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プロジェクト概要 
 作成日  
制度・プログラム名 健康維持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研究プログラム 

事業（プロジェクト）名 遺伝子多様性モデル解析 ＰＪコード  

事業担当推進部室・担当者 バイオテクノロジー開発室 畑森 晃 

事業の概要 

 

自己免疫疾患及び糖尿病、がん、摂食障害をモデル疾患とし、日本人を対象に患者と一

般日本人集団（健常人）のサンプルを収集し、全ゲノム上からマイクロサテライトや SNPの
タイピングを行う。得られた多型情報から疾患感受性遺伝子および薬剤感受性遺伝子を
効果的に同定するためのモデル疾患関連情報ＤＢの構築及び遺伝統計学的解析ソフトウ

ェアの整備を行う。これらＤＢとソフトウェアからなる知的基盤を用いてモデル疾患の疾患
感受性遺伝子および薬剤感受性遺伝子の同定を行い、その結果を踏まえフィードバック
的に知的基盤の改良、高機能化を図る。 

１．事業の目的・政策的位置付
けについて 
【ＮＥＤＯが関与する意義】 
【実施の効果（費用対効果）】 
【事業の背景・目的・位置付け】 

近年、塩基配列解析技術の進歩とともにヒトゲノムの塩基配列解析が猛烈なスピードで行
われ、現在、その全塩基配列は殆ど解析されている。また、ヒトは全て同じゲノム情報を
持っているのではなく、個人間で異なる部分（以下、「遺伝子多型」という。）を多数持ち、

個々人の特徴を表している。本事業では、情報利用環境の整備・高度化を具体的にかつ
効率的に実施するため、選択されたモデル疾患に係わる遺伝子多型情報等を取得すると
ともに、この遺伝子多型情報等から病気の原因となる疾患感受性遺伝子や薬剤感受性

遺伝子（以下、「遺伝子型」という。）と疾患やアレルギーの有無等として現れる表現の違
い（以下、「表現型」という。）とを関連付ける手法を確立することにより、それに伴う解析技
術の開発及び有効活用可能なデータベースを構築することを目的とする。 

２．研究開発マネジメントにつ
いて 
【事業の目標】 

モデル疾患関連情報ＤＢを構築し、遺伝子型とその表現型とを関連付ける各種遺伝統計
学的手法を用い、全ゲノム上から疾患感受性遺伝子や薬剤感受性遺伝子を探索できる

情報解析システムを構築する。このＤＢや情報解析システムを用い、各モデル疾患ごとに
関連する疾患感受性遺伝子や薬剤感受性遺伝子を同定する。 

主な実施事項 Ｈ12ｆｙ Ｈ13ｆｙ Ｈ14ｆｙ Ｈ15ｆｙ Ｈ16ｆｙ  

遺伝子タイピング 
自己免疫･糖尿病部門       

遺伝子タイピング 

摂食障害部門       

DB/情報解析 

・アルゴリズム開発部門       

ジェノタイピング 
・発現解析・情報解析部門       

【事業の計画内容】 

 

成果のとりまとめ       

（単位：億円） H12fy Ｈ13ｆｙ Ｈ14ｆｙ Ｈ15ｆｙ Ｈ16ｆｙ 総額 

（当初） 32.5 7 11.2 9.8  60.5
一般会計 

（実績） 32.5 5.8 11.2   49.5

（当初） 32.5 39.5 50.7 60.5  60.5

【開発予算】 

総予算額(計) 
（実績） 32.5 38.3 49.5   49.5

【開発体制】 
経産省担当原     課製造産業局 生物化学産業課 
運営機関       新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 国立遺伝学研究所 生命情報研究センター長 五條堀孝 
委託先       （社）バイオ産業情報化コンソーシアム 
参加企業       中外製薬、日清紡、東洋紡、ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾊﾞｲｵｼｽﾃﾑ、 

山之内製薬、富士通、三菱総研、日本電気、 
三井情報、日立ソフト、NTT データ、（財）癌研究会 

共同研究先  東海大学、徳島大学、東京大学、順天堂大学、東京女子医科大学、 

早稲田大学、国立遺伝学研究所、愛知県立がんセンタ、広島大学、 
産業技術総合研究所、国立国際医療センター、国立精神・神経センター 

【情勢変化への対応】 基本計画の変更：特になし 

【今後の事業の方向性】 
生物資源・情報基盤の整備・拡充を図り、将来、疾病のリスク評価、治療予防技術の開
発、新規医薬品開発、テーラーメード医療等広範なバイオテクノロジー分野での産業競争
力の強化及び活性化に資する。 
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３． 
研究開発
成果 

３－１．遺伝子タイピング自己免疫疾患部門 ①ヒトDNAサンプルの収集JBICおよび各共同研究機関での倫理審査
に基づきサンプル収集体制を確立すると共に、各機関連携のもとに慢性関節リウマチおよび乾癬患者、および健常
人（糖尿病部門と相互に利用）のサンプルを収集し、それぞれ当初計画の 93％、64％および 100％を達成した。ま

