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東北メディカル･メガバンク計画の設立と目的

2



研究力強化 世界トップレベル研究拠点の形成（３）未来型医療

東日本大震災の被害からの創造的復興 2011年3月11日

岩手県

福島県

震源地,

Magnitude 9.0

宮城県

東北大学

 死者・行方不明者は総計で18,550人

 宮城県では6公的病院をはじめとした医療施設が津波被害

 東北大学病院は延べ1500人の医師を被災地に緊急派遣

 東北地方の発展に資する新たな目標を設定し、日本のラ
イフイノベーションをリードする新規拠点機能を設定し
て被災地の復興と活性化に貢献

創造的復興に向けて

March 25, 2011

医学系研究者が中・長期的にできることはないのか？

3



東北メディカル・メガバンク計画

循環型医師支援制度

宮城医療福祉情報
ネットワーク
（MMWIN）

地域共有型電子カルテ網
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大規模ゲノムコホート・
複合バイオバンクの形成

個別化予防・医療の
基盤情報創出・共有

と解析研究

東北メディカル・メガバンクの構築
東日本大震災からの創造的復興に向けて

医療情報のIT化と
次世代型地域医療

体制の確立

被災地住民の
長期健康支援

若手医療人を
引きつける魅力ある

プロジェクト



http://www.megabank.tohoku.ac.jp/index.php

ロゴと略称にこめたこと

ToMMo = とも

TMM = ToMMo + IMM（岩手医大）

東北メディカル・メガバンク機構の設立
2012年2月1日
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わたしたちが目指す
未来型医療とは



より健康で豊かな生活を実現し「健康長寿の国」を作る

基礎研究基盤の強化
コホート研究・複合バイオバンク

医療情報・ゲノム情報の
活用促進

電子カルテやICT
インフラ整備

未来型医療としての個別化医療・個別化予防

健康診断

遺伝因子と環境因子の調査

将来かかる疾病リスクを予測して
健康なときから生活習慣を改善・予防

個別化予防
Personalized Healthcare（PHC）

先制医療（pre-emptive medicine）

個別化医療
Personalized Medicine

一人ひとりに適した医療

遺伝子検査・診断

創薬や医療情報産業の拠点形成による東北地方の再生・復興

波及効果
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より健康で豊かな生活を実現し「健康長寿の国」を作る

個別化医療・個別化予防

DNAをチェック
正確な診断・治療法を選択

肺がん：EGFR遺伝子変異の有の場合はイレッサ®が特効薬になる

風邪薬：一般的なPL顆粒でも、CYP2D6遺伝子が特定のタイプの人は、2日間にわたる猛烈な眠気に襲われる

個別化医療 一人ひとりにあった医療

個別化予防 一人ひとりにあった予防

健常な人々
DNAや健康情報

チェック
適切な健康管理で予防

BRCA1遺伝子に変異があると、変異の状態に応じて乳がんや卵巣がんの発症確率が５－8割と判明

結果を回付

病気発症
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遺伝子と環境とヒトの病気
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今後の課題は複数の遺伝要因と環境

要因が複合的に影響して生じる疾病

の病因解明や予防法・治療法の確立



大規模ゲノムコホート調査

 複数の遺伝要因と環境要因が影響して引き起こす疾患の病因解明や予防法・治療法の確立にはゲノム

コホート調査と複合バイオバンク構築が必須

 ゲノムコホート調査では、病気になる前のデータがわかる

本格的な発症前の微小な兆候を探すことも可能になる ⇒ 早期診断・治療につながる

 病気にならなかった人のデータもわかる ⇒ 比較から予防法解明につながる

 症状の進行を追うことができる

 ゲノムコホート調査は、次世代医療の中心である個人に合わせた予防医療確立の鍵となる

年を追うごとに様々な発症

健常な人々 多様なデータ等を収集
複合バイオバンク

数十年の追跡

3年後に
病気

15年
後に病気

25年後
に病気

人体に由来する試料と情報を匿名化し、
体系的に収集・保管・分配するシステム

大規模ゲノムコホートと複合バイオバンクで挑む未来型医療
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東北メディカル・メガバンク機構における

