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11-１. 背景-１. 背景11
ヒトゲノムの解読完了、HapMap PJの完了とヒトゲノムの解読完了、HapMap PJの完了と

SNPタイピング技術の飛躍的向上により
大規模なゲノムワイドな関連解析が複数進行中
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Rawデ タだと、1000人、100万SNP、10TB程度



11-２. 国内外のGWAS-DB-２. 国内外のGWAS-DB

NCBI dbGAP (d t b f t d h t ）

11
• NCBI- dbGAP (database of genotype and phenotype）

– Genome wide association のデータを登録
但し、登録データにはSNP種類は数百レベルのものもあり

NIHからのファンドの研究に関しては 進行中のものも登録– NIHからのファンドの研究に関しては、進行中のものも登録
– 2006年秋から公開

• EBI-EGA (European Genotype Archive)EBI EGA (European Genotype Archive)
– SNP, CNVを含む全てのgenotype実験のリポジトリー
– 登録のデータの多くはWTCCC (Wellcome Trust Case Control Consortium) 
関連関連

• Bipolar disorder, Coronary artery disease など

– 2008年春から公開

その他
• 英国、アイスランド： 疫学・診療情報と遺伝子情報をＤＢ化
• 理研 30万人のバイオバンクプロジェクト

3All Rights Reserved, Copyright © 2009, Hitachi, Ltd.



11-3. 文科省統合データベースプロジェクトー体制ー-3. 文科省統合データベースプロジェクトー体制ー11
文科省統合データベースプロジェクト

(2006/4-:調査 2007/5-:実施）(2006/4 :調査、2007/5 :実施）
分担機関：GWAS-DB/リシークエンスDB

東京大学 徳永 勝士教授
（東大附属病院 東海大医学部 日立製作所）（東大附属病院、東海大医学部、日立製作所）

実施内容：実施内容：
1) case-control GWAS DB及びCNV DBの構築とデータの受入れ。
2) 神経変性疾患のmutation DBの構築とデータ受け入れ

目的：
１）実験結果・解析結果のDB化による

半永続的な集約的データ管理
２）GWAS以外の研究者にも情報を提供することによる

疾患研究の促進 (計算結果と頻度情報のみ公開)

4All Rights Reserved, Copyright © 2009, Hitachi, Ltd.

疾患研究 促進 (計算結果 頻度情報 開)
３）研究者間の情報の共有による遺伝統計研究の促進



Case-control database22-1. データベースのトップ画面-1. データベースのトップ画面

標準SNP database

22

標準C

https://gwas lifesciencedb jp/

標準CNV database

https://gwas.lifesciencedb.jp/

CNV case-control database

5Mutation database



22-2. SNPの品質管理-2. SNPの品質管理22
CHB

JPN

• SNPの品質管理
– SNPのCall rate

ハ ディ ワインバ グ平衡検定値– ハーディーワインバーグ平衡検定値

• 検体の品質管理 PCAの例検体の品質管理
– 検体のCall rate

– ヘテロ接合度

中間地点に
ある個体は除く

• 集団としての品質管理
HAPMAPとの比較（Eigenstratを利用した主成分分析など）– HAPMAPとの比較（Eigenstratを利用した主成分分析など）

– qq-plot

6



22-3. 標準SNP DBの画面例-3. 標準SNP DBの画面例22
目的：品質管理、健常対照者データの
管理を目的としたDBの構築

SNPのゲノム上の位置、SNPの種類
（同義/非同義など）

Genotype 頻度、アレル頻度、ハ

管理を目的としたDBの構築

Genotype 頻度、アレル頻度、ハ
プロタイプ頻度、HWE検定値、Call 

rateなどSNPの検索 （アクセッション番号、染色体上の
位置、機能、疾患との関連性などで検索可能）

a) Top 画面

対応する遺伝子の
アノテ シ ン情報EnsembleなどのほかのDBからも

7

アノテーション情報

検索結果例

EnsembleなどのほかのDBからも
データを表示することが可能



22-4. Case-control DB のコンテンツ-4. Case-control DB のコンテンツ

• 30-100万SNPの遺伝子型頻度 アレル頻度 ハーディーワイ

22
• 30-100万SNPの遺伝子型頻度、アレル頻度、ハーディーワイ

ンバーグ平衡検定値、Call rate等

genotypic test allelic test additive risk model recessive• genotypic test, allelic test, additive risk model, recessive 

model, dominant model のP-value, OR, 95% CI, AICなどの遺

伝統計値 (plink)伝統計値 (plink)

