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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある個体の遺伝子型を表現型と相関付けるための方法であって、
（ａ）或る表現型と相関を有する遺伝子変異に関連する、第一の個体集団の第一の連鎖不
均衡（ＬＤ）パターンを、前記遺伝子変異に関連する、第二の個体集団の第二のＬＤパタ
ーンと比較し、ここで第一の個体集団及び第二の個体集団は異なる祖先を有し、
（ｂ）工程（ａ）における比較から、第二の個体集団内の前記表現型が前記遺伝子変異と
相関を有する確率を決定し、ここで前記確率は遺伝子型のオッズ比（ＯＲ）であり、前記
遺伝子型のＯＲは既知のＯＲから導かれ、前記既知のＯＲは、前記遺伝子変異が第一の個
体集団の前記表現型と相関を有するＯＲであり、
（ｃ）高密度ＤＮＡマイクロアレイ、ＲＴ－ＰＣＲ又はＤＮＡ配列決定により、前記個体
のゲノムプロファイルを作成し、ここで前記個体は第二の個体集団と同じ祖先を有し、
（ｄ）工程（ｂ）で決定された前記確率に基づいて、工程（ｃ）のゲノムプロファイルに
対する前記表現型の相関を決定することにより、前記個体の遺伝子型を、前記個体が前記
表現型を発現する尤度と相関付け、（ｅ）工程（ｄ）で得られた遺伝子型相関を含んでな
る結果を報告する
ことを含む方法。
【請求項２】
　前記遺伝子型相関がＧＣＩスコアとして報告される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記遺伝子変異が未知である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記遺伝子変異が単一ヌクレオチド多型（ＳＮＰ）である、請求項１～３の何れか一項
に記載の方法。
【請求項５】
　第一の個体集団及び／又は第二の個体集団が、アフリカ系アメリカ人、白色人種、アシ
ュケナジー系ユダヤ人、スファラディー系ユダヤ人、インド人、太平洋諸島系、中東人、
ドゥルーズ派、ベドウィン、南欧人、スカンジナビア人、東欧人、北アフリカ人、バスク
人、西アフリカ人、及び東アフリカ人からなる群から選択されるＨａｐＭａｐ集団（ＹＲ
Ｉ、ＣＥＵ、ＣＨＢ、ＪＰＴ、ＡＳＷ、ＣＨＤ、ＧＩＨ、ＬＷＫ、ＭＥＸ、ＭＫＫ、ＴＳ
Ｉ）、請求項１～４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　ある個体の遺伝子型を表現型と相関付けるためのコンピューターシステムであって、当
該システムはＣＰＵ、ディスクドライブ、及び入力装置を有し、メディア及び／又はネッ
トワークポートからの指示を読み取り可能に構成されると共に、当該指示により、
（ａ）第一の個体集団の第一の連鎖不均衡（ＬＤ）パターンと第二の個体集団の第二のＬ
Ｄパターンとを比較し、ここで第一のＬＤパターン及び第二のＬＤパターンは、或る表現
型と相関を有する同一の遺伝子変異に関連し、ここで第一の個体集団及び第二の個体集団
は異なる祖先を有し、ここで前記個体は第二の個体集団と同一の祖先を有し、
（ｂ）工程（ａ）における比較から、第二の個体集団内の前記表現型が前記遺伝子変異と
相関を有する確率を決定し、ここで前記確率は遺伝子型のオッズ比（ＯＲ）であり、前記
遺伝子型のＯＲは既知のＯＲから導かれ、前記既知のＯＲは、前記遺伝子変異が第一の個
体集団の前記表現型と相関を有するＯＲであり、
（ｃ）高密度ＤＮＡマイクロアレイ、ＲＴ－ＰＣＲ、又はＤＮＡ配列決定を用いて、前記
個体のゲノムプロファイルを分析し、
（ｄ）工程（ｂ）で決定された前記確率に基づいて、工程（ｃ）のゲノムプロファイルに
対する前記表現型の相関を決定することにより、前記個体の遺伝子型を、前記個体が前記
表現型を発現する可能性と相関付け、
（ｅ）工程（ｄ）で得られた遺伝子型相関を含む結果を報告する
ように機能する、コンピューターシステム。
【請求項７】
　ある個体の遺伝子型を表現型と相関付けるためのコンピューター読み取り可能メディア
であって、コンピューターシステムに対し、
（ａ）第一の個体集団の第一の連鎖不均衡（ＬＤ）パターンと第二の個体集団の第二のＬ
Ｄパターンとを比較し、ここで第一のＬＤパターン及び第二のＬＤパターンは、或る表現
型と相関を有する同一の遺伝子変異に関連し、ここで第一の個体集団及び第二の個体集団
は異なる祖先を有し、ここで前記個体は第二の個体集団と同一の祖先を有し、
（ｂ）工程（ａ）における比較から、第二の個体集団内の前記表現型が前記遺伝子変異と
相関を有する確率を決定し、ここで前記確率は遺伝子型のオッズ比（ＯＲ）であり、前記
遺伝子型のＯＲは既知のＯＲから導かれ、前記既知のＯＲは、前記遺伝子変異が第一の個
体集団の前記表現型と相関を有するＯＲであり、
（ｃ）高密度ＤＮＡマイクロアレイ、ＲＴ－ＰＣＲ、又はＤＮＡ配列決定を用いて、前記
個体のゲノムプロファイルを分析し、
（ｄ）工程（ｂ）で決定された前記確率に基づいて、工程（ｃ）のゲノムプロファイルに
対する前記表現型の相関を決定することにより、前記個体の遺伝子型を、前記個体が前記
表現型を発現する可能性と相関付け、
（ｅ）工程（ｄ）で得られた遺伝子型相関を含む結果を報告する
ように機能させる指示を含む、コンピューター読み取り可能メディア。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
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【０００１】
　この出願は、２００７年９月２６日出願の米国仮出願６０／９７５４９５に基づく優先
権を主張するものであり、これを引用してその全内容を本明細書の一部とする。
【０００２】
　ヒトゲノムの配列決定及びヒトゲノミクスにおけるその他の近年の進歩は、任意の二人
の人間の間のゲノム構成に９９．９％を超える類似性があり得ることを明らかにした。個
体間のＤＮＡにおける比較的少数の変異は、表現型形質の相違を生じさせ、且つ、ヒトの
多くの疾患や、様々な疾患への感受性や、疾患の処置への反応に関係している。個体間の
ＤＮＡにおける変異は、コード領域及び非コード領域の両者に起こり、ゲノムＤＮＡ配列
中の特定位置の塩基の変化ならびにＤＮＡの挿入及び除去を包含する。ゲノム中の１個の
塩基の位置に起こる変化を単一ヌクレオチド多型、又は「ＳＮＰ」と称する。
【０００３】
　ＳＮＰはヒトゲノムにおいて比較的稀であるが、個体間のＤＮＡ配列変異の大部分を占
めており、ヒトゲノムのおよそ１２００塩基対に１個ある（国際ＨａｐＭａｐプロジェク
ト。www.hapmap.orgを参照されたい）。より多くのヒト遺伝情報が得られるようになるに
つれてＳＮＰの複雑性が理解され始めるようになっている。また、ゲノムにおけるＳＮＰ
の存在を、種々の疾患及び状態の存在及び／又は感受性と相関させることが始まりつつあ
る。
【０００４】
　ヒト遺伝学において、これらの相関付け及びその他の進歩が成されるにつれて、一般に
医療及び個人の健康は、患者が、他の因子よりも特に彼又は彼女のゲノム情報を考慮して
適切な医薬及びその他の選択を行う、オーダーメイドアプローチへと向かっている。考慮
に影響し得る重要な因子が、個体の祖先データ（家系）又は民族性である。例えば、異な
る集団は、組換え率の変異、選択圧、又はボトルネック効果といった様々な考え得る理由
のため、異なる連鎖不均衡パターンを有し得る。したがって、集団Ａについて或る研究を
行って、或る表現型に相関する遺伝子変異についてその集団内で特定のオッズ比が得られ
たとしても、集団Ｂにおいて同じオッズ比であると考えることはできない。したがって、
個別的医療及びその他の決定を提供するための、祖先データを組み込んだ、個体のゲノム
に特異的な情報を、該個体及びその介護者に提供する必要がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示は、ａ）個体の遺伝子試料を取得し；ｂ）その個体のゲノムプロファイルを作製
し；ｃ）その個体のゲノムプロファイルをヒト遺伝子型と表現型の相関の最新データベー
スと比較することにより、その個体の遺伝子型と表現型の相関を決定し；ｄ）工程ｃ）由
来の結果をその個体又はその個体の健康管理者に報告し；ｅ）さらなるヒト遺伝子型相関
がわかった場合は、そのさらなるヒト遺伝子型相関を用いてヒト遺伝子型相関のデータベ
ースを更新し；ｆ）工程ｃ）由来のその個体のゲノムプロファイル又はその一部をさらな
るヒト遺伝子型相関と比較し、その個体のさらなる遺伝子型相関を決定することにより、
その個体の遺伝子型相関を更新し；そして、ｇ）工程ｆ）由来の結果をその個体又はその
個体の健康管理者に報告する、ことを含んでなる、個体の表現型に対する遺伝子型の相関
を評価する方法を提供する。
【０００６】
　本開示はさらに、ａ）個体の遺伝子試料を取得し；ｂ）その個体のゲノムプロファイル
を作製し；ｃ）その個体のゲノムプロファイルをヒト遺伝子型相関のデータベースと比較
することにより、その個体の遺伝子型相関を決定し；ｄ）その個体の遺伝子型相関の決定
結果を安全な方法でその個体に提供し；ｅ）さらなるヒト遺伝子型相関がわかった場合は
さらなるヒト遺伝子型相関を用いてヒト遺伝子型相関のデータベースを更新し；ｆ）その
個体のゲノムプロファイル又はその一部をさらなるヒト遺伝子型相関と比較し、その個体
のさらなる遺伝子型相関を決定することにより、その個体の遺伝子型相関を更新し；そし
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て、ｇ）その個体の遺伝子型相関の更新結果をその個体又はその個体の健康管理者に報告
する、ことを含んでなる、個体の遺伝子型相関を評価するビジネス方法を提供する。
【０００７】
　本開示のさらなる局面は、ａ）各規則が少なくとも１個の遺伝子型及び少なくとも１個
の表現型の相関を示すような規則を含んでなる規則の組を提供し；ｂ）複数の個体の各々
のゲノムプロファイルを含んでなるデータの組（ここで、各ゲノムプロファイルは複数の
遺伝子型を含んでなる）を提供し；ｃ）少なくとも１個の新たな規則（ここで、少なくと
も１個の新たな規則とは、その規則の組において、かつて相互に相関していなかった遺伝
子型及び表現型の相関を指す）によってこの規則の組を定期的に更新し；ｄ）個体のうち
少なくとも１個体のゲノムプロファイルに新たな各規則を適用し、それにより、その個体
について少なくとも１個の遺伝子型を少なくとも１個の表現型と相関させ；そして場合に
より、ｅ）その個体の表現型プロファイルを含んでなる報告を作製する、ことを含んでな
る、個体の表現型プロファイルを作成する方法である。
【０００８】
　本開示はさらに、ａ）各規則が少なくとも１個の遺伝子型及び少なくとも１個の表現型
の相関を示すような規則を含んでなる規則の組；ｂ）少なくとも１個の新たな規則（ここ
で、少なくとも１個の新たな規則とは、その規則の組において、かつて相互に相関してい
なかった遺伝子型及び表現型の相関を指す）によってこの規則の組を定期的に更新するコ
ード；ｃ）複数の個体のゲノムプロファイルを含んでなるデータベース；ｄ）個体の表現
型プロファイルを決定するために、その個体のゲノムプロファイルにこの規則の組を適用
するコード；及び、ｅ）各個体のための報告を作製するコード、を含んでなるシステムを
提供する。
【０００９】
　本開示はさらに、（ａ）（ｉ）或る表現型に相関する遺伝子変異を含んでなる第一の連
鎖不均衡（ＬＤ）パターン（ここで、この第一のＬＤパターンは第一の個体集団のもので
ある）；及び、（ii）その遺伝子変異を含んでなる第二のＬＤパターン（ここで、この第
二のＬＤパターンは第二の個体集団のものである）、を比較し；（ｂ）（ａ）における比
較から、前記第二集団内の該表現型に相関している遺伝子変異の確率を決定し；（ｃ）工
程（ｂ）の確率を使用することを含んでなる、該個体のゲノムプロファイルからの、前記
表現型の遺伝子型相関の評価を行い；そして、（ｄ）工程（ｃ）由来の遺伝子型相関を含
んでなる結果を、該個体又はその個体の健康管理者に報告すること、を含んでなる、個体
の遺伝子型相関を評価する方法を提供する。幾つかの態様では、この方法はさらに、（ｅ
）さらなる遺伝子変異によって前記結果を更新する、ことを含んでなる。
【００１０】
　この確率はオッズ比（ＯＲ）であってよく、このＯＲは既知のＯＲから誘導できる。例
えば、既知のＯＲは、第一集団の表現型と相関する遺伝子変異についてのもの、例えば、
科学雑誌に掲載されている遺伝子変異、例えばＳＮＰについて公表されているＯＲであっ
てよい。幾つかの態様では、第一集団と第二集団は類似のＬＤパターンを有している。さ
らに本明細書には、（ａ）第一の個体集団における複数の遺伝子変異の各々について原因
遺伝子変異の確率を決定し；（ｂ）工程（ａ）の該確率の各々を、第二の個体集団におけ
る前記複数の遺伝子変異の各々についての確率とみなし；（ｃ）工程（ｂ）の確率を使用
することを含んでなる、該個体のゲノムプロファイルからの、遺伝子型相関の評価を行い
；そして、（ｄ）工程（ｃ）由来の遺伝子型相関を含んでなる結果を、該個体又はその個
体の健康管理者に報告すること、を含んでなる、個体の遺伝子型相関を評価する方法を提
供する。幾つかの態様では、この方法はさらに、（ｅ）さらなる遺伝子変異によって前記
結果を更新する、ことを含んでなる。
【００１１】
　既知の遺伝子変異、例えばＳＮＰは、科学雑誌に公表されているＯＲを伴う遺伝子変異
であってよい。確率とはオッズ比（ＯＲ）であってよく、工程（ａ）の遺伝子変異の各々
は、第一集団における表現型に相関する既知の遺伝子変異の近位にあり得る。例えば、各
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々の遺伝子変異は既知の遺伝子変異に対して連鎖不均衡であり得る。
【００１２】
　本明細書に開示する方法及びシステムの幾つかの態様では、遺伝子型相関をＧＣＩスコ
アで報告する。第二集団は、典型的には第一集団とは異なる祖先の集団であり、その個体
は第二集団の祖先を有する。幾つかの態様では、原因遺伝子変異は未知である。その遺伝
子変異は単一ヌクレオチド多型（ＳＮＰ）であってよい。
【００１３】
　本開示のもう一つの局面は、安全又は非安全な方法で上記方法及びシステムをネットワ
ーク上で伝達することである。この報告は、オンラインポータルを介して、又は紙もしく
はｅメールによって実施できる。使用されるゲノムプロファイルは作製でき、遺伝子試料
由来である。第三者がゲノムフロファイルを作製し、遺伝子試料を取得し、又は試料取得
とゲノムプロファイル作製の両方を実施できる。遺伝子試料はＤＮＡ又はＲＮＡであって
よく、血液、毛髪、皮膚、唾液、精液、尿、糞便物質、汗及び口腔粘膜試料より成る群か
ら選ばれる生体試料から取得できる。ゲノムプロファイルは安全なデータベース又はヴォ
ールトに寄託できる。さらに、ゲノムプロファイルは単一ヌクレオチド多型プロファイル
であってよく、幾つかの態様では、ゲノムプロファイルは、末端切除、挿入、除去、又は
反復を含み得る。ゲノムプロファイルは、高密度ＤＮＡマイクロアレイ、ＲＴ－ＰＣＲ、
ＤＮＡ配列決定、又は技術の組み合わせを使用して作製できる。
【００１４】
　本発明方法はさらに、ＨａｐＭａｐ集団（ＹＲＩ、ＣＥＵ、ＣＨＢ、ＪＰＴ、ＡＳＷ、
ＣＨＤ、ＧＩＨ、ＬＷＫ、ＭＥＸ、ＭＫＫ、ＴＳＩ）のうちいずれか、又は、アフリカ系
アメリカ人、白色人種、アシュケナジー系ユダヤ人、スファラディー系ユダヤ人、インド
人、太平洋諸島系、中東人、ドゥルーズ派、ベドウィン、南欧人、スカンジナビア人、東
欧人、北アフリカ人、バスク人、西アフリカ人、又は東アフリカ人（但しこれらに限定さ
れる訳ではない）等のその他の任意の集団を含んでなる集団を包含する。
【００１５】
　本明細書に記載する全ての刊行物及び特許出願は、引用により、各々の個別刊行物又は
特許出願が具体的且つ個別的に引用による本明細書への組み込みを示しているかのような
程度まで、引用により本明細書の一部とされる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明方法の局面を説明するフローチャートである。
【図２】図２は、ゲノムＤＮＡ品質管理手段の一例である。
【図３】図３は、ハイブリダイゼーション品質管理手段の一例である。
【図４Ａ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｂ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｃ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｄ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
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子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｅ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｆ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｇ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｈ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｉ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｊ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｋ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｌ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図４Ｍ】図４は、被験ＳＮＰ及び効果推定値を伴う、公表された文献由来の代表的遺伝
子型相関の表である。Ａ～Ｉ）は、単一遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｊ）は、二遺伝子
座遺伝子型相関を表し；Ｋ）は、三遺伝子座遺伝子型相関を表し；Ｌ）は、Ａ～Ｋで使用
された民族性及び国の略語の索引であり；Ｍ）は、Ａ～Ｋにおける短表現型名の略語、遺
伝性、及びその遺伝性の出典の索引である。
【図５Ａ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
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【図５Ｂ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図５Ｃ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図５Ｄ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図５Ｅ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図５Ｆ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図５Ｇ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図５Ｈ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図５Ｉ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図５Ｊ】図５Ａ～Ｊは、効果推定値を伴う代表的遺伝子型相関の表である。
【図６Ａ】図６Ａ～Ｆは、代表的遺伝子型相関及び推定される相対リスクの表である。
【図６Ｂ】図６Ａ～Ｆは、代表的遺伝子型相関及び推定される相対リスクの表である。
【図６Ｃ】図６Ａ～Ｆは、代表的遺伝子型相関及び推定される相対リスクの表である。
【図６Ｄ】図６Ａ～Ｆは、代表的遺伝子型相関及び推定される相対リスクの表である。
【図６Ｅ】図６Ａ～Ｆは、代表的遺伝子型相関及び推定される相対リスクの表である。
【図６Ｆ】図６Ａ～Ｆは、代表的遺伝子型相関及び推定される相対リスクの表である。
【図７】図７は、報告の見本である。
【図８】図８は、解析システムならびにネットワーク上でのゲノム及び表現型プロファイ
ルの伝達の模式図である。
【図９】図９は、本明細書に記載のビジネス方法の局面を説明するフローチャートである
。
【図１０】図１０は、特定のオッズ比を有するＣＥＵ（白色人種祖先／民族性）における
公表ＳＮＰの模式図であり、これは、異なる祖先背景を持つ異なる集団ＹＲＩ（ヨルバ族
系統／民族性。ＨａｐＭａｐプロジェクトを参照されたい（http://hapmap.org/hapmappo
pulations.html.en））において同一であると考えることはできない。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示は、個体又は個体群の保存されたゲノムプロファイルに基づいて表現型プロファ
イルを作製するための、及びその保存されたゲノムプロファイルに基づいて最初の及び更
新された表現型プロファイルを容易に作製するための方法及びシステムを提供するもので
ある。ゲノムプロファイルは、個体から取得した生体試料から遺伝子型を決定することに
よって製作する。個体から取得した生体試料は、そこから遺伝子試料が誘導できる任意の
試料であってよい。試料は、綿棒採取口腔粘膜試料、唾液、血液、毛髪、又はその他いか
なる種類の組織試料であってもよい。次いでその生体試料から遺伝子型を決定できる。遺
伝子型は任意の遺伝子変異体もしくは生物学的マーカー、例えば単一ヌクレオチド多型（
ＳＮＰ）、ハプロタイプ、又はゲノムの配列であってよい。遺伝子型は個体のゲノム配列
全体であってよい。遺伝子型は、数千又は数百万のデータ点を生成するハイスループット
解析、例えば既知ＳＮＰの殆ど又は全てに対するマイクロアレイ解析によって導き出すこ
とができる。別の態様では、遺伝子型はハイスループット配列決定によっても決定できる
。
【００１８】
　遺伝子型は個体のゲノムプロファイルを形成する。このゲノムプロファイルはデジタル
保存され、表現型プロファイルを作製する任意の時点で容易にアクセスできる。表現型プ
ロファイルは、遺伝子型を表現型に相関させ又は関連づける規則を適用することにより作
製する。規則は、遺伝子型と表現型の相関を証明する科学的研究に基づいて作製できる。
相関は、一人又はそれ以上の専門家による委員会により監督又は検証される。個体のゲノ
ムプロファイルに規則を適用することにより、個体の遺伝子型と表現型の関連性が決定で
きる。個体の表現型プロファイルはこの決定を有することになる。その決定は、該個体が
所定の表現型を有する、又はその表現型を発現するであろうという、個体の遺伝子型及び
所定の表現型の間の明確な関連性であるかも知れない。或いは、その個体が所定の表現型
を持たない、又は発現しないであろう、という決定がなされるかも知れない。別の態様で
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は、この決定は、個体が或る表現型を有する、又は発現するであろうというリスクファク
ター、推定、又は確率であるかも知れない。
【００１９】
　この決定は、幾つかの規則に基づいて行うことができ、例えば、複数の規則をゲノムプ
ロファイルに適用して、個体の遺伝子型と特定の表現型の関連性を決定することができる
。この決定はまた、個体に特有の因子、例えば民族性、性別、ライフスタイル、年齢、環
境、家族の病歴、個人の病歴、及びその他の既知表現型を組み入れることもできる。この
特有の因子の組み入れは、これらの因子を包含する既存の規則を改変することによるもの
であってよい。或いは、これらの因子によって別個の規則を作製し、既存の規則を適用し
た後に個体の表現型決定に適用することもできる。
【００２０】
　表現型は任意の測定可能な形質又は特徴、例えば或る疾患への感受性又は薬物処置に対
する反応を包含できる。包含され得るその他の表現型は、身体的及び精神的特徴、例えば
身長、体重、毛髪の色、眼の色、日焼けに対する感受性、サイズ、記憶、知性、楽観主義
のレベル、及び一般気質である。表現型はさらに、他の個体又は生物との遺伝学的比較を
も包含し得る。例えば、個体は自身のゲノムプロファイルと著明人のゲノムプロファイル
の類似性に興味を持つかも知れない。また、彼等のゲノムプロファイルを、細菌、植物又
は他の動物といった他の生物と比較させることができる。
【００２１】
　この開示の別の局面では、多数の遺伝子マーカーと１又はそれ以上の疾患又は状態の関
連性についての情報を合し、解析して、Ｇｅｎｅｔｉｃ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ｉｎｄｅ
ｘ（ＧＣＩ）スコアを求める（例えばＰＣＴ公報Ｎｏ．ＷＯ２００８／０６７５５１に記
載されており、これを引用により本明細書の一部とする）。このスコアは、既知のリスク
ファクター、ならびに他の情報及び推定、例えばアレル頻度及び疾患の有病率を組み込ん
でいる。ＧＣＩを使用して、或る疾患又は状態と、一組の遺伝子マーカーの複合効果の関
連性を定性的に推定することができる。ＧＣＩスコアを使用して、遺伝学の訓練を受けて
いない人々に、彼等個人のいかなる疾患リスクが最新の科学研究に基づいて関連集団と比
較されているかについての、信頼できる（即ち強固な）、理解可能な、そして／又は直感
的な感覚を提供できる。ＰＣＴ公報Ｎｏ．ＷＯ２００８／０６７５５１に記載されている
ように、ＧＣＩスコアを使用してＧＣＩプラススコアを作製することができる。ＧＣＩプ
ラススコアは、リスク（例えば生涯リスク）、年齢により規定される有病率、及び／又は
年齢により規定される該状態の出現率を包含する、全てのＧＣＩ仮定を含み得る。そこで
、個体の生涯リスクをＧＣＩプラススコアとして算出するが、それは、個体のＧＣＩスコ
アを平均ＧＣＩスコアで除したものに比例する。平均ＧＣＩスコアは、類似の祖先背景を
持つ個体群、例えば白色人種、アジア人、東インド人の群、又は共通の祖先背景を持つそ
の他の群から決定できる。群は少なくとも５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４
０、４５、５０、５５、又は６０名の個体を含み得る。幾つかの態様では、平均値は少な
くとも７５、８０、９５、又は１００名の個体から決定され得る。ＧＣＩプラススコアは
、或る個体のＧＣＩスコアを決定し、そのＧＣＩスコアを平均相対リスクで除し、そして
或る状態又は表現型についての生涯リスクを掛けることによって決定できる。例えば、Ｐ
ＣＴ公報Ｎｏ．ＷＯ２００８／０６７５５１のデータ、例えば図２４の情報と共に図２２
及び／又は図２５を利用して、図１９に記載のようなＧＣＩプラススコアを算出する。
【００２２】
　本開示は、本明細書に記載のＧＣＩスコアの使用を包含するものであり、当業者は、本
明細書に記載のＧＣＩスコアに代わるＧＣＩプラススコア又はその変形の使用を容易に理
解できるであろう。或る態様では、ＧＣＩスコアを、目的とする疾患又は状態の各々につ
いて作製する。これらのＧＣＩスコアを集めて或る個体のリスクプロファイルを作製でき
る。ＧＣＩスコアは、リスクプロファイルを作製するため、いかなる時点においても容易
にアクセスできるよう、デジタル保存することができる。リスクプロファイルは、癌、心
臓病、代謝性疾患、精神疾患、骨疾患、又は年齢発症疾患といった広範な疾患クラスに分
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類できる。広範な疾患クラスはさらに下位カテゴリーに細分できる。例えば、癌のような
広範クラスでは、タイプ（非上皮性悪性腫瘍、上皮性悪性腫瘍、白血病等）、又は組織特
異性（神経、乳房、卵巣、精巣、前立腺、骨、リンパ節、膵臓、食道、胃、肝臓、脳、肺
、腎臓等）による癌の下位カテゴリーを列挙できる。
【００２３】
　別の態様では、ＧＣＩスコアが或る個体のために作製され、それが、少なくとも１つの
疾患又は状態を獲得するその個体のリスク又は感受性について容易に理解できる情報を提
供する。或る態様では、異なる疾患又は状態についての複数のＧＣＩスコアを作製する。
別の態様では、少なくとも１つのＧＣＩスコアがオンラインポータルによってアクセス可
能である。或いは、少なくとも１つのＧＣＩスコアが紙の形態で提供され、その後の更新
もまた紙で提供される。或る態様では、少なくとも１つのＧＣＩスコアが、サービスに加
