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内容内容

関節 ウ 関連遺伝 多型デ タベ• 関節リウマチ関連遺伝子多型データベース

RAvariomeの紹介

f• データ可視化アプリケーションCytoscapeの紹介f• デ タ可視化アプリケ ションCytoscapeの紹介

疾患関連遺伝子セ トを用 たネ ト ク 構築• 疾患関連遺伝子セットを用いたネットワークの構築



ゲノム上の一塩基多型（SNP）と体質ゲノム上の一塩基多型（SNP）と体質

Ａさんの遺伝情報

f
見た目の違い

f

塩基の違い
Ｂさんの遺伝情報

病気のなりやすさ

薬の効果

ゲノム配列の0.01%は他人と異なる塩基配列を持つ



様々な体質と関わるSNPの発見様々な体質と関わるSNPの発見

ff



ゲノム研究成果を活用する上での問題点

ゲノム研究成果 医療・ヘルスケア産業

ゲノム研究成果を活用する上での問題点

ゲノム研究成果 医療 ルスケア産業
健常者集団 患者集団

効率的な検診 生活習慣の
見直し

f

TGCCAGGAGCCG

TGCCAGGTGCCG

見直し

f
疾患に関わるゲノム多型

 ゲノム研究は次々と新しい成果が報告されているため、網羅的か
つ最新の情報を追跡・更新するには大変な労力がいる。

 ケース・コントロール研究には偽陽性が含まれることがあり、再現
性の有無を包括的に評価する必要がある。

 人類集団間で疾患 の影響度が異なることが多いにも関わらず 人類集団間で疾患への影響度が異なることが多いにも関わらず、
人類集団ごとに精査されたデータベースが構築されていない。



関節リウマチ (Rheumatoid arthritis : RA)関節リウマチ (Rheumatoid arthritis : RA)

- 全世界での有病率は約1%全世界での有病率は約 %
- 最も一般的な自己免疫疾患

f

- 関節部位における炎症

軟骨 骨の破壊 f- 軟骨・骨の破壊

- 最初の1年間が最も顕著

- 早期治療が必要不可欠

図：平成２２年度リウマチ・アレルギー相談員養成研修会テキスト (厚生労働省)



関節リウマチ (Rheumatoid arthritis : RA)関節リウマチ (Rheumatoid arthritis : RA)

- 遺伝要因と環境要因が発症に関与遺伝要因と環境要因が発症 関与

- RAの遺伝率は53-65%
- 発症リスクに関わる環境要因

f

- 発症リスクに関わる環境要因

- 喫煙

出生体重 f- 出生体重

- 空気汚染

- 微生物

- 発症リスクに関わる遺伝要因

- HLA-DRB1の保有者

- 遺伝要因の40%は不明



既存のGWASデータベース

データベース名
格納データの 論文数

（関節リウ チ

SNP数
（関節リウ チで

既存のGWASデ タベ ス

デ タベ ス名
条件 （関節リウマチ

で検索）
（関節リウマチで

検索）

PharmGKB
‐PGx research (メイン)
GWAS ( 部) 92報 61件

f

PharmGKB 
(Stanford University)

‐ GWAS (一部)
‐精査あり

92 報 61 件

NHGRI
‐ GWAS

報 件fNHGRI
(NIH)

‐ p‐values < 1.0 x 10‐5

‐精査あり
14報 94 件

GWAdb ‐ GWAS
(The University of Hong 

Kong)
‐ p‐values < 1.0 x 10‐3

‐精査なし
‐ 1748 件

HuGE Navigator ‐ GWAS 45報HuGE Navigator
(National Office of 

Public Health Genomics)

GWAS
‐meta analysis
‐精査なし

45 報
100 報

84 件

ジ 人を含む多様な人類集団を対象した研究成果をアジア人を含む多様な人類集団を対象した研究成果を
精査したデータベースが存在しない



RAに特化した精査型データベースの構築RAに特化した精査型デ タベ スの構築

ff

 文献を網羅的に収集
 人類集団ごとの評価人類集団ごとの評価
 再現性エビデンスの提供



既存のGWASデータベースとの比較

データベース名
格納データの 論文数

（関節リウ チ

SNP数
（関節リウ チで

既存のGWASデ タベ スとの比較

デ タベ ス名
条件 （関節リウマチ

で検索）
（関節リウマチで

検索）

PharmGKB 
‐PGx research (メイン)
GWAS ( 部) 92報 61件

f

a G
(Stanford University)

‐ GWAS (一部)
‐精査あり

92 報 61 件

NHGRI
‐ GWAS

報 件fNHGRI
(NIH)

