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本日の講習内容

ヒト多型アノテ シ ンデ タベ スV S DB ヒト多型アノテーションデータベースVarySysDB
[http://h-invitational.jp/varygene/home.htm]

 VarySysDB概要、検索可能なデータ

 VarySysDBデータベース画面・検索y y デ タ 画面 検索

 VarySysDB多型データ（SNP, DIP, CNV）

VarySysDBゲノムブラウザ VarySysDBゲノムブラウザ

 VarySysDB多型アノテーショントピックス

 1000人ゲノムブラウザ

 ENCODEブラウザラウ



VarySysDB概要y y 概要

人類集団の多型情報に関する と連係したデ タベ 人類集団の多型情報に関するH-InvDBと連係したデータベー
ス。H-InvDBの正確性を高めた転写産物CDS情報を利用。

「 遺伝子 アノテ シ ン ではない 個々の転写産物に対→「一遺伝子一アノテーション」ではない。個々の転写産物に対
応した多型アノテーションを提供。

NCBI dbSNPから 般に公開されている多型情報を個々の転 NCBI dbSNPから一般に公開されている多型情報を個々の転
写物配列に適用することによって再評価。

多型の転写物に対する影響をアノテ ション 多型の転写物に対する影響をアノテーション。

 内容は、多型のcDNA上での位置やアミノ酸置換等の多型の
影響 機能ドメイン(I t P S )との位置関係とそれぞれの影響、機能ドメイン(InterProScan)との位置関係とそれぞれの
データ元へのリンク。



検索可能なデータ

多 存在 命 象 響 多型の存在領域や生命現象への影響による分類・アノテー
ション結果。(調節領域、スプライス・サイト、エクソン領域(CDS, 
UTR)の細分類 機能ドメイン 立体構造ドメインへの影響へのUTR)の細分類、機能ドメイン、立体構造ドメインへの影響への
アノテーション結果など。)

マイクロサテライト情報 マイクロサテライト情報

 単一アミノ酸リピート情報

 構造多型情報

 遺伝子情報 遺伝子情報

 多型の属するLD領域検索



アクセス

・Quick guide→VarySysDB Top
・http://h-invitational.jp/varygene/home.htm



VarySysDBトップページ
http://h-invitational jp/varygene/home htmhttp://h invitational.jp/varygene/home.htm

３つのメイン３つのメイン
メニュー

各メニュー
概要紹介概要紹介



各転写産物上の多型
一塩基多型(SNP)、欠失挿入(DIP)を検索塩基多型( )、欠失挿入( )を検索

dbSNP & OMIM (NCBI)dbSNP & OMIM (NCBI)



VarySysDB “Polymorphism検索”

多型の位置、分類等
の様々条件を選択の様々条件を選択

→検索実行



VarySysDB “Gene検索”

検索条件設定検索条件設定

IDをクリックしてIDをクリックして
詳細画面へ

検索結検索結果



詳細画面:Transcript Table

転写産物
(H In DB)(H-InvDB)

多型情報
(dbSNP)

ドメイン情報
（InterPro）



配列上で多型情報を参照
Transcript Table Sequence View

転写産物転写産物
(H-InvDB)

配列上の多型、
CDS、ドメインの

位置を参照



H-InvDBにおけるSNP情報の表示
“Transcript view”p



マイクロサテライト(STR)
単一アミノ酸反復(SAR)単 アミノ酸反復(SAR)

HH--GOLD(NEDOGOLD(NEDO多様性多様性projproj.).)



染色体構造多型(CNV)
Database of Genomic Variants (TCAG),Database of Genomic Variants (TCAG),



連鎖不平衡（LD)領域の検索
（HapMap/九州大学提供LDデータを利用）（HapMap/九州大学提供LDデ タを利用）



LD Search System
染色体上の位置から検索

SNP IDから検索から検索



VarySysDBゲノムブラウザ



Genome Browser検索ページ
BC022938 or HIX0001168

検索

表示項目

検索

表示項目

表示設定



Genome Browser

オーバービュー:染色体上の位置

領域:染色体上の詳細な位置

詳細ビ :遺伝子座とそれに属する転写産物の情報詳細ビュー:遺伝子座とそれに属する転写産物の情報



VarySysDB:アノテーションテーマy y

多型情報(外部DB)の転写産物情報への統合dbSNP & OMIM
(NCBI), Database of Genomic Variants (TCAG), H-
GOLD(NEDO多様性proj ) etcGOLD(NEDO多様性proj.), etc

多型情報を用いた研究インフラ整備多型情報を用いた研究インフラ整備
– 構造多型, HapMap (LD推定に), etc

変異・多型のアノテーション
– STRと単一アミノ酸反復との関係および多型性推定

– スプライス部位上の多型

– 立体構造や機能ドメインへの影響予測, etc



ヒト遺伝子のエクソン上のSNPの分類

a: Representative transcripts in 23 717 genesa: Representative transcripts in 23,717 genes.
b: Representative transcripts in 36,712 protein-coding genes.
c: Densities of polymorphisms.
d: SNPs causing changes between amino acids and stop codons.