• ハプロタイプもしくはSNPの組み合わせに関する疾患関連性の

統計値 (Haploview)統計値 (Haploview)

• SNPのアノテーション （機能、染色体上位置、同義/非同義な

ど）ど）

8



22-5. GWAS (case-control)の画面例-5. GWAS (case-control)の画面例

疾患名称 t d id （略称) SNP IDでの検索

22 ( )( )

疾患名称、study_id （略称)、SNP IDでの検索

フィルタの設定

9

疾患リストからの閲覧



22 -6. GWAS (case-control)の画面例 ―全体表示-6. GWAS (case-control)の画面例 ―全体表示
遺伝統計のモデル選択フィルタの設定

22 ( )( )

10

ゲノム全体のP-valueの
分布



Studyの比較

SNP、遺伝子の検索

領域表示
、遺伝子 検索

Allelic test
Genotypic test
Additive model

a) 領域指定の表示例

Additive model
Recessive model
上記モデルの
permutation

多重検定の補正など

色が各モデルに対応

Affymetrix の結果

illumina の結果

a) 領域情報の表示

gene
exon-intron illumina の結果

Affymetrix の結果

illumina の結果

Copy number variation
Linkage disequilibrium

11
c) Studyの比較の例b) その他の情報の表示例



22-8. 1stステージと 2nd ステージの結果比較-8. 1stステージと 2nd ステージの結果比較22
上が1st stage

が下が2nd stage

1st stage

2nd stage

1st stage

2nd stage

1st stage

2nd stage2nd stage

1st stage

2nd stage

12

2 stage



22-9. 量的形質の関連解析結果の表示-9. 量的形質の関連解析結果の表示22

量的形質解析結果の量的形質解析結果の
サブカテゴリー並列表示例

量的形質サブカテゴリー1

量的形質サブカテゴリー
2

量的形質サブカテゴリー
3

13



22-10. Epistasis-10. Epistasis22 pp

Logistic regressionをはじめとした
Epistasisの登録、表示

14



22-11. DAS サーバーとしての機能-11. DAS サーバーとしての機能22
他のデータベースからの呼び出し他 デ タ 呼び出し

Narcolepsy data view from EnsembleNarcolepsy data view from Ensemble

Entry point
htt :// lif i db j / i bi /d /d

15

https://gwas.lifesciencedb.jp/cgi-bin/das/dsn



22-12. 何に気をつけるべきか？-12. 何に気をつけるべきか？22
• Inflation factorをチェックする

• 使っているSNP同志に連鎖不平衡が存在し、独立ではない

ためBonf の多重検定補正は厳しすぎる

• P-valueが高いSNPがある場合、intensity のプロット グラフ

（領域表示の”G”マーク、ないものもある）でタイピングエ

どう をラーかどうかを調べる

• 実験的エラーによるFalse Positive, False Negative,検体数

不足による検出力不足（FN)も勿論多いので、その前提で利

用する

16



CNVの解析CNVの解析CNVの解析CNVの解析

17



33-1. CNVの検出-1. CNVの検出33
近年 CNVと疾患との関連性を示す報告が

GWASのプローブのシグナル強度が

近年、CNVと疾患との関連性を示す報告が
増加

の 強
度 CNV

連続して増加、減少してる領域を
CNVとして検出する

ロ
ー

ブ
の

グ
ナ

ル
強

問題点：
１）ノイズが大きく、検出することが困難

プ
ロ

シ
グ

chr1
２）開始と終了の領域を決めることも困難

プローブのシグナル強度

18



33-2. CNV検出の方法-2. CNV検出の方法33
・DNAcopy (Venkatraman and Olshen, Bioinfomatics, 2007)

-Segments DNA copy number data using circular binary segmentation toSegments DNA copy number data using circular binary segmentation to 
detect regions with abnormal copy number 