た、その一部については、末梢血リンパ球の不死化細胞株樹立に成功し、DNA の安定供給体制を確立した。 ②ハ
イスループット、高精度遺伝子タイピングシステムの確立マイクロサテライトマーカーを用いた、pooledDNA 法による
ゲノムワイドな遺伝子タイピングを進めた。手法については DB・情報解析部門との協力のもとで支援ソフトを開発す

るなどして、システムを数十倍ハイスループット化した。また、マイクロサテライトマーカーのゲノム上の位置に関する
情報を精査することにより、世界で最も精度が高いマイクロサテライトマーカーを設定し、精度においても高いシステ
ムを確立することが出来た。 ③慢性関節リウマチを対象とするゲノムワイド遺伝的相関解析 2次スクリーニング及び

3 次スクリーニングの大半を終了し、既報において示唆されている感受性領域の他に、複数の新規感受性領域を見
出した。 ④ベンチャー１社起業 
 

３－２.遺伝子タイピング糖尿病部門 ①ヒト DNA サンプルの収集 JBIC および共同研究機関での倫理審査に基づき
サンプル収集体制を確立すると共に、各機関連携のもとに糖尿病および健常人（糖尿病部門と相互に利用）のサン
プルを収集した。また、その一部については、末梢血リンパ球の不死化細胞株を樹立した。 ②Even Spacing 

Common SNPs マーカーを使った網羅的２段階別関連解析過去に糖尿病を対象に実施された連鎖解析の文献データ
を網羅的に収集・整理し、そのデータより糖尿病疾患感受性座位を絞り込む。絞り込んだ領域についてマイナータイ
プの対立遺伝子頻度が15 % 以上を示すCommon SNPsをほぼ10kbに１個間隔で設定し、この領域について網羅的

にケース・コントロール関連解析を行う効率的な多因子疾患の疾患感受性遺伝子の探索手法を開発し、特許を出願
した。 ③糖尿病疾患感受性遺伝子探索のための研究の最適化支援システムシミュレーションにより２段階段階的絞
込み法が有効で、その場合の効率的なサンプルの分け方を見出す方法を開発した。 ④疾患関連遺伝子探索情報

解析パイプラインシステム膨大な情報解析を高速に実行するためのハイスループット多型情報解析パイプラインシス
テムの基盤開発した。 ⑤２型糖尿病疾患感受性遺伝子の探索過去のデータより絞り込んだ糖尿病疾患感受性座
位から１領域（27Mb）に焦点を絞り、①～③の手法で解析を行い２つの疾患感受性候補遺伝子を特定した。 ⑥新し

いSNPタイピング手法の開発ASP-PCR法およびCapillary electrophoresisを用いるPCR-SSCP法と呼ぶ新しいSNP
タイピング手法を開発した。 
 

３－３.遺伝子タイピング摂食障害部門 平成１４年度の追加公募により新しく摂食障害部門が設置され、平成１４年
度半ばから以下の研究項目を実施した。 ①各研究機関における倫理審査での承認 JBIC摂食障害部門と国立国際
医療センター研究所および国立精神神経センター・精神保健研究所との共同研究、さらに多数の摂食障害患者を診

療する医療機関を研究協力機関として研究を推進する体制を整えた。また、国立国際医療センター、国立精神神経
センター、さらに JBIC において、研究計画が各倫理審査委員会によりそれぞれ承認された。 ②摂食障害患者のゲ
ノム DNA サンプリング摂食障害に関する遺伝子解析研究の理解と協力を図るために、摂食障害の診療に携わる医

師を対象として、２回、講演会を行った。また、共同研究機関の国立精神神経センターは全国の医療機関と積極的に
コンタクトをはかり、研究協力の要請を行った。その結果、拒食症の弧発例１５５例、過食症の弧発例５０例、および
摂食障害の罹患同胞対１５家系１６組から統一された診断基準、統一されたインフォームド・コンセントの基に、必要

な臨床情報を備えた血液試料の収集が行われた。さらに、共同研究先である国立国際医療センター研究所において
血液試料からのゲノム DNA の調製・保存が行われた。 ③ハイスループットな遺伝子タイピングシステムの構築マイ
クロサテライトマーカーの genotyping の効率化を図り、multiplex 法も併用することにより、１０，０００genotyping/日の

システムの構築に成功した。 
 
３－４．アルゴリズム開発部門 ①Pooled DNAに基づくハプロタイプ推定アルゴリズムプールしたDNAデータから、集

団のハプロタイプ頻度とプールごとのハプロタイプ組合せ分布を推定するアルゴリズムを構築した。また、ＤＮＡプー
ルによるハプロタイプ頻度推定法方法に関し特許を取得した。 ②大規模ハプロタイプ解析 SNPs タイピングデータに
基づいてハプロタイプブロックを決定するアルゴリズムを検討した。 ③ハプロタイプ解析に関する新たな推定手法の

