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HOMED ─BP研究のサブ研究の中で，開始が遅れていた遺

伝因子の検討に関するHOMED ─BP ─GENE研究がようやく

スタートすることとなりました。

ご参加いただく先生のご負担を可能な限り軽減するよう

数々の工夫を凝らしているほか，倫理面への配慮，ご参加の

先生や患者様のメリットなどもございますので，奮ってご参

加くださいますようお願い申し上げます（申込み書は p11）。

ここでは，HOMED ─BP ─GENE研究の簡単なご説明と参

加方法の詳細を述べたいと思います（本誌 no.6，p8のレポー

トもご参照ください）。

●高血圧とゲノムの基礎知識

高血圧患者の 9割は本態性高血圧で，食塩摂取過多や肥満

などの複数の環境因子とともに，複数の遺伝因子によって起

こるといわれています。また，本態性高血圧の成因の 30 ─70

％は遺伝因子によって決定されるといいます。この遺伝子は，

ゲノムと呼ばれる 30億対の塩基（G：グアニン，A：アデニ

ン，T：チミン，C：シトシンの 4種類）の上に存在し，有名

なワトソン・クリックのモデルとして知られる二重螺旋構造

も示しながら，各細胞の核に納められています。

高血圧の罹りやすさを知る手がかりをゲノム上で探すために，

塩基の並び方の個人差を検討します。この中には，塩基が 1

つだけ置換するような一塩基多型（SNP：single nucleotide

polymorphism，スニップと呼ばれる）や，CACACACA……

といった短い塩基が繰り返すマイクロサテライトマーカーな

どが含まれます。

「遺伝子多型」の用語の定義は，「一般集団で一定頻度以上

認められること」とありますので，100人中，何人かが持っ

ているような違いを検討することになります。

HOMED ─BP研究サブスタディ・レポート

HOMED ─BP研究サブスタディ・レポート

HOMED ─BP研究における遺伝因子の検討

HOMED ─BP ─GENE
勝谷友宏 大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学講座講師

荻原俊男 同教授

代表的な遺伝子多型は血液型です。「O型の人は胃潰瘍を

起こしやすい」という論文が発表されていますが，「O型の人

が必ず潰瘍になるわけではない」ことからもわかるように，

疾患の罹りやすさ（疾患感受性）の因子であって，決して「遺

伝子診断」ではないことをご理解ください。患者様への説明

文書にも，遺伝子や多型についての詳しい説明が，わかりや

すく書かれていますので，ご一読いただくとよいかと存じます。

私たちはこれまでにレニン─アンジオテンシン系の遺伝子

多型を中心に，多くの高血圧感受性遺伝子の解析を行ってき

ました。そして，アンジオテンシノーゲン遺伝子のM235T

多型やαアデュシンのTrp 640多型など，日本人は食塩感受

性を高めるリスク型を多く保有していることがわかってきま

した。しかし，降圧薬服用に対する反応性や副作用発現の割

合など，薬の効きやすさなどの手がかりとなる遺伝因子の解

析はほとんど進んでいません。

ご存知のように，HOMED ─BP研究は世界に類を見ない細

かい血圧データを客観的かつ経時的に把握しうる大規模臨床

研究です。この研究において，降圧薬の反応性や変動性に影

響を及ぼす遺伝因子が単離できれば，患者様の服薬コンプラ

イアンス向上や副作用の予防，医療費の削減などにもつなが

ることが期待されます。

●HOMED─BP─GENE研究への参加方法

具体的な参加方法をご説明いたします。

①本研究は高血圧の成因，治療に関連する遺伝的背景を明

らかにする目的で行われます。先生にお願いいたします

のは，「研究の説明および同意の取得」「採血」の 2点のみ

となります。

②本研究を円滑に進めるために，有名な久山町研究などで
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実績のあるヒュービットジェノミクスという会社に運営

