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論 文 内容 の要 旨 

【緒言】 
 近年、世界中でアレルギー性鼻炎（AR）が一般的な疾患として認識され、先進国では

AR の罹患率が過去 20〜30 年間で急増している。我が国では、AR のうちスギ花粉症の罹患

率が、1998 年からの 10 年間に 10.3%上昇している。AR に特有の症状としてくしゃみ、鼻

漏、鼻閉が挙げられるが、これらは日常の活動や仕事の生産性、睡眠の質に影響を与えて

いることが明らかになっている。また、小児では学習や行動、注意機能などとの関連も報

告されており、AR による広範なヒト集団の QOL 低下が懸念されている。 
 AR の分子生物的なメカニズムを理解するためにゲノムワイド関連解析（GWAS）が盛ん

に行なわれてきたが、これらはすべて白人集団を対象とした研究に限定されてきた。その

ため、アジア人やアフリカ系アメリカ人のような異なる人種集団での研究の重要性が示唆

されている。日本では候補遺伝子に焦点を絞った研究が数件報告されているが、ゲノムワ

イドに花粉症をはじめとする季節性 AR と関連する遺伝子を探索した研究は行われていな

い。 
 本研究では日本人集団の花粉症と関連する一塩基多型（SNP）を特定することを目的と

した。また、さらに花粉症の分子生物学的な背景も明らかにするために、遺伝子およびパ

スウェイレベルでの解析も実施した。 
 

【対象および方法】 
 本研究は、日本多施設共同コホート研究（J-MICC Study）に参加している 2 つの独立し

た施設で収集された検体およびデータを使用した。第一段階としてスクリーニング（探索

研究）、第二段階としてスクリーニング結果の確認（検証研究）を行う。 
 探索研究では J-MICC Study の大幸研究のデータのうち、花粉症に関する情報がある 766
名（男性 231 名、女性 535 名）を対象とし、自記式質問票から三つの花粉情報（花粉症の

有無、スギ花粉症の有無、ヒノキ花粉症の有無）を収集した。 
 検証研究では探索研究の結果を確認するために、J-MICC Study の静岡-桜ヶ丘研究のデー

タを使用した。581 名（男性 360 名、女性 221 名）の参加者を対象とした。静岡-桜ヶ丘研
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究では花粉症の有無のみを収集した。 
 DNA サ ン プ ル は BioRobot M48 Workstation によって自動抽出され、 Illumina 
HumanOmniExpressExome ver1.2 platform によって 964,193 SNPs が同定された。QC 終了

後、最終的な対象者は 731 名（探索研究）および 560 名（検証研究）であり、対象とした

SNP は 570,398 SNPs であった。 
 すべての統計解析は、R（ver 3.3.1）および PLINK（ver 1.07）で実施した。花粉症と

SNP との関連を調査するために多変量ロジスティック回帰分析を実行した。SNP は相加的

なモデルを仮定した下でコード化され、年齢や性別、上位 5 つの主成分とともに分析に用

いられた。有意水準は< 5×10–8を“genome-wide significant”として、1×10–4を“suggestive 
significant”とした。 

 本研究では遺伝子やパスウェイ内の SNP set とアウトカムの関係を探索するために

sequence kernel association test（SKAT）を用いた。遺伝子レベルの SNP set は USCS Genome 
Browser（GRCh37）database に、パスウェイレベルの SNP set は Kyoto Encyclopedia of Genes 
and Genomes（KEGG）Pathway Database に基づいて形成した。本研究では、KEGG のデー

タベース内で、花粉症と関連が見込まれる 10 個のパスウェイに絞って調査した。探索研究

の P 値は Benjamini-Hochberg 法を用いて、false discovery rate（FDR）を補正した Q 値を求

めた。FDR 補正後の有意水準は Q < 0.25 とした。探索研究で有意水準を通過したものを検

証研究では確認した。検証研究での P 値は補正なしで表示している。 
 

【結果】 
Single SNP analysis 
 研究対象者の平均年齢は 53.1±10.6 歳（探索研究）、50.2±9.4（検証研究）であった。探

索研究では男性が 30.4%を占めるのに対し、検証研究では 61.4%であった。探索研究で

は、いずれの花粉源に対する解析でも“genome-wide significance”に到達する SNP は見られ

なかった。しかし、123 個の SNP が“suggestive significance”に到達した。検証研究でその再

現性を確認したところ、6 つの有意な SNPs を同定した。そのうち、4SNPs（rs11975199
（OR=0.76, P=0.024）、rs11979076（OR=0.75, P=0.021）、 rs11979422（OR=0.76, P=0.024）お