入している個体である契約者に提供される。これに代わる態様では、非契約者に対してア
クセスが提供され、この場合、非契約者は自身のＧＣＩスコアのうち少なくとも１つへの
アクセスが制限されるか、又は、作製された自身のＧＣＩスコアのうち少なくとも１つに
関する初期報告は取得できるが、更新された報告は、利用料を支払った時にのみ作製され
る。別の態様では、健康管理者及び健康管理提供者、例えば介護者、医師、及び遺伝カウ
ンセラーもまた個体のＧＣＩスコアのうち少なくとも１つにアクセスできる。
【００２４】
　個体について決定された相関表現型の集合体は、その個体の表現型プロファイルを共に
含んでなる。表現型プロファイルはオンラインポータルによりアクセスできる。或いは、
或る時点で存在する表現型プロファイルを紙の形態で提供し、その後の更新もまた紙の形
態で提供できる。表現型プロファイルをオンラインポータルによって提供することもでき
る。オンラインポータルは、場合によっては安全なオンラインポータルであるかも知れな
い。表現型プロファイルへのアクセスは契約者に対して提供され、この契約者とは、表現
型と遺伝子型の相関に関する規則を作製し、個体のゲノムプロファイルを決定し、該規則
をそのゲノムプロファイルに適用し、そして該個体の表現型プロファイルを作製するサー
ビスに加入している個体である。アクセスは非契約者に対しても提供され、この場合、非
契約者は自身の表現型プロファイル及び／又は報告へのアクセスが制限されるか、又は、
作製された初期の報告又は表現型プロファイルは取得できるが、更新された報告は、利用
料を支払った時にのみ作製されるであろう。健康管理者及び健康管理提供者、例えば介護
者、医師、及び遺伝カウンセラーもまた表現型プロファイルにアクセスできる。
【００２５】
　本開示のもう一つの局面では、ゲノムプロファイルは契約者及び非契約者について作製
されてデジタル保存されるが、この表現型プロファイル及び報告へのアクセスは、契約者
に限定される。別の変形では、契約者及び非契約者のいずれもが自身の遺伝子型及び表現
型プロファイルにアクセスできるが、非契約者に対してはアクセスが限定されるか、又は
限定された報告が作製され、一方、契約者は完全なアクセスができ、完全な報告が作製さ
れる。別の態様では、契約者及び非契約者のいずれもが初期には完全なアクセス又は完全
な初期報告を取得できるが、契約者のみが、保存された自身のゲノムプロファイルに基づ
く更新報告にアクセスできる。
【００２６】
　基本的な契約モデルもまた存在し得る。基本契約は表現型プロファイルを提供できるが
、ここで契約者は、自身のゲノムプロファイルに対して既存の全規則を適用するか、又は
既存規則の一部を適用するかを選択できる。例えば、対応可能な疾患表現型についての規
則のみを適用する選択を行うことができる。この基本契約は、契約クラス内に様々なレベ
ルがあり得る。例えば、様々なレベルは、契約者が自身のゲノムプロファイルに相関させ
たい表現型の数によるかも知れず、又は、自身の表現型プロファイルにアクセスできる人
間の数によるかも知れない。基本契約の別のレベルは、個体に特異的な因子、例えば年齢
、性別、又は病歴といった既にわかっている表現型を表現型プロファイルに組み入れるこ
とかも知れない。
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【００２７】
　基本契約のさらに別のレベルでは、個体が、或る疾患又は状態についての少なくとも１
つのＧＣＩスコアを作製できる。このレベルの変形では、個体は、少なくとも１つのＧＣ
Ｉスコアの作製に用いられた解析における変化のために、少なくとも１つのＧＣＩスコア
に何らかの変化があった場合に、その疾患又は状態についての少なくとも１つのＧＣＩス
コアの自動更新がなされるような指示ができる。幾つかの態様では、その個体は、ｅメー
ル、音声メッセージ、テキストメッセージ、郵便、又はファクシミリによって自動更新を
通知され得る。
【００２８】
　契約者はさらに、自身の表現型プロファイル及びその表現型についての情報、例えばそ
の表現型についての遺伝的及び医学的情報を有する報告を作製できる。例えば、その集団
における該表現型の保有率、相関に使用された遺伝子変異体、該表現型を引き起こす分子
メカニズム、該表現型の治療法、該表現型の処置選択肢、及び予防処置、を報告に盛り込
むことができる。別の態様では、報告は、或る個体の遺伝子型と別の個体、例えば著名人
又はその他の有名人の遺伝子型の類似といった情報をも盛り込んでいるかも知れない。類
似性に関する情報には、相同性パーセント、同一変異体の数、及び似通った表現型といっ
たものがあるが、これらに限定されない。これらの報告はさらに少なくとも１つのＧＣＩ
スコアを含み得る。
【００２９】
　報告はさらに、その報告がオンラインでアクセスできる場合には、該表現型に関するさ
らなる情報を有する別のサイトへのリンク、オンラインサポートグループ及び同じ表現型
又は１もしくはそれ以上の類似表現型を持つ人々のインターネット掲示板へのリンク、オ
ンライン遺伝カウンセラーもしくは医師へのリンク、又は遺伝カウンセラーもしくは医師
との電話もしくは対面予約へのリンクを提供し得る。報告が紙の形態である場合には、情
報は、前記リンクのウェブサイトアドレス、又は遺伝カウンセラーもしくは医師の電話番
号及び住所であってよい。契約者はまた、いずれの表現型を自身の表現型プロファイルに
組み込み、どの情報を自身の報告に組み込むかを選択できる。表現型プロファイル及び報
告はさらに、個体の健康管理者又は健康管理提供者、例えば介護者、医師、精神科医、心
理学者、セラピスト、又は遺伝カウンセラーによるアクセスが可能であるかも知れない。
契約者は、表現型プロファイル及び報告、又はそれらの一部を、そのような個体の健康管
理者又は健康管理提供者にアクセス可能とさせるかどうかを選択することができる。
【００３０】
　本開示は、プレミアムレベルの契約をも包含できる。プレミアムレベル契約は、初期の
表現型プロファイル及び報告の作製後もゲノムプロファイルをデジタルで維持し、最新研
究により更新された相関を含む表現型プロファイル及び報告を作製する機会を契約者に提
供する。別の態様では、契約者は、最新研究により更新された相関を含む報告及びリスク
プロファイルを作製する機会を有する。研究によって遺伝子型及び表現型、疾患又は状態
の間に新たな相関が判明すると、これら新たな相関に基づいて新しい規則が産み出され、
既に保存され維持されているゲノムプロファイルに適用され得る。新しい規則は、かつて
いかなる表現型とも相関していなかった遺伝子型を相関させ、又は遺伝子型を新たな表現
型と相関させ、又は既存の相関を改変し、又は遺伝子型及び疾患もしくは状態の間に新た
に発見された関連性に基づくＧＣＩスコアの調整基準を提供できる。契約者は、ｅメール
又はその他の電子的手段により新たな相関について知らされ、もしその表現型が興味深い
ものであるならば、自身の表現型を新しい相関によって更新することを選択できる。契約
者は、更新毎、幾つかの更新に対して、又は所定の期間（例えば、３ヶ月、６ヶ月、又は
１年間）の無制限回数の更新に対して支払いを行う契約を選択できる。もう一つの契約レ
ベルは、個体が表現型プロファイル又はリスクプロファイルをいつ更新するか選択する代
わりに、新たな相関に基づいて新たな規則が作製された時はいつでも表現型プロファイル
又はリスクプロファイルを自動更新させるというものである。
【００３１】
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　もう一つの契約の局面では、表現型と遺伝子型の相関に関する規則を作製し、個体のゲ
ノムプロファイルを決定し、そのゲノムプロファイルに該規則を適用し、そして該個体の
表現型プロファイルを作製するサービスを、契約者が非契約者に紹介できる。契約者が紹
介することにより契約者にはそのサービスの契約に割引料金が提供され、又は既存の契約
がアップグレードされる。紹介された個体は、期間限定の無料アクセスか、又は割引契約
料金が提供される。
【００３２】
　表現型プロファイル及び報告ならびにリスクプロファイル及び報告は、人間及び人間以
外の個体について作製できる。例えば、個体には、他の哺乳動物、例えばウシ、ウマ、ヒ
ツジ、イヌ、又はネコが含まれ得る。本明細書で使用する契約者とは、１又はそれ以上の
サービスに対する購入又は支払いによりサービスを契約する人間の個体である。サービス
には以下のもののうち１又はそれ以上が包含されるがこれらに限定される訳ではない：自
身の又は別の個体、例えば契約者の子供又はペットのゲノムプロファイルを決定させるこ
と、表現型プロファイルを取得すること、その表現型プロファイルを更新させること、及
び、自身のゲノム及び表現型プロファイルに基づく報告を取得すること。
【００３３】
　本開示の別の局面では、「現場配置」メカニズムを個体から収集して、個体のための表
現型プロファイルを作製できる。好ましい態様では、或る個体は遺伝情報に基づいて初期
表現型プロファイルを作製させることができるかも知れない。例えば、種々の表現型につ
いてのリスクファクター及び勧奨される処置又は予防措置を含む初期表現型プロファイル
が作製される。例えば、そのプロファイルは、或る状態のために利用可能な薬物治療につ
いての情報、及び／又は食生活の変更又は運動レジメンに関する提案を含み得る。その個
体は、自身の表現型プロファイルについて相談するために、医師又は遺伝カウンセラーに
面会するか、又はウェブポータルもしくは電話により連絡を取るかを選択できる。その個
体は、例えば特別な薬物治療をする、食生活を変える、等、何らかの一連の行動を取る決
定をするかも知れない。
【００３４】
　次にその個体は、自身の身体状態の変化及びリスクファクターに起こり得る変化を評価
するため、生体試料を提出できる。ゲノムプロファイル及び表現型プロファイルを作製す
る施設（又は関連施設、例えば遺伝子プロファイル及び表現型プロファイルを作製する事
業体と契約した施設）に生体試料を直接提出することにより、変化を確定してもらうこと
ができる。或いは、その個体は「現場配置」メカニズムを利用でき、その場合、個体は唾
液、血液、又はその他の生体試料を自宅の検出装置にかけ、第三者に解析させ、そしてそ
のデータを送信して別の表現型プロファイルに組み込ませることができる。例えば、或る
個体が、遺伝データに基づいて心筋梗塞（ＭＩ）の生涯リスクが高いと報告する初期表現
型報告を受け取ったかも知れない。その報告にはさらに、ＭＩのリスクを低下させるため
の予防措置についての勧奨、例えばコレステロール低下薬及び食生活の変更が記載されて
いるかも知れない。その個体は、遺伝カウンセラー又は医師に連絡を取り、その報告及び
予防措置について相談することを選択し、食生活を変えようと決める。新たな食生活でし
ばらく過ごした後に、その個体はかかりつけの医師の診察を受け、コレステロールレベル
を測定してもらう。ゲノム情報を持っている事業体に新しい情報（コレステロールレベル
）が伝達され（例えばインターネットを介して）、そして、この新しい情報が、心筋梗塞
及び／又はその他の状態についての新たなリスクファクターを伴う該個体の新たな表現型
プロファイルの作製に利用される。
【００３５】
　個体は、特定の薬物治療に対する自身の個別反応を決定するために「現場配置」メカニ
ズム又は直接メカニズムを利用することもできる。例えば、或る薬物に対する反応を測定
してもらい、その情報を利用して、より有効な処置を決定することができる。測定可能な
情報には、代謝産物レベル、グルコースレベル、イオンレベル（例えば、カルシウム、ナ
トリウム、カリウム、鉄）、ビタミン、血球数、ボディー・マス・インデックス（ＢＭＩ
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）、蛋白レベル、転写物レベル、心拍数、等があり（但しこれらに限定される訳ではない
）、これらを容易に実施可能な方法で測定し、アルゴリズムに組み入れて初期ゲノムプロ
ファイルと合し、改変された総体的なリスク推定スコアを決定することができる。
【００３６】
　「生体試料」という語は、個体の遺伝子試料がそこから単離できる任意の生物学的試料
を指す。
【００３７】
　本明細書で使用する「遺伝子試料」とは、個体から取得又は誘導されるＤＮＡ及び／又
はＲＮＡを指す。
【００３８】
　本明細書で使用する「ゲノム」という語は、ヒトの細胞の核内に見出される染色体ＤＮ
Ａの全体を意味することを意図している。「ゲノムＤＮＡ」という語は、ヒトの細胞の核
に天然に存在する１又はそれ以上の染色体ＤＮＡ分子、又は該染色体ＤＮＡ分子の一部を
指す。
【００３９】
　「ゲノムプロファイル」という語は、個体の遺伝子についての一組の情報、例えば特定
のＳＮＰ又は突然変異の有無を指す。ゲノムプロファイルは個体の遺伝子型を包含する。
ゲノムプロファイルはさらに、個体の実質上完全なゲノム配列であることもある。幾つか
の態様では、ゲノムプロファイルは、個体の完全なゲノム配列の少なくとも６０％、８０
％、又は９５％であってよい。ゲノムプロファイルは個体の完全なゲノム配列のほぼ１０
０％であってよい。ゲノムプロファイルに関して「その一部」とは、或る完全なゲノムの
ゲノムプロファイル部分集合に含まれるゲノムプロファイルを指す。
【００４０】
　「遺伝子型」という語は、個体のＤＮＡの特定の遺伝子構成を指す。遺伝子型には、個
体の遺伝子変異体及びマーカーが包含され得る。遺伝子マーカー及び変異体には、ヌクレ
オチド反復、ヌクレオチド挿入、ヌクレオチド除去、染色体転座、染色体複製、又はコピ
ー数変異が包含され得る。コピー数変異は、マイクロサテライト反復、ヌクレオチド反復
、動原体反復、又はテロメア反復が包含され得る。遺伝子型はさらにＳＮＰ、ハプロタイ
プ、又はディプロタイプを包含し得る。ハプロタイプとは、遺伝子座又はアレルを指すこ
とがある。ハプロタイプはまた、統計的に関連性のある１本の染色分体上の単一ヌクレオ
チド多型（ＳＮＰ）の組とも表現される。ディプロタイプは一組のハプロタイプである。
【００４１】
　単一ヌクレオチド多型又は「ＳＮＰ」という語は、ヒト集団内でその遺伝子座に存在す
る窒素含有塩基の実体に関して、例えば少なくとも１パーセント（１％）の変動性を示す
、染色体上の特定遺伝子座を指す。例えば、或る個体が、与えられた遺伝子の特定ヌクレ
オチド位置にアデノシン（Ａ）を有する場合、別の個体がこの位置にシトシン（Ｃ）、グ
アニン（Ｇ）、又はチミン（Ｔ）を有すると、その特定位置にはＳＮＰが存在するのであ
る。
【００４２】
　本明細書で使用する「ＳＮＰゲノムプロファイル」という用語は、或る個体のゲノムＤ
ＮＡ配列全体を通じた、ＳＮＰ部位におけるその個体のＤＮＡの塩基内容を指す。「ＳＮ
Ｐプロファイル」は、ゲノムプロファイル全体を指すことができるが、その一部、例えば
特定遺伝子もしくは遺伝子群に関連し得る、より限局したＳＮＰプロファイルを指すこと
もある。
【００４３】
　「表現型」という語は、個体の定量的形質又は特徴の描写に使用される。表現型には医
学的及び非医学的状態が包含されるがこれらに限定される訳ではない。医学的状態には疾
患及び障害が包含される。表現型はさらに、身体的特徴、例えば毛髪の色、生理的特徴、
例えば肺活量、精神的特徴、例えば記憶保持、情緒的特徴、例えば怒りを制御する能力、
民族性、例えば民族的背景、祖先、例えば個体の出自、ならびに年齢、例えば平均余命又
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は種々の表現型の発現年齢を包含する。表現型にはさらに、１個の遺伝子が１つの表現型
に相関している単一遺伝子型、又は１以上の遺伝子が１つの表現型に相関している多遺伝
子型がある。
【００４４】
　「規則」とは、遺伝子型と表現型の相関を定義するために用いられる。規則は、数値、
例えばパーセント、リスクファクター、又は信頼スコアによって相関を定義できる。規則
には、複数の遺伝子型と１つの表現型の相関を組み入れることができる。「規則の組」は
、１以上の規則を含んでなる。「新たな規則」とは、現在それらについての規則が存在し
ていない、遺伝子型と表現型の相関を示す規則である。新たな規則は、非相関遺伝子型と
表現型を相関させるかも知れない。新たな規則はさらに、既に或る表現型と相関している
遺伝子型と、かつて相関していたことのない表現型を相関させるかも知れない。「新たな
規則」はさらに、別の規則を包含する他の因子によって改変された既存の規則であるかも
知れない。既存の規則は、個体の既知の特徴、例えば民族性、祖先、地理、性別、年齢、
家族歴、又は過去に決定されたその他の表現型が原因で改変されることがある。
【００４５】
　本明細書における「遺伝子型相関」の使用は、個体の遺伝子型、例えば或る突然変異又
は突然変異群の存在と、或る表現型、例えば特定の疾患、状態、身体状態、及び／又は精
神状態になり易くなる尤度との、統計学的相関を指す。特定の遺伝子型の存在下で或る表
現型が観察される頻度は、特定表現型の遺伝子型相関の程度又は尤度を決定する。例えば
、本明細書に詳述するように、アポリポ蛋白Ｅ４イソ型を生じさせるＳＮＰは、早発性ア
ルツハイマー病への罹患し易さと相関している。遺伝子型相関はまた、表現型への素因が
ない相関、又は負の相関をも指す。遺伝子型相関はさらに、或る表現型を有する又は或る
表現型を有する素因のある個体の推定値を表し得る。遺伝子型相関は、数値、例えばパー
セント、相対リスクファクター、効果推定値、又は信頼スコアによって示すことができる
。
【００４６】
　「表現型プロファイル」という語は、或る個体の遺伝子型又は遺伝子型群に相関する複
数の表現型の集合体を指す。表現型プロファイルは、或るゲノムプロファイルに１又はそ
れ以上の規則を適用することによって作製される情報、又は或るゲノムプロファイルに適
用される遺伝子型相関についての情報を包含できる。表現型プロファイルは、１つの表現
型に複数の遺伝子型を相関させる規則を適用することにより作製できる。確率又は推定値
は、数値、例えばパーセント、数値的リスクファクター又は数値的信頼区間として表現で
きる。確率は、高、中、又は低で表現することもできる。表現型プロファイルはさらに、
或る表現型の有無又は或る表現型を発現するリスクを示すこともある。例えば、或る表現
型プロファイルは、青い眼、又は糖尿病を発症する高いリスクの存在を示すことがある。
表現型プロファイルはさらに、或る医学的状態の予後予測、処置の有効性、又は処置への
応答を示すことがある。
【００４７】
　リスクプロファイルという語は、１以上の疾患又は状態についてのＧＣＩスコアの集合
体を指す。ＧＣＩスコアは個体の遺伝子型と１又はそれ以上の疾患もしくは状態の間の関
連性の解析に基づいている。リスクプロファイルは、疾患カテゴリーにグループ分けされ
たＧＣＩスコアを表すことができる。さらにリスクプロファイルは、個体の年齢や様々な
リスクファクターを調節する時にＧＣＩスコアの変化を如何にして予測するかについての
情報を示すことができる。例えば、特定の疾患についてのＧＣＩスコアは、食生活の変更
効果や実行される予防措置（禁煙、薬物投与、定型的両側乳房切断術、子宮摘出術）を考
慮に入れることができる。ＧＣＩスコアは、数値尺度、グラフ表示、聴覚によるフィード
バック又はこれらの任意の組み合わせとして表示できる。
【００４８】
　本明細書で使用する「オンラインポータル」という語は、コンピューター及びインター
ネットウェブサイト、電話、又は同様の情報へのアクセスを可能にするその他の手段を使
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用することにより個体が容易にアクセスできる情報源を指す。オンラインポータルは安全
なウェブサイトであってよい。このウェブサイトは、他の安全及び非安全ウェブサイトへ
のリンク、例えば、その個体の表現型プロファイルを内包する安全なウェブサイト、又は
特定の表現型を共有する個体のためのインターネット掲示板のような非安全ウェブサイト
を提供することがある。
【００４９】
　特に指摘のない限り、本開示の実施は、分子生物学、細胞生物学、生化学、及び免疫学
の常套的技術及び説明を使用でき、それらは当分野の通常の技術の範囲内にある。このよ
うな常套技術には、核酸単離、ポリマーアレイ合成、ハイブリダイゼーション、ライゲー
ション、及び標識を用いるハイブリダイゼーションの検出がある。適切な技術の具体的説
明を本明細書で例示言及する。しかしながら、他の同等の常套的手法もまた利用できる。
他の常套的技術及び説明は、Genome Analysis: A Laboratory Manual Series(Vols. I-IV
)、PCR Primer: A Laboratory Manual、Molecular Cloning: A Laboratory Manual（全て
Cold Spring Harbor Laboratory Pressより）；Stryer, L. (1995) Biochemistry(4th Ed
.) Freeman, New York、Gait, “Oligonucleotide Synthesis: A Practical Approach” 
1984, IRL Press, London, Nelson and Cox(2000); Lehninger, Principles of Biochemi
stry 3rd Ed., W.H. Freeman Pub., New York, N.Y.;及びBerg et al. (2002) Biochemis
try, 5th Ed., W.H. Freeman Pub., New York, N.Y.といった標準的研究マニュアル及び
教科書に見出すことができ、これらは全て引用によりその全内容を本明細書の一部とする
。
【００５０】
　本開示の方法は、表現型に関する分子情報を個体に提供するための、該個体のゲノムプ
ロファイルの解析を含む。本明細書に詳述するように、個体は遺伝子試料を提供し、そこ
から個人のゲノムプロファイルが作製される。このプロファイルを、確立され検証された
ヒト遺伝子型相関のデータベースと比較することにより、その個体のゲノムプロファイル
データを遺伝子型相関について照会する。確立され検証された遺伝子型相関のデータベー
スは、同業者により審査された文献由来のものであり、さらに当該分野の１又はそれ以上
の専門家、例えば遺伝学者、疫学者、又は統計学者より成る委員会により評価され監督さ
れる。好ましい態様では、評価済みの遺伝子型相関に基づいて規則を作製し、それを個体
のゲノムプロファイルに適用して表現型プロファイルを作製する。個体のゲノムプロファ
イルの解析結果、表現型プロファイル、ならびに解釈及び支援情報が、個体又は該個体の
健康管理者に提供され、該個体の健康管理のための個別的な選択ができるようにさせる。
【００５１】
　本開示の方法は図１に詳しく記載のとおりであるが、ここで、まず個体のゲノムプロフ
ァイルを作製する。個体のゲノムプロファイルは、遺伝子変異又はマーカーに基づく個体
の遺伝子についての情報を含んでいる。遺伝子変異はゲノムプロファイルを構成する遺伝
子型である。このような遺伝子変異又はマーカーには、単一ヌクレオチド多型、単一及び
／又は多ヌクレオチド反復、単一及び／又は多ヌクレオチド除去、マイクロサテライト反
復（典型的には５～１０００反復単位を伴う少数のヌクレオチド反復）、ジヌクレオチド
反復、トリヌクレオチド反復、配列再編成（転座及び複製を含む）、コピー数変異（特定
の遺伝子座の欠失及び獲得の両者）等があるが、これらに限定される訳ではない。その他
の遺伝子変異には、染色体複製及び転座ならびに動原体及びテロメア反復がある。
【００５２】
　遺伝子型はさらにハプロタイプ及びディプロタイプを包含し得る。幾つかの態様では、
ゲノムプロファイルは少なくとも１０００００、３０００００、５０００００又は１００
００００の遺伝子型を有し得る。幾つかの態様では、ゲノムプロファイルは個体の実質的
に完全なゲノム配列であり得る。別の態様では、ゲノムプロファイルは個体の完全なゲノ
ム配列の少なくとも６０％、８０％、又は９５％である。ゲノムプロファイルは個体の完
全なゲノム配列のほぼ１００％であることがある。標的を含む遺伝子試料は、増幅されて
いないゲノムＤＮＡ又はＲＮＡ試料又は増幅されたＤＮＡ（又はｃＤＮＡ）を包含するが
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これらに限定されない。標的は、特に興味深い遺伝子マーカーを含むゲノムＤＮＡの特定
領域であるかも知れない。
【００５３】
　図１の工程１０２では、個体の遺伝子試料を個体の生体試料から単離する。そのような
生体試料には、血液、毛髪、皮膚、唾液、精液、尿、糞便物質、汗、口腔粘膜、及び様々
な身体組織が包含されるがこれらに限定される訳ではない。幾つかの態様では、個体が組
織試料を直接採集し、例えば口腔粘膜試料は、個体が頬の内側に綿棒を当てることにより
取得できる。唾液、精液、尿、糞便物質、又は汗といったその他の試料も個体自身によっ
て供給できる。その他の生体試料は、瀉血士、看護師又は医師といった健康管理の専門家
によって採取され得る。例えば、血液試料は看護師により個体から採取され得る。組織生
検は健康管理の専門家によって行われ、試料を効率的に取得するためのキットもまた健康
管理専門家は入手できる。小円筒状の皮膚を採取することができ、又は針を使用して組織
又は液体の少量試料を採取できる。
【００５４】
　幾つかの態様では、個体の生体試料のために試料の採集容器付きのキットが個体に提供
される。このキットはさらに、個体が自身の試料を直接採集するための指示書、例えばど
れだけの量の毛髪、尿、汗、又は唾液を提供するか、を個体に提供できる。キットにはま
た、個体が健康管理専門家に組織試料の採取を要請するための指示書が入っているかも知
れない。キットには、試料が第三者により採取される場所が含まれており、例えば、キッ
トが健康管理施設に提供され、次にその施設が個体から試料を集めることがある。さらに
このキットは、試料が試料処理施設に送付されるための返送用梱包材をも提供でき、その
施設で遺伝子材料が生体試料から単離される（工程１０４）。
【００５５】
　幾つかの周知の生化学的及び分子生物学的方法のいずれかに従ってＤＮＡ又はＲＮＡの
遺伝子試料が生体試料から単離できる。例えばSambrook, et al., Molecular Cloning: A
 Laboratory Manual(Cold Spring Harbor Laboratory, New York)(1989)を参照されたい
。生体試料からＤＮＡ又はＲＮＡを単離するための市販のキット及び試薬も幾つかあり、
例えばDNA Genetek、Gentra Systems、Qiagen、Ambion、及びその他の供給者から入手で
きるものがある。口腔粘膜試料キットは、例えばMasterAmp（登録商標） Buccal Swab DN
A抽出キット（Epicentre Biotechnologies製）を容易に商業的に入手でき、Extract-N-Am
p（登録商標）（Sigma Aldrich製）のような血液試料からのＤＮＡ抽出用キットもまた同
様である。他の組織からのＤＮＡは、組織をプロテアーゼ及び熱で消化し、試料を遠心分
離し、フェノール－クロロホルムを用いて不要物質を抽出し、水相にＤＮＡを残すことに
よって取得できる。次いでこのＤＮＡをエタノール沈殿によりさらに単離できる。
【００５６】
　好ましい態様では、ゲノムＤＮＡを唾液から単離する。例えば、DNA Genotekから入手
できるＤＮＡ自己採集キット技術を用いて、個体が臨床処理のための唾液標本を採集する
。都合の良いことにこの試料は室温で保存及び搬送できる。試料が処理のための適当な研
究所に送付された後、典型的には採集キットの供給者により供給された試薬を用いて、熱
変性及びプロテアーゼ消化により５０℃で少なくとも１時間ＤＮＡを単離する。次にこの
試料を遠心分離し、上清をエタノール沈殿させる。このＤＮＡペレットを、その後の分析
に適した緩衝液に懸濁する。
【００５７】
　別の態様では、遺伝子試料としてＲＮＡを使用できる。特に、発現される遺伝子変異は
ｍＲＮＡから特定できる。「メッセンジャーＲＮＡ」又は「ｍＲＮＡ」という語は、プレ
ｍＲＮＡ転写物（群）、転写物プロセシング中間体、翻訳される準備が整った成熟ｍＲＮ
Ａ（群）及び遺伝子もしくは遺伝子群の転写物、又はｍＲＮＡ転写物（群）から誘導され
る核酸を包含するが、これらに限定されない。転写物プロセシングは、スプライシング、
編集及び分解を含み得る。本明細書で使用する、ｍＲＮＡ転写物から誘導される核酸とは
、その合成のためにｍＲＮＡ転写物又はその部分配列が最終的に鋳型として働く核酸を指