検討新しいハプロタイプ推定の方法としては、PHASE、PL 法などが提案されており、これらの方法についての検討や
試計算を実施した。 ④QTL解析に関するアルゴリズム構築QTL解析については、その理論とアルゴリズムについて
検討を行うとともに、ハプロタイプによる QTL 形質のマッピングの観点から新しいアルゴリズムの検討を実施した。 

⑤Pooled DNA 検定アルゴリズムの検討とソフトウェアの整備各種相関解析手法について調査を実施して整理し、新
手法を含むいくつかの手法による「検定ソフトウェアを整備した。 ⑥遺伝統計学講義およびソフトウェア勉強会遺伝
統計学に関連する各種解析アルゴリズムの紹介を定期的に行うとともに、代表的な遺伝統計学的ソフトウェアである

LINKAGE パッケージ、Genehunter、EH+等の計算モデルについて調査・試計算等を実施した。 ⑦東京大学における
成果•疾患感受性遺伝子同定を目的とする関連研究の最適研究デザイン（SNP数とサンプル数）を検討した。また、ゲ
ノムワイド連鎖不平衡検定に必要な SNP マーカー密度を検討した。 ⑧早稲田大学における成果計算機メモリーの

使用を極力抑えたハプロタイプ解析ソフトウェアとして ldlight の開発を行った。LDSUPPORT と GENEHUNTER の並列
計算機(PC クラスタ)への実装を行った。 
 

３－５．データベース・情報解析部門 最終目標である「疾患関連情報データベースの構築」は下記の 3 つのサブテー
マを設定して推進してきた。 ①遺伝子多様性統合データベースのプロトタイプを構築した。 １）疾患関連情報データ
ベースの核となるデータベース。 ２）ゲノム情報、多型情報、フェノタイプ（臨床情報など）を統合したデータベース。 

３）公的データ及び本プロジェト固有のデータを統合したデータベース。 ②既存ソフトウェアを中心とした遺伝子多様
性解析のための数理解析システムを開発した。これは遺伝子多様性統合データベースのコンテンツの利用環境を提
供し、ゲノムワイドな遺伝子多様性解析における実験計画、多型解析、疾患感受性遺伝子の探索・同定、解析結果

の解釈などの各段階を数理モデルに基づいて支援するシステムである。 ③マイクロサテライトによるスクリーニング
実験のハイスループット化を支援するシステムを開発した。１）遺伝子多様性統合データベースに信頼性の高い疾患
関連情報を提供するための実験支援システム。２）マイクロサテライト及び SNP による疾患関連遺伝子のスクリーニ

ングの各工程を支援するシステム。  
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 ④以下の主要なデータベースを構築した。 １）遺伝子多様性統合 DB 関係：SIAN（SNP 統合データベース）、

WGMP(マイクロサテライト及び SNP をゲノム配列にマッピングした統合 DB)。 ２）実験支援システム関係：
MSMK(マイクロサテライトマーカー管理)、BLOODⅡ（サンプル、不死化進捗管理）、AnalysisDB(プールドサンプ

ルによるマイクロサテライトタイピング実験管理)、Individual DB(個別サンプルのタイピング実験管理)、SNP-DB
（SNP タイピング実験管理） ⑤次の主要な解析ツールを開発・整備した：g-PCR（多型情報のゲノムへのマッピ
ング）Genetic Analysis Library（既存の統計解析ツールを統合したライブラリ）、CLARK(ハプロタイプ推定)、

Apollo(マイクロサテライト検出)、Discovery(プライマ自動設計)、Right(EM 法改善)、ASTAT(相関解析)等 ⑥ベ
ンチャー２社起業 
３－６．ジェノタイピング部門 ①化学療法剤を投与された患者の末梢血よりゲノム DNA を採取し、その SNPs

に関してインベーダー法によるハイスループットな解析を行ない、そのデータを統合データベースであるがんゲ
ノムデータベースに入力した。対象とする SNP は、薬剤代謝酵素遺伝子の多型など、薬剤応答性に関与する
可能性の高いものを選び、優先的に解析を行った。対象とする化学療法剤に関しては、まず

cisplatin,paclitaxcel,irinotecan,5-FU,doxorubicin等の、現在頻用されている化学療法剤を目標とする。現在まで
にインベーダー法を基本とした低価格、ハイスループットで SNPs を解析するシステムを開発および確立しその
検証も終了している。 ②目的とする遺伝子群の選択、それら遺伝子の SNP 情報の検索、そして抽出された

SNP 情報に基づくインベーダー試薬の設計、発注を順次進め、現在までに、薬剤動態関連遺伝子等 298 種、
2768SNPs を決定し、順次解析を進めた。 ③臨床材料に関しては患者血液の収集、および大塚アッセイ研究
所による DNA 抽出が順調に進んでおり、613 サンプルの収集を行い、順次ジェノタイピングを進めている。 ④

