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トーゴ―の日2018
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ゲノム研究に役立つヒトゲノムバリアントデータベース「TogoVar」
〇豊岡理人1）、三橋信孝1）、川嶋実苗1）、片山俊明2）、川島秀一2）、建石由佳1）、藤原豊史2）, 3）

1）科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター、2）情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター、
3）東京大学 大学院新領域創成科学研究科

検索結果例(http://togovar.biosciencedbc.jp)

フィルタ機能
・データセット
・データセット＋頻度
・バリアントタイプ
・ClinVarの情報

検索ボックス
・rs番号
・位置検索
・範囲検索
・遺伝子名（あいまい検索）
・関連疾患名（あいまい検索）

検索結果

データベース名 および 運営組織 説明 対象人数(解析対象）

JGA-NGSデータセット
JGA-SNPデータセット
（NBDC）

主に日本の研究者から
の全エクソームとSNP 
Chipデータ

125人
（全エクソーム）

183,884人
（SNP Chip）

Integrative Japanese Genome Variation 
Database (iJGVD)
（東北メディカル・メガバンク機構）

ゲノムコホート
（東北地方中心）

3,554人
（全ゲノム）

Human Genetic Variation Database
（京都大学）

ゲノムコホート
（滋賀県長浜市を中
心）

1,208人
（全エクソーム）

Exome Aggregation Consortium(ExAC)
（ブロード研究所）

約２０プロジェクトか
らのゲノムデータを再
解析

60,706人
（全エクソーム）

ClinVar（NCBI） バリアントと疾患との
関連

PubTator (NCBI)
Colil(DBCLS)

バリアント（rs番号）
が出現する文献情報

ワンストップ検索の対象データベース

健常人

疾患C

疾患B

疾患Aの対照群

疾患A

研究プロジェクトA

研究プロジェクトB

研究プロジェクトC

目的2：NBDCヒトDBから公開されているデータの把握
NBDCヒトデータベースに登録・公開された日本人のゲノムデータ
から集計した大規模なバリアントの頻度情報をTogoVarから公開

健常人

疾患C

疾患B

疾患Aの対照群

疾患A

日本人大規模
バリアント頻度
(JGA-NGSとJGA-SNP)

同じ手法で
再解析

②利用申請

① 概要を把握

ユーザー

出典元 (© 2016 
DBCLS TogoTV) 

•日本人ゲノム多様性統合データベース

日本や海外で公開されている頻度情報、ゲノム多様性と疾患との
関連情報を統合、ワンストップで検索可能に

•NBDCヒトデータベースへ登録、公開されたデータについて、
個人特定されない加工データ（頻度情報）を提供、データの概要
を把握可能に

•当面はgermline variantのみ扱う方針

•2018年6月7日公開

https://togovar.biosciencedbc.jp/

概要

多種多様なデータベースに散在して収録されてきた
GenotypeやPhenotypeに関連する情報を整理統合し、
バリアントを解釈するための情報をワンストップで提供

注目するバリアント
7番染色体

ClinVar (NCBI)

位置：chr7:127254587
関連する疾患：２型糖尿病
疾患感受性： あり

位置： chr7:127254587
アレル頻度： 0.0233

iJGVD 3.5KJPN
(東北メディカル・メガバンク機構）

位置：chr7:127254587
アレル頻度：0.000304573

ExAC (ブロード研究所）

位置： chr7:127254587
アレル頻度：0.0272809

HGVD(京都大学）

TogoVarID: tgv30913364

位置： chr7:127254587
関連する疾患：2型糖尿病
疾患感受性：あり
アレル頻度(iJGVD 3.5KJPN)：
アレル頻度(HGVD)：
アレル頻度(ExAC)：
関連論文：A missense mutation of Pax4 gene ...

0.0233
0.0272809
0.000304573

https://togovar.biosciencedbc.jp/variant/tgv30913364

ワンストップ検索

出典元 (© 2016 DBCLS TogoTV) 

目的1：ワンストップ検索

散在するバリアント情報

ハンズオンワークショップ開催告知
「日本人ゲノム多様性統合データベースTogoVarを使ってみる：TogoVar開発チーム」

プログラム （以下の内容を２回実施）
1.TogoTVを使ったハンズオンデモ １０分
2.今後の開発予定と話題提供 １０分
3.自由討論 ５分

会場
コンファレンスルーム水星+火星+金星前ロビー
1回目：本日14：40～
2回目：本日15：10～

and/or

機関外サーバ

自組織のサーバ

ダウンロード

利用者手持
ちのデータ

利用者の所属組織

データ利用者が、所属組織以外の
サーバへのダウンロードも可能。

今までは、データ利用者所属組織の
サーバでのみ利用可。

ダウンロード

NBDCヒトDB
JGA

今後

自組織のサーバ

利用者の所属組織

NBDCヒト
DBデータ

＋

利用者手持
ちのデータ

NBDCヒト
DBデータ

＋

利用者手持
ちのデータ

NBDCヒト
DBデータ

＋

NBDCヒトデータガイドライン改訂に伴い、
外部解析環境でのNBDCヒトDBのデータ利用が可能に

DDBJの個人ゲノム解析環境が利用可能。順次拡大予定

今後のJGA-SNP、JGA-NGSのデータ作成でも利用予定

詳細画面にて、近傍のバリアントや関連論文を表示

JGA-NGSデータセット作成時 解析パイプライン
プログラム バージョン 説明

qcleaner✝ 4.1.0 FastQCと組み合わせて低品
質リード配列の除去等

SAM tools 1.6 SAM/BAMファイル等を操作
するコマンド群

FastQC 0.11.5 リード配列品質チェック

calcCoverage✝ 1.7 リード配列マッピングカバー
率の計算

BWA 0.7.16a リード配列をリファレンスゲ
ノムにマッピング

Picard 2.13.2 BAMやVCFファイルを操作
するコマンド群

GATK 3.8.0-
ge9d806836

BAMからバリアントを検出

SnpEff v4.3_core バリアントにアノテーション
を付与

bedtools 2.13.3 BED関連ファイルの操作

解析パイプラインソフト
（アメリエフ社製 BioReT
ver.3.3.1.1）

今後は、
GATK Best Practice準拠
パイプラインを利用予定

✝印：アメリエフ社独自開発ソフト

https://togovar.biosciencedbc.jp/variant/tgv30913364