(16) JP 5491400 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

す。したがって、ｍＲＮＡから逆転写されたｃＤＮＡ、該ｃＤＮＡから増幅されたＤＮＡ
、増幅されたＤＮＡから転写されたＲＮＡ等は全てｍＲＮＡ転写物から誘導される。ＲＮ
Ａは、当分野で既知の方法、例えば、PreAnalytiXから入手できるPAXgene（登録商標） B
lood RNAシステムを使用する未分画全血からのＲＮＡ単離を利用して、幾つかの身体組織
のいずれかから単離できる。典型的にはｍＲＮＡを用いてｃＤＮＡを逆転写し、次いでそ
れを遺伝子変異解析のために使用又は増幅する。
【００５８】
　ゲノムプロファイル解析に先立ち、典型的には遺伝子試料を、ＤＮＡ又はＲＮＡから逆
転写されたｃＤＮＡのいずれかから増幅する。ＤＮＡは幾つかの方法で増幅でき、その多
くはＰＣＲを使用する。例えば、PCR Technology: Principles and Applications for DN
A Amplification(Ed. H.A.Erlich, Freeman Press, NY, N.Y., 1992)；PCR Protocols: A
 Guide to Methods and Applications(Eds. Innis, et al., Academic Press, San Diego
, Calif., 1990)；Mattila et al., Nucleic Acids Res. 19, 4967(1991)；Eckert et al
., PCR Methods and Applications 1, 17(1991)；PCR(Eds. McPherson et al., IRL Pres
s, Oxford)；及び米国特許第４６８３２０２、４６８３１９５、４８００１５９、４９６
５１８８及び５３３３６７５号を参照されたく、これらの各々は引用によりその全内容を
本明細書の一部とする。
【００５９】
　その他の好適な増幅法には、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）（例えばWu and Wallace, Ge
nomics 4, 560(1989)、Landegren et al., Science 241, 1077(1988)及びBarringer et a
l., Gene 89:117(1990)）、転写増幅（Kwoh et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 86:1
173-1177(1989)及びＷＯ８８／１０３１５）、自己持続配列複製（Guatelli et al., Pro
c. Natl. Acad. Sci. USA, 87:1874-1878(1990)及びＷＯ９０／０６９９５）、標的ポリ
ヌクレオチド配列の選択的増幅（米国特許第６４１０２７６号）、コンセンサス配列プラ
イムドポリメラーゼ連鎖反応（ＣＰ－ＰＣＲ）（米国特許第４４３７９７５号）、任意に
プライムされるポリメラーゼ連鎖反応（ＡＰ－ＰＣＲ）（米国特許第５４１３９０９、５
８６１２４５号）、核酸に基づく配列増幅（ＮＡＢＳＡ）、ローリングサークル増幅（Ｒ
ＣＡ）、多置換増幅（ＭＤＡ）（米国特許第６１２４１２０及び６３２３００９号）及び
サークル－トゥー－サークル増幅（Ｃ２ＣＡ）（Dahl et al., Proc. Natl. Acad. Sci.,
 101:4548-4553(2004)）がある。（米国特許第５４０９８１８、５５５４５１７、及び６
０６３６０３号を参照されたく、これらの各々は引用により本明細書の一部とする。）利
用できるその他の増幅法は、米国特許第５２４２７９４、５４９４８１０、５４０９８１
８、４９８８６１７、６０６３６０３及び５５５４５１７号ならびに米国特許出願第０９
／８５４３１７号に記載されており、これらの各々を引用して本明細書の一部とする。
【００６０】
　工程１０６におけるゲノムプロファイルの作製は、幾つかの方法のうちいずれかを用い
て実施する。ゲノムプロファイルの作製は幾つかの方法のうちいずれかを用いて実施でき
る。遺伝子変異を特定する方法は当分野で幾つか知られており、幾つかの方法のうちいず
れかによるＤＮＡ配列決定、ＰＣＲに基づく方法、フラグメント長多型アッセイ（制限フ
ラグメント長多型（ＲＦＬＰ）、開裂フラグメント長多型（ＣＦＬＰ））、鋳型としてア
レル特異的オリゴヌクレオチドを使用するハイブリダイゼーション法（例えばＴａｑＭａ
ｎアッセイ及びマイクロアレイ。本明細書で後ほど述べる。）、プライマー伸張反応を用
いる方法、質量分析（例えばＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ／ＭＳ法）等があるが（例えばKwok, Ph
armocogenomics 1:95-100(2000)に記載されている）、これらに限定される訳ではない。
その他の方法には、インベーダー法、例えばモノプレックス及びバイプレックスインベー
ダーアッセイ（例えばThird Wave Technologies, Madison, WIより入手でき、Olivier et
 al., Nucl. Acids Res. 30:e53(2002)に記載されている）がある。
【００６１】
　或る態様では、ＳＮＰの特定及びプロファイル作製に高密度ＤＮＡアレイを使用する。
このようなアレイは、Affymetrix及びIllumina（Affymetrix GeneChip（登録商標） 500K
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 Assay Manual(Affymetrix, Santa Clara, CA)（引用により本明細書の一部とする）；Se
ntrix（登録商標） humanHap650Y遺伝子型決定ビーズチップ（Illumina, San Diego, CA
）を参照されたい）から市販されている。
【００６２】
　例えば、ＳＮＰプロファイルは、Affymetrix Genome Wide Human SNP Array 6.0を用い
て９０００００以上のＳＮＰを遺伝子型決定することにより作製できる。或いは、Affyme
trix GeneChip Human Mapping 500K Array Setを用いることにより、全ゲノムサンプリン
グ解析を通じて５０００００以上のＳＮＰを決定できる。これらのアッセイでは、ヒトゲ
ノムの小集団を、制限酵素消化されアダプターライゲーションされたヒトゲノムＤＮＡを
用いる単一プライマー増幅反応によって増幅する。次いで、図２に示すように、ライゲー
ションされたＤＮＡの濃度を測定する。次に、増幅されたＤＮＡをフラグメント化し、試
料の品質を決定した後、工程１０６に進む。試料がＰＣＲ及びフラグメント化基準に合致
していたならば、その試料を変性させ、標識し、次いで、被覆された石英表面の特定位置
にある小ＤＮＡプローブで構成されるマイクロアレイにハイブリダイズさせる。増幅され
たＤＮＡ配列の関数として、各プローブにハイブリダイズする標識の量を監視し、それに
より、配列情報及び得られるＳＮＰ遺伝子型を求める。
【００６３】
　製造者の指示に従ってAffymetrix GeneChip 500K Assayを使用する。簡潔に述べると、
まず、単離されたゲノムＤＮＡをＮｓｐＩ又はＳｔｙＩ制限エンドヌクレアーゼのいずれ
かで消化する。次に、消化されたこのＤＮＡを、それぞれＮｓｐＩ又はＳｔｙＩ制限消化
されたＤＮＡとアニーリングするＮｓｐＩ又はＳｔｙＩアダプターオリゴヌクレオチドと
ライゲーションする。次いで、ライゲーション後のアダプター含有ＤＮＡをＰＣＲ増幅し
、約２００～１１００塩基対（ゲル電気泳動で確認）の増幅ＤＮＡフラグメントを得る。
増幅基準に合致するＰＣＲ生成物をフラグメント化のために精製及び定量する。このＰＣ
Ｒ生成物を、最適なＤＮＡチップハイブリダイゼーションのためにＤＮａｓｅでフラグメ
ント化する。フラグメント化の後、ゲル電気泳動で確認したところ、ＤＮＡフラグメント
は２５０塩基対未満であり、平均して約１８０塩基対である。次に、フラグメント化基準
に合致する試料をターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼを用いてビオチ
ン化合物で標識する。次いでこの標識されたフラグメントを変性させ、GeneChip 250Kア
レイにハイブリダイズさせる。ハイブリダイゼーション後、アレイを染色し、ストレプト
アビジン・フィコエリスリン（ＳＡＰＥ）染色、次いでビオチン化抗ストレプトアビジン
抗体（ヤギ）による抗体増幅工程、及びストレプトアビジン・フィコエリスリン（ＳＡＰ
Ｅ）による最終染色より成る三工程プロセスでスキャンする。標識の後、アレイをアレイ
保持緩衝液で被覆し、Affymetrix GeneChip Scanner 3000のようなスキャナーでスキャン
する。
【００６４】
　図３に示すように、製造者の指針に従い、Affymetrix GeneChip Human Mapping 500K A
rray Setのスキャンに従うデータの解析を実施する。簡潔に述べると、GeneChipオペレー
ティングソフト（ＧＣＯＳ）を用いて生データを獲得する。Affymetrix GeneChip Comman
d Console（登録商標）を用いてデータを獲得することもできる。生データを獲得した後
、GeneChip遺伝子型解析ソフト（ＧＴＹＰＥ）で解析を行う。本開示の目的のため、８０
％を下回るＧＴＹＰＥコールレートの試料は除外する。次に試料をＢＲＬＭＭ及び／又は
ＳＮｉＰｅｒアルゴリズム解析で調べる。９５％未満のＢＲＬＭＭコールレート又は９８
％未満のＳＮｉＰｅｒコールレートの試料は除外する。最後に関連性解析を行い、０．４
５未満のＳＮｉＰｅｒ品質指数及び／又は０．００００１未満のHardy-Weinberg ｐ値を
有する試料を除外する。
【００６５】
　ＤＮＡマイクロアレイ解析に代わって、又はこれに加えて、別のハイブリダイゼーショ
ンに基づく方法、例えばＴａｑＭａｎ法及びその変法を使用することにより、ＳＮＰ及び
突然変異のような遺伝子変異が検出できる。ＴａｑＭａｎＰＣＲ、反復ＴａｑＭａｎ、及
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び実時間ＰＣＲ（ＲＴ－ＰＣＲ）のその他の変法（例えばLivak et al., Nature Genet.,
 9, 341-32(1995)及びRanade et al., Genome Res., 11, 1262-1268(2001)に記載されて
いる）を本明細書に開示する方法に利用できる。幾つかの態様では、特定の遺伝子変異、
例えばＳＮＰのためのプローブを標識してＴａｑＭａｎプローブを作製する。このプロー
ブは、典型的には少なくともおよそ１２、１５、１８又は２０塩基対の長さである。これ
らは大体１０～７０、１５～６０、２０～６０、又は１８～２２塩基対長であってよい。
このプローブを、リポーター標識、例えばフルオロフォアで５’末端を、そして３’末端
を該標識のクエンチャーで標識する。リポーター標識は、クエンチャーに非常に接近する
と、例えば該プローブの長さ程に接近するとその蛍光が阻害又は消光される任意の蛍光分
子であってよい。例えばリポーター標識は、６－カルボキシフルオレセイン（ＦＡＭ）、
テトラクロロフルオレセイン（ＴＥＴ）、又はそれらの誘導体のようなフルオロフォアで
あってよく、クエンチャーはテトラメチルローダミン（ＴＡＭＲＡ）、ジヒドロシクロピ
ロロインドールトリペプチド（ＭＧＢ）又はそれらの誘導体であってよい。
【００６６】
　リポーターフルオロフォア及びクエンチャーがプローブの長さ分だけ隔てられて接近す
ると、蛍光が消光する。プローブが標的配列、例えば試料中のＳＮＰを含む配列とアニー
リングする時、５’から３’へのエキソヌクレアーゼ活性を持つＤＮＡポリメラーゼ、例
えばＴａｑポリメラーゼがプライマーを伸張させ、エキソヌクレアーゼ活性がプローブを
開裂させ、リポーターをクエンチャーから分離し、その結果リポーターが蛍光を発する。
このプロセスは例えばＲＴ－ＰＣＲにおいて反復される。ＴａｑＭａｎプローブは、典型
的には、配列を増幅させるべく設計された２つのプライマー間に位置する標的配列と相補
的である。したがって、各プローブが新たに作製されたＰＣＲ生成物とハイブリダイズで
きるため、ＰＣＲ生成物の蓄積が、放出されるフルオロフォアの蓄積と相関し得る。放出
されるフルオロフォアを測定し、存在する標的配列の量を決定できる。ハイスループット
遺伝型決定のためのＲＴ－ＰＣＲ法を利用できる。
【００６７】
　遺伝子変異はＤＮＡ配列決定によっても特定できる。ＤＮＡ配列決定を利用して個体の
ゲノム配列の実質的な部分、又は全体を配列決定できる。伝統的には、一般的ＤＮＡ配列
決定は、ポリアクリルアミドゲル分画化に基づいて鎖終止フラグメントの集団を分解して
きた（Sanger et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74:5463-5467(1977)）。ＤＮＡ配列
決定の速度及び容易さを高める代替方法が開発されており、且つその開発が続いている。
例えば、ハイスループット及び単分子配列決定プラットフォームが454 Life Sciences(Br
anford, CT)(Margulies et al., Nature 437:376-380(2005))；Solexa(Hayward, CA)；He
licos BioSciences Corporation(Cambridge, MA)(米国特許出願第１１／１６７０４６号
（２００５年６月２３日出願）)、及びLi-Cor Biosciences(Lincoln, NE)(米国特許出願
第１１／１１８０３１号（２００５年４月２９日出願）)から市販されているか、又は開
発中である。
【００６８】
　工程１０６で個体のゲノムプロファイルを作製した後、工程１０８でこのプロファイル
をデジタル保存するが、その結果こうしたプロファイルは安全な方法でデジタル保存でき
る。このゲノムプロファイルを、データセットの一部として保存するためにコンピュータ
ー読み取り可能なフォーマットでコード化してデータベースとして保存するが、その場合
、ゲノムプロファイルは「貯蔵」され、後に再びアクセスすることができる。このデータ
セットは複数のデータ点を含んでなり、ここで各データ点は或る個体に関連している。各
データ点は複数のデータ要素を有し得る。１個のデータ要素はユニークな識別子であり、
個体のゲノムプロファイルの特定に利用される。それはバーコードであってよい。別のデ
ータ要素は遺伝子型情報、例えばＳＮＰ又は個体ゲノムのヌクレオチド配列である。遺伝
子型情報に対応するデータ要素がデータ点に包含されていてもよい。例えば、遺伝子型情
報がマイクロアレイ解析により特定されたＳＮＰを含む場合、他のデータ要素は、マイク
ロアレイＳＮＰ識別番号、ＳＮＰ ｒｓ番号、及び多型ヌクレオチドを包含するかも知れ
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ない。他のデータ要素は、遺伝子型情報の染色体位置、データの品質測定法、生データフ
ァイル、データの画像、及び抽出された強度スコアであってよい。
【００６９】
　身体的データ、医療データ、民族性、祖先、地理、性別、年齢、家族歴、既知の表現型
、人口統計データ、暴露データ、ライフスタイルデータ、行動データ、及びその他の既知
表現型等の個体の特異的因子もまたデータ要素として組み込むことができる。例えば因子
には、個体の出生地、両親及び／又は祖父母、血縁者の祖先、居住地、祖先の居住地、環
境条件、既知の健康状態、既知の薬物相互作用、家族の健康状態、ライフスタイル状況、
食生活、運動習慣、結婚歴、及び身体測定値、例えば体重、身長、コレステロールレベル
、心拍数、血圧、グルコースレベルならびに当分野で知られるその他の測定値が包含され
るがこれらに限定される訳ではない。個体の血縁者又は祖先、例えば両親及び祖父母につ
いての上記因子をデータ要素として組み込み、表現型又は状態に関する個体のリスクを決
定するために利用することもできる。
【００７０】
　特別な因子が質問票又はその個体の健康管理者から得られることがある。その場合、「
貯蔵された」プロファイルからの情報にアクセスし、希望に応じて利用することができる
。例えば、個体の遺伝子型相関を最初に評価する場合、その個体の全情報（典型的には、
ゲノム全体にわたる、又はゲノム全体から取得した、ＳＮＰ又はその他のゲノム配列）が
遺伝子型相関について解析される。その後の解析では、保存されもしくは貯蔵されたゲノ
ムプロファイル由来の情報全体、又はその一部に、希望に応じて、又は必要に応じてアク
セスすることができる。
【００７１】
　ゲノムプロファイルと遺伝子型相関のデータベースの比較
　工程１１０では、科学文献から遺伝子型相関を取得する。遺伝子変異についての遺伝子
型相関を、目的とする１又はそれ以上の表現型形質の有無について、そして遺伝子型プロ
ファイルについて検査された個体集団の解析から決定する。次いで各々の遺伝子変異のア
レル又はそのプロファイル中の多型を再検討し、特定アレルの有無が目的とする形質と関
連しているかどうかを決定する。相関付けは標準的統計学的方法により実施でき、遺伝子
変異及び表現型の特徴の間の統計学的に有意な相関を記録する。例えば、多型Ａのアレル
Ａ１の存在は心臓病と相関していることが決定づけられるかも知れない。さらなる例とし
て、多型ＡにおけるアレルＡ１及び多型ＢにおけるアレルＢ１の共存が、癌のリスク増大
に相関することが判明するかも知れない。解析結果は専門家の検討する文献に発表され、
他の研究グループにより検証され、そして／又は専門家、例えば遺伝学者、統計学者、疫
学者及び医師より成る委員会により解析され、さらには監督されるかも知れない。
【００７２】
　図４、５及び６は、ゲノムプロファイルに適用される規則の基礎とされ得る遺伝子型及
び表現型の相関例である。例えば、図４Ａ及びＢでは、各列は表現型／遺伝子座／民族性
に対応し、図４Ｃ～Ｉは、これらの各列についての相関に関するさらなる情報を含む。一
例として図４Ａにおいて、図４Ｍに記載されるように短い表現型の名称の指標であるＢＣ
という「短い表現型名」は、乳癌の略語である。その遺伝子座の一般名である列ＢＣ　４
では、遺伝子ＬＳＰ１が乳癌に相関している。図４Ｃに示すように、この相関によって特
定される公表された又は機能的なＳＮＰはｒｓ３８１７１９８であり、公表されているリ
スクアレルはＣであり、非リスクアレルはＴである。この公表されているＳＮＰ及びアレ
ルは、刊行物、例えば図４Ｅ～Ｇに記載の重要な公表文献によって特定されている。図４
Ｅに記載のＬＳＰ１の例では、重要な公表文献はEaston et al., Nature 447:713-720(20
07)である。
【００７３】
　或いは、相関は保存されたゲノムプロファイルから作製できる。例えば、保存されたゲ
ノムプロファイルを持つ個体は、既知の表現型情報を同様に保存させることができる。こ
の、保存されたゲノムプロファイル及び既知表現型の解析が、遺伝子型相関を産むかも知
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れない。一例として、保存ゲノムプロファイルを有する２５０例の個体が、過去に糖尿病
と診断されているという保存された情報をも持っている。それらのゲノムプロファイルの
解析を行い、糖尿病のない対照個体群と比較する。次に、過去に糖尿病と診断された個体
が、対照群と比較して特定の遺伝子変異体を有する率が高いことを決定づけ、その特定遺
伝子変異体及び糖尿病の間に遺伝子型相関が作製され得る。
【００７４】
　工程１１２では、特定表現型に対する遺伝子変異体の検証された相関に基づいて規則を
作製する。規則は、例えば表１に列挙したように、相関している遺伝子型及び表現型に基
づいて作製できる。相関に基づく規則は、図４及び５に記載のような効果推定値を作製す
るため、性別（例えば図４）又は民族性（図４及び５）といった他の因子を組み込むこと
ができる。規則から導かれる他の尺度には、図６に記載のような相対リスク上昇推定値が
ある。効果推定値及び相対リスク上昇推定値は、公表文献によるものであってよく、又は
その公表文献から算出されるものであってよい。或いは、規則は、保存されているゲノム
プロファイル及び過去に判明した表現型から作製される相関に基づいていてもよい。
【００７５】
　好ましい態様では、遺伝子変異はＳＮＰである。ＳＮＰは単一の部位に存在するが、
１個の部位に或るＳＮＰアレルを有する個体はしばしば別の部位に特定のＳＮＰアレルを
有すると予想される。ＳＮＰと、個体を疾患又は状態に陥らせ易くするアレルの相関は、
連鎖不均衡によって起こり、その場合、２又はそれ以上の遺伝子座におけるアレルの非ラ
ンダムな関連性が、組換えを介したランダムな形成から予想されるよりも、程度の差はあ
るものの、より頻繁に集団に起こる。
【００７６】
　その他の遺伝子マーカー又は変異体、例えばヌクレオチド反復又は挿入もまた、特定の
表現型と関連していることが示されている遺伝子マーカーと連鎖不均衡であることがある
。例えば、或るヌクレオチド挿入が或る表現型に相関し、或るＳＮＰがそのヌクレオチド
挿入と連鎖不均衡にある。このＳＮＰ及び表現型の間の相関に基づいて規則が作製される
。このヌクレオチド挿入及び表現型の間の相関に基づく規則もまた作製できる。１個のＳ
ＮＰの存在が或るリスクファクターを与え、別のＳＮＰが別のリスクファクターを与え、
そしてそれらが合した時、リスクが増強し得るといったように、いずれかの規則又は両方
の規則をゲノムプロファイルに適用できる。
【００７７】
　連鎖不均衡を通じて、或る疾患の素因となるアレルは、ＳＮＰの特定アレル又はＳＮＰ
の特定アレルの組み合わせと一緒に分離する。染色体に沿ったＳＮＰアレルの特定の組み
合わせをハプロタイプと称し、それらが組み合わさって存在するＤＮＡ領域をハプロタイ
プブロックと称することができる。ハプロタイプブロックは１個のＳＮＰで構成され得る
が、典型的にはハプロタイプブロックは、個体間でのハプロタイプ多様性の低い、且つ一
般に組換え頻度の低い、連続した２又はそれ以上のＳＮＰを表す。ハプロタイプの特定は
、或るハプロタイプブロックに存在する１又はそれ以上のＳＮＰを特定することによって
行うことができる。したがって、典型的にはＳＮＰプロファイルを使用して、与えられた
ハプロタイプブロック中の全ＳＮＰの特定を必ずしも必要とせずに、ハプロタイプブロッ
クの特定を行うことができる。
【００７８】
　ＳＮＰハプロタイプパターンと疾患、状態又は身体状態の間の遺伝子型相関が次第に判
明しつつある。所定の疾患について、その疾患を有するとわかっている人々の群のハプロ
タイプパターンを、該疾患を持たない人々の群と比較する。多くの個体を解析することに
より、集団における多型の頻度を決定し、次にそれらの頻度又は遺伝子型を特定表現型、
例えば疾患又は状態と関連づけることができる。既知のＳＮＰ－疾患相関の例には、加齢
性黄斑変性症における補体因子Ｈの多型（Klein et al., Science: 308:385-389(2005)）
及び肥満に関連するＩＮＳ（登録商標）ＩＧ２遺伝子近傍の変異体（Herbert et al., Sc
ience: 312:279-283(2006)）がある。その他の既知ＳＮＰ相関には、ＣＤＫＮ２Ａ及びＢ
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を包含する９ｐ２１領域の多型、例えば心筋梗塞に相関するｒｓ１０７５７２７４、ｒｓ
２３８３２０６、ｒｓ１３３３３０４０、ｒｓ２３８３２０７、及びｒｓ１０１１６２７
７がある（Helgadottir et al., Science 316;1491-1493(2007)；McPherson et al., Sci
ence 316:1488-1491(2007)）。
【００７９】
　ＳＮＰは機能的であることも非機能的であることもある。例えば、機能的ＳＮＰは細胞
機能に影響を及ぼし、それにより表現型を産むが、それに対して非機能的ＳＮＰは、機能
の点で沈黙しているが機能的ＳＮＰと連鎖不均衡にあることがある。ＳＮＰは同義的であ
ることも非同義的であることもある。同義的であるＳＮＰとは、異なった形態が同じポリ
ペプチド配列を導くＳＮＰ、及び非機能的ＳＮＰである。ＳＮＰが異なるポリペプチドを
導く場合、そのＳＮＰは非同義的であり、機能的であることもそうでないこともある。２
又はそれ以上のハプロタイプであるディプロタイプの中のハプロタイプを特定するのに用
いられるＳＮＰ又はその他の遺伝子マーカーもまた、ディプロタイプに関連する表現型の
相関付けに利用できる。個体のハプロタイプ、ディプロタイプ、及びＳＮＰプロファイル
についての情報は、その個体のゲノムプロファイル中にあり得る。
【００８０】
　好ましい態様では、或る表現型と相関している別の遺伝子マーカーと連鎖不均衡にある
遺伝子マーカーに基づいて規則が作製されるためには、その遺伝子マーカーは、当分野に
おいて連鎖不均衡を決定するために一般的に利用されるスコアである、ｒ2又はＤ’スコ
アが０．５より大であるかも知れない。好ましい態様では、このスコアは０．６、０．７
、０．８、０．９０、０．９５又は０．９９より大である。その結果、本開示において、
個体のゲノムプロファイルに表現型を相関させるために用いられる遺伝子マーカーは、表
現型と相関する機能的又は公表されたＳＮＰと同じであってもよいし異なっていてもよい
。例えば、ＢＣ　４を使用すると、被験ＳＮＰ及び公表ＳＮＰは同一であり、被験リスク
及び非リスクアレルもまた公表されたリスク及び非リスクアレルと同一である（図４Ａ及
びＣ）。しかしながらＢＣ　５、ＣＡＳＰ８及び乳癌に対するその相関については、被験
ＳＮＰはその機能的又は公表ＳＮＰと相違しており、公表されたリスク及び非リスクアレ
ルに対する被験リスク及び非リスクアレルもまた異なっている。被験及び公表アレルは、
ゲノムのプラス鎖の向きにあり、これらの事から、ホモ接合性のリスク又は非リスク遺伝
子型が推論され、それは、個体、例えば契約者のゲノムプロファイルに適用される規則を
生み出すことがある。
【００８１】
　被験ＳＮＰは「ＤＩＲＥＣＴ」又は「ＴＡＧ」ＳＮＰであってよい（図４Ｅ～Ｇ、図５
）。直接的ＳＮＰは、公表された又は機能的ＳＮＰ、例えばＢＣ　４と同じ被験ＳＮＰで
ある。直接的ＳＮＰはさらに、ヨーロッパ人及びアジア人におけるＳＮＰ ｒｓ１０７３
６４０（マイナーなアレルはＡであり、他のアレルはＧである）を利用して、ＦＧＦＲ２
と乳癌との相関にも利用できる（Easton et al., Nature 447:1087-1093(2007)）。やは
りヨーロッパ人及びアジア人におけるＦＧＦＲ２と乳癌の相関に対するもう一つの公表さ
れた又は機能的ＳＮＰはｒｓ１２１９６４８である（Hunter et al., Nat. Genet. 39:87
0-874(2007)）。タグＳＮＰは、ＢＣ　５のように、被験ＳＮＰが機能的又は公表ＳＮＰ