を委託しております。はじめに，先生にご参加いただけ

るかどうか，ヒュービットジェノミクスから意思確認を

させていただきます。HOMED ─BP研究にご協力いただ

いている患者様なら，どなたでも参加可能ですので，ぜ

ひご参加をお願いいたします。

③ご同意いただいた施設には，説明文書，同意文書，採血用試

験管（採血管）など，患者様毎の 1パッケージでお送りいた

します。試験管は 2本で，1本が 7 mLの DNA採血用の

EDTA試験管（写真左），もう1本が 3 mLの RNA採血用の

特殊試験管（Tempus ）です（写真右）。採血までは常温で

保管可能ですが，採血後は 4℃で保管をお願いいたします。

採血後すぐに3 mLをRNAチューブに，残りをDNAチュー

ブに入れてください。

HOMED－BP－GENE研究への参加のお願い 

HOMED－BP研究サブスタディであるHOMED－BP－GENE研究（HOMED－
BP研究における遺伝子因子の検討）がようやくスタートすることになりました。 　 
ご参加いただく先生のご負担を可能な限り軽減するよう数々の工夫を凝らし
ているほか， 倫理面への配慮， ご参加の患者様のメリット（“予防とつきあい
方シリーズ「高血圧・糖尿病」”の本を進呈）もございますので， 奮ってご参
加くださいますようお願い申し上げます。   
次頁にはHOMED－BP－GENE研究の簡単なご説明と参加方法の詳細を記
載しておりますので， 何卒ご検討いただけますと幸いでございます。    
なお， ご参加の意思表明をしてくださいました医療機関に送付するキット一式
（書類および採血用試験管など）も同封いたしました。ご査収のほど， よろし
くお願いいたします。 

─1─ 

SRL（検査会社）検体回収可能医療機関 
⑦ 検体を冷蔵庫で保管  
⑧ 検体と匿名化専用依頼文書（3・4枚目）
⑨ 返信用封筒に同意文書（2枚目）と個人 
     情報管理者登録用紙を入れ， 投函 

実際のステップは…… 

お手元にキットが届いたら 
  
① 個人情報管理者を登録  
② 血液採取日・検体回収日の確認 
　 SRL（検査会社）：検体回収業者 
    から電話　 
③ 患者様へ参加のお願い・  
　 同意の取得・同意文書記入 
④ 採　血  
　（RNA→DNAの順に分ける） 
⑤ 対応表に記入， 金庫に保管  
⑥ 匿名化専用依頼文書記入，  
     1・2枚目保管 

─3─ 

ヤマト運輸利用医療機関 
⑦ 検体・保冷剤・匿名化専用依頼文書（3・ 
     4枚目）を検体輸送ボックスに梱包， 検体 
     送付用宅配便伝票を貼付  
⑧ ヤマト運輸に集荷依頼 
⑨ 返信用封筒に同意文書（2枚目）と個人 
     情報管理者登録用紙を入れ， 投函  
     ※⑨は全医療機関共通 

HOMED－BP－GENE研究について 

高血圧症の発症や病態には遺伝的要因と環境要因が複雑にかかわり合っ
ています。 
また， 高血圧症は， その他の生活習慣病と密接に関係して， 脳卒中， 心筋
梗塞などの病態を招きます。 HOMED－BP－GENE研究では， 高血圧の病
態を追跡されている先生方の協力を得て， これらの要因を解析し， 個人個人
に適した治療方法の開発をめざして進めることになりました。 

従来研究に追加で発生する作業は次の2点です。  

  ※HOMED－BP－GENE研究参加者からの新たな同意取得  
  ※同意を得た患者様からの採血 

─2─ 

参加登録が終わったら…… 

① 参加施設用のキットをお送りいたします。  
② HOMED－BP－GENE研究事務局（ヒュービットジェノミクス株式会社）より 
    お電話にて詳細をご説明させていただきます。 

・研究について   ・キットの使用方法   ・検体の回収担当者について 

・検体採取日　　・検体回収日の確認 

事務局 ： ヒュービットジェノミクス株式会社 大阪オフィス　担当　川北浩子 
メールアドレス ： hkawakita@hubitgenomix.com 
＊ ヒュービットジェノミクス株式会社とは秘密保持契約を締結しています 