その結果、paclitaxcel による骨髄抑制が２つの遺伝子多型と相関することを明らかにした。 
３－７．発現解析部門 ①スタンフォード型マイクロアレイによる遺伝子発現解析システムを整備し、解析システ
ムの開発及び確立を行なうとともに、ヒト遺伝子 1万 5 千種類の cDNA を張り付けた cDNA マイクロアレイを作

製した。さらに、組織切片から癌細胞あるいは正常細胞のみを採取するためレーザーマイクロダイセクションシ
ステムを導入し、組織採取、RMA 抽出・増幅、発現解析のためのプローブ調製等のシステムを確立した。 ②
乳癌、食道癌、胃癌、子宮癌、卵巣癌、頭頚部癌、骨軟部腫瘍、血液系の腫瘍（白血病およびリンパ腫）を対

象としネオアジュバンド化学療法などの術前化学療法を受ける患者の癌における遺伝子発現解析を目的とし
て、臨床医、病理医、遺伝子解析の専門家からなる研究チームを結成し臨床サンプルの収集を行った。また、
肺癌及び膵癌などの難治性癌の疾患遺伝子同定を目的に愛知がんセンターにおいてサンプル収集を行った。 

③現在までに、乳癌、大腸癌の cDNAマイクロアレイによる遺伝子発現プロファイル解析を行い、乳癌に対する
paclitaxcel による術前化学療法施行症例における治療反応群と非反応群を、遺伝子発現プロファイルに基づ
いて分類することが可能であるという結果を得た。 ④腫瘍細胞に生じたゲノム構造異常データベース構築に

おいてゲノム異常スクリーニングを高精度かつ迅速に処理する CGH (comparative genomic hybridization) アレ
イシステムの開発研究を推進した。腫瘍特異的ゲノム異常の大量情報の収集が可能となる CGH アレイシステ
ムの開発を目指し、アレイ CGH の基本技術の確立を行った。 

３－８．情報解析部門 ①患者匿名化システムの開発を行った。検体提供者の個人情報及び、検体情報の匿
名化を行い、個人が識別できないようにした後に、研究側にこれらの情報を渡す機能を持たせたシステムを平
成 13 年度に開発を行い、以後は匿名化作業を継続しながら実運用に即した改良を加えてきた。 ②実験情報

管理収集システムでは、受け渡された匿名化臨床情報を一元的に管理するとともに、実験から得られた各種
情報の管理及び、解析を行うシステムを開発した。 ③統合データベースの構築では、項目数が大容量におよ
ぶデータに対して柔軟な検索が可能で、情報解析を行うためのデータ抽出が簡易なシステムを構築した。 ④

情報解析システムの構築と改良においては、匿名化臨床情報データベース・実験試料管理サブシステムで収
集されたデータに対し、本プロジェクトの各研究目的に応じたデータに対して適切な統計解析手法のアルゴリ
ズムを実装し、実際のデータ解析が行えるプラットフォームを構築し、特許申請をすすめている。 ⑤候補遺伝

子探索のための解析理論および解析プログラムの開発と改良では、マイクロアレイの発現解析から得られる 2
万以上の遺伝子発現情報から候補遺伝子を探索する方法と、３千種におよぶ SNP の中からの薬剤感受性の
マーカーとして役立つ SNP の検出のための方法論の開発を行いプログラミングした。これに関しても現在特許

申請を予定している。 ⑥データ解析による候補遺伝子の抽出では、本事業を通して作成したプログラムを用
いてSNPのデータ解析を行い、患者54名に対して、ある副作用に統計学的に関連が強い候補遺伝子を２種類
抽出した。また、発現情報のデータを基に９の候補遺伝子を抽出した。2002 年末で匿名化を行なった検体数を

集計すると、血液検体 155 例、組織検体 299 検体であり、それ以降の登録を考慮すると平成 14 年度中に 300
検体を超える組織の登録を行なう事ができた。今後、これら患者に対して臨床情報が付け加えて同様の解析
を行っていく予定である。⑦特許申請予定３件 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

(特許・論
文等) 

特許 
主要論文 

４件 
６０件 

 

４． １．遺伝子解析 ①本研究によって構築された、ハイスループットな遺伝子タイピングシステム及びゲノムワイド
遺伝的相関解析の手法は、ヒトの多因子性疾患の解析に極めて有用であり、事業化が可能であると考える。
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実用化、
事業化の
見通し 

今回は、モデル疾患について解析を進めているが、疾患はこれらに限定されるものではなく、様々なヒトの多因
子性疾患に適用が可能である。 ②本研究によって得られた不死化細胞株は、ヒューマンサイエンス財団研究
資源バンクを始めとする公的な機関に寄託される予定であり、より詳細な疾患解析および薬剤開発に幅広く応