のそれと相違している場所である。タグＳＮＰは、ＣＡＭＴＡ１（ｒｓ４９０８４４９）
、９ｐ２１（ｒｓ１０７５７２７４、ｒｓ２３８３２０６、ｒｓ１３３３３０４０、ｒｓ
２３８３２０７、ｒｓ１０１１６２７７）、ＣＯＬ１Ａ１（ｒｓ１８０００１２）、ＦＶ
Ｌ（ｒｓ６０２５）、ＨＬＡ－ＤＱＡ１（ｒｓ４９８８８８９、ｒｓ２５８８３３１）、
ｅＮＯＳ（ｒｓ１７９９９８３）、ＭＴＨＦＲ（ｒｓ１８０１１３３）、及びＡＰＣ（ｒ
ｓ２８９３３３８０）のＳＮＰのようなその他の遺伝子変異体にも利用できる。
【００８２】
　ＳＮＰのデータベースは、例えば国際ＨａｐＭａｐプロジェクト（www.hapmap.org、Th
e International HapMap Consortium, Nature 426:789-796(2003)、及びThe Internation
al HapMap Consortium, Nature 437:1299-1320(2005)を参照されたい）、the Human Gene
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 Mutation Database(HGMD)公開データベース（www.hgmd.orgを参照されたい）、及びSing
le Nucleotide Polymorphismデータベース（ｄｂＳＮＰ）（www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/
を参照されたい）から公的に入手できる。これらのデータベースは、ＳＮＰハプロタイプ
を提供し、又はＳＮＰハプロタイプパターンの決定を可能にする。したがって、これらの
ＳＮＰデータベースにより、広範囲の疾患及び状態、例えば癌、炎症性疾患、心血管疾患
、神経変性疾患、及び感染性疾患の根底に存在する遺伝子リスクファクターを調査するこ
とができる。その疾患又は状態は、処置及び治療法が現在存在する、対応可能なものであ
るかも知れない。処置には、予防的処置、ならびにライフスタイルの変更を包含する、症
状及び状態を改善する処置が包含され得る。
【００８３】
　身体的形質、生理的形質、精神的形質、情緒的形質、民族性、祖先、及び年齢といった
その他多くの表現型もまた調べることができる。身体的形質には、身長、髪の色、眼の色
、身体、又は持久力、耐久力、及び敏捷性のような形質がある。精神的形質には、知性、
記憶力、又は学習能力がある。民族性及び祖先には、祖先もしくは民族の特定、又は個体
の祖先の起源がどこであるかが包含される。年齢は、個体の実年齢の確定であることもあ
り、又は、個体の遺伝的特徴が一般集団に対して該個体を位置づける年齢の決定であるこ
ともある。例えば、個体の実年齢は３８歳であるが、その遺伝的特徴は、記憶力や身体の
健康が平均２８歳のものであると決定づけることがある。もう一つの年齢形質は、個体の
推定寿命であり得る。
【００８４】
　別の表現型は、非医学的状態、例えば「楽しみ」の表現型を包含し得る。これらの表現
型は、周知の個体、例えば外国の要人、政治家、著名人、発明家、運動選手、音楽家、芸
術家、実業家、及び有名でない個体、例えば囚人との比較を包含し得る。その他の「楽し
み」の表現型は、他の生物、例えば細菌、昆虫、植物、又はヒト以外の動物との比較を包
含し得る。例えば、個体は、自身のゲノムプロファイルが自分達のペットの犬や元大統領
のゲノムプロファイルと比較してどうなのかを知ることに興味を持つかも知れない。
【００８５】
　工程１１４では、保存されたゲノムプロファイルに規則を適用して、工程１１６の表現
型プロファイルを作製する。例えば、図４、５又は６に記載の情報は、個体のゲノムプロ
ファイルに適用するための規則又は試験の基礎を形成し得る。この規則は、被験ＳＮＰ及
びアレルに関する情報、及び図４の効果推定値を包含でき、ここで、効果推定値のＵＮＩ
ＴＳとは、効果推定値の単位、例えばＯＲ、又はオッズ比（９５％信頼区間）もしくは平
均値である。効果推定値は好ましい態様における遺伝子型リスク（図４Ｃ～Ｇ）、例えば
ホモ接合体にとってのリスク（ｈｏｍｏｚ又はＲＲ）、ヘテロ接合体のリスク（ｈｅｔｅ
ｒｏｚ又はＲＮ）、及びホモ接合体の非リスク（ｈｏｍｏｚ又はＮＮ）であってよい。別
の態様では、効果推定値は保因者のリスクであってよく、それはＲＲ又はＲＮ対ＮＮであ
る。さらに別の態様では、効果推定値は、アレル、Ｒ対Ｎといったアレルリスクに基づい
ていてよい。二遺伝子座（図４Ｊ）又は三遺伝子座（図４Ｋ）の遺伝子型効果推定値（例
えば、二遺伝子座効果推定値のための９個の可能な遺伝子型組み合わせについてはＲＲＲ
Ｒ、ＲＲＮＮ等）もあり得る。公表ＨａｐＭａｐ中の被験ＳＮＰ頻度もまた図４Ｈ及びＩ
に記載する。
【００８６】
　或る状態についての推定リスクは、米国特許出願公開第２００８０１３１８８７号及び
ＰＣＴ公報第ＷＯ２００８／０６７５５１号に列挙されるＳＮＰに基づくものであってよ
い。幾つかの態様では、或る状態についてのリスクは少なくとも１個のＳＮＰに基づくも
のであってよい。例えば、アルツハイマー（ＡＤ）、結腸直腸癌（ＣＲＣ）、変形性関節
症（ＯＡ）又は落屑性緑内障（ＸＦＧ）についての個体リスク評価は１ＳＮＰに基づくも
のであり得る（例えば、ＡＤについてはｒｓ４４２０６３８、ＣＲＣについてはｒｓ６９
８３２６７、ＯＡについてはｒｓ４９１１１７８、そしてＸＦＧについてはｒｓ２１６５
２４１）。肥満（ＢＭＩＯＢ）、バセドウ病（ＧＤ）、又はヘモクロマトーシス（ＨＥＭ
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）のようなその他の状態については、個体の推定リスクは少なくとも１又は２個のＳＮＰ
に基づくものであり得る（例えば、ＢＭＩＯＢについてはｒｓ９９３９６０９及び／又は
ｒｓ９２９１１７１；ＧＤについてはＤＲＢ１*０３０１ ＤＱＡ１*０５０１及び／又は
ｒｓ３０８７２４３；ＨＥＭについてはｒｓ１８００５６２及び／又はｒｓ１２９１２８
）。心筋梗塞（ＭＩ）、多発性硬化症（ＭＳ）、又は乾癬（ＰＳ）といった（但しこれら
に限定されない）状態については、１、２、又は３個のＳＮＰを利用してこれらの状態に
ついての個体リスクを評価できる（例えば、ＭＩについてはｒｓ１８６６３８９、ｒｓ１
３３３０４９、及び／又はｒｓ６９２２２６９；ＭＳについてはｒｓ６８９７９３２、ｒ
ｓ１２７２２４８９、及び／又はＤＲＢ１*１５０１；ＰＳについてはｒｓ６８５９０１
８、ｒｓ１１２０９０２６、及び／又はＨＬＡＣ*０６０２）。レストレスレッグス症候
群（ＲＬＳ）又はセリアック病（ＣｅｌＤ）の個体リスク評価には、１、２、３、又は４
個のＳＮＰ（例えば、ＲＬＳについてはｒｓ６９０４７２３、ｒｓ２３００４７８、ｒｓ
１０２６７３２、及び／又はｒｓ９２９６２４９；ＣｅｌＤについてはｒｓ６８４０９７
８、ｒｓ１１５７１３１５、ｒｓ２１８７６６８、及び／又はＤＱＡ１*０３０１ ＤＱＢ
１*０３０２）。前立腺癌（ＰＣ）又は狼瘡（ＳＬＥ）については、１、２、３、４、又
は５個のＳＮＰを利用してＰＣ又はＳＬＥの個体リスクを評価できる（例えば、ＰＣにつ
いてはｒｓ４２４２３８４、ｒｓ６９８３２６７、ｒｓ１６９０１９７９、ｒｓ１７７６
５３４４、及び／又はｒｓ４４３０７９６；ＳＬＥについてはｒｓ１２５３１７１１、ｒ
ｓ１０９５４２１３、ｒｓ２００４６４０、ＤＲＢ１*０３０１、及び／又はＤＲＢ１*１
５０１）。個体の黄斑変性症（ＡＭＤ）又は関節リウマチ（ＲＡ）についての生涯リスク
を評価するには、１、２、３、４、５、又は６個のＳＮＰを利用できる（例えば、ＡＭＤ
についてはｒｓ１０７３７６８０、ｒｓ１０４９０９２４、ｒｓ５４１８６２、ｒｓ２２
３０１９９、ｒｓ１０６１１７０、及び／又はｒｓ９３３２７３９；ＲＡについてはｒｓ
６６７９６７７、ｒｓ１１２０３３６７、ｒｓ６４５７６１７、ＤＲＢ*０１０１、ＤＲ
Ｂ１*０４０１、１*０４０４）。個体の乳癌（ＢＣ）についての生涯リスクを評価するに
は、１、２、３、４、５、６又は７個のＳＮＰを利用できる（例えばｒｓ３８０３６６２
、ｒｓ２９８１５８２、ｒｓ４７００４８５、ｒｓ３８１７１９８、ｒｓ１７４６８２７
７、ｒｓ６７２１９９６及び／又はｒｓ３８０３６６２）。個体のクローン病（ＣＤ）又
は２型糖尿病（Ｔ２Ｄ）についての生涯リスクを評価するには、１、２、３、４、５、６
、７、８、９、１０、又は１１個のＳＮＰを利用できる（例えば、ＣＤについてはｒｓ２
０６６８４５、ｒｓ５７４３２９３、ｒｓ１０８８３３６５、ｒｓ１７２３４６５７、ｒ
ｓ１０２１０３０２、ｒｓ９８５８５４２、ｒｓ１１８０５３０３、ｒｓ１０００１１３
、ｒｓ１７２２１４１７、ｒｓ２５４２１５１、及び／又はｒｓ１０７６１６５９；Ｔ２
Ｄについてはｒｓ１３２６６６３４、ｒｓ４５０６５６５、ｒｓ１００１２９４６、ｒｓ
７７５６９９２、ｒｓ１０８１１６６１、ｒｓ１２２８８７３８、ｒｓ８０５０１３６、
ｒｓ１１１１８７５、ｒｓ４４０２９６０、ｒｓ５２１５、及び／又は１８０１２８２）
。幾つかの態様では、リスク決定の基礎として使用されるＳＮＰは、上記のＳＮＰ、又は
米国特許公報第２００８０１３１８８７号又はＰＣＴ公報第ＷＯ２００８／０６７５５１
号に記載のようなその他のＳＮＰと連鎖不均衡にあるかも知れない。
【００８７】
　個体の表現型プロファイルは幾つかの表現型を含み得る。特に、本開示方法による、疾
患、又は、代謝、有効性及び／又は安全性を包含する起こり得る薬物反応といったその他
の状態についての患者のリスク評価は、症状のある、又は発症前の、又は症状のない個体
の如何に拘わらず、１又はそれ以上の疾患／状態誘発アレルの保因者を包含する個体にお
いて、症状のある、又は発症前の、又は症状のない個体における、複数の無関係の疾患及
び状態への感受性の予測的又は診断的解析を可能にする。したがって、これらの方法は、
特定の疾患又は状態の検査についての先入観無しに、疾患又は状態に対する個体の感受性
の一般評価を提供する。例えば、本開示の方法は、個体のゲノムプロファイルに基づいて
、表１、図４、５、又は６に列挙した幾つかの状態のうち任意のものに対するその個体の
感受性評価を可能にする。この評価は好ましくは、それらの状態のうち２又はそれ以上、
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より好ましくはこれらの状態のうち３、４、５、１０、２０、５０、１００又はそれ以上
についての情報を提供する。好ましい態様では、表現型プロファイルは、個体のゲノムプ
ロファイルに少なくとも２０の規則を適用することで導かれる。別の態様では、個体のゲ
ノムプロファイルに少なくとも５０の規則が適用される。表現型についての１個の規則を
、単一遺伝子表現型に適用できる。１以上の規則を１個の表現型、例えば多遺伝子表現型
又は単一遺伝子表現型に適用することもでき、この場合、１個の遺伝子の中にある複数の
遺伝子変異体が、その表現型を持つ確率に影響する。
【００８８】
　個々の患者のゲノムプロファイルの初期スクリーニングの後に、さらなるヌクレオチド
変異体が判明した場合、そのさらなるヌクレオチド変異体、例えばＳＮＰと比較すること
により、個体の遺伝子型相関の更新を行う（又はそれが取得できる）。例えば、新たな遺
伝子型相関について科学文献を精査する、遺伝学分野において通常の技術を有する１又は
それ以上の人々が、工程１１０を、定期的に、例えば毎日、毎週、又は毎月実施すること
ができる。次いでこの新たな遺伝子型相関を、一人又はそれ以上の当該分野の専門家より
成る委員会がさらに検証できる。すると工程１１２もまた、検証された新たな相関に基づ
く新たな規則によって定期的に更新され得る。
【００８９】
　新たな規則は、既存の規則を持たない遺伝子型又は表現型を包含できる。例えば、いか
なる表現型とも相関していない遺伝子型が、新たな又は既存の表現型と相関していること
が発見される。新たな規則はさらに、いかなる遺伝子型も過去に相関していなかった表現
型との相関についてのものであるかも知れない。新たな規則はさらに、既存の規則を有す
る遺伝子型及び表現型について決定されるかも知れない。例えば、遺伝子型Ａ及び表現型
Ａの間の相関に基づく規則が存在する。新たな研究により、遺伝子型Ｂが表現型Ａと相関
することが明らかとなり、この相関に基づいて新たな規則が作られる。別の例は、表現型
Ｂが遺伝子型Ａに関連していることが発見され、それに従い新たな規則が作製できる。
【００９０】
　既知の、但し公表された科学文献では当初特定されていなかった相関に基づく発見に関
して規則が作られることもある。例えば、遺伝子型Ｃが表現型Ｃと相関していることが報
告される。別の刊行物は、遺伝子型Ｄが表現型Ｄと相関していることを報告する。表現型
Ｃ及びＤは関連症状、例えば表現型Ｃが息切れであり、表現型Ｄが小さな肺活量である。
遺伝子型Ｃ及びＤ、ならびに表現型Ｃ及びＤを持つ個体の既存の保存ゲノムプロファイル
を用いる統計手段によって、又はさらなる研究によって、遺伝子型Ｃ及び表現型Ｄ、又は
遺伝子型Ｄと表現型Ｃの間の相関が発見され検証される。すると新たに発見され検証され
た相関に基づき、新たな規則が作製できる。別の態様では、特定の又は関連する表現型を
持つ幾つかの個体の保存ゲノムプロファイルを調査し、それらの個体に共通の遺伝子型を
決定し、相関を決定できる。この相関に基づき新たな規則を作製できる。
【００９１】
　既存の規則を改変するために規則が作製されることもある。例えば、遺伝子型及び表現
型の間の相関は、個体の既知の特徴、例えば該個体の民族性、祖先、地理、性別、年齢、
家族歴、又はその他任意の既知表現型によって部分的に決定できる。これら既知の個体の
特徴に基づいて規則を作製し、既存の規則に組み込み、改変された規則を提供することが
できる。適用されるべき改変規則の選択は、個体の特定の因子に依存するであろう。例え
ば、或る個体が遺伝子型Ｅを有する場合、表現型Ｅを有する個体が３５％であるという確
率に基づいて規則を作製できる。しかしながら、或る個体が特定の民族性を有する場合、
その確率は５％である。この結果に基づいて新たな規則を作製し、その特定の民族性を持
つ個体に適用することができる。或いは、３５％という決定を含む既存の規則を適用し、
次に該表現型について、民族性に基づく別の規則を適用することもできる。既知の個体の
特徴に基づく規則は科学文献から決定でき、又は保存されたゲノムプロファイルの研究に
基づいて決定することもできる。新たな規則が作製された時に工程１１４においてゲノム
プロファイルにその新たな規則を付け加え且つ適用してもよいし、それらを定期的に、例
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えば少なくとも１年に１回適用してもよい。
【００９２】
　科学技術の進歩がより洗練されたＳＮＰゲノムプロファイルの解明を可能にしているた
め、個体の疾患リスクの情報もまた拡大され得る。上に指摘したように、初期ＳＮＰゲノ
ムプロファイルは５０００００個のＳＮＰをスキャンするマイクロアレイ技術を用いて容
易に作製できる。ハプロタイプブロックの性質を考慮すると、この数によって、個体ゲノ
ム中の全ＳＮＰの代表プロファイルの取得が可能である。とは言え、ヒトゲノムにはおよ
そ１０００万個のＳＮＰが存在すると推定されている（国際ＨａｐＭａｐプロジェクト；
 www.hapmap.org）。１００００００、１５０００００、２００００００、３０００００
０、もしくはそれ以上のＳＮＰのマイクロアレイ、又は全ゲノム配列決定といったように
、科学技術の進歩が実用的で費用効率の高いＳＮＰの解析をより洗練された詳細度で可能
にするため、より詳細なＳＮＰゲノムプロファイルが作製できる。同様に、費用効率の高
い、より洗練されたＳＮＰゲノムプロファイル解析及びＳＮＰ－疾患相関のマスターデー
タベースへの更新が、コンピューター解析法の進歩によって可能となる。
【００９３】
　工程１１６での表現型プロファイル作製の後、工程１１８に示すように、契約者又はそ
の健康管理者は、オンラインポータル又はウェブサイトを介して彼等のゲノム又は表現型
プロファイルにアクセスできる。工程１２０及び１２２に示すように、表現型プロファイ
ルを含む報告ならびに表現型及びゲノムプロファイルに関する他の情報もまた、契約者又
はその健康管理者に提供される。この報告は、印刷され、契約者のコンピューターに保存
され、又はオンラインで閲覧できる。
【００９４】
　オンライン報告の見本を図７に示す。契約者は、１個の表現型又は１以上の表現型を表
示させることを選択できる。契約者にはまた、種々の閲覧選択肢、例えば図７に示すよう
に「迅速閲覧」選択肢があるかも知れない。表現型が医学的状態であり、この迅速報告中
の様々な処置及び症状が、その処置についてのさらなる情報を含む他のウェブページにリ
ンクしているかも知れない。例えば、薬剤の箇所をクリックすることにより、用法、費用
、副作用、及び有効性についての情報を含むウェブサイトに導かれる。その薬剤を他の処
置と比較することもできる。そのウェブサイトはさらに、その薬剤の製造者のウェブサイ
トにつながるリンクを含むかも知れない。別のリンクは、契約者が薬理ゲノム学的プロフ
ァイルを作製してもらう選択肢を提供でき、そのプロファイルは、契約者のゲノムプロフ
ァイルに基づく該薬剤に対して起こり得る反応等の情報を包含するであろう。予防措置、
例えばフィットネス及び減量等の、薬剤の代替手段へのリンクもまた提供され、そして、
ダイエット用サプリメント、ダイエット計画、及び近隣のヘルスクラブ、診療所、健康サ
ービス提供者、日帰り入浴施設等へのリンクもまた提供され得る。教育及び情報ビデオ、
利用可能な処置の要約、可能な治療法、及び一般的提言もまた提供され得る。
【００９５】
　オンライン報告はさらに、契約者に自身の表現型プロファイルに関するさらなる情報を
求める機会を提供する、対面による医師との又は遺伝カウンセリング予約をスケジュール
に入れるためのリンク、又は遺伝カウンセラーもしくは医師にオンラインでアクセスする
ためのリンクを提供できる。オンライン遺伝カウンセリング及び医師への質問へのリンク
は、オンライン報告で提供されることもある。
【００９６】
　報告は、他のフォーマットで、例えば１個の表現型について総合的観点から閲覧するこ
ともでき、この場合、各カテゴリーのさらなる詳細が提供される。例えば、契約者が該表
現型を発現する尤度についてのより詳細な統計、又は、典型的な症状もしくは表現型、例
えば医学的状態の見本症状、又は身長のような身体の非医学的状態の範囲についてのさら
なる情報、又は、遺伝子及び遺伝子変異体についてのさらなる情報、例えば集団における
発生率、例えば全世界、もしくは様々な国、もしくは様々な年齢範囲もしくは性別におけ
る発生率についてのさらなる情報があるかも知れない。別の態様では、この報告は「楽し
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み」の表現型についてのもの、例えば個体のゲノムプロファイルと有名人、例えばアルバ
ート・アインシュタインのゲノムプロファイルの類似性についてのものであるかも知れな
い。この報告は、該個体のゲノムプロファイルとアインシュタインのゲノムプロファイル
の類似性パーセントを表示し、さらに、アインシュタインと該個体の予想ＩＱを表示する
こともできる。さらなる情報には、一般集団のゲノムプロファイルと彼等のＩＱを該個体
及びアインシュタインのゲノムプロファイル及びＩＱと比較する方法が含まれるかも知れ
ない。
【００９７】
　もう一つの態様では、報告は、契約者のゲノムプロファイルと相関する全表現型を表示
できる。別の態様では、その報告は、或る個体のゲノムプロファイルと正の相関がある表
現型のみを表示できる。別のフォーマットでは、該個体は、或る表現型のサブグループ、
例えば医学的表現型のみ、又は実行可能な医学的表現型のみを表示させることを選択でき
る。例えば、実行可能な表現型及びそれらに相関する遺伝子型には、クローン病（ＩＬ２
３Ｒ及びＣＡＲＤ１５に相関）、１型糖尿病（ＨＬＡ－ＤＲ／ＤＱに相関）、狼瘡（ＨＬ
Ａ－ＤＲＢ１に相関）、乾癬（ＨＬＡ－Ｃ）、多発性硬化症（ＨＬＡ－ＤＱＡ１）、バセ
ドウ病（ＨＬＡ－ＤＲＢ１）、関節リウマチ（ＨＬＡ－ＤＲＢ１）、２型糖尿病（ＴＣＦ
７Ｌ２）、乳癌（ＢＲＣＡ２）、結腸癌（ＡＰＣ）、エピソード記憶（ＫＩＢＲＡ）、及
び骨粗鬆症（ＣＯＬ１Ａ１）がある。該個体は、報告に、表現型の下位カテゴリー、例え
ば医学的状態として炎症性疾患のみを、又は非医学的状態として身体的形質のみを表示さ
せるよう選択することもできる。
【００９８】
　個体が提出する、及び個体に伝達される情報は安全且つ秘密とすることができ、そのよ
うな情報へのアクセスは該個体により管理され得る。複雑なゲノムプロファイルから導か
れる情報は、監督官庁により承認された、理解可能な、医学関連の、そして／又は衝撃的
データとして該個体に供給され得る。情報は、一般的に関心が持たれ、医学関連でないこ
ともある。情報は、ポータルインターフェース及び／又は郵送といった（但しこれらに限
定されない）幾つかの手段によって安全に該個体に伝達できる。より好ましくは、該個体
が安全且つ秘密にアクセスできるポータルインターフェースにより、情報が該個体に安全
に（もし該個体がそれを選択したならば）提供される。そのようなインターフェースは、
好ましくはオンライン、インターネットウェブサイトアクセスにより提供され、別法とし
て、電話、又はプライベートで安全且つ容易に利用できるアクセスが可能なその他の手段
により提供される。ゲノムプロファイル、表現型プロファイル、及び報告は、ネットワー
ク上でのデータ送信により、個体又はその健康管理者に提供される。
【００９９】
　したがって、図８は、それにより表現型プロファイル及び報告が作製される論理装置の
代表例を示すブロック図である。図８は、ゲノムプロファイルを受信して保存し、遺伝子
型相関を解析し、その遺伝子型相関解析に基づく規則を作製し、その規則をゲノムプロフ
ァイルに適用し、そして表現型プロファイル及び報告を作製する、コンピューターシステ
ム（又はデジタル装置）８００を示す。コンピューターシステム８００は、メディア８１
１及び／又はネットワークポート８０５（これは場合により、固定メディア８１２を有す
るサーバー８０９に接続することができる）からの指示を読み取る事のできる論理装置で
あると理解できる。図８に示すシステムは、ＣＰＵ８０１、ディスクドライブ８０３、場
合による入力装置、例えばキーボード８１５及び／又はマウス８１６及び場合によるモニ
ター８０７を含む。データ通信は、示された通信メディアを通じてローカル又はリモート
位置にあるサーバー８０９へと行うことができる。通信メディアは、任意のデータ送信及
び／又は受信手段が包含され得る。例えば、通信メディアは、ネットワーク接続、ワイヤ
レス接続又はインターネット接続とすることができる。このような接続は、ワールド・ワ
イド・ウェブによる通信を提供できる。本開示に関するデータは、このようなネットワー
ク又は接続上で、当事者８２２が受信及び／又は検討するために送信できるということが
想定されている。受信者８２２は、個体、契約者、健康管理提供者又は健康管理者であっ
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てよいが、これらに限定される訳ではない。或る態様では、コンピューター読み取り可能
メディアは、生体試料又は遺伝子型相関の解析結果の送信に好適なメディアを包含する。
このメディアは、個体対象の表現型プロファイルに関する結果を内包でき、ここで、その
ような結果は本明細書に記載の方法を用いて誘導される。
【０１００】
　好ましくは個人ポータルが、個体がゲノムデータを受信し評価するための一次インター
フェースとしての役割を有する。ポータルは、試料の、採集から検査及び結果に至る進行
を、個体が追跡できるようにする。ポータルへのアクセスにより、個体に、彼等のゲノム
プロファイルに基づく共通の遺伝疾患に対する相対リスクが伝えられる。契約者は、ゲノ
ムプロファイルにどの規則を適用するかをポータルを通じて選択できる。
【０１０１】
　或る態様では、１又はそれ以上のウェブページに表現型の一覧表があり、各表現型の隣
に、契約者が自身の表現型プロファイルに含めることを選択できる囲みがある。表現型は
、該表現型に関する情報にリンクしており、この情報は、契約者が自身の表現型プロファ
イルに含めることを望む表現型についてのインフォームド・チョイスを行う助けとなる。
このウェブページはさらに、疾患群、例えば対処可能又は不可能な疾患として、表現型を
体系づけてあるかも知れない。例えば契約者は、ＨＬＡ－ＤＱＡ１及びセリアック病とい
った対処可能な表現型のみを選択できる。契約者はまた、その表現型のための発症前又は
発症後の処置を表示させることを選択できる。例えば、該個体は、セリアック病のための
発症前処置（スクリーニング増大の他に）である、グルテン除去食という発症前処置のあ
る対処可能な表現型を選択できる。もう一つの例は、スタチン、運動、ビタミン、及び精
神活動というアルツハイマーの発症前処置である。血栓症はもう一つの例であり、経口避
妊薬の回避及び長時間じっと座ることの回避という発症前処置がある。承認されている発
症後処置のある表現型の一例は、ＣＦＨと相関している滲出型ＡＭＤであり、この場合、
個体は該状態のためのレーザー処置を受けることができる。
【０１０２】
　表現型を疾患又は状態の型又は種類、例えば神経系、心血管系、内分泌系、免疫系など
によって体系づけることもできる。表現型を医学的及び非医学的表現型としてグループ分
けすることもできる。ウェブページ上にあるその他の表現型のグループ分けには、身体的
形質、生理的形質、精神的形質、又は情緒的形質によるものがある。ウェブページはさら
に、１つの囲みを選ぶことにより表現型の１グループが選択されるセクションを提供でき
る。例えば、全表現型、医学関連表現型のみ、非医学関連表現型のみ、対処可能な表現型
のみ、対処不可能な表現型のみ、異なる疾患群、又は「楽しみ」の表現型を選択すること
である。「楽しみ」の表現型は、著名人又はその他の有名な個体、又は他の動物もしくは
他の生物との比較さえ包含できる。比較のために入手できるゲノムプロファイルの一覧表
もまた、契約者が選択して自身のゲノムプロファイルと比較するために、ウェブページ上
に提供され得る。
【０１０３】
　オンラインポータルは、契約者がそのポータルをナビゲートし、特定の表現型を検索し
、又は、特定の用語又は契約者の表現型プロファイルもしくは報告により明らかとなった
情報を検索するのを助けるための検索エンジンをも提供できる。パートナーサービス及び
製品提供にアクセスするリンクもまたポータルにより提供され得る。共通の又は類似の表
現型を有する個体のためのサポートグループ、掲示板、及びチャットルームへのさらなる
リンクもまた提供され得る。オンラインポータルはまた、契約者の表現型プロファイル中
にある表現型に関するさらなる情報を記載する他のサイトへのリンクをも提供できる。オ
ンラインポータルはまた、契約者が自身の表現型プロファイル及び報告を、友人、家族、
又は健康管理者と共有できるサービスも提供できる。契約者は、表現型プロファイル中に
明らかとなっているどの表現型を友人、家族、又は健康管理者と共有したいかを選択でき
る。
【０１０４】