- the prediction performance is highly evaluated

・CGHseg (Picard, et al., BMC Bioinformatics, 2005)
-CGH profile is modeled by a random Gaussian process whose distribution 

parameters are affected by abrupt changes at unknown coordinates p y p g
-adaptive criterion that detects previously mapped chromosomal 

aberrations are used

・PennCNV (Wang et al, nature genetics, 2007)
-Hidden markov model based method

( )・Birdsuite (Korn et al, nature genetics, 2009)
-Four stage analytical frame work 1) extracts CNP  (common copy number 

polymorphysm) , 2) genotype calls, 3) identifies rare CNVs via a Hidden 
M k M d l 4) i th lt

19

Markov Model, 4) summarizes these results.



33-3. CNVの検出数とCall rate/standard devの関係-3. CNVの検出数とCall rate/standard devの関係33
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33-4. CNV control DB, CNV case-control DB コンテンツ-4. CNV control DB, CNV case-control DB コンテンツ

目的：遺伝統計以外の人も解析結果を有効利用できるCNV DBの構築

33 ,,

対象：GWASで用いたデータでのCNV解析

種類種類：

・CNV control DB： 健常者のCNV DB

・CNV case control DB: CNVのcase control 解析CNV case control DB: CNVのcase control 解析

表示：

開始 終止位置が微妙 異なるCNVも多く検出されるため 類似CNVをク・開始、終止位置が微妙に異なるCNVも多く検出されるため、類似CNVをクラ

スタリングしてマージし、CNVのパターン一覧を見やすくしたオプションも

用意用意

・複数の計算結果を表示

C が済 次第 開

21

・CNV case control DBはpublication が済み次第公開



33-5. CNV-DB の表示例-5. CNV-DB の表示例33
クリックすると領域の図

高さが頻度
色の濃さがCNV数

複数の計算データを
一度に閲覧

色の濃さがCNV数

DGVのデ タ

22

DGVのデータ



33-6. CNV-DB の表示例-6. CNV-DB の表示例33

クラスタリングして
類似のCNVをマージ

表示オプションの変更

クラスタリングなし SNP位置まで表示した詳細画面

23



33-7. CNV-case control DB の表示例-7. CNV-case control DB の表示例33

CNV region

P-values

DGVDGV

24



44 -1. レポジトリーシステムの概要-1. レポジトリーシステムの概要

SNP実験データ

44

グ
計算結果

SNP実験デ タ
（送付またはアップロード） 外部用データベース

公開

解析結果DB

グラフィック

解析結果DB

候補SNP絞込みシステム

Genotype data archives
Web閲覧許可

解析結果DB

Raw  data archives
利用申請

内部用データベース

特別な申請データ利用許可
１）データベースごとに、アクセス権限を設定可能。
２）論文acceptまで、もしくは１年間は
データ未公開で、グループ内での閲覧は可能

25

デ タ未公開 、グ 内 閲覧 可能



44-2. ケースデータのダウンロードファイルについて-2. ケースデータのダウンロードファイルについて44
PLoS genetics Homer et al. 2008

Mi t ReferenceMixture

Mi:i番目のSNPのprobe intensity Ri:i番目のSNPのprobe intensity

特定のデータセット中の個体か否かを
Probe intensityの比(アリルの頻度)
から条件によ ては判別が可能（100検実験データにもよるが

Mi:i番目のSNPのprobe intensity Ri:i番目のSNPのprobe intensity
Xi

から条件によっては判別が可能（100検
体だと1万SNP程度）500検体：20%区切りのアリル頻度

800検体：10%区切りのアリル頻度で判別不能

実験データにもよるが

26



44 -3. データの共有指針-3. データの共有指針44
データのカテゴリー／レベルとデータ使用時の手続き等について

レベル
１ ２ ３

GWAS カテゴリーA(頻度 カテゴリーB（個体 カテゴリーC（GWAS

デ
ー
タ
の

データ データ、統計解析結
果)

レベルでのCNV情
報）

遺伝子型データ）

カテゴリーD（GWAS
生データ）

R カ ゴリ E（公知 カ ゴリ F（リ (該当なし)
の
種
類

Reseque
ncing
データ

カテゴリーE（公知
のリシークエンシン
グおよび変異デー
タ）

カテゴリーF（リ
シークエンシングお
よび変異データ）

(該当なし)