コホート調査の計画と進捗
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■地域住民コホート：

沿岸部を中心に８万人以上の成人の

登録目標を達成（特定健診

共同参加型・地域支援センター型）

東北メディカル・メガバンク計画における

地域住民コホート・三世代コホート

■地域住民コホート

宮城登録者 52,212名

岩手登録者 31,861名

総計 84,073名
（2016年3月末で新規リクルート完了

目標達成）

■三世代コホート

登録者 73,000名
（2017年6月28日現在）

■三世代コホート：

産院などで妊婦さんを中心に協力依頼。

子世代、親世代、祖父母世代の三世代。

７万人規模での実施

※ 家族歴があることで、科学的な質の高いデータが得られる

8,823人

22,623人

22,504人

1,671人 4,309人779人 1,294人

9,471人

イラスト制作 橋本さと子
2017年6月28日現在
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地域住民コホート調査は、
 自治体の特定健康診査会場等で協力のお声がけを行い、採血・アンケート調査等を実施
 地域支援センター、サテライトでも採血・アンケート調査・詳細調査を実施

15万人以上のコホート調査への協力

三世代コホート調査は、
 産院にGMRCが常駐し、地域支援センターで詳細調査を実施した
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① BioVU (米)
患者 30万人 2007年～

② Kaiser biobank (RPGEH)
保険加入者 50万人 2011年～

① バイオバンク・ジャパン(BBJ 日)
患者 20万人 2003年～

② UKバイオバンク(英)
住民 50万人 2006年～

Biobanking and Biomolecular Resources 
Research Infrastructure (BBMRI、欧州)

バンク試料･データのネットワーク
2008年～

② LifeGene (スウェーデン)
住民 約50万人 2010年～

② China Kadoorie Biobank (中) 
住民 50万人 2004年～

② Korea Biobank Network (韓)
住民 30万人 2008年～

②前向きコホート・バンク

世界の主なコホート・バイオバンク

② Taiwan Biobank (台)
住民 20万人 2005年～

② Precision Medicine Initiative 
(NIH)

住民 100万人 2015年～

① 6NC Biobank (日)
患者・リクルート中 2013年～

②③ 東北メディカル・メガバンク計画 (日)
住民8万人＋出生三世代7万人

2011年～

① KIバイオバンク (スウェーデン)
患者 28万人 2003年～

③ LifeLines (蘭)
非妊婦三世代 16万人 2007年～

①患者コホート・バンク

③家系情報付前向きコホート・バンク

③ deCODE (アイスランド)
家系付コホート27万人

1998年～（最も成功した例といわれる）

① Korea Biobank Network (韓)
患者 20万人 2008年～

 歴史的には①⇒②⇒③と開発されてきた

 患者コホート・バンクは古くより多数存在

 前向きコホート・バンクは超大規模化

 大規模家系付コホート・バンクに期待が集まっている

③ ALSPAC (英)
三世代 1万人 1999年～
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世界の出生から始まる三世代コホートの状況

出生三世代コホートは難しい

東北メディカル・メガバンク機構は世界最大の出
生三世代コホート

ToMMo 2013年開始–2017年リクルート完了

NIH ends longitudinal children’s study（取りやめ）

Nature, 2014

Life studies in UK cancelled （取りやめ）

Nature, 2015



成人：
心血管障害、糖尿病、精神神経疾患（PTSD、うつ病）、認知症、
呼吸器疾患（COPD）、妊娠高血圧症候群

小児：
アレルギー疾患（アトピー性皮膚炎、喘息）、自閉スペクトラム症、
低出生体重児

コホート調査の対象疾患

 説明同意文書では５大疾病として悪性新生物、心臓病、脳血管疾患、糖尿病、認知症・精神

疾患を例として挙げ、体質（遺伝子）と生活習慣の組み合せがどのように病気と関連してい

るかを明らかにする研究である旨を記載している

 特に、被災地住民の間で既に患者数の増加や病状の悪化が確認されている下記の疾患を優先

的な解析対象疾患としている
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地域支援センター(県内７カ所）

■ 地域住民コホートの精密な健康調査の拠点

■ 三世代コホートGMRCの産科医院調査の拠点

地域支援気仙沼センター

センター長 田邉 修

地域支援大崎センター

センター長 鈴木 吉也

地域支援多賀城センター

センター長 寳澤 篤

地域支援岩沼センター

センター長 菊谷 昌浩

地域支援仙台センター

センター長 布施 昇男

地域支援白石センター

センター長 児玉 栄一

センター長 菅原 準一

地域支援石巻センター
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参加者の健康づくりに役立つことが明らかに
なっている項目について、検査結果を回付