ナンセンスＳＮＰとその効果

Gln

...CAA...
Gln

正常なポリペプチド

１塩基置換

...TAA...
終始コドン 短くなったポリペプチド

１塩基置換

終止コドンのエクソン上での位置とNonsense-Mediated Decay

N-1 番目のエクソン
最後のエクソンー
イントロン境界

50-55bp
1番目のエクソン

ここに起こる終止コドンは、 Nonsense- ここに起こる終止コドンにより、短く
Mediated Decay (NMD)を起こす。

に起 る終止 ドンにより、短く
なったタンパク質が出来る。



終止コドンに関わるSNP

a: 23,717 genesの代表配列、および36,712 genesの代表配列。
b: Read-throughとは、祖先型alleleが終止コドンで派生型がアミノ酸をコードする場合。g
c: Nonsenseとは、祖先型alleleがアミノ酸をコードし派生型が終止コドンの場合。
d: SNPの密度。

NMDを起こすと予想される遺伝子は581個。



SNP分類や
終止コドンに関わるSNPを検索終止コドンに関わるSNPを検索



スプライス部位上の多型

スプライス部位＝イントロン中最も進化的に保存度の高いサイトスプライス部位＝イントロン中最も進化的に保存度の高いサイト

--H-InvDB (H-DBAS)--
transcript sequence
--H-InvDB (H-DBAS)--
transcript sequence

--dbSNP --
polymorphism info.
(i.e., genomic position, allele)

--dbSNP --
polymorphism info.
(i.e., genomic position, allele)

Exon Exon+1+2 -2 -1Exon Exon+1+2 -2 -1

exon-intron info.exon-intron info.

IntronIntron

5’SS

G T A G

+1+2 -2-1

GT-AG rule

3’SS5’SS

G T A G

+1+2 -2-1

GT-AG rule
G T A G

+1+2 -2-1

GT-AG rule

3’SS

GT AG ruleGT AG ruleGT AG rule

各転写産物配列について、スプライス部位上SNPの対立遺伝子を推定した。



スプライス部位上多型
(後述：個別テーマ3)

共同研究：武田研究員



機能ドメインや立体構造へ影響するSNP検索機能ドメインや立体構造 影響するSNP検索

(後述：個別テーマ4)

共同研究：浜松医大：簑島先生

共同研究：ゴッフ研究員・佐藤研究員、遺伝研：福地先生、他共同研究 ッフ研究員 佐藤研究員、遺伝研 福地先生、他



VarySysDB参考文献
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Shi d MK t l “V S DB h ti Shimada MK, et al., “VarySysDB: a human genetic 
polymorphism database based on all H-InvDB transcripts.”, 
Nucleic Acids Research 37(Database issue):D810-5 (2009)Nucleic Acids Research 37(Database issue):D810 5 (2009) 

 Gough CA et al “Prediction of protein- Gough CA, et al., Prediction of protein
destabilizing polymorphisms by manual curation with protein st
ructure.”, PLoS One. 2012;7(11):e50445 (2012)



デモ・実習

＜実習用サンプル＞＜実習用サンプル＞
 キーワード”Aldehyde dehydrogenase”

– アルコール代謝機構に関与するアルデヒド脱水素酵素（aldehyde
d h d ALDH)のうち ALDH2の504番目のアミノ酸の多型dehydrogenase: ALDH)のうち、 ALDH2の504番目のアミノ酸の多型
は分解能に大きく関係している事が報告されています。

[dbSNP ID: rs671、 HIT000031323 、HIX0011002]

＜デモ内容＞
①Gene nameキーワードに”Aldehyde“を入力して、検索実行

②検索結果リストからHIT000031323をクリックして詳細画面へ

③C f タブを参照して S 6 1を確認③Classificationタブを参照して、dbSNP rs671を確認

④Transcriptタブから、ゲノムブラウザ”Gbrowse” 参照

⑤T i tタブから H I DB”T i t i ” 参照⑤Transcriptタブから、H-InvDB Transcript view 参照



VarySysDBトップページ
http://h-invitational jp/varygene/home htmhttp://h invitational.jp/varygene/home.htm

