we recruited the case 
population affected with cardiovascular disease and the healthy control without cardiovascular 
disease from genome cohort participants. The result of this genetic study, we found the mutations of
 gene X  in cardiovascular case complicating infarction type stroke and also found other stroke 
causing gene Y mutation in case without gene X mutations. It is therefore concluded that mutation(s)
 of  gene X and gene Y were the strongly candidate for disease causing and/or highly disease-risk of
 the cardiovascular disease including stroke.

研究分野： 脳神経外科学

キーワード： 脳神経疾患 　ゲノム解析

  ３版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
ヒトゲノムプロジェクトの完了により、ヒト
ゲノムの全塩基配列が解明され、ゲノム医学
研究は新たな段階に突入した。特に、ヒトゲ
ノムの多様性を明らかにし、様々な疾患と遺
伝因子の関わりを解明して疾患の予防や治
療に繋げることが、21 世紀前半の医学研究に
おける最重要課題の一つとなっており、患者
の今までの環境要因と遺伝要因を考慮して
患者一人ひとりの特徴を考えた上で疾患の
発症予防や医療を行うものである。これが可
能になれば、一人ひとりの疾患への罹患リス
クがあらかじめ明らかになり、リスクに合わ
せた効率的な疾患予防が可能になる。これら
のことから、次世代の医療として、ゲノムコ
ホートを用いた個別化医療が疾患罹患の減
少や治療効果の向上等の医療の質の向上を
もたらすものとして期待されており、バイア
スが少ないこと、様々な検査データといった
生体指標の前向きなサンプリングが可能で
あるという利点により、コホート研究のデザ
イン、特に、地域住民を対象とした前向きコ
ホート研究のデザインを採用することが推
奨されている。 
  生活習慣病などの頻度の高い疾患は多因
子が複雑に関係して発症すると考えられて
おり、関係する遺伝因子や環境要因が複雑に
組み合わさって発症すると予想されている。
今後のゲノムコホート研究では、今まで明ら
かにされているような、発症に強く関係する
単一遺伝因子異常や、肺がんと喫煙といった
主要な環境因子ではなく、従来の疫学研究で
は未解明な、これらの危険因子の同定に目標
が置かれており、個別化医療の分野において
必須であることから期待されているのは周
知である。 
 山形大学医学部では、本研究開始までにグ
ローバル COE プログラム「分子疫学の国際教
育研究ネットワークの構築」を機に様々な疾
患に対応しうる「山形広域ゲノムコホート」
の創成（ベースライン調査）を開始し、山形
県 全域の 40 歳から 74 歳までの住民約
16,000 人の研究協力が完了していた。本コホ
ート研究では、死亡・転出は住民基本台帳の
閲覧、死因は人口動態データを取得し、また、
山形県では地域がん登録が整備され、また、
脳血管障害に関する罹患データは主任研究
者が会長を務める山形県対脳卒中治療研究
会にて山形全県を網羅したデータベースが
すでに構築されており、これらに「山形県地
域医療情報ネットワーク整備基本計画」（平
成 21 年 6月策定）をもとに IT を利用した地
域ごとの医療情報ネットワークが整備され
つつあり（「ちょうかいネット」（庄内地域）；
平成 23 年 4 月から稼動、「おきねっと」（置
賜地域）平成 23 年 6 月から稼動など、もが
みネット（最上地方）。）、これらの地域ネッ
トワークを基盤としつつ、更なる拡充と三次
医療機関等との接続を通じて全県域での整
備を図るため、山形県が主体となり、地域医

療再生基金を活用して山形大学医学部附属
病院を庄内地区および置賜地区の基幹病院
である日本海総合病院、公立置賜総合病院と
接続し、全県域医療情報ネットワークの構築
に向けた検討を進めていた。 
 