長期間追跡調査
疾患発症、死亡（死因）
医療（電子）情報の活用

採血： 協力者全員より34㎖の採血

コホート調査の調査項目

採
血
検
査

末梢血一般
血液像
血糖
HbA1c
GOT
GPT
γGTP
総コレステロール
HDLコレステロール
中性脂肪
尿素窒素
Cr（eGFRとして回付）
尿酸
血清ペプシノゲン
ヘリコバクターピロリ

グリコアルブミン

特異的IgE（5項目）

総IgE

シスタチンC

調査票による生活習慣等の把握

・標準的な調査項目
（運動、飲酒、喫煙、食事、診療情報、人間関係、
女性の健康に関する項目、住所氏名等）

・震災関連項目
（抑うつ、被災状況、ストレス）
・ゲノム関連項目
（体質、出生地等）

地域支援センタ―における詳細検査

特に、身体年齢を調べる検査を実施（希望者のみ）

眼科的検査（眼底・眼軸長・眼圧・網膜断層写真）、MRI検査

聴力検査 呼吸機能検査 家庭血圧 口腔内診察 頸動脈エコー検査

体組成計 踵骨骨密度 脚伸展力検査 タブレットアンケート調査 など

血清 9ml 回付項目は後述 ◆結果回付用

全血 2ml 貧血検査用 ◆結果回付用

血糖測定用 2ml 血糖値、HbA1c検査用 ◆結果回付用

血漿 7ml ヒトゲノム・遺伝子解析用

血清 9ml 血清保存（バイオバンク）用

ヘパリン採血 5ml 血液中の細胞保存用

（検査項目）
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■ 調査後、3－4か月後までに送付

■ 例えば、ヘリコバクター・ピロリ菌感染による胃がんリスクなど、対応

可能な健康上の課題をお知らせした対象者は多数

■ 個別の結果についての相談窓口（電話サービス）を設けており、多くの

相談がある

■ 地域ごとに結果回付の見方などを中心とした、説明会を実施中

結果回付シート回付

コホート調査回付シートの個人への回付
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健康調査参加者からの声：地域への貢献

健康を見直す機会となりました。異常値又は改善すべき生活は遠慮なくお知らせ下さい。今
後とも宜しくお願いします

未来の医療に向かって、頑張って下さい。当日は本当にお世話様でした

ありがとうございました。普段の市の検診ではわからない肺年令とか足の強さ他そして事前
のアンケート以外に（ちょっと面倒だったけど）タブレットによるアンケート結果とかを別
にしてくれたスタッフの人、実施してくれた全員の人に感謝します

初めての検査が多く、自分の体を知るという意味で結果の回付が楽しみです

私は脳出血家系で主人はガン家系です。子ども達の為にも遺伝子レベルでの治療、予防が
発展していってくれることを望みます。ありがとうございました。よろしくお願いします

２週間連続で血圧測定し、自分の健康管理している自覚ができ、これからも続けて測定して
いくつもりです

今後も定期的に調査に協力したいと思います。子どもや孫にも受けて欲しいと思っています

調査でピロリ菌がいるとの結果が返ってきたので受診したところ、内視鏡で早期胃がんが
発見された。幸い発見が早かったため、内視鏡で切除することが出来た。本当に感謝してい
ます
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平成29年度からの追跡調査

１．調査票による追跡（郵送・Web）
➢ コホート参加者全員に対し、定期的（１年～２年に１回）に新規罹患状況等を確認。
➢ 必要に応じて住民基本台帳閲覧等を行い、90％以上の追跡率を目指す。

