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INTRODUCTION DISCUSSION 

対象とする疾患：関節リウマチ（RA） ウェブデータベースRAvariome 

データベース構築のワークフロー 

関節リウマチとは最も一般的な自己免疫疾患で、全世界人口の約1%が罹患
している。その発症には喫煙などの環境的要因と遺伝的要因が関わっており、
遺伝要因の中でもHLA領域のHLA-DRB1が最も発症に影響を与えることが
知られている。 

Image taken from  

http://www.niams.nih.gov/hi/topics/arthritis/rahandout.htm 

通常の関節 関節リウマチ 

本研究では、GWAS研究成果の客観的な比較評価を行い、人類集団ごとに再現
性のある信頼性の高い遺伝子多型を同定した。これらの研究成果はウェブデータ
ベースとしてオープンに公開しており、遺伝的リスクの精度評価や予防的介入の
有効性評価といった応用研究に活用できる。また、臨床遺伝子検査や遺伝子検
査ビジネスに対して、解析対象とする項目の選定に役立つエビデンスを提供する。 

これまでのレビュー論文に記載のない
RA感受性ゲノム多型 

特定の人類集団において再現性が確認された84個のゲノム多型の中には、
最新の研究で再現性が認められたものだけでなく、これまでのレビュー論文
や再現実験で見落とされていたものが含まれていた。 

副作用の少ない 

治療薬選択 

 ゲノム研究は次々と新しい成果が報告されているため、網羅的
かつ最新の情報を追跡・更新するには大変な労力がいる。 

 関連解析の研究デザインや検出力によっては偽陽性を含む場
合があり、再現性の有無を包括的に評価する必要がある。 

 人類集団間で疾患への影響度が異なることが多いにも関わら
ず、   アジア人を対象としたデータベースが構築されていない。 

ゲノム研究成果を産業応用する上での問題点 

ゲノム研究成果 医療・ヘルスケア産業 

ゲノムワイド関連解析（GWAS） 

TGCCAGGAGCCG 

TGCCAGGTGCCG 

健常者集団 患者集団 

疾患に関わるゲノム多型 

効率的な検診 

生活習慣の
見直し 

生活習慣病などの多因子性疾患に関して、近年、大規模なゲノムワイド関連解析
（GWAS）によって多くの疾患感受性ゲノム多型が同定されるようになった。 
これにより、個人のゲノム
情報に基づいた個別化
医療の実現が期待されて
いる。しかし、ゲノム研究
成果を産業に応用するに
は、最新の研究成果を常
に追跡・更新する労力や、
疾患感受性ゲノム多型の
再現性の有無や人類集
団間の差をどう評価する
かなどの問題がある。本
研究では、関節リウマチ
に注目して信頼性の高い
疾患関連ゲノム多型を提
供するデータベースの構
築を行った。 

Gene(s) SNP(s) p- value OR 95% CI 

Grade A APOM rs805297 1.49E-16 

Grade B BATF rs7155603 1.10E-07 1.14 (1.09–1.20) 

CD226 rs763361 0.009 1.06 (1.01–1.10) 

CSMD2/HMGB4 rs1108929 3.66E-06 0.55 

DDX6 rs10892279 1.1e-08 0.870 

HLA-DPB1 rs9277463, rs9277378, 

rs2295118, rs3117222 
4.36E-09 

HLA-DRA rs2227139, rs2395173, 

rs2395178 
8.41E-39 

UBASH3A rs11203203 3.80E-06 1.09 (1.05–1.13) 

ZNF662 rs11129989 3.82E-06 0.49 
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基礎研究から産業応用を支援する基盤的データベース
への拡張を目指す 

情報提供 
エビデンスの提供 

遺伝子情報の解析 

応用研究 遺伝子検査 ゲノム活用サービス 

GACACTAC 

GACGGTAC 

 遺伝子検査の有
効性評価 

 予防的介入の有
効性評価 

疾患感受性 

遺伝子多型データベース 

RAvariome 

欧米人・アジア人別の 

遺伝的リスクの予測ツー
ル。アレルを選んでワンク

リックで算出 

論文より抽出した約7000件

の関連解析結果のデータ
ベース。サンプル国、患者
集団の条件など充実の詳

細検索が可能。 

人類集団ごとに再現性を評
価したRA感受性ゲノム多

型データベース。再現性の
グレードごとに検索可能。 

複数の人類集団において 

再現性があるゲノム多型 

Grade A 

統計的に有意だが再現性 

が確認されていない多型 

Grade C 

特定の集団において 

再現性が確認された多型 

信頼性の高いRAリスク多型から遺伝的リスクスコア（GRS）と相対的リスク値
（RR）を算出 

文中やテーブル、図表、サプリメンタルデータより7184件の関連解析データを
抽出 

関連解析の解析データも含めて疾患との関連性の再現性を評価し、ゲノム多型を3つのグレード
に分類 

Grade B 

1つのゲノム多型に対し複数の関連解析データがあるため、人類集団ごとに
最も大規模な研究の解析データを代表として6618件に絞り込む 

アブストラクトのマニュアルスクリーニングにより、GWAS,メタ解析、関連解析
の成果を記載している文献、78 報に絞り込む 

ゲノムワイドな解析において疾患との関連性が統計的に有意な1226 個の 

ゲノム多型を抽出 

GWAS論文データベースや文献推奨ツールを用いて、150報以上の関節リウ
マチの関連解析に関わる学術文献を収集 

ヨーロッパ：アジア 8多型 

ヨーロッパ：アフリカ 1多型 

ヨーロッパ人 52多型 

東アジア人 22多型 

ヨーロッパ人 1090多型 

東アジア人 42多型 

 予防的治療 

 患者選択的投薬 

 パーソナルヘルスケア 

有病率 

Reference: MacGregor et al. (2000), Arthritis Rheum 43(1):30-7.  
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