用が可能となる。２．情報解析・データベース開発 ①ハプロタイプ解析に関してはソフトウェアを提供すること
も可能であるが、ビジネスとしての可能性も検討するため、受託解析サービスという形態での技術提供を検討
中である。 ②本研究開発の成果として構築する「モデル疾患関連情報データベース」等は、ゲノムワイドな知

見に基づいて疾患関連遺伝子や薬剤感受性遺伝子を同定し、多因子性疾患の解明研究や新薬の開発を行な
うプラットフォームとして広く利用されるものであり公開することを検討中である。 ③癌に関し「実験情報管理
収集システムの開発」における SNP の自動タイピング判定アルゴリズム等も実用化させる事が可能である。 

 

評価履歴 実施時期 H15 年度 中間評価実施 

実施時期 H17 年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・基準 標準的評価項目・評価基準 
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「遺伝子多様性モデル解析」（中間評価） 
評価概要（案） 

１．総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、「高齢者が健康で安心して暮らせる社会を実現するために、
テイラーメイド医療・予防医療の実現や画期的な新薬の開発を目指し、健康維持・
増進に係る新しい産業の創出につなげる」という「健康維持・増進のためのバイオ
テクノロジー基盤研究プログラム」の目的に適合している。これらの研究開発やバ
イオ産業への普及活動は、民間企業のみでは実施困難であるため、本プロジェクト
は、NEDO事業として妥当性が極めて高い。 
多型マーカーを利用した疾患感受性遺伝子や薬剤感受性遺伝子の関連解析を進
めていくためには、情報基盤となるデータベースの整備とそれと連動した統計的手
法・ソフトウエアの開発が重要である。本プロジェクトでは、モデル疾患系でのデ
ータ収集を行いながら、必要性に応じてこれらの基盤を構築しており、情報基盤開
発プロジェクトとしての研究目標・計画は極めて適切である。公的研究所や大学の
みならず産業界も巻き込みながら、プロジェクトリーダーが強力なリーダーシップ
を発揮していることから、マネジメントは高く評価できる。さらにヒトゲノム完全
解読や企業化などの状況変化にも迅速に対応している。 
研究開発成果としては、疾患感受性遺伝子同定のための遺伝学的手法、新規アル
ゴリズムによる情報解析手法、およびモデル疾患関連情報データベースに成果が得
られている。中間評価時点としては既にいくつかの特許申請がなされ、ベンチャー
企業の設立も含めて、新規産業創出化へ向けた取り組みも努力されており最終目標
に確実に近づいているといえる。 
一方、実験部門と情報部門とのさらなる連携、例えば情報部門で開発された解析
アルゴリズム等の実験部門による直接的な取り込みなどが必要である。また情報部
門のグループ間での連携をさらに進めることにより、研究の効率化が期待できる。 

 
２）今後に対する提言 
倫理的問題や知的財産保護などの課題がクリアされるならば、遺伝子タイピング
部門および癌研３部門の研究成果を、実際に解析アルゴリズム開発部門およびデー
タベース情報解析部門において活用し、それが基になって新規で且つ利用価値の高
い解析ソフトウェアやデータベース等の開発につながるような運営を期待する。 
知的財産取得後は、できるものについては、速やかに公開が可能な形でデータベー
スを整備し研究成果の医療現場への普及や産業化を図るべきである。 
そのためには、ＮＥＤＯには、今後は各部門間のシナジー効果がでるように連携
強化を図るため、プロジェクトリーダーが指導権を発揮しやすいような体制を構築
することと、適切な研究予算配分を含めた十分な支援体制を継続することを期待す
る。 
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２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本プロジェクトは、「健康維持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研究プロ
グラム」の目指している「高齢者が健康で安心して暮らせる社会を実現するために、
テイラーメイド医療・予防医療の実現や画期的な新薬の開発を目指し、健康維持・
増進に係る新しい産業の創出につなげる」という目的に適合している。 
また、ゲノム科学を基盤とした新たな医学の創成は、これからの医療を切り開く
うえで極めて重要である。そのためには情報部門と実験部門とが高度に連携し、数
種の特定疾患をモデルとすることにより、より一般性のある解析法を開発すること
や情報の統合を含めたより実戦的なデータベースの構築が必要である。これらの研
究開発やバイオ産業への普及活動は、民間企業のみでは実施困難であるため、本プ
ロジェクトは、NEDO事業として妥当性が極めて高い。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
本プロジェクトはポストゲノム時代に国民が期待しているテイラーメイド医療
実現を目指しており、研究開発目標としてヒトゲノムの多様性情報に基づく疾患感
受性遺伝子探索に関する技術基盤の確立という戦略的目標を立案したことは評価
に値する。目標を実現するために、遺伝因子の関与が高い少数の疾病をモデルとし、
各疾患の解析を担当する個別部門と探索を側面から支持する情報処理手法の新規
開発部門を設定したことは極めて妥当である。 
また、開発実施者には必要な要素技術を有した人材を登用しており、プロジェク
トリーダーはプロジェクト全体を良く把握していることから、マネジメントは高く
評価できる。さらにヒトゲノム完全解読や企業化などの状況変化にも迅速に対応し
ている。 
一方、各部門における研究成果は十分であるが、実験部門と情報部門間の     
連携強化や分業化の面で改善の余地がある。部門長に加え開発担当者レベルでの連
携を強化し、開発全体の効率アップにつなげることが望まれる。 
 