‐ p‐values < 1.0 x 10‐5

‐精査あり
14報 94 件

GWAdb ‐ GWAS
(The University of Hong 

Kong)
‐ p‐values < 1.0 x 10‐3

‐精査なし
‐ 1748 件

HuGE Navigator ‐ GWAS 45報HuGE Navigator
(National Office of 

Public Health Genomics)

GWAS
‐meta analysis
‐精査なし

45 報
100 報

84 件

‐ RA GWAS
RAvariome

(AIST)

RA GWAS
‐ RA meta analysis
‐精査あり

78報 7184 件



RAvariomeのサービスRAvariomeのサ ビス

RA overviewRA overview
関節リウマチ(RA)の遺伝・環境要因についての概要

f

All associations
学術文献より収集した関連解析データ （約7000件）f

Hot variants

学術文献より収集した関連解析デ タ （約7000件）

Hot variants
独立した研究の再現性を評価したRAリスクバリアント

Risk Predictor
H t i t をもとに個人の遺伝的リ クを予測Hot variantsをもとに個人の遺伝的リスクを予測



RAvariomeへのアクセスRAvariomeへのアクセス

Googleで「RAvariome」と検索！！Googleで RAvariome」と検索！！

ff



RAvariomeの使い方RAvariomeの使い方

1. メニュータブの「HOT VARIANTS」を選択1. メ ュ タブの HOT VARIANTS」を選択

ff
クリック



RAvariomeの使い方RAvariomeの使い方

2. “Reproducibility Grade”（再現性グレード）のA,B,Cにチェック
3 “G hi l t ”（地理的祖先）から”A i “を選択3. “Geographical ancestry”（地理的祖先）から”Asian“を選択

ff

クリック
A：異なる人類集団で再現性がある多型

B：特定の人類集団で再現性がある多型

C：統計的に有意な多型

クリック

A i を選択
統計 有意な多

Asianを選択



RAvariomeの使い方RAvariomeの使い方

4．検索画面の下に結果が表示

f遺伝子名 SNP ID f

ソート

表示数 遺伝子名 SNP ID
詳細な情報

再現性の
グレード

祖先集団 リファレンス



RAvariomeの使い方RAvariomeの使い方

5．”HLA-DRB1”の場合、文献から74件の関連解析データを
収集し そのうち55件が統計的に有意収集し、そのうち55件が統計的に有意

ff

クリックすると全ての関連解析データへ

遺伝子、SNPと関連する
統計的に有意なデータ/全関連解析データ



RAvariomeの使い方RAvariomeの使い方

6. “ALL ASSOCIATIONS”の”HLA-DRB1”の検索結果

ff



RAvariomeの使い方 :詳細検索RAvariomeの使い方 : 詳細検索

7. 検索ボックスのAdvanced searchをクリック

ff

クリック



RAvariomeの使い方 :詳細検索RAvariomeの使い方 : 詳細検索

8. 日本人を対象とした研究のうち、p値が0.05以下の
関連解析デ タの検索関連解析データの検索

f

空白にする

f

研究デザイン

サンプル
の条件 J のまま
の条件

関連解析
の条件

Japanのまま

「0.05」と入力



RAvariomeの使い方 :詳細検索RAvariomeの使い方 : 詳細検索

9. p値が0.05以下の日本人を対象とした関連解析データの
検索結果検索結果

ff



RAvariomeの使い方 :データダウンロードRAvariomeの使い方 : デ タダウンロ ド

1. 印刷形式、CSV形式、PDF形式での出力が可能
2 今回はCSV形式でデ タをダウン ド2. 今回はCSV形式でデータをダウンロード

f「All」を選択※

CSV形式でダウンロード

f

※画面に表示されているデータのみが出力されるので、表示数をAllに変更



RAvariomeの使い方 :データダウンロードRAvariomeの使い方 : デ タダウンロ ド

3. デスクトップにファイルを保存
4 EXCELで開いて確認4. EXCELで開いて確認

ff

※このデータは後の講義で使います。



RAvariomeの使い方 :遺伝的リスク予測RAvariomeの使い方 : 遺伝的リスク予測

グレードAとBのリスクSNPより遺伝的リスクを予測するツール。

1. メニュータブの「RISK PREDICTOR」を選択

ff
クリック



RAvariomeの使い方 :遺伝的リスク予測RAvariomeの使い方 : 遺伝的リスク予測

2. ユーザのジェノタイプ情報を選択し、SUBMITをクリックする

と遺伝的リスクスコアと生涯リスクが算出

f

ユーザのジェノタイプ情報を選択

f

遺伝的リスクスコアと生涯リスクの算出



遺伝的リスクスコア（GRS）遺伝的リスクスコア（GRS）
リスクアレルを持たない状態を「0」として、ユーザが持っているリスクアレルを持たない状態を 0」として、ユ ザが持っている
リスクアレルの影響度と個数に応じて加算する評価方法。