(28) JP 5491400 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

　表現型プロファイル及び報告は、個体に個人向け遺伝子型相関を提供する。個体に提供
された遺伝子型相関を使用して、個人の健康管理及びライフスタイル選択を決定できる。
遺伝子変異体及び処置が実行可能な疾患の間に強い相関が見出された場合、その遺伝子変
異体の検出は、該疾患の処置及び／又は該個体の監視を開始する決定を助けるかも知れな
い。統計学的に有意な相関があるが強い相関ではないと思われる場合には、個体はその情
報をかかりつけの医師と共に検討し、適切で有益な行動方針を決定できる。特定の遺伝子
型相関の観点から個体にとって有益であると思われる行動指針には、治療処置の管理、処
置の潜在的必要性もしくは処置の効果の監視、又は、食生活、運動、及びその他の個人的
習慣／活動の点でライフスタイルを変えることが包含される。例えば、セリアック病のよ
うな対処可能な表現型には、グルテン除去食という発症前処置がある。同様に、遺伝子型
相関情報を薬理ゲノム学を通じて適用し、特定の薬剤又は薬剤レジメンによる処置に対し
て個体が示すと予想される反応、例えば、特定の薬物処置の予想される有効性又は安全性
を予測することができる。
【０１０５】
　契約者は、自身の健康管理者、例えば医師又は遺伝カウンセラーにゲノムプロファイル
及び表現型プロファイルを提供することを選択できる。このゲノムプロファイル及び表現
型プロファイルは、健康管理者が直接アクセスでき、又は契約者が健康管理者に渡すコピ
ーを印刷し、又はオンラインポータルを通じて、例えばオンライン報告書上のリンクによ
って健康管理者に直接送られるようにさせることができる。
【０１０６】
　この関連情報の送達は、患者が医師と協力して行動する力を与えるであろう。特に、患
者とその医師の話し合いは、個体のポータル及び医学情報へのリンク、ならびに患者のゲ
ノム情報を彼等の医療記録へと結びつける能力によって力づけられる。医学情報は、予防
及び健康情報を包含できる。本開示により患者個人に提供される情報によって、患者は自
身の健康管理のためのインフォームド・チョイスを下せるようになる。このようにして、
患者は、自身の個人的ゲノムプロファイル（遺伝的に継承されたＤＮＡ）が可能性を高め
ている疾患を回避及び／又は遅延させることを助ける選択を行えるであろう。加えて、患
者は自身の特別な医学的ニーズに個人的に合致する処置レジメンを使用できるであろう。
個体はさらに、万一疾病を発症し、医師が治療戦略を作製する助けとするためにこの情報
が必要になった場合、自身の遺伝子型データにアクセスする能力を有するであろう。
【０１０７】
　遺伝子型相関情報を遺伝カウンセリングと連携させて利用し、生殖ならびに母親、父親
、及び／又は子供に対する潜在的な遺伝学上の懸念を考えているカップルに助言すること
ができる。遺伝カウンセラーは情報を提供し、特定の状態又は疾患について高いリスクを
示す表現型プロファイルを有する契約者をサポートすることができる。彼等はその障害に
ついての情報を解釈し、遺伝パターン及び再現リスクを解析し、利用可能な選択肢を契約
者と共に検討できる。遺伝カウンセラーはさらに、契約者を地域社会又は国のサポートサ
ービスに紹介する、支持的カウンセリングを提供することもできる。遺伝カウンセリング
には特別な契約プランが包含される。幾つかの態様では、遺伝カウンセリングは依頼から
２４時間以内にスケジュールが決められ、夜間、土曜、日曜、及び／又は祝日といった時
間も利用できる。
【０１０８】
　個人のポータルはさらに、初期のスクリーニングを超えたさらなる情報の送達を容易に
する。個体は、自身の個人的遺伝子プロファイルに関する新たな科学的発見、例えば、自
身の現在の又は潜在的な状態に対する新たな処置又は予防戦略に関する情報について知ら
されるであろう。この新たな発見はまた、彼等の健康管理者に送達されることもある。好
ましい態様では、契約者又は彼等の健康管理提供者は、新たな遺伝子型相関及び契約者の
表現型プロファイル中の表現型についての新たな研究について、ｅメールで知らされる。
別の態様では、「楽しみ」の表現型についてのｅメールが契約者に送信され、例えば、彼
等のゲノムプロファイルがアブラハム・リンカーンのゲノムプロファイルと７７％一致す
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ること、そしてさらなる情報がオンラインポータルを通じて取得できることが、ｅメール
で通知され得る。
【０１０９】
　本開示はさらに、新たな規則を作製し、規則を改変し、規則を合し、規則の組を新たな
規則によって定期的に更新し、ゲノムプロファイルのデータベースを安全に維持し、表現
型プロファイルを決定するためにその規則をゲノムプロファイルに適用し、そして報告を
作製するための、コンピューターコードのシステムを提供する。契約者に、新たな又は修
正された相関、新たな又は修正された規則、ならびに例えば新たな予防及び健康情報、開
発中の新たな治療法、又は利用可能な新しい処置を含む新たな又は修正された報告を通知
するためのコンピューターコード。
　ビジネス方法
【０１１０】
　本開示は、患者のゲノムプロファイルを、確立された、医学に関連するヌクレオチド変
異体の、臨床誘導されたデータベースと比較することに基づいた、個体の遺伝子型相関を
評価するビジネス方法を提供する。本開示はさらに、当初知られていなかった新たな相関
を評価するために、保存された個体のゲノムプロファイルを使用して、個体に別の生体試
料の提出を要求することなく、更新された個体の表現型プロファイルを作製するビジネス
方法を提供する。このビジネス方法を説明するフローチャートを図９に示す。
【０１１１】
　最初に個体が、多数の一般的な人間の疾患、状態、及び身体状態について遺伝子型相関
の個人的ゲノムプロファイルを請求及び購入する時、このビジネス方法の収益源が一部工
程１０１において生み出される。依頼及び購入は、オンラインウェブポータル、オンライ
ン保健サービス、及び個体のかかりつけ医師又は個人に医療処置を施す類似の施設を包含
する（但しこれらに限定される訳ではない）様々なソースを通じて行うことができる。こ
れに代わる態様では、ゲノムプロファイルが無料で提供され、収益源は工程１０３のよう
な後の工程で生み出される。
【０１１２】
　契約者又は顧客は、表現型プロファイルの購入を依頼する。依頼及び購入に応答して、
工程１０３において顧客に遺伝子試料単離に用いられる生体試料採集キットが提供される
。請求がオンライン、電話、又はその他の、顧客が採集キットを容易に物理的に入手でき
ない手段で行われた場合には、迅速配送、例えば当日又は翌日配送できる宅配便により採
集キットが提供される。この採集キットには、試料容器と共に、ゲノムプロファイル作製
のため研究所に試料を迅速配送するための梱包剤が含まれている。キットにはさらに、そ
の試料を、試料処理施設又は研究所に送付するための説明書、ならびに、顧客のゲノムプ
ロファイル及び表現型プロファイルにアクセスする（これはオンラインポータルを通じて
実施できる）ための説明書が含まれているかも知れない。
【０１１３】
　上に詳説したように、ゲノムＤＮＡは、幾つかのタイプの生体試料のうち任意のものか
ら取得できる。好ましくは、ゲノムＤＮＡは、例えばDNA Genotekから入手できる市販の
採集キットを用いて唾液から単離する。顧客は、好都合なことに、採集キット内にあった
容器に唾液試料を入れ、次いで容器をシールするのであるから、唾液及びこのようなキッ
トを使用することにより、非侵襲性試料採集が可能である。加えて、唾液試料は室温で保
存及び輸送できる。
【０１１４】
　採集又は標本容器に生体試料を入れた後、工程１０５において顧客はこの試料を処理の
ために研究所へと送る。典型的には、顧客は、採集キット中に提供された梱包剤を使用し
て、試料を迅速配送、例えば当日又は翌日宅配便により研究所へ送達／送付することがで
きる。
【０１１５】
　試料を処理しゲノムプロファイルを作製する研究所は、適切な行政機関のガイドライン
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及び要件を遵守することができる。例えば米国では、処理する研究所は、食品医薬品局（
ＦＤＡ）又はメディケア・メディケイド・サービス・センター（ＣＭＳ）のような１又は
それ以上の連邦政府関係機関及び／又は１又はそれ以上の州の機関によって規制されてい
るかも知れない。米国では、臨床研究所は、１９８８年の臨床検査室改善修正法（ＣＬＩ
Ａ）の下で認可承認される。
【０１１６】
　工程１０７では、研究所が、前記のように試料を処理して、ＤＮＡ又はＲＮＡの遺伝子
試料を単離する。次いで工程１０９においてこの単離された遺伝子試料の解析及びゲノム
プロファイルの作製を実施する。好ましくはゲノムＳＮＰプロファイルを作製する。上に
述べたように、ＳＮＰプロファイルの作製には幾つかの方法が利用できる。好ましくは、
高密度アレイ、例えばAffymetrix又はIllumina製の市販プラットフォームをＳＮＰの特定
及びプロファイル作製に使用する。例えばＳＮＰプロファイルは、上でより詳細に記載し
たように、Affymetrix GeneChipアッセイを用いて作製できる。科学技術が発達するにつ
れて、高密度ＳＮＰプロファイルを作製できる他の技術供給メーカーが出るかも知れない
。別の態様では、契約者のゲノムプロファイルは、契約者のゲノム配列である。
【０１１７】
　個体のゲノムプロファイル作製の後、遺伝子型データを好ましくは暗号化し、工程１１
１において取り込み、そして工程１１３において安全なデータベース又はヴォールトに寄
託し、そこで将来の照会のためにその情報を保存する。ゲノムプロファイル及び関連情報
は秘密とすることができ、この機密情報及びゲノムプロファイルへのアクセスは、該個体
及び／又は彼もしくは彼女のかかりつけ医師の指示に従って限定される。その他の人間、
例えば該個体の家族及び遺伝カウンセラーもまた契約者によりアクセスを許可されること
がある。
【０１１８】
　データベース又はヴォールトは処理する研究所の施設内にあってよい。或いはそのデー
タベースは別の場所にあるかも知れない。この場合、処理する研究所が作製したゲノムプ
ロファイルデータは、工程１１１においてそのデータベースを有する別の施設へ持ち込ま
れる。
【０１１９】
　個体のゲノムプロファイルを作製した後、工程１１５において、その個体の遺伝子変異
を、確立された、医学に関連する遺伝子変異体の、臨床誘導されたデータベースと比較す
る。或いは、その遺伝子型相関は、例えば眼の色のような身体的形質、又は著名人とのゲ
ノムプロファイルの類似性のような「楽しみ」の表現型といったように、医学に関連して
いないが、それでも尚、遺伝子型相関のデータベースに組み入れられるかも知れない。
【０１２０】
　医学に関連したＳＮＰは、科学文献及び関連情報源によって立証されたものであるかも
知れない。非ＳＮＰ遺伝子変異体もまた表現型と相関していることが立証されるかも知れ
ない。一般に或る疾患に対するＳＮＰ相関は、その疾患を持つことがわかっている人々の
群のハプロタイプパターンを、その疾患を持たない人々の群と比較することによって立証
される。多くの個体を解析することにより、集団における多型の頻度を決定でき、一方こ
れらの遺伝子型頻度を、特定の表現型、例えば疾患又は状態と関連付けることができる。
或いは、この表現型は非医学的状態であるかも知れない。
【０１２１】
　関連するＳＮＰ及び非ＳＮＰ遺伝子変異体を、利用可能な公表文献によって決定するの
ではなく、保存された個体のゲノムプロファイルの解析を通じて決定することもできる。
保存されたゲノムプロファイルを持つ個体は、過去に決定されている表現型を開示するか
も知れない。個体の遺伝子型及び開示された表現型の解析を、その表現型を持たない個体
と比較して相関を決定し、その後これを他のゲノムプロファイルに適用できる。自身のゲ
ノムプロファイルを決定してもらった個体は、過去に決定されている表現型についての質
問票に記入することがある。質問票には、医学的及び非医学的状態、例えば過去に診断さ
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れた疾患、医学的状態の家族歴、ライフスタイル、身体的形質、精神的形質、社会生活、
環境等についての質問が含まれる。
【０１２２】
　或る態様では、個体は、質問票に記入した場合には自身のゲノムプロファイルを無料で
決定してもらえるかも知れない。幾つかの態様では、自身の表現型プロファイル及び報告
に自由にアクセスできるために、個体は定期的に質問票に記入することになっている。別
の態様では、質問票に記入する個体は、例えば前の契約レベルより多くアクセスできる、
又は、割引料金で契約を購入もしくは更新できる、等の、契約のアップグレード権を与え
られる。
【０１２３】
　工程１２１において医学関連遺伝子変異体のデータベースに寄託された全情報は、工程
１１９で保証されたならば、まず、適切な行政機関により検討及び監督されると共に、科
学的精確性及び重要性について研究／臨床諮問委員会により認可される。例えば米国では
、ＦＤＡが遺伝子変異体（典型的にはＳＮＰ、転写レベル、又は突然変異）相関データの
検証に利用されるアルゴリズムの承認を通じた監督を行う。工程１２３において、科学文
献及びその他の関連情報源をさらなる遺伝子変異体と疾患又は状態の相関について監視し
、それらの精確性及び重要性の検証ならびに行政機関の検討及び認可の後、工程１２５に
おいてこれらの追加的遺伝子型相関をマスターデータベースに追加する。
【０１２４】
　個体の全ゲノムプロファイルと組み合わせた、認可され検証された医学関連遺伝子変異
体のデータベースによって、有利なことに、数多くの疾患又は状態について遺伝的リスク
評価の実施が可能になる。個体のゲノムプロファイルを編集した後、個体のヌクレオチド
（遺伝子）変異体又はマーカーを、特定表現型、例えば疾患、状態、又は身体的形質に相
関したヒトヌクレオチド変異体のデータベースと比較することにより、個体の遺伝子型相
関が決定できる。個体のゲノムプロファイルを遺伝子型相関のマスターデータベースと比
較することにより、その個体は、或る遺伝的リスクファクターについて陽性又は陰性いず
れであると判明したのか、そしてそれはどの程度であるのかを知らされる。個体は、広範
囲の科学的に検証された疾患状態（例えば、アルツハイマー病、心血管疾患、血液凝固）
についての相対リスク及び／又は素因のデータを受け取ることになるであろう。例えば、
表１に記載の遺伝子型相関が包含される。さらに、データベース中のＳＮＰ疾患相関には
、図４に示す相関が包含されるが、これらに限定される訳ではない。図５及び６に記載の
その他の相関もまた包含される。故に本ビジネス方法は、それらの疾患及び状態がもたら
し得るいかなる先入観も伴わずに、多数の疾患及び状態に対するリスクの解析を提供する
。
【０１２５】
　別の態様では、個体の全ゲノムプロファイルと組み合わされる遺伝子型相関は、非医学
関連表現型、例えば「楽しみ」の表現型、又は毛髪の色のような身体的形質である。好ま
しい態様では、規則又は規則の組を、上記のように個体のゲノムプロファイル又はＳＮＰ
プロファイルに適用する。ゲノムプロファイルへの規則の適用は、その個体の表現型プロ
ファイルを産む。
【０１２６】
　このようにして、新たな相関が発見され検証されると、ヒト遺伝子型相関のマスターデ
ータベースが、さらなる遺伝子型相関によって拡大される。更新は、所望により、又は必
要に応じて、データベース中に保存されている該個体のゲノムプロファイル由来の関連情
報にアクセスすることによって実施できる。例えば、知られるようになった新たな遺伝子
型相関は、特定の遺伝子変異体に基づくかも知れない。次いで個体がその新たな遺伝子型
相関の影響を受け易いかどうかの決定を、その個体の全ゲノムプロファイルのうち当該遺
伝子部分のみを取り出して比較することによって実施できる。
【０１２７】
　好ましくはゲノムクエリーの結果を解析し、解釈して、わかり易いフォーマットでその
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個体に提示する。次いで工程１１７において、初期スクリーニングの結果を、上に詳説し
たように郵送又はオンラインポータルインターフェースを通じて安全な秘密の形態で患者
に提供する。
【０１２８】
　報告は、表現型プロファイル及びその表現型プロファイル中の表現型についてのゲノム
情報、例えば、含まれる遺伝子についての基本的遺伝学又は異なる集団における遺伝子変
異体の統計学を含み得る。報告に含まれ得る該表現型プロファイルに基づくその他の情報
には、予防戦略、健康情報、治療法、症状の認識、早期検出計画、介入計画、及び該表現
型の精確な特定及び下位分類がある。個体のゲノムプロファイルの初期スクリーニングに
続いて、制御され管理された更新が実施され又は実施できる。
【０１２９】
　新たな遺伝子型相関が出現し検証及び承認されると、マスターデータベースへの更新と
共に個体のゲノムプロファイルの更新が行われ、それが利用可能となる。新たな遺伝子型
相関に基づく新たな規則が初期のゲノムプロファイルに適用され、更新された表現型プロ
ファイルが提供され得る。更新された遺伝子型相関プロファイルは、工程１２７において
、該個体のゲノムプロファイルの関連部分を新たな遺伝子型相関と比較することによって
作製できる。例えば、特定の遺伝子における変異に基づく新たな遺伝子型相関が発見され
たならば、該個体のゲノムプロファイルのその遺伝子部分を新たな遺伝子型相関について
解析することができる。そのような場合、既に適用されてしまった規則を含む規則の組全
体ではなく１又はそれ以上の新たな規則を適用して更新された表現型プロファイルを作製
できる。個体の更新された遺伝子型相関の結果は、工程１２９において安全な方法で提供
される。
【０１３０】
　初期及び更新表現型プロファイルは、契約者又は顧客に提供されるサービスである。ゲ
ノムプロファイル解析に対する種々のレベルの契約及びそれらの組み合わせが提供され得
る。同様に、契約レベルは、個体が自身の遺伝子型相関と共に受け取りを希望するサービ
ス量の選択肢を個体に提供するために変わり得る。したがって、提供されるサービスレベ
ルは個体が購入するサービスの契約レベルと共に変化するであろう。
【０１３１】
　契約者にとって入門レベルの契約には、ゲノムプロファイル及び初期表現型プロファイ
ルが含まれ得る。これは基本契約レベルである。この基本契約レベルの中に様々なサービ
スレベルがある。例えば、或る契約レベルは、遺伝カウンセリングの照会先、特定の疾患
の予防又は処置に関する特別な見解を持つ医師、及びその他のサービス選択肢を提供でき
る。遺伝カウンセリングはオンライン又は電話で受けることができる。別の態様では、契
約料金は個体が自身の表現型プロファイルとして選択する表現型の数によって変わり得る
。別の選択肢は、契約者がオンライン遺伝カウンセリングへのアクセスを選択するかどう
かである。
【０１３２】
　別のシナリオでは、或る契約が、データベースにおける個体のゲノムプロファイルの維
持と共に初期の全ゲノム遺伝子型相関を提供できる。このようなデータベースは、該個体
がそれを選択した場合、安全なものであり得る。該個体が依頼及び追加の支払いを行うと
、この初期解析に続き、後続の解析及びさらなる結果が作製される。これはプレミアムレ
ベルの契約であるかも知れない。
【０１３３】
　本ビジネス方法の或る態様では、個体のリスクの更新が行われ、対応する情報が契約ベ
ースで個体に利用できるようにされる。更新は、プレミアムレベルの契約を購入する契約
者が利用できる。遺伝子型相関解析の契約は、個体の好みに応じて、新たな遺伝子型相関
の特定カテゴリー又は小集団による更新を提供できる。例えば、或る個体は、処置又は予
防方針が知られている遺伝子型相関を知ることさえできたらよいかも知れない。追加の解
析を実行させるかどうかについての個体の決定を助けるために、利用可能となった追加の
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郵送又はｅメールで送られる。
【０１３４】
　プレミアム契約の中には、基本契約において述べたようなさらなるレベルのサービスが
あるかも知れない。プレミアムレベル内で他の契約モデルが提供されるかも知れない。例
えば、最高レベルは契約者に無制限の更新及び報告を提供できる。新たな相関及び規則が
決定されると、その契約者のプロファイルは更新される。このレベルでは、契約者は、無
制限の数の個体、例えば家族及び健康管理者がアクセスすることを許可できる。この契約
者はまた、オンライン遺伝カウンセラー及び医師に無制限にアクセスできる。
【０１３５】
　プレミアムレベル内の次のレベルの契約は、より限定された局面、例えば限定数の更新
を提供できる。契約者は、契約期間内に自身のゲノムプロファイルを限定された回数だけ
、例えば年に４回更新させることができる。別の契約レベルでは、契約者は、自身の保存
されたゲノムプロファイルを週に１回、月に１回、又は年に１回更新させることができる
。別の態様では、契約者は、それらに対するゲノムプロファイルを更新するために、限定
数の表現型のみを選択できる。
【０１３６】
　個人ポータルもまた、個体にとっての、リスクもしくは相関の更新及び情報の更新につ
いての契約の維持、又は、更新されたリスク評価及び情報の請求を、簡単に可能にスルで
あろう。上記のように、個体が様々なレベルの遺伝子型相関結果及び更新の選択ができる
よう、種々の契約レベルが提供され、そして、契約者の個人ポータルを介して、様々な契
約レベルが契約者によって選択され得る。
【０１３７】
　これら契約選択肢のうちいかなるものも本ビジネス方法の収益源に寄与する。本ビジネ
ス方法の収益源は新たな顧客及び契約者の追加によっても追加され、その場合、新たなゲ
ノムプロファイルがデータベースに加えられる。
【０１３８】
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【表１－２１】

【０１５９】
祖先データの組み入れ
　本開示はさらに、祖先データを組み入れることによりゲノムプロファイルを使用して表
現型を相関させる、本明細書に記載のような方法及びシステムを提供する。したがって、
個体の遺伝子型相関の評価はＧＣＩスコアとして表現又は報告され、このＧＣＩスコアの
作製に際し、祖先データを組み入れることができる。例えば、ＧＣＩスコアの決定に用い
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られるＯＲは、個体の祖先又は民族性に基づいて改変され得る。
【０１６０】
　個体が或る状態を発現するリスクは、典型的にはその個体の遺伝的特徴及び環境に基づ
いている。遺伝的特徴に基づいてリスクを推定しようとする場合、現在の研究は、全ての
遺伝子マーカー又は変異（例えばＳＮＰ）のうち、小集団が測定できるに過ぎないという
事実により、限定され得る。特に、複雑な疾患については、数多くの遺伝的及び環境的因
子の複雑な相互作用が或る状態の発現を導き、故にそのリスクに僅かな貢献をする数多く
の遺伝子変異、例えばＳＮＰがあり得る。現在の全ゲノム関連（ＷＧＡ）研究は、通常、
ゲノムの各領域を分離して考え、他の全ての遺伝的因子及び環境因子を未知のままにして
、その領域内の特定ＳＮＰ中の突然変異が該状態へのリスクに及ぼす効果が何であるかに
ついての質問に答えようとするものである。数学的にはこれらの研究は、リスクの確率の
周辺分布を、本質的にはＳＮＰの関数として推定する（これらの分布を本明細書ではＳＮ
Ｐの効果と称する）。
【０１６１】
　その状態を発現するリスクは、１個の遺伝子変異又はＳＮＰではなく、多数のＳＮＰ又
はその他の遺伝子変異及び環境因子による影響を受けるかも知れない。故に、２つの集団
で、ゲノム間のアレル分布及びそれらに影響を及ぼす環境因子が異なるならば、各々の集
団において特定の遺伝子変異、例えばＳＮＰの影響に潜在的相違があるかも知れない。こ
の事は、このＳＮＰ及び他のＳＮＰ、他の遺伝子変異、又は環境因子の間に遺伝子－遺伝
子又は遺伝子－環境相互作用がある場合、特に当てはまる。しかしながら、たとえ相互作
用がない場合でも、他の遺伝的及び環境的因子の、異なる「背景分布」が、遺伝子変異、
例えばＳＮＰの効果に影響を及ぼし得る。したがって、理論に拘束される訳ではないが、
異なる集団は、同じ遺伝子変異体、例えばＳＮＰに関して異なった効果サイズを有し得る
。ところが実際には、１以上の集団でその効果サイズが測定されたＳＮＰがある、殆ど全
ての既知の状態において、その測定された効果サイズは互いに極めて近いか、又は互いに
少なくとも９５％ＣＩ以内であった。その結果、幾つかの態様では、本発明で使用できる
単純化仮定では、遺伝子変異、例えば原因ＳＮＰの効果サイズは、全集団にわたって事実
上同一である。
【０１６２】
　都合の悪いことに、効果サイズが集団を通じて同じであるという仮定をもってしても、
原因遺伝子変異が未知、例えば原因ＳＮＰが遺伝子型決定できない又はされていないとい
う事実が制限となる。幸運なことに、ゲノム上で極めて近位にあるＳＮＰ又はその他の遺
伝子変異は、例えばＬＤの場合のように相関していることがあり、故に、たとえ原因ＳＮ
Ｐが測定されていなくても、原因の代用品としてタグＳＮＰが利用できる（例えば図１０
を参照されたい）。しかしながら、異なる集団は、様々な考えられる理由、例えば組換え
率の変異、選択圧、又はボトルネック効果のため、異なる連鎖不均衡パターンを有し得る
。したがって幾つかの態様では、或る研究が集団Ａについて実施され、その集団において
特定のオッズ比が得られた場合、集団Ｂでそのオッズ比を想定することはできない。これ
は以下の例によって説明できる（図１０を参照されたい）。例えば、白色人種（ＣＥＵ）
集団について研究を行い、ＳＮＰの１つについて大きな効果サイズが報告されている（「
公表ＳＮＰ」）。この例では、公表ＳＮＰは、原因ＳＮＰと共有されているＬＤブロック
に属しており、よって原因ＳＮＰ及び公表ＳＮＰの間のｒ∧２（相関係数の二乗）は１で
ある。言い換えると、公表ＳＮＰ及び原因ＳＮＰはＣＥＵ集団において完全に相関してい
る。しかしながら、別の集団（この場合ＹＲＩ、ヨルバ族）では、公表ＳＮＰ及び原因Ｓ
ＮＰが異なるＬＤブロックにあるということもあるかも知れない。極端な場合、それらは
ｒ∧２＝０をとることがあり、その場合、それらはその集団において互いに独立している
。このような場合には、ＹＲＩ集団について同じ研究が行われたとしても、公表ＳＮＰに
ついての効果は見出されないであろう。したがって、顧客の基礎となっている集団及び最
初に調査された集団のＬＤパターンを無視することにより、ＹＲＩ個体のリスクを推定す
るのは誤りであろう。図１０に記載の例は極端な事例であるが、実際には同様のパターン
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が、それほど極端ではない結果を伴って起こり得る。
【０１６３】
　したがって、幾つかの態様では、本開示は、異なる祖先を持つ集団間の遺伝子座を比較
することを含んでなる、個体の遺伝子型相関を評価する方法を提供する。例えば、第一の
集団について求められたオッズ比は、第二の集団に適用されることもあればそれとは異な
ることもあるが、それはＬＤパターンのような因子次第である。例えば、ＡＳ（アジア人
）については、使用されるオッズ比は、ＡＳ、ＹＲＩ（ヨルバ族）、ＣＥＵ（白色人種／
ヨーロッパ人）祖先／民族の調査によるものであってよく（この順序）、何故ならＹＲＩ
はＣＥＵよりもＬＤが低いためである。幾つかの態様では、遺伝子座特異的祖先を混合集
団に利用できる。
【０１６４】
　幾つかの態様では、第一及び第二の集団は、アフリカ系アメリカ人、白色人種、アシュ
ケナジー系ユダヤ人、スファラディー系ユダヤ人、インド人、太平洋諸島系、中東人、ド
ゥルーズ派、ベドウィン、南欧人、スカンジナビア人、東欧人、北アフリカ人、バスク人
、西アフリカ人、東アフリカ人等のその他任意の集団を含んでなるが、これらに限定され
る訳ではない。特に指摘のない限り、第一及び第二の集団は、ＨａｐＭａｐ集団（ＹＲＩ
、ＣＥＵ、ＣＨＢ、ＪＰＴ、ＡＳＷ、ＣＨＤ、ＧＩＨ、ＬＷＫ、ＭＥＸ、ＭＫＫ、ＴＳＩ
）のいずれかを含んでなる（但しこれらに限定される訳ではない）。ＨａｐＭａｐ集団の
説明はhttp://hapmap.org/hapmappopulations.html.en及び同封書類に見出すことができ
る。
【０１６５】