２．研究の目的 
生活習慣や環境曝露等の環境要因の情報を
取得した集団でのゲノム情報の解析がヒト
ゲノムプロジェクト完了直後から求められ
てきた。その解析のためには地域住民を対象
とした前向きコホート研究は必須であり、世
界的に設立が進んでいる。山形にはグローバ
ルCOEプログラムにより構築したゲノムコホ
ート研究のみならず、各種疾患登録の整備な
ど、医療・行政の面からも研究基盤が整備さ
れつつあり、真に理想的な「疾患網羅的」か
つ「ゲノム網羅的」ゲノムコホート研究を行
う環境が実現されつつある。本研究課題にて、
脳血管障害を中心に遺伝・環境要因の相互作
用に焦点を考慮したゲノムコホート研究を
行い、現代的ゲノムコホート研究モデルを構
築することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
（1）IT ネットワーク化を利用した網羅的疾
患の追跡方法の開発 
[平成 26-28 年度] 
山形県主体の、全県規模で患者の全ての診療
情報を共有可能なネットワークを構築する。
併せてデータベースを構築し、将来への活用
が可能なデータ管理システムを構築する。個
人情報について厳重な配慮が施された環境
とする。また、山形大学はがん登録への照会
と同様、個別の診療情報閲覧の同意を根拠に
全県地域医療情報ネットワークへのアクセ
ス許可を申請する。この際、対象者以外の情
報は閲覧不可になるよう十分な配慮を必要
とする。 
  同時に、山形県が主体となり、全県域ネッ
トワーク化のロードマップを策定する予定
である。山形大学医学部がこの計画の中心で
あり、その中で申請者及び連携研究者は、ゲ
ノムコホートに応用可能な医療情報の統合
を目指し、このロードマップの策定に中心的
な役割を果たしていく。ロードマップ作成の
過程で得られたノウハウを記述し、山形以外
の地域においても適応可能な方法を考察す
る。 
 
（2）脳血管障害を対象とした次世代のゲノ
ム情報解析の実地応用 
[平成 26 年度] 
山形県コホート研究参加者で脳卒中を発症
し、山形県対脳卒中治療研究会の疾患登録情
報と照合が可能であった症例のデータより、
脳血管障害で梗塞型の病型を呈する症例に
ついて山形県コホート研究の高齢健常者を
対照集団とした 66 万 SNP を搭載したチップ
による解析を実施し、遺伝子領域を含む領域



のパプロタイプ型の同定と、対照となる健常
集団との間での関連解析を行い脳血管障害
と関連する候補遺伝子を見い出す。
[平成
脳血管障害の候補として得られた候補遺伝
子について、対象
羅的遺伝子エクソン領域について
による次世代シークエンス解析
解析)
機能を伴うアミノ酸置換型変異との関係に
ついて解析を行い、同時にエクソーム解析に
よりSNP
可能性についても解析を進め、脳血管障害あ
るいは脳血管障害を惹起する関連疾患につ
いて候補遺伝子変異解析を進める。
[平成
エクソームシークエンスより得られたアミ
ノ酸置換を伴う遺伝子変異について、サンガ
ーシークエンスによる検証解析を行う。また、
対象集団を増やした二次集団を用いた検証
研究も行い、脳血管障害の病因遺伝子変異の
同定を試みる。
 
（3）国内コホート研究事業との連携
[平成
日本多施設共同コホート研究
びに国立がん研究センター
研究との連携を通してオールジャパンでの
ゲノムコホート研究の連携を図る。
 
４．研究成果
（1）
患の追跡方法
山形県内
地域，最上地域
年度には
域についてセキュリティ回線によるシステ
ムの接続が行われるようになり、
ーク化による情報の共有化が可能となった。
山形県全域で医療情報が接続されたことに
より、より詳細な医療情報について山形大学
医学部で入手可能と
なったことから、現
代的ゲノムコホート
研究に資する網羅的
疾患の追跡調査を行
うための基盤的な情
報管理体制が構築さ
れた、ゲノムコホー
ト研究を始め、種々
の医療情報を用いて
研究を行うことが可
能となった（図
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