基礎・応用研究分野でよく用いられる。

fそれぞれの座位（i）のおいて、リスクアレルのlogオッズ比とユーザが有しfそれぞれの座位（i）のおいて、リスクアレルのlogオッズ比と ザが有し
ているリスクアレルのコピー数（Xi）をかけあわせた総和より求める。

(Sebastiani P., et al., frontiers in GENETICS, 2012, Nakaoka H., et al., PLOS one, 2011)



相対的遺伝的リスク（RR）相対的遺伝的リスク（RR）

平均的な集団におけるリスクを「１」として、相対的に何倍リス
が増加する を評価する方法クが増加するかを評価する方法。

1. 各座位（i）におけるユーザのジェノタイプリスク（si）は、リスクアレルのコピー
数(X )に基づいてアレルオッズ比(r )から求める

f

リスクアレルを持たない場合、ジェノタイプリスクは１。

リスクアレルが１コピーの場合、アレルオッズ比と等しい。

数(Xi)に基づいてアレルオッズ比(ri)から求める。

f

2. 各座位おける平均的な集団のリスクは、コントロール群におけるリスクアレル頻
度を p アレルオッズ比を r とし ３つのジ ノタイプごとの集団頻度とジ ノタイ

リスクアレルが２コピーの場合、アレルオッズ比の二乗。

度を p 、アレルオッズ比を r とし、３つのジェノタイプごとの集団頻度とジェノタイ
プリスクをかけあわせて求め（分母）、ユーザの相対的リスク（RRi）を求める。

3. 各座位の相対的リスクを乗算した全座位の相対的遺伝的リスク（RRall）を求め、
疾患の有病率（RAの場合1%）とかけあわせて生涯発症リスクを予測する疾患の有病率（RAの場合1%）とかけあわせて生涯発症リスクを予測する。



内容内容

関節 ウ 関連遺伝 多型デ タベ• 関節リウマチ関連遺伝子多型データベース

RAvariomeの紹介

f• データ可視化アプリケーションCytoscapeの紹介f• デ タ可視化アプリケ ションCytoscapeの紹介

疾患関連遺伝子セ トを用 たネ ト ク 構築• 疾患関連遺伝子セットを用いたネットワークの構築



視覚化ツールの意義視覚化ツールの意義

 ゲノミクス プロテオミクスといった網羅的な ゲノミクス、プロテオミクスといった網羅的な
解析手法により実験データが急増加

f
 過去の知見と照らし合わせるにも、数が膨大で

表ソフトウ アで管理すると肥大化するf表ソフトウェアで管理すると肥大化する

 生化学的パ ウ イやネ ト クはグ 形式 生化学的パスウェイやネットワークはグラフ形式
なので表ソフトウェアで管理しづらい

大規模なデータの管理や知識の整理に大規模なデ タの管理や知識の整理に
視覚化ツールを活用することができる。



視覚化することのメリット視覚化することのメリット

ff

http://www.cellsignal.com/referen
/ th /NF k B ht l

生化学的機能や相互作用を記号化し、

ce/pathway/NF_kappaB.html

生化学的機能や相互作用を記号化し、
直感的に生命現象を把握しやすくなる。



視覚化ツ ル

無料ツール有料ツール

視覚化ツール

無料ツ ル有料ツ ル

ff



CytoscapeCytoscape

ff

http://www.cytoscape.org/



Cytoscapeの特徴

• 大規模なデータによるネットワークの作成が容易

Cytoscapeの特徴

• 大規模なデ タによるネットワ クの作成が容易

• ネットワークのビジュアル変更が簡単

f
• プラグインが豊富で多機能

f

• 分子と繋がり以外の図形は挿入できない
(e g 細胞や細胞内小器官など）(e.g. 細胞や細胞内小器官など）

※ ユーザーマニュアル
http://cytoscape.org/manual/Cytoscape2_8Manual.html



Cytoscapeの活用例Cytoscapeの活用例

ff

http://bioinfow.dep.usal.es/coexpression/



Cytoscape :ダウンロードの方法Cytoscape : ダウンロードの方法

1. http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
をダウ ドより [Java SE 6] をダウンロード