２．医療情報活用
➢ 地域住民コホートの国民健康保険加入者（約56,000人）の特定健康診査情報や医療費情

報を取得、分析。
➢ 地域の基幹病院やみやぎ医療福祉情報ネットワーク（MMWIN）等と連携して、参加者

の医療情報を電子的に収集し、精度の高い疾患登録を行う。

３．公的データ・発症登録
➢ 関係機関と調整を行い、乳幼児健診データ、地域がん登録データ、人口動態統計データ

等を活用する。
➢ 医療機関の協力を得て、発症登録票への記載やカルテ転記を行う。

４．対面型調査（詳細二次調査）
➢ 地域支援センター／サテライトに来所いただき、生理機能検査、バイオバンク用の試料

取得（採血）等を行う。（参加者の7割程度の来所を目標とする）
➢ 企業等の協力を得て、アドオン（追加）コホート調査を実施する。

以下の追跡調査については、参加者からの同意を得ており、平成29年度より本格的に実施する
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仙台子どもけんこうスクエア開所（2017年６月１日）

 H29年度は出生児の兄姉が対象（５歳、10歳、16歳）
H30年度からコホート調査期間の出生児（調査時5歳）対象

眼の検査 聴力検査

ヘッドフォン

歯科
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バイオバンク構築とゲノム・オミックス解析
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バイオバンクとは

バイオバンク整備は社会的に有益

 大規模な試料と情報の集積が疾患発生メカ

ニズム解明や効果的な予防法・治療法の開

発に重要

 国民の健康・福祉の向上、科学研究の発展、

経済における国際競争力の維持等において

必要不可欠

バイオバンクとは、人体に由来する試料と情報を匿名化し、体系的に収

集・保管・分配するシステム

December 2016

総計 2,679,800 本の試料を保管

TMMバイオバンクの試料保管容量・能力
総計 5,800,000 tubes

Vapor-Phase Liquid 

Nitrogen

– 180 ˚C     1,300,000 

tubes

Automatic Storage System  

+ 4˚C 1,070,000 tubes 

– 80˚C 3,465,000 tubes



ToMMoは複合バイオバンク
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複合バイオバンク

（Integrated Biobank）

＝ 解析センターを併設したバイオバンク

生体試料の分譲による枯渇を防ぐ

→ ゲノム、エピゲノムと
トランスクリプトーム

血液、血漿、血清、尿、血液細胞

血液細胞由来のDNAとRNA

→ メタボロームとプロテオーム

ゲノムDNA

血液と尿

ISO9001取得（2015.06）
ISO27001取得 (2016.03) 

作業の自動化とLIMS導入で信頼性の高い

データ管理

 データのQuality Controlを徹底

 LIMS*の導入により信頼性の高いデータ
管理と低いエラー率を実現

*Laboratory Information Management System  膨大なデータを多くの研究機関（含民間）で活用できる

 分譲審査は外部委員による委員会で実施

 手数料程度の実費

 知的財産は基本的に分譲先に帰属
 我が国の共用資産として、今後 AIはじめ叡智を結集して

利活用可能

試料・情報分譲を実施中



 コホート調査への参加者の血液から血清、血漿、バフィーコート、単核球試料を処理し保存、

一部の参加者については、尿・母乳も保存

複合バイオバンクの構築

 一部の参加者については DNA 抽出とともに、不死化細胞・増殖細胞の作成を行っている
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統合データベース dbTMM の開発

統合・知識データベースには大規模ゲノムコホート調査由来の、

1. 基本情報（性別、年齢等）2. 生化学検査情報 3. ゲノム・オミックス情報 4. 質問票情報

5. 生理学検査情報 6. MRI検査情報 など

が格納されており、試料・情報分譲申請をして分譲を受けたい情報があるかを検索することができる

 本データベースは、定められた登録・審査の手続きを経て全国の研究者に利用される

 全ゲノム配列解析情報等に非常に強力な機能である“大規模データ向け高速検索”や“検索後層別化集団の統計学

的自動特徴付け”等の新たな機能が搭載されている

バイオバンクでは基本属性情報や診療情報、検体情報等を管理する一方、
ゲノム・オミックス情報は他機関の解析センターにて別管理

健康調査及び解析情報を

統合してフェノタイピン

グをすることで、正確な

層別化の提供が可能にな

り、ゲノム医療実現化の

推進のプラットホームと

しての利用が期待される
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Missing Heritabilityを克服するためには

ゲノムコホート研究に以下の要素を盛り込むことが重要

家系情報

サンプル数の増加

全ゲノム解析とオミックス解析

人生初期からの環境要因把握

正確な表現型の把握

変異と環境の統合解析

ゲノム医療実現に必要な研究の方向性

Missing Heritability（失われた遺伝率）の克服が重要

遺伝子変異と疾患を繋ぐエビデンスが圧倒的に不足している
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deCODE の特徴