【表１Ｂ】

【０１６６】
　幾つかの態様では、表現型に対する個体の遺伝子型相関を評価する方法は、或る表現型
と相関している遺伝子変異、例えばＳＮＰを含んでなる第一の連鎖不均衡（ＬＤ）パター
ン（ここで、この第一ＬＤパターンは第一の個体集団のものである）；及び、その遺伝子
変異（例えば該ＳＮＰ）を含んでなる第二のＬＤパターン（ここで、この第二ＬＤパター
ンは第二の個体集団のものである）を比較し；その比較から、第二集団にある表現型と相
関している遺伝子変異の確率を決定し；そして、その確率を利用することを含んでなる、
該個体のゲノムプロファイルからの、表現型の遺伝子型相関の評価を行い；そして、該個
体又はその健康管理者に、該遺伝子型相関を含んでなる結果を報告することを含んでなる
。
【０１６７】
　例えば、第一集団Ａについて、公表されたＳＮＰであるＰが、オッズ比ＯＲ［Ｐ，Ａ］
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、第二集団Ｂについて、標本サイズが充分大であるならば、Ａ及びＢ中のＣのオッズ比は
同一、即ち、ＯＲ［Ｃ，Ａ］＝ＯＲ［Ｃ，Ｂ］であると仮定する。したがって、Ｃの位置
がわかっている場合、ＯＲ［Ｃ，Ａ］、ＢにおけるＬＤパターンを利用して最良のタグＳ
ＮＰを推定し、該集団内のＣを捕捉することができる。しかしながら幾つかの態様では、
Ｃの位置はＣのオッズ比と同様未知である。ところが、あらゆるＳＮＰ Ｓ及び値Ｘにつ
いて、確率：Ｐｒｏｂ［Ｓ＝Ｃ，ＯＲ［Ｃ，Ａ］＝Ｘ］│ｒ∧２（Ｐ，Ｓ）ｉｎＡ，Ｐ，
ＯＲ［Ｐ，Ａ］］、即ち、集団ＡにおけるＳ及びＰ間の相関係数が与えられ、且つＰがオ
ッズ比ＯＲ［Ｐ，Ａ］を持つ公表ＳＮＰであるとした時の、Ｓが、オッズ比Ｘを持つ原因
ＳＮＰである確率（無限大の標本サイズであると仮定）が算出できる。この確率を算出す
るため、実際の調査ではＳのオッズ比はＣのオッズ比より低い値であるという事実を利用
し、充分大きな標本サイズの場合にＯＲ［Ｓ，Ａ］がＸに近づくとすると、この事が起こ
る確率は幾らであるかという質問に答えられる。原因ＳＮＰの分布及びそれらの効果サイ
ズが与えられると、原因となる種々のＳＮＰから求められた効果サイズの期待値（加重平
均）を計算することにより、タグＳＮＰの期待される効果サイズが決定できる。
【０１６８】
　図１０に示した例において、このＬＤブロックは完全なＬＤを有しているため、ＣＥＵ
ブロック中の全ＳＮＰは因果性について同じ確率を有し、その効果サイズの分布は等しい
（即ち、対数オッズ比は正規分布をしており、この場合、信頼区間がその標準偏差を決定
する）。しかしながら、ＹＲＩ中の公表ＳＮＰがその因果性に標識を付けることを目指し
ている場合、このＳＮＰの予想オッズ比は、公表オッズ比及び１の間の加重平均となり、
その場合、この加重は、含まれるＬＤブロックの長さに相当する。
【０１６９】
　したがって幾つかの態様では、ＯＲの修正は、第一個体集団、又はリファレンス集団、
例えば上の例に記載したＣＥＵにおける複数の遺伝子変異の各々について、原因遺伝子変
異の確率、例えばＯＲを決定することを包含する方法（ただしこれに限定されない）によ
って決定できる。次にこのＯＲを、別の個体集団又はリファレンス群、例えばＹＲＩの個
体のゲノムプロファイルからの遺伝子型相関の評価に利用し、該個体又はその健康管理者
に、工程（ｃ）由来の前記遺伝子型相関を含む結果を報告する。したがって、原因遺伝子
変異体（例えば原因ＳＮＰ）である確率の計算に利用される各遺伝子変異は、典型的には
第一集団中の表現型に相関している既知の遺伝子変異、例えば公表されている遺伝子変異
、例えば公表ＳＮＰ、の近位にある。幾つかの態様では、原因遺伝子変異体（例えば原因
ＳＮＰ）である確率の計算に用いられる遺伝子変異の各々は、既知又は公表された遺伝子
変異に対して連鎖不均衡にある。
【０１７０】
　例えば、再度第一集団Ａについて、公表ＳＮＰであるＰが、オッズ比ＯＲ［Ｐ，Ａ］と
共に報告されており、原因ＳＮＰであるＣが未知であるとする。そして、第二集団Ｂにつ
いて、標本サイズが充分大であるならば、Ａ及びＢ中のＣのオッズ比が同一、即ち、ＯＲ
［Ｃ，Ａ］＝ＯＲ［Ｃ，Ｂ］であると仮定する。この例におけるもう一つの仮定で、検討
された集団及び或る個体集団についてＬＤパターンがわかっているとする。例えば、ＣＥ
Ｕ集団（第一集団）について調査がなされ、該個体はＹＲＩ集団（第二集団）に属してい
ると仮定する。但しこの例は他集団に拡大できる。あらゆる位置において、リスクアレル
Ｒ及び非リスクアレルＮがあるとする。与えられたＳＮＰにおいて考えられる３つの遺伝
子型は、ＲＲ、ＲＮ、及びＮＮである。与えられたＳＮＰ Ｓ、遺伝子型Ｇ（これはＲＲ
、ＲＮ、又はＮＮのいずれかである）、及び個体集団Ｉについて、ＳＮＰ Ｓに遺伝子型
Ｇを持つＩの中の個体数をＦ（Ｓ，Ｉ，Ｇ）と表示する。したがって、公表ＳＮＰ Ｐに
おいてＣＥＵ集団で測定されるオッズ比は、
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【数１】

［式中、ＣＡ及びＣＴは被験及び対照集団を表す］
で与えられる。同様に、集団Ｉにおける遺伝子型Ｇの頻度をｆ（Ｓ，Ｉ，Ｇ）と表す。Ｓ
ＮＰの対Ｓ1及びＳ2について、或る個体がＧ2をＳ2に持つ（ＣＥＵにおいて）とすると、
該個体が遺伝子型Ｇ1をＳＮＰ Ｓ1に有する確率はＰCEU（Ｓ1，Ｇ1│Ｓ2，Ｇ2）と表され
る。同様の表記法を第二集団ＹＲＩにも使用する。
【０１７１】
　幾つかの態様では、アルゴリズムを使用して、第二集団のＯＲを決定し、そのようにし
て或る表現型に対する個体の遺伝子型相関を、例えばＧＣＩスコアの使用を通じて評価す
る。例えば、本明細書に開示するアルゴリズムの入力及び出力は、以下の情報を提供させ
ることができる：
【０１７２】
　１）ＳＮＰのリスト（例えばＨａｐＭａｐに開示されているもの）、及び、公表ＳＮＰ
である、もう一つの特別なＳＮＰ Ｐ。
【０１７３】
　２）この調査で測定される上記ＳＮＰ由来のＳＮＰのリスト。
【０１７４】
　３）公表ＳＮＰ Ｐについて、以下のもののうち１つが既知であると想定される：
　　（ａ）被験対象及び対照についての調査に由来する遺伝子型カウント、即ち、Ｆ（Ｐ
，ＣＡ，Ｇ）及びＦ（Ｐ，ＣＴ，Ｇ）の値はあらゆる遺伝子型Ｇについて既知である。
　　（ｂ）或いは、遺伝子型オッズ比は、ＳＮＰ Ｐ、それらの信頼区間、ならびに被験
対象及び対照の総数について既知であると想定される。
【０１７５】
　４）ＳＮＰ Ｓ1、Ｓ2のあらゆる対、及び遺伝子型Ｇ1、Ｇ2のあらゆる対に関して、該
アルゴリズムにＰCEU（Ｓ1，Ｇ1│Ｓ2，Ｇ2）及びＰYRI（Ｓ1，Ｇ1│Ｓ2，Ｇ2）が提供さ
れる。この情報は、ＨａｐＭａｐ又はその他のリファレンスデータセットから見出すこと
ができる。
【０１７６】
　次にこのアルゴリズムは、この調査の個体数が非常に多い（無限大に近づく）という仮
定の下に、Ｐの近傍にある全てのＳＮＰ Ｓについて該ＳＮＰの予想オッズ比を出力でき
る。このアルゴリズムは、ＣＥＵ（即ち第一集団）及びＹＲＩ（即ち第二集団）について
の原因Ｃのオッズ比は、標本サイズが無限大に近づく時、同じ数に近づくという仮定を立
てる。
【０１７７】
　したがって、本明細書に開示のアルゴリズムは以下の主たる工程を包含できる（実施例
５をも参照されたい）：
【０１７８】
　１）リファレンスデータセットに基づいてＬＤ確率を求める。
【０１７９】
　２）入力データとして与えられていない場合には、カウントＦ（Ｐ，ＣＡ，Ｇ）、Ｆ（
Ｐ，ＣＴ，Ｇ）を求める（代替的１－ｂ）。
【０１８０】
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　３）ＣＥＵ中のＰにおける被験対象及び対照の遺伝子型頻度について、ｎ（ｎは非常に
大きく、例えば＞＞１００００００）例を抽出する。この抽出は、該カウントを前提とし
て、ｆ（Ｐ，ＣＡ，Ｇ）、ｆ（Ｐ，ＣＴ，Ｇ）の事後分布に基づいている。
【０１８１】
　４）各々の頻度例について、そして各々のＳＮＰ Ｓについて、
　（ａ）Ｐにおける頻度及びＰCEUに基づきｆ（Ｓ，ＣＡ，Ｇ）及びｆ（Ｓ，ＣＴ，Ｇ）
を算出する。
　（ｂ）Ｓにおいて抽出されたアレル頻度に基づき、Ｆ（Ｓ，ＣＡ，Ｇ）、Ｆ（Ｓ，ＣＴ
，Ｇ）の例を作製する。
　（ｃ）Ｆ（Ｓ）に基づき、そしてｆ（Ｓ）に基づき、Ｓについてのｐ値を算出する（後
者は漸近的意義におけるｐ値である）。
　（ｄ）測定された全てのＳＮＰ ＳにわたってＦ（Ｓ）に基づく最小ｐ値を求める。こ
れがＰでない場合、この例を棄却する。
　（ｅ）例が棄却されない場合、その例をｆ（Ｓ）に基づく最小ｐ値と共に維持し、これ
がその例の原因ＳＮＰということになる。
【０１８２】
　５）前相から、原因ＳＮＰ Ｃ1・・・・Ｃnの組及びそれらに対応するオッズ比が導か
れる。このような各原因ＳＮＰに対して、ＹＲＩ集団について同じオッズ比が維持される
と想定される。
　（ａ）この情報を、ＣiにおけるＹＲＩ中での該遺伝子型頻度と共に使用して、あらゆ
る遺伝子型Ｇについて頻度ｆYRI（Ｃi，ＣＡ，Ｇ）を推定する。
　（ｂ）ＬＤ情報を使用して、あらゆるＳＮＰ ＳについてのｆYRI（Ｓ，ＣＡ，Ｇ）、ｆ

YRI（Ｓ，ＣＴ，Ｇ）を推定し、これらの頻度に基づき漸近的オッズ比を算出する。
　（ｃ）各々のＳＮＰ Ｓについて、全例の漸近的オッズ比を平均し、期待される漸近的
オッズ比を導く。
【０１８３】
　幾つかの態様では、祖先データを利用して個体を下位群について評価できる。例えば本
開示は、個体の遺伝子試料を入手し；該個体のゲノムプロファイルを作製し；該個体のゲ
ノムプロファイルを、ヒトの、民族性、地理的起源、又は祖先との遺伝子型相関の現在の
データベースと比較することにより、該個体の１又はそれ以上のリファレンス下位群を決
定し；そして、工程ｃ）の結果を該個体又はその健康管理者に報告することを含んでなる
、個体のリファレンス下位群を評価する方法を提供する。
【０１８４】
　或る局面では、リファレンスデータセットは個体由来の遺伝子型決定データを複数セッ
ト含んでなり、この場合、本開示においては実質上全ゲノムが使用される。或る態様では
、このリファレンスデータは、複数の個体の実質上ゲノム全体から得られた遺伝子型決定
データを含む。その場合、或る態様では、実質上ゲノム全体とは、個体ゲノムの少なくと
も８０％（少なくとも８１％、８２％、８３％、８４％、８５％、８６％、８７％、８８
％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８
％、９９％又は１００％のゲノム範囲を包含するが、これらに限定されない）をカバーす
る遺伝子マーカーが検出されることを意味する。別の態様では、リファレンスデータに含
まれる該個体由来の遺伝子型決定データセットの少なくとも７５％が、各個体ゲノムの少
なくとも８０％をカバーする遺伝子マーカーからの情報を包含する。さらなる態様では、
リファレンスデータに含まれる該個体由来の遺伝子型決定データセットの７５％より多く
（７６％、７７％、７８％、７９％、８０％、８１％、８２％、８３％、８４％、８５％
、８６％、８７％、８８％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％
、９６％、９７％、９８％、９９％より多く又は１００％を包含するが、これらに限定さ
れない）が、各個体ゲノムの少なくとも８０％をカバーする遺伝子マーカーからの情報を
包含する。
【０１８５】
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　或る態様では、リファレンスデータセットは、ヌクレオチド反復、ヌクレオチド挿入、
ヌクレオチド除去、染色体転座、染色体複製、コピー数変異、マイクロサテライト反復、
ヌクレオチド反復、動原体反復、もしくはテロメア反復、又はＳＮＰを包含する（但しこ
れらに限定されない）複数の遺伝子マーカーに関する情報を包含する。別の態様では、リ
ファレンスデータセットは、単一の遺伝子マーカー、例えばＳＮＰ又はマイクロサテライ
トに実質上限定される情報を包含する。その場合、リファレンスセットに含まれる遺伝子
マーカーの少なくとも８０％（遺伝子マーカーの少なくとも８１％、８２％、８３％、８
４％、８５％、８６％、８７％、８８％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、９
４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％又は１００％を包含するが、これらに限
定されない）が同じ型である。
【０１８６】
　別の態様では、リファレンスデータセットは本質的に全ゲノムＳＮＰ遺伝子型決定デー
タで構成される。幾つかの態様では、このＳＮＰデータは、ＳＮＰ特定及びプロファイル
作製のための高密度ＤＮＡアレイを用いる個体のゲノム解析から誘導される。そのような
アレイには、Affymetrix及びIllumina（Affymetrix GeneChip（登録商標） 500K Assay M
anual(Affymetrix, Santa Clara, CA)（引用により本明細書の一部とする）；Sentrix（
登録商標） humanHap650Y遺伝子型決定ビーズチップ（Illumina, San Diego, CA）を参照
されたい）から市販されているものがあるが、これらに限定される訳ではない。幾つかの
態様では、リファレンスセットは、本質上、Affymetrix Genome Wide Human SNP Array 6
.0を利用して９０００００以上のＳＮＰを遺伝子型決定することにより作製されたＳＮＰ
データで構成される。これに代わる態様では、Affymetrix GeneChip Human Mapping 500K
 Array Setを使用することにより、全ゲノム抽出解析を通じて５０００００以上のＳＮＰ
を決定できる。
【０１８７】
　別の態様では、リファレンスデータセットは、その遺伝子型データが含まれる各個体の
民族性、地理的起源及び／又は祖先についての情報で構成される。或る態様では、前記情
報はリファレンスデータセット、例えばＨａｐＭａｐ又はGenographic Project(https://
www3.nationalgeographic.com/genographic/) に存在する。別の態様では、前記情報は、
例えば契約者又は非契約者によって自己申告される。別の態様では、契約者は、自身の民
族性、地理的起源及び／又は祖先についての自己申告情報に対する報奨を受け取ることが
できる。別の態様では、契約者は自身の疾患状態についての自己申告情報（例えば、症状
が現れている、又は遺伝的素因のある任意の疾患又は状態についての情報）に対する報奨
を受け取ることができる。別の態様では、該個体は、この情報及び自身の遺伝子型を少な
くとも１つのリファレンスデータセットに使用することの許可に対する報奨を受け取るこ
とができる。幾つかの態様では、この報奨は、報奨金、サービス提供に対する割引、無料
サービスの提供、サービスアップグレードの提供（例えば契約者のステータスの、基本会
員カテゴリーからプレミアム会員カテゴリーへの向上）、血縁者への無料もしくは割引サ
ービスの提供、又は第三者業者（例えばAmazon、Starbucks、WebMD）を利用する、割引、
無料もしくは信用サービスの提供であってよい。関連する態様では、自身の民族性、地理
的起源及び／又は祖先、又は疾患状態に関する情報を開示する契約者又は非契約者は、こ
のような開示情報の使用可能性について助言を受けることができ、そして、インフォーム
ド・コンセントを提供又は保留する機会が与えられる。
【０１８８】
　或る態様では、リファレンスデータセットには、異なる民族性、地理的起源及び／又は
祖先を持つ複数の個体からの情報が含まれる。別の態様では、リファレンスデータセット
には、このリファレンスデータセットに表示されている民族性、地理的起源及び／又は祖
先を有する各クラス由来の１以上の個体が含まれる。別の態様では、リファレンスデータ
セットには、このリファレンスデータセットに表示されている民族性、地理的起源及び／
又は祖先を有する各クラス由来の５以上の個体が含まれる。別の態様では、リファレンス
データセットには、このリファレンスデータセットに表示されている民族性、地理的起源
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及び／又は祖先を有する各クラス由来の１０以上の個体が含まれる。別の態様では、リフ
ァレンスデータセットには、このリファレンスデータセットに表示されている民族性、地
理的起源及び／又は祖先を有する各クラス由来の２０以上の個体が含まれる。