①Gene nameキーワードに”Aldehyde“を入力して、検索実行

プルダウンでGene name選択
キーワードに”Aldehyde“を入力

→GO



②検索結果リストから
HIT000031323をクリックして詳細画面へ

HIT000031323をクリック
→詳細画面へ詳細画面



③Classificationタブを参照して、
dbSNP rs671を確認

↑既知多型
を確認dbSNP rs671を確認



③Classificationタブを参照して、
dbSNP rs671を確認

④ ⑤④ ⑤

↑既知多型
を確認

③
dbSNP rs671を確認



④Transcriptタブから、
ゲノムブラウザ”Gbrowse” 参照



⑤Transcriptタブから、
H-InvDBの”Transcript view” 参照



1000ゲノムブラウザ

Logo

http://www.1000genomes.org/



1000ゲノムプロジェクト

 国立衛生研究所（NIH）が中心となり国際コンソーシアムによって
実施され る ト個人 ゲ ムを解読するプ ジ クト実施されているヒト個人1000のゲノムを解読するプロジェクト

 Pilot phase(～2010.11), Phase I 研究(～2012.11)を経て現在
full 1000 Genomes Projectが進行中full 1000 Genomes Projectが進行中

 Pilot phaseでは、2家族(trio)、179名の低カバー率（平均2-6x）
の全ゲノム塩基配列解読、697名のエキソーム塩基配列解読（平
均50x,906遺伝子）を解読

 2012年11月に公開されたPhase I研究では、低カバー率（平均
5 ）の全ゲノム塩基配列解読と キソ ム塩基配列解読（平均5x）の全ゲノム塩基配列解読とエキソーム塩基配列解読（平均
80x,15,000遺伝子）とを組み合わせて構築した14集団由来の
1,092人（日本人89人を含む）から得たゲノムを解析し、多数の新,09 人（日本人89人を含む）から得たゲ ムを解析し、多数の新
規SNPを発見している

 full 1000 Genomes Projectでは、日本人100名を含む2,500人
個人ゲ ム解読を実施中の個人ゲノム解読を実施中



The 1000 Genomes pilot projects 

 To develop and assess multiple strategies to detect and genotype 
variants of various types and frequencies using high-throughput yp q g g g p
sequencing, we carried out three projects, using samples from the 
extended HapMap collection



1000ゲノムpilot研究で同定された
既存・新規SNPの分布既存 新規 分布



1000 Genome Browser
http://www.1000genomes.org/



検索画面



詳細画面



ENCODEブラウザ

Logo

http://genome.ucsc.edu/ENCODE/



ENCODEプロジェクト

 米国NHGRIの予算で国際コンソーシアムによって実施されているDNA
エレメントの百科事典（Encyclopedia of DNA Elements；ENCODE）エレメントの百科事典（Encyclopedia of DNA Elements；ENCODE）
を作成する計画。

 DNAエレメントとはゲノム上の配列領域で、ChIP-Seq, RNA-Seq, RT-
PCR CAGE等で転写領域 転写因子の結合部位同定 ク チン構造PCR, CAGE等で転写領域、転写因子の結合部位同定、クロマチン構造
およびヒストン修飾の領域を系統的にマッピングした。

 これまでにヒトゲノム上DNAエレメントの1%を解析したpilot れま ゲ ン を解析したp
phase(2003.09～2007.06)、100%解析した2nd phase（～2012.09）が
完了

Pilot phaseで解析されたENCODE領域（30Mb）は44のゲノム領域に Pilot phaseで解析されたENCODE領域（30Mb）は44のゲノム領域に
位置しており、15Mbは既に生物学的解明が成されている14領域で、残
りの15Mbは無作為抽出法によって選択された30領域

 2012.09に公開された2nd phaseのヒトゲノム全領域のDNA エレメント

の解析により転写領域、転写調節ネットワークの解析等が進められてい
る。

 A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE)
– http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001046



ENCODE at UCSC
http://genome.ucsc.edu/p g



UCSCゲノムブラウザ
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway?org=human

ENCODE track表示



②“submit”② submit”
で変更が反映

①ENCODE track表示①ENCODE track表示
ディフォルトは”hide”になっているので、

”dense”等を選択



ENCODE track表示
データがある場合に表示されるデ タがある場合に表示される



ご清聴ありがとうございました

Logo