３）研究開発成果について 
各部門の中間目標はおおむね達成しつつあり、プロジェクトの中間時点として十
分な成果が得られている。特に「慢性関節リウマチ」、「２型糖尿病」の疾患感受性
領域同定や、「抗がん剤の顆粒球減少症感受性遺伝子の同定」によってテイラーメ
イド医療への応用やゲノム創薬への波及効果が期待される。また、「ゲノムワイド
な相関解析を高速で行うプールド DNA法」、「疾患感受性遺伝子を探索する網羅的
２段階別関連解析システム」、「抗がん剤タキソールの顆粒球減少症予測システム」
などの解析手法、および「DNAプールによるハプロタイプ頻度推定法」、「がん関
連候補遺伝子探索のための解析プログラム」などの新規アルゴリズムの開発は世界
初のものも見受けられ、成果の意義は極めて高い。 
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但し、いくつかの部門において試料収集がやや遅れているので、更なる努力を要
する。今後２年間では開発した技術の普及や、汎用性の検討、具体的な事業化策の
提案等も必要となろう。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本プロジェクトの成果である解析手法やデータベースは十分実用化可能と判断
できる。関連した研究領域への貢献とともに、医薬関連事業、厚生福祉事業への波
及効果が期待できる。例えば、疾患感受性遺伝子同定法がデータベースとともに確
立され実際に遺伝子が同定されれば、テイラーメイド医療、発症予防など様々な分
野で、産業技術情報として適用可能である。既に成果を基に一部事業化が図られて
おり、その積極性は高く評価される。 
得られた成果は公共財として価値が高いので、知的財産の保障後は速やかに有料
の場合も含めて公開されるべきである。このプロジェクトには日本で少ないこの分
野の人材育成という目的もあるので、若い研究者の育成にも大きく寄与している。 
ただし、成果の実用化のためには、特許戦略や部門間での連携をさらに強化する
とともに、プロジェクト外のグループとの共同研究による成果の確認作業が必要で
ある。また成果の事業化については、経済性を配慮したより具体的な計画策定を望
む。
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個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価    

 
 
 
 

 成果に対する評価 今後に対する提言 

１．遺伝子タイピング自己免疫
疾患部門 
 

現在増加している自己免疫疾患である慢性関節リウマチや治療法の
ない尋常性乾癬における疾患感受性遺伝子同定を目指している。本研
究部門は、自ら配備した 3 万個のマイクロサテライトマーカーを利用
し自己免疫疾患感受性遺伝子の探索へ応用し、着実に卓越した成果を
挙げている。また、ゲノムワイドな相関解析を高速で行うプールド
DNA法の開発に世界で初めて成功し、バイオベンチャー企業（ジェノ
ダイブファーマ株式会社）の立ち上げと合わせて、事業化へのシナリ
オも確かである。 

本プロジェクトの成果を広く普及させるためには、知的財産の確保および
事業化にめどがついた時点で、マイクロサテライトマーカーや SNPSによる
相関解析法の早期の公共化が望まれる。 
また、現在は HLA 領域のみで本手法が有効であるが、一般性を持たせるに
は、今後種々の疾患（膠原病など）に関するゲノムワイドの解析が必要であ
る。さらに、本手法の有効性を上げるには、現在設定されたマイクロサテラ
イトマーカー間での連鎖不平衡を対照試料で検討し、もし見られない場合は、
マーカー間に新たにマーカーを設定することが考えられる。 

２．遺伝子タイピング糖尿病部
門 

高齢化や食生活の変化で今後増大する糖尿病の疾患感受性遺伝子の
同定に対して、マイナーアレルの頻度>0.15 を示す SNPSをゲノム上
に等間隔（10Kb おき）に選択し、疾患感受性遺伝子を探索する網羅
的２段階別関連解析システムを世界で初めて構築したことは大いに評
価できる。また、得られた成果は、多くの「ありふれた病気（common 
diseases）」に応用が可能であり、そのシステムの事業化が期待される。

本研究の成果は、ありふれた病気の疾患感受性遺伝子が、Common 
Disease-Common Variant-Common Originの考え方に合致していることを
示している。今後、本成果を確実にするためには、日本人で抽出した疾患感
受性遺伝子が欧米人などを含む他集団でも同様に疾患感受性遺伝子として機
能しているか否かについて検討する必要がある。また、本手法を用いた全ゲ
ノム関連解析への方向性が期待できるが、コスト面を考慮した技術的開発が
必要である。 