─4─ 

● SRL（検査会社）が検体回収する場合， 以下のお問い合わせをさせて 
    いただきます。 

お届けするキットは…… 

事務局からお送りするものは   
本手順書（採血／諸注意） 
個人情報管理者の設置について（お願い） 
個人情報管理者登録用紙（返送用）  
対応表 
説明者用説明項目資料 
患者さん用説明文書 
遺伝子解析研究への協力についての同意文書 
遺伝子解析研究への協力についての同意撤回文書  
採血用試験管（2種類）　  
検体送付用宅配便伝票  
匿名化専用依頼文書 
返信用封筒 
進呈冊子   
（ヤマト運輸回収の医療機関のみ） 
検体輸送ボックス ・ 伝票／保冷剤 

実際の採血管の見本 

─5─ 

検体採取の流れ 

① 個人情報管理者を指名  
② 個人情報管理者登録用紙を阪大・勝谷友宏宛にファックス  
③ 患者様へ参加のお願い， 同意の確認  
     ＊HOMED－BP－GENE研究の研究計画書など， 開示可能なものはすべて 
       患者様に手渡し可能です。 
④ 同意の取得後， 採血（通常＋10mL， 内訳 ： DNA7mL， RNA3mL） 
     ＊自筆でのサインを取得してください。 
⑤ 検体を冷蔵庫で保存（＋4℃） 
⑥ 対応表の作成， 保管  
⑦ 匿名化専用依頼文書の作成， 保管（1・2枚目のみ） 
⑧ 個人情報管理者登録用紙・同意文書（2枚目）を返信用封筒に入れて 

     送付  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・･･の流れになります 

─6─ 
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④説明文書，同意文書などは一綴りになっております。患

者様の氏名やカルテ番号などは一切外部に出ないように

工夫されています。試験管まで同じ検体番号が貼付され

ていますので，1患者・ 1パッケージの原則さえ崩さなけ

れば，取り違えなどの心配もありません。

⑤本研究の内容，ヒトゲノム研究の注意点，同意や撤回が

自由であることなどを順次ご説明いただくとともに，本

研究結果を個人に返すことはないこと（ヒトゲノム研究倫

理指針で明示されています）も説明をお願いいたします。

これは，単一遺伝子に起因する先天性の遺伝病のような

確立した遺伝子診断と違い，「研究結果に基づいて， リス

クアセスメントを行う類の研究であって，そのような不

確かなものを個人に返してはならない」とする倫理指針に

基づくものです。説明終了後，必ず説明文書が患者様の

手元に残るようにお願いいたします。

⑥ここからが肝心なステップです。患者様に説明内容の理

解と本研究への参加の同意を確認後，自筆のサインをい

ただいてください。

⑦個々の検体や用紙の認証はすべて検体番号で行いますの

で，個人情報管理者以外は，個人情報との連結が不可能

となります。

⑧以上，本研究の進め方①─⑦の過程を，簡単にまとめてみ

ました。

試料（検体や文書）のやりとりは，すべて代理店（SRL：検

査会社）を介して行いますので，先生には，説明・同意取得

と採血のみで対応可能になっております。

本研究に新規エントリーいただいた患者様には，HOMED ─

BP研究で降圧薬を変更する時に RNA採血（3 mL）をお願い

いたします（可能な方のみで結構です）。それによって，降圧

薬変更による遺伝子のスイッチ on，offの状況がゲノム網羅

的に解析されます。

本研究は個人情報の管理に万全の注意を払っておりますの

で，2005年 4月から施行された個人情報保護法にも問題なく

対応できます（図1）。

以上，簡単にご説明申し上げましたが，ご不明な点，また詳

細な説明をご希望の先生は，お気軽に私までお尋ねください。

－ 特に， 
 ・ 同意の場合は， 通常の採血に加え， 10mLの採血を行うこと 
 ・ 協力への同意は自由意思であること  
 ・ いつでも撤回可能なこと ： 後日， 撤回したくなった場合の連絡先など 
    （説明文書の最後に記載） 