データ使用
時の手続き
等

ウェブサイトにおい
て、閲覧可能。但し
カテゴリーAのデー
タを大量取得する場

氏名、職名、連絡先、
使用目的、e-mailア
ドレス（原則、所属
機関から発行された

データアクセス申請
書を提出し、許可を
受ける。また、使用
期間に応じて、データを大量取得する場

合はレベル2と同様
の申請を要する。

機関から発行された
アドレス）を申請す
る。

期間に応じて、デ
タ使用報告書の提出
を要する。

27



44 -4. データの共有指針-4. データの共有指針44

28



44-5. データ受入れのポリシー-5. データ受入れのポリシー

• Raw data 個体レベルのgenotypeデ タのない頻度

44
• Raw data、個体レベルのgenotypeデータのない頻度
データ、解析結果のみでも構いません。本DBから
のダウンロードでなく、指定機関からのダウンロードのダウン ドでなく、指定機関からのダウン ド
にも指定可能。

• 解析済みでも解析前のデータでも構いません。解析
前のデータの場合はこちらで解析して登録します。

年間は 未公開でグル プ内情報シ アを可– 一年間は、未公開でグループ内情報シェアを可

臨床デ タについては ケ スごとに対応します• 臨床データについては、ケースごとに対応します。

29



神経変性疾患のmutation database神経変性疾患の

30



55-1. Mutation DBの目的-1. Mutation DBの目的

• 神経性疾患のMutation DB目的：

1) 遺伝子変異と臨床情報の両方を俯瞰

55
1) 遺伝子変異と臨床情報の両方を俯瞰

2) 疾患の機序の理解

3) 将来的には臨床現場で役に立つDBに3) 将来的には臨床現場で役に立つDBに

• 現在公開している疾患：現在公開している疾患：

• ALS (Amyotrophic lateral sclerosis) database 

筋萎縮性側索硬化症筋萎縮性側索硬化症

• PD (Parkinson disease) 

• ALD (Adrenoleukodystrophy disease)

副腎白質ジストロフィ－

• HSP (Hereditary spastic paraplegia)

家族性痙性対麻痺家族性痙性対麻痺



55-2. DBのコンテンツ-2. DBのコンテンツ55
1)  配列情報

2)  変異と臨床情報)
3 ) 全ての患者の配列及び、orthologous配列のMultiple 

alignments
4 ) 蛋白質立体構造とドメイン情報



55-3. Mutation のデータリソース-3. Mutation のデータリソース

• ALS contents
107 文献から638エントリ を抽出 (178 i i t )

55
– 107 文献から638エントリーを抽出 (178 unique variants)

• familial ALS / sporadic ALS： 70% entries are related to familial ALS
– 新たに実験的に発見した変異+臨床情報新たに実験的に発見した変異 臨床情報

– サブミッションしてもらった変異+臨床情報

• PD contents
– 222  文献から1508エントリーを抽出 (472 unique variants)
– 新たに実験的に発見した変異+臨床情報

• HSP contents• HSP contents
– 103 文献から988エントリーを抽出(347 unique variants)

• ALD contents
– 49 文献から274エントリーを抽出(157 unique variants)
– サブミッションしてもらった変異+臨床情報



55-4. DBアクセス-4. DBアクセス

Web access

55
Web access
simple application
(name, institution, e‐mail,
Research purpose)Patients’ sequence and 

Clinical information of our laboratory
& users’ submitted data

Research purpose) 

Permission (ID Password)

Other information

Permission (ID, Password)

MySQL



55-5. Mutation and Clinical information-5. Mutation and Clinical information55



55-6. Mutation and Clinical information-6. Mutation and Clinical information

• Genomic position of variations
• mRNA/amino acid sequence accession including the variation

55
mRNA/amino acid sequence accession including the variation 
position

• Homo/Hetero
• Num of patients with/without mutations• Num of patients with/without mutations
• Num of controls with/without mutations
• Rate of patients and controls