【０１８９】
　別の態様では、リファレンスセット中に集められたデータを解析して、民族性、地理的
起源及び／又は祖先を少なくとも１つの疾患又は状態及び遺伝子マーカー関連性と相関さ
せる。別の態様では、自己申告された民族性、地理的起源及び／又は祖先を使用して、リ
スク解析のため、特定の疾患又は状態について注意を促すことができる。別の態様では、
個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先を、同様又は共通の民族性、地理的起源及び／
又は祖先を持つ個体の下位群の中での遺伝子マーカーと疾患又は状態の関連性を、さらに
解析（例えばコンピューターによる集団遺伝学研究）するために、彼等の遺伝子型と相関
させる。例えば、共通の民族性、地理的起源及び／又は祖先を持つ或る個体群、例えばア
シュケナジー系ユダヤ人は、テイ・サックス病のような疾患の子供を持つ尤度が極めて高
い。アシュケナジー系ユダヤ人であると自己認識している個体の解析は、その個体の遺伝
子マーカーを解析する際、この情報を考慮に入れて修正することができる。
【０１９０】
　別の態様では、リファレンスデータセット中のデータをリファレンスデータ下位群に層
化することができる。全体として考えると、１つの集団が複数の下位群を含み、それらが
異なるアレル頻度を持っていることがある。１つの集団中の、異なるアレル頻度を有する
複数の下位群の存在は、関連性研究の情報提供をより少なくすることがある。抽出された
下位群に内在する異なるアレル頻度は、各群の中の疾患又は状態とは独立しているかもし
れず、それらは連鎖不均衡又は疾患関連性について誤った結論を導きかねない。個体の遺
伝子型を、リファレンスデータセット全体ではなくリファレンスデータ下位群と比較する
ことは、誤ったアレル関連性により作られる過誤の尤度を低減させ得る。各々のリファレ
ンスデータ下位群中のデータは、少なくとも１つの共通する特徴、例えば共通する民族性
、地理的起源及び／又は祖先によって体系化できる。データが各下位群内に含まれている
個体の遺伝子型をさらに解析して、特定の民族性、地理的起源及び／又は祖先を示唆する
共通の遺伝子マーカーを特定する。これに代わる態様では、リファレンスセットに集めら
れたデータを、少なくとも１つの疾患又は状態に関連する、そしてさらに少なくとも１つ
の民族性、地理的起源及び／又は祖先に関連する遺伝子マーカーに対して使用できる。
【０１９１】
　或る態様では、個体が自己申告した少なくとも１つの民族的、地理的起源及び／又は祖
先の形質を利用して、該個体の遺伝子型の解析を修正する。修正された解析は、少なくと
も１つの自己認識された民族的、地理的起源及び／又は祖先の下位群にも共通している、
疾患又は状態に関連する遺伝子マーカーに的を絞ることができる。これに代わる態様では
、個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先に関連する情報を、該個体の遺伝子型に基づ
いて決定する。例えば、或る個体の遺伝子型を少なくとも１つのリファレンスデータセッ
トと比較し、該個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先についての情報を決定するのに
利用する。次いで、少なくとも１つの疾患又は状態との関連性を求めるために、この情報
を該個体の遺伝子型解析に組み入れる。この解析は、少なくとも１つの疾患又は状態と関
連している遺伝子マーカーに的を絞ることができ、それは少なくとも１つの民族性、地理
的起源及び／又は祖先に関しても共通しているかも知れない。
【０１９２】
　別の態様では、個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先についての情報、及び、該個
体の遺伝子マーカー解析から誘導された情報の両者を利用して、該個体が特定の民族性、
地理的起源及び／又は祖先を共有している尤度を決定する。両タイプの情報を合すること
により、遺伝子型解析から得られた情報を利用して、該個体の自己申告された民族性、地
理的起源及び／又は祖先を検証し、誤りがあればそれを正すことができる。或る態様では
、個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先についての情報が自己申告される。これに代
わる態様では、個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先についての情報は推定される。
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個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先の推定は、複雑な疾患又は状態の研究において
集団構造を評価するための継続的手段を提供できる。個体の自己申告情報に基づいた、民
族的、地理的起源及び／又は祖先によるグループ分けには、かなりの量の不均一性が存在
し得る。例えば、個体の民族的、地理的起源及び／又は祖先の比率（例えば、ヨーロッパ
人、北アフリカ人、アボリジニ等）を、公表されているアレル頻度に基づいて推定できる
。推定された実例の個体の民族的、地理的起源及び／又は祖先の比率を自己申告情報の代
わりに利用して、少なくとも１つの遺伝子マーカー及び少なくとも１つの疾患又は状態の
間の関連性を研究することができる。次いで、遺伝的リスクモデルを利用して、推定され
た個体の民族的、地理的起源及び／又は祖先の比率に対する調整が、民族性、地理的起源
及び／又は祖先に対する調整を行わなかったモデル、又は自己申告情報に基づくモデルと
比較して、該データに対する、より良好なフィットを提供するかどうかを決定できる。次
いで、最良のフィットを提供するモデルを利用して、少なくとも１つの疾患又は状態を獲
得する個体のリスクを決定する。
【０１９３】
　別の態様では、遺伝子型及び／又は自己申告データに基づく個体からの民族性、地理的
起源及び／又は祖先の情報を利用して、該個体のゲノム全体への寄与の点で最も近いリフ
ァレンス下位群又は（複数の）下位群を数学的に決定できる。例えば、個体の遺伝子型が
、彼／彼女が１以上の民族性、地理的起源及び／又は祖先を示す遺伝子マーカーを共有し
ていることを示唆していることが決定されるかも知れない。この決定は、或る個体の血縁
者のうち少なくとも一人が特定の民族的、地理的及び／又は祖先の起源に由来しているこ
との尤度、及び場合によっては信頼区間（例えばＸ％±Ｙがある）を包含できる。この決
定を利用して、類似の民族的、地理的及び／又は祖先起源を共有する個体における、典型
的には少なくとも１つの疾患又は状態と関連している遺伝子マーカーについて、そして、
前記の少なくとも１つの疾患又は状態を獲得するリスクについて、個体に知らせることが
できる。別の態様では、様々な民族的起源、地理的起源及び／又は祖先に由来する個体の
全ゲノムへの寄与に関する情報を包含する報告を作製できる。例えば、報告には、或る個
体の全ゲノムにわたる祖先の集計をパーセントで、例えば２０％がアフリカ起源、３０％
がアジア起源、５０％がヨーロッパ起源といったように記載できる。さらなる態様では、
場合によっては、こうした報告は信頼区間を含むかも知れない（例えば２０％±３がアフ
リカ起源、３０％±５がアジア起源、５０％±２がヨーロッパ起源といったように）。
【０１９４】
　別の態様では、決定された個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先を利用して、特定
遺伝子座の解析に基づいた、個体の少なくとも１つの疾患又は状態の獲得リスクを決定で
きる。関連態様では、特定の民族性、地理的起源及び／又は祖先を持つ血縁者から、個体
が前記遺伝子座を受け継いだ尤度、ならびに前記遺伝子座にあるアレル及び少なくとも１
つの疾患又は状態の関連性、を特徴付ける少なくとも１個の遺伝子座について報告を作製
できる。別の態様では、少なくとも２個の遺伝子座に特異的な関連性の結果を集計して、
少なくとも１つの疾患又は状態を獲得する複合リスクが決定され得る。
【０１９５】
　別の態様では、関連性研究で過去に報告された個体とは異なる民族性、地理的起源及び
／又は祖先を有する個体が少なくとも１つの疾患又は状態を獲得するリスクを決定できる
。別の態様では、該個体の遺伝子型と比較するためのリファレンスデータ下位群を見出す
のを困難もしくは不可能にする、特異な又は稀な民族性、地理的起源及び／又は祖先を有
する個体が、少なくとも１つの疾患又は状態を獲得するリスクを決定できる。例えば或る
個体は、自身の民族性、地理的起源及び／又は祖先に直接関連し得る遺伝疾患を獲得する
リスクを知りたいと思うかも知れない。幾つかの極端に稀な疾患、例えば眼咽頭筋ジスト
ロフィーは、集団内の小さな限局された群の中でのみ見出されている。この性質を持つ疾
患はしばしば一人の創始者又は限定された数の過去の疾患保因者にさかのぼることができ
る。この性質の疾患については、或る個体が最初の創始者又は疾患保因者と関係がないと
確定できた場合、その個体をリスク群から除外することがしばしば可能である。或る態様
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では、共通する遺伝的背景又は共通する民族性、地理的起源及び／又は祖先を持つ他の個
体について１又はそれ以上の関連性研究を実施するのが有益となるかも知れない。その場
合、該個体の民族性、地理的起源及び／又は祖先を、推定又は自己申告情報により決定す
る。これらの調査は、個体の遺伝子型、民族性、地理的起源及び／又は祖先に関する情報
を、少なくとも１つの疾患又は状態の状況に結びつけることができる。少なくとも二つの
調査から得られた結果を比較して、遺伝子マーカーのアレル及び少なくとも１つの疾患又
は状態の間に類似の関連性が観察されるかどうかを決定できる。結果は、調査された各集
団における相関構造及びアレル頻度ならびにそれらの間の関係に依存し得る。さらに、前
記調査を利用して、少なくとも１つの前記疾患又は状態への感受性に関連する遺伝子マー
カーを特定できる。或る態様では、少なくとも１個の遺伝子マーカーについての少なくと
も１個のアレルの不在を利用して、少なくとも１つの疾患又は状態に対するリスクから個
体を排除する。これに代わる態様では、少なくとも１個の遺伝子マーカーについての少な
くとも１個のアレルの存在を利用して、個体を、少なくとも１つの疾患又は状態に対する
リスクがあると分類する。
【０１９６】
　以下の実施例は本開示を例示及び説明するものである。本開示の範囲はこれらの実施例
により限定されるものではない。
【実施例１】
【０１９７】
　実施例１：ＳＮＰプロファイルの作製及び解析
　個体に、そこからゲノムＤＮＡが抽出される唾液試料（およそ４ml）を入れる、キット
中の試料管（例えばDNA Genotekより入手可能）が提供される。この唾液試料が処理解析
のためＣＬＩＡ認定研究所に送付される。典型的にはこの試料は、採集キットに入って該
個体に簡便に提供される輸送容器に入れて翌日配達便で該施設に送付される。
【０１９８】
　好ましい態様では、ゲノムＤＮＡを唾液から単離する。例えば、DNA Genotekから入手
できるＤＮＡ自己採集キット技術を利用して、個体は、約４mlの唾液標本を臨床処理のた
めに採集する。処理のための適当な研究所にこの試料が送達された後、典型的には採集キ
ット供給者の供給する試薬を利用して、試料を５０℃で少なくとも１時間熱変性及びプロ
テアーゼ消化することにより、ＤＮＡを単離する。次いでこの試料を遠心分離し、上清を
エタノール沈殿させる。このＤＮＡペレットを、その後の解析に適した緩衝液に懸濁する
。
【０１９９】
　個体のゲノムＤＮＡを、周知の方法及び／又は採集キットの製造者が提供する方法に従
い、唾液試料から単離する。一般に、試料をまず熱変性及びプロテアーゼ消化する。次に
、試料を遠心分離し、上清を回収する。次いで上清をエタノール沈殿させて、ゲノムＤＮ
Ａおよそ５～１６ugを含有するペレットを得る。ＤＮＡペレットを１０mM Ｔｒｉｓ　ｐ
Ｈ７．６、１mM ＥＤＴＡ（ＴＥ）に懸濁する。このゲノムＤＮＡを、アレイ製造者の提
供する機器及び説明書を用いて市販の高密度ＳＮＰアレイ（例えばAffymetrix又はIllumi
naより入手可能のもの）にハイブリダイズさせることにより、ＳＮＰプロファイルを作製
する。該個体のＳＮＰプロファイルを安全なデータベース又はヴォールトに寄託する。
【０２００】
　患者のデータ構造を、ゲノム中でのその存在が所定の疾患又は状態に相関している、確
立した、医学関連ＳＮＰの臨床誘導データベースと比較することにより、リスク付与ＳＮ
Ｐについてクエリーを行う。このデータベースは、特定の疾患又は状態に対する特定ＳＮ
Ｐ及びＳＮＰハプロタイプの統計学的相関の情報を含んでいる。例えば、実施例IIIに示
すように、アポリポ蛋白Ｅ遺伝子における多型はこの蛋白に異なるイソ型を生じさせ、こ
れがアルツハイマー病発現の統計学的尤度に相関する。別の例としては、第Ｖ因子ライデ
ンとして知られる血液凝固蛋白第Ｖ因子の変異体を持つ個体は、高い凝固傾向を有する。
ＳＮＰが疾患又は状態の表現型に関連している幾つかの遺伝子を表１に示す。データベー
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、また、行政機関の監督によって検討されるかも知れない。科学界からは追加的ＳＮＰ－
疾患相関が出現してくるため、データベースは絶えず更新される。
【０２０１】
　個体のＳＮＰプロファイルの解析結果を、オンラインポータル又は郵送によって患者に
安全に提供する。患者には解釈及び支援情報、例えば実施例IVの第Ｖ因子ライデンについ
て示した情報が提供される。個体のＳＮＰプロファイル情報への安全なアクセス、例えば
オンラインポータルを通じたアクセスは、その患者の医師との話し合いを容易にし、患者
がオーダーメイド医療の選択をできるようにさせる。
【実施例２】
【０２０２】
　実施例２：遺伝子型相関の更新
　個体の遺伝子型相関の初期決定を求める依頼に応えて、ゲノムプロファイルが作製され
、遺伝子型相関が作られ、そして実施例１に記載のように該個体に結果が提供される。個
体の遺伝子型相関の初期決定の後、追加の遺伝子型相関が判明すると、その後の更新され
た相関が決定され、又は決定され得る。契約者はプレミアムレベルの契約及び自身の遺伝
子型プロファイルを持っており、それは安全なデータベースに維持される。更新された相
関は、この保存された遺伝子型プロファイルに関して実行される。
【０２０３】
　例えば、上の実施例１に記載したような初期の遺伝子型相関は、或る特定の個体がＡｐ
ｏＥ４を持たず、よって若年性アルツハイマー病の素因を持たない、そしてこの個体が第
Ｖ因子ライデンを持たないと確定できるかも知れない。この初期決定に続いて、新たな相
関、例えば或る遺伝子、仮に遺伝子ＸＹＺにおける多型が、所定の状態、仮に状態３２１
に相関していることが判明し立証されるかも知れない。この新たな遺伝子型相関は、ヒト
遺伝子型相関のマスターデータベースに追加される。次いで、安全なデータベース中に保
存されたその特定個体のゲノムプロファイルから、まず関連遺伝子ＸＹＺデータを回収す
ることにより、該個体に更新が提供される。その特定個体の関連遺伝子ＸＹＺデータを、
遺伝子ＸＹＺについての更新されたマスターデータベース情報と比較する。その特定個体
の状態３２１への感受性又は遺伝的素因を、この比較から決定する。この決定の結果をそ
の特定個体の遺伝子型相関に追加する。その特定個体が状態３２１への感受性があるか、
又は遺伝的素因があるかどうかについての更新結果を、解釈及び支援情報と共に該個体に
提供する。
【実施例３】
【０２０４】
　実施例３：ＡｐｏＥ４遺伝子座及びアルツハイマー病の相関
　アルツハイマー病（ＡＤ）のリスクは、ＡｐｏＥ２、ＡｐｏＥ３、及びＡｐｏＥ４と称
するＡＰＯＥの３個のイソ型を生ずるアポリポ蛋白Ｅ（ＡＰＯＥ）遺伝子の多型と相関し
ていることが示されている。このイソ型は、ＡＰＯＥ蛋白の残基１１２及び１５８におけ
る１又は２個のアミノ酸により、相互に異なっている。ＡｐｏＥ２は１１２／１５８にｃ
ｙｓ／ｃｙｓを含み；ＡｐｏＥ３は１１２／１５８にｃｙｓ／ａｒｇを含み；そしてＡｐ
ｏＥ２は１１２／１５８にａｒｇ／ａｒｇを含む。表２に示すように、アルツハイマー病
の若年発症リスクは、ＡＰＯＥ ε４遺伝子コピーの数と共に上昇する。同様に、表３に
示すように、ＡＤの相対リスクはＡＰＯＥε４遺伝子コピーの数と共に上昇する。
【０２０５】
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【表２】