３．遺伝子タイピング摂食障害
部門 

本研究部門は、開始後一年未満のため技術評価に耐えうる成果は十
分に上がっていない。但し、遺伝要因がとりわけ強く、且つ近年増加
している神経性食思不振症をモデルとし、その疾患感受性遺伝子を同
定することに焦点を当てたことは高く評価される。実施者は既に自己
免疫性甲状腺疾患の罹患同胞対解析で成功を収めており、同様の成果
が期待できる。 

残された研究期間が短いため、試料の収集方法に工夫が必要である。例え
ば、臨床チームとの連携を更に強め対象医療施設を増やすことや、臨床的に
は母と児の精神的関係が大きな要因とされている観点から、同胞や家族内で
の検体も増やすことなどが挙げられる。 

４．アルゴリズム開発部門 

遺伝統計学的アルゴリズムの構築については、実戦的な開発が活発
に行われており、多因子疾患の解明に極めて重要な研究である。特に
プールしたＤＮＡデータからのハプロタイプ頻度推定は、費用対効果
の面から有用な手法であると評価できる。また、計算量の増大に対応
できるプログラムの並列化などを進めていることから、今後への期待
が大きい。 

大規模解析については、計算の高速化だけではなく、近似的手法の検討や
並列計算機の活用技術にも力点をおくことが望ましい。 
実戦に即した遺伝統計学のアルゴリズムの開発は、この様な情報部門と実
験部門と連携したプロジェクトで可能と考えられる。疾患感受性遺伝子同定
に向けた新規のパワフルな遺伝統計学的解析手法の開発が切に望まれるとと
もに、開発された解析手法の有効性の評価を実験部門で積極的に行うべきで
ある。 
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 成果に対する評価 今後に対する提言 

５．データベース・情報解析部
門 

疾患関連情報データベースについては、積極的な実験部門へのサポ
ートを行いながら、機能の高い統合データベース構築に向けて、大き
な成果が得られつつある。特に、「実験のハイスループット化を支援す
るシステムの開発」の成果から、実際の現場で使えるものが構築され
ていると評価される。ただし、実験部門へのサポートに比べて、情報
部門間の連携が不十分でありより効率的な協力体制・分業体制が望ま
れる。 

疾患感受性遺伝子同定を目的とした統合データベース構築は今後極めて重
要性が増すものである。健常者日本人集団の遺伝的多様性データを、連鎖不
平衡情報も含めて統合データベースに組み込むことが望ましい。解析ツール
をも含めて統合システムが、プロジェクトの最終成果でありプロジェクトの
成否を握っているといっても過言ではない。今後は、医療現場で実際使われ
るシステムになることを念頭に開発を進めるべきである。 

６．癌関連全体とジェノタイプ
部門 

厳密な基準の基に選択したがん試料のみを集積し、効率的にがんに
関するゲノム科学的なアプローチが組織され、着実に成果が得られて
いる。薬剤感受性候補遺伝子の多型と薬剤副作用の関連を迅速に解析
するシステムの構築と研究成果は、近い将来のテイラーメイド医療へ
の応用・実用化の観点から高く評価される。実用化のためには、統合
がんゲノムデータベース構築の基本構想として、臨床像などのデータ
の取り扱いと既存データベースとの連携範囲などを明確にする必要が
ある。 

抗がん剤の性質や代謝機構から約 300の候補遺伝子に絞って副作用強度と
の関連を明らかにしているが、さらに、薬剤応答性との関連も検討すべきで
ある。 
薬剤副作用に関するサンプルの数が統計学的な処理にはまだ十分でない
が、テイラーメイド医療として成果が早急に期待できる領域と考えられる。
より豊富なサンプルを用いた、より多くの遺伝子座に関する解析が望まれる。
さらに、副作用に関する薬剤感受性遺伝子の探索が一段落した時点で、事業
化への明確なシナリオを描く必要がある。 

７．発現解析部門 

厳密な基準の基に選択した試料（化学療法や放射線療法前後の癌組
織）に対して、cDNA マイクロアレイで遺伝子発現プロファイルの検
討を行い、抗がん剤応答関連遺伝子の探索システムを構築したことは
高く評価される。 
遺伝子発現プロファイルのデータを病理診断など臨床検査サイドへ
のフィードバックが重要である。実際の医療現場での適用を考えると
ゲノム情報のみでなく既存の情報を取り込み、臨床像が明確になるよ
うに、より治療効果や予後を反映したがんの分類を行うことが必要と
考えられる。また、副作用に関する薬剤感受性遺伝子の探索に比べて、
抗がん剤応答関連遺伝子の探索はより多くの困難さが予想されるの
で、一層の迅速化が望まれる。 

