
１．Common Variants の GWAS      から  、高トリグリセリド  リポ蛋白質  が CAD リス

クに決定的影響を与えると推定

　血漿脂質にマップされた 185 の SNPs(ゲノムワイドの有意差  ''P'' <   5x10-8)と形質

との相関を解析。血漿トリグリセリド（中性脂肪）、LDL-C(悪玉コレステロール)

ならびに HDL-C(善玉コレステロール)の濃度について 188,577 人、冠動脈疾患に

ついては患者群 22,233 人と対照群 46,762 人を対象にデータを収集。統計モデルに

基づいて、変異が血漿トリグリセリド濃度に上昇をもたらす傾向と CAD リスクの

上昇が相関していることを見出し、高トリグリセリド  リポ蛋白質  が冠動脈疾患

(CAD)リスクに決定的影響を与えると推定した。

論 文 １ → Do R,  Willer  CJ  et  al.  Common  variants  associated  with  plasma 

triglycerides  and  risk  for  coronary  artery  disease.  ''Nat  Genet.''  2013 

Nov;45(11):1345-52. doi: 10.1038/ng.2795. Epub 2013 Oct 6. PMID: 24097064 

２　ImmunoChip  と GWAS      によって  、多発性硬化症の感受性遺伝子を新たに 48

種見出す

　多くの自己免疫疾患に関連する遺伝子を解析するために新たに設計した

ImmunoChip  によって、多発性硬化症患者群 14,498 人と対照群 161,311 人の遺伝

子型解析（ジェノタイピング）を行って多発性硬化症と相関がある領域（ ''P''< 

1.0x10-4
）を 135 カ所同定した。この結果を患者群 14,802 人と対照群 26,702 人の

GWAS の結果と照合して、MHC      領域  の外にある 48 種の感受性遺伝子（ ''P''< 

5.0x10-8
）を発見した。また、ベイス推定法における事後確率に対して単独で 50%

以上寄与する SNP が存在する５つの遺伝子座を特定した。

論 文 ２ → International  Multiple  Sclerosis  Genetics  Consortium  (IMSGC). 

Analysis  of  immune-related loci  identifies  48  new susceptibility  variants  for 

multiple sclerosis. ''Nat Genet.'' 2013 Nov;45(11):1353-60. doi: 10.1038/ng.2770. 

Epub 2013 Sep 29. PMID: 24076602 

３　漢民族の GWAS      によって  、原発性シェーグレン症候群の新たな感受性遺伝子

を同定

　患者数が比較的多い自己免疫疾患の一つである原発性シェーグレン症候群の感受

性遺伝子を同定するために 3 段階の GWAS を行った

常染色体上の 556,134 の SNPs を対象として、第 1 段階で患者群 542 人と対照群
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1,050 人のデータを解析し、第 2 段階と第 3 段階でそれぞれ、患者群 665 人と対照

群 864 人、患者群 638 人と対照群 1,863 人のデータを解析した。その結果 7q11.12

上のある新たな感受性遺伝子領域 ''GTF2IRD1-GTF21''を見出した。また、ヨー

ロッパ人の GWAS で得られていた他の感受性遺伝子も確認した。

論文３→Li Y et al.   A genome-wide association study in Han Chinese identifies a   

susceptibility locus for primary Sjogren's  syndrome at  7q11.23.  ''Nat Genet.'' 

2013  Nov;45(11):1361-5.  doi:  10.1038/ng.2779.  Epub  2013  Oct  6.  PMID: 

24097066

４〜６ 加齢黄斑変性症リスクへの寄与が大きな rare variants（比較的低頻度の変

異）について、３つの研究グループが異なるコホートと異なる解析手法で同じ結論

を得た

　加齢黄斑変性症（AMD, age-related macular degeneration）リスクに寄与する

として特定された変異は、補体  C3 遺伝子領域の 155 番目の残基が Gln から Lys に

置換される変異（p.Lys155Gln）であった。Seddon 等は（論文 4）2,493 人規模の

患者群と対照群を対象として、既知の全ての AMD 遺伝子座と関連するパスウエー

における 681 の遺伝子のエキソンの配列を決定し解析を行うことで、変異

p.Lys155Gln を特定した。また、この変異によって C3b  と CFH  の結合度が減少し、

C3      転換酵素  が活性化するとした。Helgason 等は（論文５）2,230 人のアイスラン

ド人の全ゲノム配列を決定して 1,143 人の患者群と 51,435 人の対照群における変

異 3,420 万を検出し、疾患との関連を解析して、既知の common variant の他に

rare variant である p.Lys155Gln を同定し、２種類のコホート解析でそれを裏付け

た。また、論文５と同じく、この変異によって C3b  と CFH  の結合度が減少し、C3

転換酵素が活性化するとした。Zhan 等は（論文６）患者群 2,335 人と対照群 789

人について 10 リンク関連候補遺伝子座の 57 遺伝子の配列を決定し、NHLBI 

Exome Sequencing Project      コホート  からのデータを加えて患者群 2,268 人と対照

群 2,268 人の規模の解析を行い、リスクに寄与する変異 p.Lys155Gln を特定し、こ

れを患者群 4,536 人と 3,787 人の対照群のジェノタイピングで確認した。また、立

体構造のインシリコモデルから、この変異が CFH  と C3 が分解した C3b  との結合

に影響すると予測した。

論文４→Seddon JM et al.   Rare variants in CFI, C3 and C9 are associated with   

high  risk  of  advanced  age-related  macular  degeneration.  Nat  Genet.  2013 
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Nov;45(11):1366-70. doi: 10.1038/ng.2741. Epub 2013 Sep 15. PMID: 2403695

論文５→Helgason H et al. A rare nonsynonymous sequence variant in C3 is 

associated with high risk  of  age-related macular  degeneration.  ''Nat  Genet.'' 

2013  Nov;45(11):1371-4.  doi:  10.1038/ng.2740.  Epub  2013  Sep  15.  PMID: 

24036950

論文 6→Zhan X et al. Identification of a rare coding variant in complement 3 

associated  with  age-related  macular  degeneration.  ''Nat  Genet.''  2013 

Nov;45(11):1375-9. doi: 10.1038/ng.2758. Epub 2013 Sep 15. PMID: 24036949 

７　家族性若年性糖尿病（MODY）遺伝子の rare variants が表現型に与える影響

を評価する

　3 種類のコホート調査対象において、糖尿病、MODY および血糖降下薬投与の有

無が分かっているのべ 4,003 人について７個の MODY  関連遺伝子の配列を決定し、

変異を、MODY  において既知の原因遺伝子変異であるか否かまたは新たな基準

（出現頻度の低さ、保存性およびインフォマティクスで予測したタンパク質への影

響）を満たしているか否かで、MODY  関連変異を判別した。この MODY  関連変異

は、Framingham      研究  と Jackson Heart Studies  の対象群から、それぞれランダム

に選択した集団の 1.5%および 5%の個人に見出された。しかし、そのほとんどが中

年まで正常血糖値を保っていた。このことは、疾患の原因遺伝子の探求における現

在の疾患変異データベースとバイオインフォマティクスの限界を示唆している。

論文 ７→ Flannick  J,  et  al.  Assessing  the  phenotypic  effects  in  the  general 

population of rare variants in genes for a dominant Mendelian form of diabetes. 

''Nat Genet.''  2013 Nov;45(11):1380-5. doi: 10.1038/ng.2794. Epub 2013 Oct 6. 

PMID: 24097065 
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