2. http://www.cytoscape.org/download.html でユーザー登録後、
最新版ver.2.8.2をダウンロード

ff



内容内容

関節 ウ 関連遺伝 多型デ タベ• 関節リウマチ関連遺伝子多型データベース

RAvariomeの紹介

f• データ可視化アプリケーションCytoscapeの紹介f• デ タ可視化アプリケ ションCytoscapeの紹介

疾患関連遺伝子セ トを用 たネ ト ク 構築• 疾患関連遺伝子セットを用いたネットワークの構築



実習の目標実習の目標

RAvariomeよりダウンロードしたデータから、よりダウン ドしたデ タから、
RA関連遺伝子と文献の関係ネットワークを構築する

ff



Cytoscape :入力データの準備Cytoscape : 入力データの準備

1. RAvariomeよりダウンロードしたCSVデータをEXCELで開く
保存2. test.xlsとして保存

ff



Cytoscape :データの入力Cytoscape : データの入力

1. Cytoscapeを起動
を 択2. [File] -> [Import] -> [Network from Table (Text/MS excel)]を選択

3. Data Sourcesの[Select File(s)]からtest.xlsを選択

f test xlsを選択f test.xlsを選択



Cytoscape :データの入力Cytoscape : データの入力

4. タイトル行をアトリビュートのタイトルに変更
をAdvancedの[Show Text File Import Options]をチェックし、

[Transfer first line as attribute names...]をチェック

ff

チェックチ ック



Cytoscape :データの入力Cytoscape : データの入力

5. 関連する2つの情報(Node)の設定
Source Interactionに[Column 1(Gene)]、Target Interactionに
[Column 10 （Reference)]を設定

ff



Cytoscape :データの入力Cytoscape : データの入力

6. 2つの情報のつながり(Edge)の設定
を ブ 青色 すPreviewの[Allele P-value]をクリックし、アクティブ(青色)にする

7. [Import]をクリックして完了

ff



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

1. ネットワーク図の表示

f
コントロール

f

全体図

パネル

全体図

ビジュアル
ウインドウウインドウ

データパネル



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

1. コントロールパネルから[VizMapper]を選択し、Current Visual Styleを
変[Sample 1]に変更

ff



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

3. Edge Colorの設定
をダブ[Edge Color]をダブルクリックし、Edge Colorは[Allele P value]に、

Mapping Typeは[Continuous Mapping]を選択

ff



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

4. Edge Colorの色変更
グ デ を を起動グラデーションのところをクリックし、Gradient Editorを起動
逆三角をダブルクリックして色を変更し、左端へ移動させる

逆三角をダブルクリック 色を指定

f

逆三角をダブルクリック 色を指定

f

同様に色を変更



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

5. つながっているEdge数に依存したNodeサイズの変更
※[Layout]->[Cytoscape Layouts]->[Degree Sorted Circle Layout]

->[All Nodes]を選択

ff



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

5. つながっているEdge数に依存したNodeサイズの変更
を 択 を 択[Node Size] ->[Degree]を選択し、 [Continuous Mapping]を選択

ff



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

5. つながっているEdge数に依存したNodeサイズの変更
グ を を起動グラフのところをクリックし、Continuous Editorを起動
Addから新しいポイントを作成し、パラメータのアイコンをクリックして
Node Sizeを左から20、80、80で設定

f

追加されたポイント

f

ダブル
クリック

クリッククリック



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

6. グラフレイアウトの変更
をアイコンメニューの (Apply force-directed layout)をクリック

ff



Cytoscape :ビジュアルの変更Cytoscape : ビジュアルの変更

7. 文献Nodeだけ別の色を指定（オプション）
複数 究 連解析が われ 遺伝 水色 がわ複数の研究で関連解析が行われた遺伝子(水色)がわかる

ff



Cytoscape :その他

Nodeに画像を埋め込むことも可能

Cytoscape : その他

Nodeに画像を埋め込むことも可能。

ff



Cytoscape v 2 8 2のPlugin

• Cerebral ： 細胞内局在の可視化

Cytoscape v.2.8.2のPlugin

• BubbleRouter ： グループ化できる枠の挿入

• BiNGO ： 過剰発現解析の実行と可視化

f

BiNGO ： 過剰発現解析の実行と可視化

• Cluster Maker ： ノードとエッジのクラスタリングやビジュアル

なクラスタ 作成を行う共通のフレ ムワ クを提供fなクラスター作成を行う共通のフレームワークを提供

• Agilent Literature Search ： テキストマイニング技術を用い、

論 情科学論文から取得した情報より"関連"ネットワークを生成

• ReACTOME : PPIネットワークの作画・探索・解析

• KGML Reader ： KEGGデータの読み込み

• GPML-Plugin ： WikiPathwaysデータの表示g y

http://chianti.ucsd.edu/cyto_web/plugins/



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

アンケートにご回答ください

f

アンケ トにご回答ください。

退出時に「受付テーブル」か スタッフへお渡しくださいf退出時に「受付テ ブル」か、スタッフへお渡しください。

http://hinv.jp/hinv/rav/