全ゲノム解読とそれに基づくアレ

イ解析に広範な家系図を用いた解

析を組み合わせて、次々と疾患関

連遺伝子を特定している先進モデ

ルであるが、企業が実施している

点での限界もある

アイスランド

deCODEジェネティクスTMMのゲノム解析研究戦略

地域住民コホート

日本人ゲノムリファレンスパネル

ジャポニカアレイ

三世代コホート
（再構成された大規模家系）

数百個の変異からの絞り込み

アソシエーション解析

ゲノムインピュテーションにより全ゲノム補完解析
多くのコホートへの適用して大規模データを得る

トリオ解析など家系情報を利用した疾患関連遺伝子の絞り込み
De novo変異の解析
産科・小児疾患への取り組み

疾患NGS解析のフィルターの役割
エスニックアレイの作出

数千人の全ゲノム解析によるリファレンスパネル作製
被災地住民の長期健康調査

遺伝子-環境相互作用の解明

TMMのコホートデザインの特徴

 TMMのコホートはMissing Heritability（失われた遺伝率）の克服に向けて設

計されている

地域住民コホートを基盤とした全ゲノム解読とそれに基づくエスニックアレイ

作出、同アレイを用いた疑似全ゲノム解析に三世代コホートを用いた家系解析

を組み合わせて、疾患関連遺伝子の特定と検証を目指す先進モデルである

リファレンスパネル
拡充による精度向上
（3300人→8000人）

三世代コホート
数万個の変異からの絞り込み

大規模遺伝-環境相互作用解析
他コホートとの連携

29



30

ヒトのゲノムは 30億 （3ｘ109）塩基対よりなるが

個人間では 3百万（3ｘ106）塩基対

1つの人種内では 4千万-5千万（4-5ｘ107）塩基対

ほどの変異（SNVs）があると推定されている

これらの遺伝子変異が個人の体質や疾患への罹患率・感受性を規定している

稀な頻度の変異（稀少変異）ほど疾患への関連性が高いと推定されている

SNPsは頻度がおおよそ１％以上のもので、集団中で安定して遺伝しているもの

SNVsはより幅広い「遺伝子の１塩基変異」を表す言葉

ヒトの遺伝子多型・変異
SNPs（Single Nucleotide Polymorphisms）

SNVs（Single Nucleotide Variations）



東北メディカル・メガバンクにおけるゲノム解析

3554人分の全ゲノム解析が完了

 単独の施設、単一の方式で 遺伝的に均質性の高い国民集団を高精度に解析した事例は世界初

3800万個の遺伝子変異 / 2600万個を越える新規変異を同定・収集

 新たに発見された変異の多くは比較的希な頻度 （頻度 1％以下）のもの

 平成27年12月15日に1070人分の頻度について公開

 平成28年6月15日に２049人分の情報を公開

 平成28年9月28日に3554人分の情報を公開

31Nagasaki et al, Nature Commun 2015

NBDCおよびToMMoポータルサイトで公開

宮田 満（日経バイオテク2015-1217）

 東北大学が展開している東北メディカルメガバンク（ToMMo）が、日本人1070人の全ゲノム解析から発見

したSNPs（一塩基多様体）の第2回の公開に踏み切りました

 前回は集団で5％以上存在するSNPsを公開しましたが、今回は頻度5％未満から0.047％以上の頻度存在す

るSNPsを公開しました

 実はこうした集団に低頻度存在するSNPsには日本人特有のSNPsが多く存在しており、我が国の疾患関連

遺伝子やバイオマーカーの探索にとって強力な武器となります

 独占の誘惑を振り切り、遅滞なく公開に踏み切ったToMMoの決断は賞賛されるべきであると思います。ま

た、我が国でも日本人のデータに基づく、ゲノム医療の基盤整備が着実に進んでいる象徴ともなるでしょう



TMM 全ゲノムリファレンスパネル

配列変異（Sequence Variation）の存在場所とその頻度の情報

 医学・生命科学研究の促進に貢献する

 難治性疾患や未診断疾患の患者に対するクリニカルシークエン

ス解析の際に必須の対照配列情報（リファレンスゲノム情報）

となる

エスニックアレイによる個別化予防研究の促進

日本人向けのゲノム詳細解析用アレイを作製して、疑似全ゲノムシークエンス解析

を可能にする

「層別化した創薬」の促進支援にも活用できる

立ち後れている本邦での、ゲノム基盤に立脚した個別化創薬の推進の基盤となる
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 高品質の東北メディカル・メガバンク全ゲノム参照パネルからデ
ザインしたもの