変 表• Odds ratio, CI, chi-square P-value
• Clinical characteristics
• Sex

変異表記はHGVS nomenclature
に従った表記と原論文での表記
の併用• Sex

• Age on set
• Duration
• Disease type
• Onset site
• Years until initiation of respirator

Clinical information terms 
are different in among diseasesYears until initiation of respirator are different in among diseases



55-7. 配列情報-7. 配列情報

Black  arrows:疾患と関連性のない変異
Red arrows: 疾患関連変異 疾患関連変異が局在化していない例

55
SOD1

TARDBP
疾患関連変異が局在化している例

ALS2
Disease‐nonrelated variations are frequently observed

Di l d d l d i i
DCTN1

Disease‐related and nonrelated variations are rare



55-8. 臨床情報-8. 臨床情報

Genotype‐phenotype correlations can

55
yp p yp

be seen through a single table
(including non‐pathogenic variations).

・ Familial history
・ Mode of inheritance・ Mode of inheritance
・ Age at on set
・ Onset site
・ UMN sign・ UMN sign
・ LMN sign
・ nNMG neurogenic change
・ Diagnostic criteriaDiagnostic criteria
・ Other clinical features

Mutation information  Clinical information 



55-9. クエリー配列中の変異の検索機能-9. クエリー配列中の変異の検索機能55

クエリー配列の中に、変異があるか否
かと、ある場合には、既に報告されて

るか否かを表いるか否かを表示



55-10. DBから何がわかるのか？-10. DBから何がわかるのか？

• 全体的な疾患特性
E 1 ALSでは殆どの患者がヘテロな変異を有している

55
– Ex1. ALSでは殆どの患者がヘテロな変異を有している.

ALS2に関してのみホモの変異になっている。

– Ex2. 多くの変異は一塩基変異であるが、ALSでは、全てがframe-
shift deletionsである。

• 変異特異的な臨床経過が得られる変異特異的な臨床経過が得られる
– ALS2 gene: 全ての患者が若い時期に発症し、生存期間が長い。

– SOD1 p.Cys6Gly, p.Asp101His. P.Ala4Valは非常に短い生存期間が
短い (<3 th )短い.(<3 months).

– 例え同じ位置の変異であっても, 時々変異するアミノ酸によって生
存期間が異なる。 (SOD1 pAsp101His:短い生存期間, Asp101Asn: 生
存期間は短くはない存期間は短くはない.



55-11. 何に気をつけるべきか？-11. 何に気をつけるべきか？

• Publication biases 
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– 論文には、新たな科学的結果が報告される.
– 例外的な情報が含まれており、単純な統計結果
の利用は慎重にすべき.

– Negative data が少ない.（論文にならない）

• 検体ごとのデータ
– 論文には検体ごとのデータは開示されておらず、
は変異の組み合わせや、ハプロタイプの情報が
ない

– 検体ごとの臨床情報は殆ど記述されない



実習-1実習-1

・肝炎のGWASデータを見てみる (hepatitis->VR-NR)肝炎のGWASデ タを見てみる (hepatitis VR NR)
http://gwas.lifesciencedb.jp/cgi-bin/gwasdb/gwas_top.cgi

”MAP” ゲ ム全体 P l を見 る・”MAP”でゲノム全体のP-valueを見てみる
・マンハッタンプロットを見てみる
・マンハッタンプロットからピークのSNPが入っている領域を・マンハッタンプロットからピークのSNPが入っている領域を

選択して領域表示に移る
・遺伝子も表示してみる遺伝子も表示し みる
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実習-2 実習-2 

・ALSのALS2を見てみるALSのALS2を見てみる
https://reseq.lifesciencedb.jp/resequence/

ALS2をク クするとALS2 遷移・ALS2をクリックするとALS2の画面に遷移。
・患者配列、臨床情報を見るためには簡易登録。

->メールでID passwordが送られてくる->メールでID, passwordが送られてくる。

・mutation searchで配列にmutationを入れてみる

例えば例えば
>test
TCGTTAACCTTCGCTAGTCGCCCT
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TCGTTAACCTTCGCTAGTCGCCCT
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皆様のデータのサブミッ皆様のデータのサブミッ
ションをお待ちしております。

gwas@lifesciencedb jpgwas@lifesciencedb.jp
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