がんの遺伝子発現解析と QTL解析をつなげた論文が出るなど、今後がんの
遺伝子発現解析と集団遺伝学的アプローチが融合されてくる兆しが見える。
乳がんで得られた成果を活用して、検証を行い他のがんへ展開することが望
まれる。しかし、我が国の技術的優位性を確保するためには、解析システム
の特許取得よりもむしろ同定した遺伝子の機能上の知見に関する特許取得等
を優先させる必要がある。 

８．情報解析部門    

「患者匿名化システム」、「実験情報管理収集システム」および「統
合データベース」で得られた成果は、疾病表現型と遺伝子データを統
合し、関連解析を進めていく上で大きな効用を持つものと評価できる。
また、癌関連遺伝子の多様性解析に必要となるデータベースと解析シ
ステムを実験部門と密接な連携のもと開発が行われフィードバックも
十分はかられており、実用システムの構築が期待できる。 

統合データベースの構築については、現在の研究方針を元に継続すべきで
ある。一方、「候補遺伝子探索のための解析理論」については、本部門単独で
開発を進めるよりは、アルゴリズム開発部門やデータベース・情報解析部門
との合同検討会などで、更に情報交換を進めることが望ましい。 



 

評点結果  
１）プロジェクト全体に関する評価 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・位置付けについて 3.0 A A A A A A
２．研究開発マネジメントについて 2.5 A A B B B A
３．研究開発成果について 2.5 A A A B B B
４．実用化・事業化の見通しについて 2.5 A A A A B C
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5

3.0

2.5

2.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A ・明確に実現可能なプランあり →A

・
・
・
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よい             →B
概ね適切           →C
適切とはいえない       →D

・実現可能なプランあり    →B
・概ね実現可能なプランあり  →C
・見通しが不明        →D
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２）個別テーマに関する評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ ８つの個別テーマ毎の評点を記載する。 
・ 基本的には、「成果に対する評価」と「実用化、事業化の見通しに対する評
価」を行った。評価の視点は、プロジェクト全体に対する評価に準じて行っ
た。 

・ 「３．遺伝子タイピング摂食障害部門」は、「評価不能」との結果となった。 
 
＜留意点＞ 
「３．遺伝子タイピング摂食障害部門」は、他の部門と異なり平成１４年度の
追加公募により採択され平成１４年８月１日より開始された。従って、研究開
発期間が他の部門より短く実質半年を経過したのみである。よって、十分な成
果を上げるための研究開発期間が取れていないため、他の部門と同様に評点付
けをしていただくのは困難な場合が想定される。よって、「３．遺伝子タイピン
グ摂食障害部門」のみ、下記の視点とした。すなわち「評価することができな
い」と判断した場合は「Ｎ（評価不能）」を選択していただく。 

 

2.3

2.0

2.7

2.5

3.0

2.3

2.7

1.8

1.7

2.3

2.3

2.5

2.0

2.7

0 1 2 3 4 5 6

８．情報解析部門

７．発現解析部門

６．癌関連全体とジェノタイプ部門

５．データベース・情報解析部門

４．アルゴリズム開発部門

３．遺伝子タイピング摂食障害部門

２．遺伝子タイピング糖尿病部門

１．遺伝子タイピング自己免疫疾患部門

評点（点）

成果に対する評価

実用化・事業化の見通しに関する評価
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①①①①成果に対する評価成果に対する評価成果に対する評価成果に対する評価    
Ａ（非常によい）   Ｂ（よい）   Ｃ（概ね妥当）   Ｄ（妥当とはいえない） 

Ｎ（評価不能）※ 
②実用化、事業化の見通しに対する評価②実用化、事業化の見通しに対する評価②実用化、事業化の見通しに対する評価②実用化、事業化の見通しに対する評価    
Ａ（明確に実用可能なプランあり）   Ｂ（実現可能なプランあり） 
Ｃ（概ね実現可能なプランあり）   Ｄ（見通しが不明） 

Ｎ（評価不能）※ 
 
＜成果に関する評価＞ 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．遺伝子タイピング自己免疫疾患部門 2.7 A A B    
２．遺伝子タイピング糖尿病部門 2.3 B A B    
３．遺伝子タイピング摂食障害部門 評価不能 N N N    
４．アルゴリズム開発部門 3.0 A    A A A
５．データベース・情報解析部門 2.5 B   A B A
６．癌関連全体とジェノタイプ部門 2.7 B A A    
７．発現解析部門 2.0 B B B    
８．情報解析部門 2.3 B   B B A
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 
＜実用化・事業化の見通しに関する評価＞ 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．遺伝子タイピング自己免疫疾患部門 2.7 A A B    
２．遺伝子タイピング糖尿病部門 2.0 B B B    
３．遺伝子タイピング摂食障害部門 評価不能 N N N    
４．アルゴリズム開発部門 2.5 A    A B B
５．データベース・情報解析部門 2.3 B   B B A
６．癌関連全体とジェノタイプ部門 2.3 B B A    
７．発現解析部門 1.7 B C B    
８．情報解析部門 1.8 B   B C B
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
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