－ 個人情報の保護（ID化）については説明文書をお渡しください。 

 ・ 遺伝子解析検査結果について ： 個別の結果は 「お知らせしないこと」 を 
　ご説明ください。 

 ・ 説明終了後，  説明文書およびご参加いただける方のみに“予防と 
　つきあい方シリーズ「高血圧・糖尿病」”の本をお渡しする。 

遺伝子解析研究の説明 

● 個別に説明文書の各項目について説明していただきます。 

─7─ 

同意文書は３枚複写になっています 

　　　　　　　    ① 医療機関保管用  

　　　　　　　    ② 阪大返送用　  

　　　　　　　    ③ 患者さん控え  

＊1枚目にはHOMED－BP研究のIDをご記入ください 

─8─ 

SRL訪問， 検体回収（もしくは宅配便送付） 

1. SRLが訪問するまでは冷蔵庫（＋4℃）で保管  

2. 指定日にSRLが検体回収訪問 
    （ヤマト運輸での送付をお願いしている医療機関は指定の方法 
　  でお願いします） 
 

─9─ 

返送物品リスト　 

★ 全医療機関 
① 同意文書（2枚目）  
② 個人情報管理者登録用紙 　 
● ヤマト運輸利用 
     ＊検体輸送ボックスに①－③までを梱包してください 
① DNAチューブ， RNAチューブ  
② 保冷剤 
③匿名化専用依頼文書（3・4枚目）   
● SRL回収  
① DNAチューブ， RNAチューブ  
② 匿名化専用依頼文書（3・4枚目） 

─10─ 

 返信用封筒に入れて送付 
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●ご参加の患者様のメリット

本研究にご参加いただいた患者様には，“予防とつきあい

方シリーズ「高血圧・糖尿病」”（メディカルレビュー社）を

進呈いたします。患者様には必ずお役に立つ内容になってお

りますので，実際にご参加いただく患者様に 1冊お渡しくだ

さいますようお願い申し上げます。

それでは，HOMED ─BP ─GENE研究へのご参加を心より

お待ち申し上げております。

データ入力 

東北大学 

検診データ 
 
追跡データ 
 
栄養データ 

研究管理 
管理サーバ 

検診DB
匿名化処理 

医療情報解析 

時系列データ 
解析用DWH

年度別SAS 
データセット 

中間ファイル 
（textなど） 

ファイルサーバ 

※ 端末利用時のみ接続 

匿名化端末     

SNP 
発現解析 

大阪大学 

高度検索システム 

遺伝子解析／医療情報解析 

時系列データ 
解析用DWH

中間ファイル 
（textなど） 

ファイルサーバ 

遺伝子DB 匿名化 
検診DB

 

メディア搬送 

DB：database　 SNP：single nucleotide polymorphism　 DWH：data warehouse system  

HOMED－BP－GENE研究 

非匿名化エリア　　  匿名化エリア 

年度別SAS 
データセット 

データクレンジング 

HOMED－BP研究 
のデータベースとは 
直接連結しません 

解析用データセット作成処理 
（共通前処理を実装する） 

解析用データセット作成処理 
（共通前処理を実装する） 

● HOMED─BP─GENE研究に関するお問い合わせ先

大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学講座　

勝谷友宏（かつや　ともひろ）

TEL：06─6879─3852 FAX：06─6879─3859

Email： katsuya@geriat.med.osaka-u.ac.jp

HOMED ─BP ─GENE研究
参 加 希 望

Fax to 06 ─6879 ─3859

HOMED ─BP研究 HOMED ─BP ─GENE研究事務局
大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学講座

勝谷友宏　行

施 設 名

主治医名　　　　　　　　　　　　　　

図1 研究相関と研究開発基盤の構築（個人情報保護の観点から）

※ご参加いただける先生は，上記にご記入の上，勝谷宛FAXで
お送りください。直ちに担当者が資料を持参し，詳しい説明に
うかがいます。

ドキュメントA新  05.8.2  1:59 PM  ページ11