【０２０６】
【表３】

【実施例４】
【０２０７】
　実施例４：第Ｖ因子ライデン陽性患者のための情報
　以下の情報は、第Ｖ因子ライデン遺伝子の存在を示すゲノムＳＮＰプロファイルを有す
る個体に提供され得る情報の例である。該個体は、この情報が初期報告で提供される基本
契約を結ぶことができる。
【０２０８】
　第Ｖ因子ライデンとは何か？
　第Ｖ因子ライデンは病気ではなく、両親から伝えられる特定の遺伝子の存在です。第Ｖ
因子ライデンは、血液凝固に必要な蛋白第Ｖ（５）因子の変異体です。第Ｖ因子欠損のあ
る人は、よりひどく出血し易く、一方第Ｖ因子ライデンを持つ人は凝固傾向の強い血液を
持ちます。
【０２０９】
　第Ｖ因子ライデン遺伝子を保有する人は、集団の残りの人々よりも血栓（血栓症）を発
現するリスクが５倍高くなります。しかしながら、この遺伝子を持つ多くの人々は血栓に
悩まされることが全くありません。英国及び米国において、人口の５パーセントが第Ｖ因
子ライデン遺伝子を１個又はそれ以上持っていますが、これは実際に血栓症にかかる人の
数より遙かに多いのです。
【０２１０】
　如何にして第Ｖ因子ライデンを獲得するのか？
　第Ｖ因子の遺伝子は両親から伝えられます。多くの遺伝形質と同様、１個の遺伝子は母
親から、そして１個は父親から受け継がれます。したがって、２個の正常遺伝子、又は１
個の第Ｖ因子ライデン遺伝子及び１個の正常遺伝子、又は２個の第Ｖ因子ライデン遺伝子
を受け継ぐことが考えられます。１個の第Ｖ因子ライデン遺伝子を持つと血栓症を発現す
るリスクが僅かに高くなる結果となりますが、２個の遺伝子になると、このリスクはずっ
と高くなります。
【０２１１】
　第Ｖ因子ライデンの症状は何か？
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　血栓（血栓症）のない限り、徴候はありません。
【０２１２】
　危険なシグナルは何か？
　最も一般的な問題は脚の血栓です。この問題は、脚が腫れ、痛みを持ち、赤くなること
で示されます。より稀な場合には、肺の血栓（肺血栓症）が発現し、呼吸を困難にします
。血栓のサイズにより、これは、殆ど気付かない程度から患者が重度の呼吸困難を経験す
る程度までの範囲となります。さらに稀な場合には、血栓が腕又は他の身体部分に起こり
得ます。これらの血栓は、血液を心臓に送る静脈で形成され、動脈（これは心臓から血液
を送り出します）では形成されないので、第Ｖ因子ライデンは冠状動脈血栓症のリスクを
上昇させる訳ではありません。
【０２１３】
　血栓を回避するために何ができるか？
　第Ｖ因子ライデンは血栓を作るリスクを僅かに上昇させるに過ぎず、この状態の多くの
人々は血栓症を一度も経験しません。血栓ができるのを回避するためにできることは数多
くあります。長時間同じ姿勢で立っていたり座っていたりすることを避けて下さい。長距
離を旅行する場合には、規則的に運動することが大切です － 血液を「停滞」させてはな
りません。過体重や喫煙は血栓のリスクを大幅に上昇させます。第Ｖ因子ライデン遺伝子
を保有する女性は、血栓症を起こす可能性が著しく上がるため、経口避妊薬を服用しては
なりません。第Ｖ因子ライデン遺伝子を保有する女性は、妊娠もまた血栓症のリスクを高
めるため、妊娠する前に医師の診察を受けるべきです。
【０２１４】
　医師は如何にして第Ｖ因子ライデンを持っているかどうかを見出すのか？
　第Ｖ因子ライデンの遺伝子は血液試料中に見出すことができます。
【０２１５】
　脚又は腕の血栓は通常、超音波検査で検出できます。
【０２１６】
　血栓はさらに、血栓を目立たせる物質を血液に注入後、Ｘ線で検出することもできます
。肺の血栓は発見が困難ですが、医師は普通、放射性物質を使用して肺内の血流分布及び
肺に至る空気の分布を調べます。この二つのパターンは一致するはずで、不一致は血栓の
存在を示唆します。
【０２１７】
　どのようにして第Ｖ因子ライデンを治療するのか？
　第Ｖ因子ライデンを持つ人々は、血液が凝固し始めない限り治療を必要とせず、血液凝
固が始まった場合、医師は、さらなる血栓を防止するために、ワルファリン（例えばマレ
バン）又はヘパリン等の血液をさらさらにする（抗凝固）薬を処方するでしょう。治療は
通常３～６ヶ月間継続させますが、血栓が幾つかある場合にはさらに長くなります。重症
例では薬物治療過程を無期限に継続させ、極めて稀な例では血栓を外科的に除去する必要
があるかも知れません。
【０２１８】
　妊娠中、第Ｖ因子ライデンをどのように治療するのか？
　第Ｖ因子ライデン遺伝子を２個持っている女性は、妊娠中ヘパリン凝固薬による治療を
受ける必要があるでしょう。過去に自分自身が血栓を発現したことがある、又は血栓の家
族歴を持つ、第Ｖ因子ライデン遺伝子を１個だけ持っている女性にも同じ適用を行います
。
【０２１９】
　第Ｖ因子ライデン遺伝子を保有する女性は全て、妊娠後半期に血栓を防止するための特
別なストッキングを着用する必要があるかも知れません。出産後には抗凝固薬ヘパリンが
処方されることがあります。
【０２２０】
　予後
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　血栓の発現リスクは年齢と共に増大しますが、この遺伝子を保有する１００歳を超える
人々の調査では、それまでに血栓症にかかった人はごく僅かであることがわかりました。
米国遺伝カウンセラー学会（ＮＳＧＣ）は、あなたの地域の遺伝カウンセラーの一覧表及
び家族歴の創成についての情報を提供できます。www.nsgc.org/consumerでオンラインデ
ータベースを検索して下さい。
【実施例５】
【０２２１】
　実施例５：異なる祖先を持つ個体についてのオッズ比の作製
　１．リファレンスデータセットに基づきＬＤ確率を求める
【０２２２】
　ＳＮＰ Ｓ1、Ｓ2に遺伝子型の対（Ｇ1，Ｇ2）を持つＨａｐＭａｐ個体の数を計数し、
２個のＳＮＰの結合分布を作製する。ベイズ法を用いて各々のＳＮＰの周辺分布を合し、
ＰCEU（Ｓ1，Ｇ1│Ｓ2，Ｇ2）（ＣＥＵは公表されているか、又は第一集団である）及び
ＰYRI（Ｓ1，Ｇ1│Ｓ2，Ｇ2）（ＹＲＩは第二集団、該個体の祖先である）を推定する。
【０２２３】
　２．入力データとして与えられていない場合にはカウントＦ（Ｐ，ＣＡ，Ｇ）、Ｆ（Ｐ
，ＣＴ，Ｇ）を求める（代替的１－ｂ）。
【０２２４】
　入力データとして該カウントが与えられていない場合、以下のような等式の組を用いて
それらを求める：
【数２】

【０２２５】
【数３】

【０２２６】
　上の等式において、ＵＢ（Ｐ，ＣＥＵ，Ｇ）は、公表ＳＮＰ Ｐにおける遺伝子型Ｇに
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ついてのオッズ比の信頼区間の上限である。Ｍ及びＮは、それぞれこの調査における対照
及び被験対象の数である。
【０２２７】
　これらは６個の変数を持つ６個の等式である。Ｆ（Ｐ，ＣＡ，ＮＮ）及びＦ（Ｐ，ＣＡ
，ＲＮ）の全数値の列挙を行う。このような値の対の各々について、一組の一次方程式を
解くことにより、残りの変数を決定する２～４の等式が提示され、そして最後の二つの等
式を検証に使用する。実行時間はＮ2に拘束される。
【０２２８】
　３．ＣＥＵ中のＰにおける被験対象及び対照の遺伝子型頻度のために、ｎ（ｎは非常に
大きく、例えば＞＞１００００００）例を抽出する。この抽出は、該カウントを前提とし
て、ｆ（Ｐ，ＣＡ，Ｇ）、ｆ（Ｐ，ＣＴ，Ｇ）の事後分布に基づいている。
【０２２９】
　ｆ（Ｐ）が与えられると、Ｆ（Ｐ）が見られる尤度を多項分布を前提として算出できる
。ｆ（Ｐ）の可能値に関して一様な事前確率を仮定することにより、確率Ｐｒｏｂ（ｆ（
Ｐ）│Ｆ（Ｐ））αＰｒｏｂ（Ｆ（Ｐ）│ｆ（Ｐ））がわかる。ギブス抽出法を利用して
この分布から抽出するため、ＭＣＭＣアプローチを利用する。
【０２３０】
　４．各々の頻度例について、そして各々のＳＮＰ Ｓについて：
【０２３１】
　ａ）Ｐにおける頻度及びＰCEUに基づきｆ（Ｓ，ＣＡ，Ｇ）及びｆ（Ｓ，ＣＴ，Ｇ）を
算出する。
　式：
【数４】

を用いて被験対象中のＳにおける頻度を推定する。同様の式を対照にも使用できる。
【０２３２】
　ｂ）Ｓにおいて抽出されたアレル頻度に基づき、Ｆ（Ｓ，ＣＡ，Ｇ）、Ｆ（Ｓ，ＣＴ，
Ｇ）の例を作製する。これは、Ｓにおいて該遺伝子型を表す多項確率変数を想定すること
により行う。
【０２３３】
　ｃ）Ｆ（Ｓ）に基づき、そしてｆ（Ｓ）に基づき、Ｓについてのｐ値を算出する（後者
は漸近的意義におけるｐ値である）。
【０２３４】
　アーミテージのトレンド検定を利用して、Ｆ（Ｓ）に基づくｐ値を算出する。漸近的ｐ
値を算出するため、期待値と一致するカウント、例えばＦ（Ｓ，ＣＡ，Ｇ）を有する標本
サイズＮの被験対象及びＮの対照が、Ｎｆ（Ｓ，ＣＡ，Ｇ）であると仮定する。
【０２３５】
　ｄ）測定された全てのＳＮＰ ＳにわたってＦ（Ｓ）に基づく最小ｐ値を求める。これ
がＰでない場合、この例を棄却する。
【０２３６】
　ｅ）棄却されなかった場合、その例をｆ（Ｓ）に基づく最小ｐ値と共に維持し、これが
その例の原因ＳＮＰということになる。
【０２３７】
　５）前相は、原因ＳＮＰ Ｃ1・・・・Ｃnの組及びそれらに対応するオッズ比を導く。
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される。
【０２３８】
　ａ）この情報を、ＣiにおけるＹＲＩ中での該遺伝子型頻度と共に使用して、あらゆる
遺伝子型Ｇについて頻度ｆYRI（Ｃi，ＣＡ，Ｇ）を推定する。
【０２３９】
　これを行うため、以下の等式を解く：
【０２４０】
【数５】

【０２４１】
　ｆYRI（Ｓ，ＣＴ，Ｇ）はリファレンス集団（ＨａｐＭａｐ）から既知であると想定さ
れるため、この等式には３個の欠落している変数がある。故に、上記の等式の組は一次方
程式の組であり、効率的に解くことができる。
【０２４２】
　ｂ）ＬＤ情報を使用して、あらゆるＳＮＰ ＳについてのｆYRI（Ｓ，ＣＡ，Ｇ）、ｆYR

I（Ｓ，ＣＴ，Ｇ）を推定し、これらの頻度に基づき漸近的オッズ比を算出する。これは
工程４（ａ）と同様の方法で実施する。
【０２４３】
　ｃ）各々のＳＮＰ Ｓについて、全例の漸近的オッズ比を平均し、期待される漸近的オ
ッズ比を導く。
【０２４４】
　次いでこのオッズ比を利用して個体の遺伝子型相関を決定する。
【０２４５】
　本開示の好ましい態様を本明細書に示し説明してきたが、このような態様は例示のため
にのみ提供されていることが当業者には明らかであろう。当業者にとっては、本開示から
逸脱することなく、ここに多数の変形、変更、及び置換が存在するであろう。本明細書に
記載される内容の態様に対する様々な代替形を、本開示の実施に際して利用できることを
理解すべきである。以下の請求項は本開示の範囲を定義するものであり、これらの請求項
の範囲内にある方法及び構造ならびにそれらの等価物は、それらによってカバーされるこ
とを意図している。
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