 SNP数を最小化しつつ疑似全ゲノム解読を可能にする

 多くのコホート研究に活用され、個別化医療・個別化予防の普及
による社会の活力向上に資することが期待される

ジャポニカアレイ®

日本人向けに高度に最適化したDNAアレイの作出

東芝から2014年12月1日に

ジャポニカアレイV1.0が上市

NGSによる全ゲノム解析
（20-30万円/人)

ToMMo全ゲノム
リファレンスパネル
1000人（平成25年）
3000人（平成29年）

ジャポニカアレイによる解析
（2万円台/人)

SNPアレイに
載っていない

統計的に補完

アレイで検出

連鎖不平衡を利用
ジェノタイプ インピュテーション
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コホート参加者の血漿からプロテオーム/メタボロームの統合解析を実施して、結果を公開中

 一般住民501人分の血漿中代謝物の濃度分布やタンパク質の頻度分布を明らかにし、日本人多
層オミックス参照パネル（jMorp）として2015年7月2日に公開

 2016年8月に1,008名まで拡張 (jMorp2016)

 2017年8月に5093人に拡張（ jMorp2017）

コホート参加者1,008人の血漿中の代謝物やタン
パク質の平均値や分布情報を公開

コホート参加者のオミックス解析結果を公開中

項 目 公 開 内 容

基本情報 性別・年齢・BMIの分布

NMRメタボローム解析 37代謝物の定量値の分布

MSメタボローム解析 同定された数百種類の代謝物の名称と頻度分布

MSプロテオーム解析
同定された数百種類のタンパク質の名称と検出
された人の割合

jMorp2017 公開開始！

2015年7月2日のサイト公開以

来、本年1月5日までに、

86か国から、

延べ6,198のセッション、

37,968のページビュー

Japanese Multi omics reference panel  (jMorp)

34



■ バイオバンクのシステム管理や情報の匿名化管理、スパコン運営、

ゲノム解析など各種解析に多くのスタッフが働く

様々な職種が事業を支える

■ 歯科医師、看護師、臨床検査技師、GMRC等が健康調査に従事している
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東北メディカル・メガバンク計画の今後