よび rs12669708（OR=0.77, P=0.034））は両研究で同じ効果の向きを示した。 
 
Gene-based analysis 
 探索研究において、2 つの遺伝子群（PHF13 と KLHL21）がヒノキ花粉と“suggestive 
significance”を示した（Qlinear = 0.244, 0.244）。しかし、検証研究では両者とも有意な関連を

示すことはなかった（Plinear = 0.489, 0.459）。 
 
Pathway-based analysis 
 探索研究で、NLR signaling パスウェイがヒノキ花粉症との間に有意な関連を示した

（Qlinear = 0.025 and QIBS = 0.045）。TNF signaling パスウェイはスギ花粉と示唆的な関連を示

した（Qweighted.linear = 0.231）。検証研究においては、どちらのパスウェイともに示唆的な関連

を示した（Plinear < 0.1）。これらの結果から、二つのパスウェイは花粉症と関連のある候補

パスウェイである可能性を示唆した。 
 
Retrace analysis 
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 パスウェイレベルの解析で示唆的な関連を示した 2 つのパスウェイ内の遺伝子に絞って

解析を行った。TNF signaling パスウェイには有意な遺伝子は見られなかった。一方で、

NLR signaling パスウェイには 6 つの遺伝子の Q 値が 0.25 未満に到達した（探索研究）。検

証研究では、このうち IL-1B のみが有意な関連を示した（P linear = 0.022、PIBS = 0.027）。した

がって、IL-1B 内で花粉症と関連する SNP を同定するためにさらに解析を進めた。ここで 2
つの SNP（rs3917368 と rs1143633）が探索・検証両研究で有意な関連を認めた（P < 
0.05）。 
 

【考察】 
 本研究では、独立した集団のデータを探索および検証研究として利用し、花粉症と関連

のある 2 つの遺伝子多型を同定した。 
 本研究には 3 つの強みがある。一つ目に、日本人集団を対象とした初めての GWAS とい

う点である。二つ目に、日本の季節性 AR の主要なアレルゲンであるスギやヒノキを対象

とした点であり、アレルゲン特有なメカニズムを明らかにする一助となる可能性がある。

三つ目に、従来の SNP 解析だけでなく、遺伝子およびパスウェイレベル解析を実施した点

である。これらの解析手法は通常の single SNP GWAS の結果を増強する点で有用である。 
 2 番染色体上の IL-1B 領域にある 2 つの SNP（rs3917368 と rs1143633）が探索および検証

研究で花粉症と関連を示した。 rs1143633 については、過去に上流に位置する SNP
（rs1143634）と AR の関連が報告されている。さらに rs1143634 は IL1B の分泌を増加させ

ることも知られている。これらの先行研究から、今回関連を示した rs1143633 の近傍にあ

る rs1143634 が IL1B の分泌量に変化をもたらしているという考察もできる。rs3917368は、

手の変形関節症の研究において、rs3917368 は IL-1B の転写量を変化させる SNP（rs16944）
と強い LD にあることが判明している。実際に本研究のデータでも中程度の LD を示したこ

とから、rs3917368 は rs16944 と LD の関係にある、IL-1B の転写量を調節することで花粉症

との関連を示した可能性がある。 
 本研究の限界は 2 つある。一つ目に、花粉症の表現型の定義に臨床的な診断で広く用い

られている血液検査や皮膚プリック検査ではなく、自記式質問票を用いた点である。しか

し、AR の研究で質問票と血液検査での表現型の一致性は報告されているものもある。二つ

目に、従来の GWAS と比較して、サンプルサイズが小さい点である。それが過去に報告さ

れた花粉症関連 SNP を発見することをより難しくした一因であると考えられる。 
 

【結語】 
 本研究は日本人集団で花粉症と関連する 2 つの遺伝子多型を同定した。また、今回実施

した遺伝子およびパスウェイレベル解析の結果により、花粉症の分子的なメカニズムを明

らかにする一助となり得る。 

 