未来型の個別化予防の実現に向けて

36



研究者がTMMから利用可能な試料と情報

 DNA、血清、血漿、尿、細胞

 ゲノム配列情報/多型情報等（スパコンでの制限公開）

 疫学情報（産科的疾患、家系付横断解析に関する基本情報（性別・年齢等）, 生化学検査

情報, 調査票情報）

 「dbTMM」の利用

約23,000人分の基本属性情報、健康調査情報、ゲノム情報の分譲を開始（2017年6月）

■申請書による審査を経て利用可能

■オープンアクセス

■Japanese Multi Omics 
Reference Panel

■３層オミックス参照パネル
（岩手医科大IMM）

■Integrative Japanese Genome 
Variation Database

公開データダウンロード数

全ゲノム頻度情報
約5,000件以上

基準ゲノム配列
200件以上

37
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遠隔セキュリティエリア設置とその進捗

 東北メディカル・メガバンク計画の膨大な

データと計算資源に高度なセキュリティを

保って遠隔地からアクセス

 幅広いデータシェアリングに貢献

岩手医科大学

東北大学

DBCLS

東大医学部

製薬協

神奈川県

長崎大学

8拠点で
運用中

滋賀医大

関西地区国立大学

理研AIP

6拠点以上
で準備中

中京地区2

中京地区1

沖縄

●高度セキュリティエリアからスパコンへのVPN回線によ
るリモートアクセスの運用
●ゲノム解析データはじめ多様なデータを安全に共有

成育医療セ
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ゲノムプラットフォーム連携センター

40

拠点形成による
学際的人材育成

Wet ←→Dry

ゲノムプラットフォーム連携センター
（2016年7月設置）

オールジャパンでの解析支援体制

研究交流の拠点化

企業とも連携

Ａ大学
Ｂ病院 Ｃ研究所 Ｄ大学

循環型研究者育成

支援

研究

ＯＪＴ：若手研究者育成
→ RAから研究者へ

OJT: on the job training

ジャポニカアレイの
インピュテーション
サービス実施中

東北大学大学院
情報科学研究科

東北メディカル・
メガバンク機構 東北大学大学院

医学系研究科

組織としてはメガバンク内に設置し部局横断的に運営
実データを利用し
た実践的人材育成



プレスリリース 2016年11月15日

大気汚染物質がアトピー性皮膚炎の症状を
引き起こすメカニズムを解明

‐ 痒みの制御をターゲットとした新規治療法開発の可能性 ‐

東北大学大学院医学系研究科
日高高徳 小林枝里 鈴木隆史 舟山亮
長島剛史 藤村卓 中山啓子 相場節也
山本雅之

信州大学医学部 皮膚科学教室
小川英作 奥山隆平

東北メディカル・メガバンク機構
山本雅之
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大気汚染物質がAhRを活性化させるとかゆみ過敏性が生じ
アトピー性皮膚炎の症状を引き起こす

42
Hidaka et al, Nature Immunol 2017

AhR: Allyl-hydrocarbon Receptor

ダイオキシンレセプター

Artemin

神経軸索成長因子



アトピー性皮膚炎

遺伝要因 環境要因

アトピー性皮膚炎は様々な要因が絡む複雑な疾患

病因解明や予防法・治療法の確立には

遺伝・環境要因両方の大規模な解析が必要

■ 皮膚バリア機能を

弱くする遺伝子変異 ■ 大気汚染物質

■ AhR/arteminの働きを

強くする遺伝子変異？

AhR
活性化

43

Hidaka et al, 

Nature Immunol 2017



東北メディカル・メガバンク計画の今後の展望

被災地の健康管理への貢献

• 約15万人の参加者を対象にした追跡調査、二次調査、診療情報収集

• 分析結果の自治体等への提供

ゲノム医療研究の基盤構築

• 約15万人規模のゲノム解析（ジャポニカアレイの活用）

• 8000人の高精度全ゲノム参照パネル構築

• 国際標準的なオミックス解析手法の確立

• 収集した試料・情報の早期の分譲

• スパコン等ゲノム解析基盤の供用

個別化医療・個別化予防の先導モデルの構築

• 遺伝情報回付パイロット研究の推進

• 高血圧、アトピー性皮膚炎、脳梗塞等の疾患発症リスク予測手法の開発

ゲノム医療実現のための環境整備等への貢献

• 人材育成、遺伝リテラシー向上、倫理的課題への取り組み

東北メディカル・メガバンク計画の第2段階の推進に係る基本方針（中間とりまとめ）

平成28年8月16日 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
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東北メディカル・メガバンク機構で活躍する人々

他に25名の室長や７名の地域支援センター長合計約380名のスタッフ
（GMRC / TCFを含む）

GMRC: genome medical research coordinator

TCF: ToMMo clinical fellow
45

機構長

山本 雅之

副機構長

呉 繁夫

木下 賢吾

機構長特別補佐

八重樫 伸生（東北大学病院長）

田中 博

小林 忠雄

バイオバンク事業部

峯岸 直子 （事業部長）

鈴木 洋一 （副事業部長）

ゲノム解析事業部

山本 雅之 （事業部長）

木下 賢吾 （事業部長代理）

小柴 生造 （副事業部長）

長崎 正朗 （副事業部長）

ゲノムプラットフォーム連携センター

木下 賢吾 （センター長）

田邉 修 （副センター長）

田宮 元 （副センター長）

子どもコホートセンター

呉 繁夫 （センター長）

峯岸 直子 （副センター長）

栗山 進一 （副センター長）

小林朋子 （センター長補佐）

総務・企画事業部

樋口 晋一 （事業部長）

長神 風二 （副事業部長）

布施 昇男 （副事業部長）

川目 裕

橋詰 拓明

田宮 元

安田 純

鈴木 吉也

コホート事業部

呉 繁夫 （事業部長）

栗山 進一 （副事業部長）

菅原 準一 （副事業部長）

寳澤 篤

富田 博秋

瀧 靖之

坪井 明人

児玉 栄一


