
jMorp
日本人多層オミックス参照パネル

メタボローム解析データ利用ガイド
（代謝物）



手法 測定機 探索種別 mode 人数 項目

NMR 標的 23,709人 45代謝物

MS

LC-MS
網羅的

HILIC-neg v2 2,998人 165代謝物

HILIC-neg v1 1,301人 152代謝物

C18-pos 1,301人 117代謝物

標的

2,411人 4尿毒症物質

Kit 180 1,493人 110代謝物

Kit 500 2,374人 421代謝物

GC-MS 標的 2,939人 169代謝物

年齢性別分布(n=23,709)

BMI性別分布(n=23,709)

代謝物

◎ベースライン調査 *1 （三世代コホート調査*2の妊婦を除く）

手法 測定機 探索種別 mode 人数 項目

NMR 標的 1,685人 44代謝物

MS LC-MS 標的 Kit 180 581人 110代謝物

GC-MS 標的 639人 165代謝物

◎詳細二次調査*3（三世代コホート調査の妊婦を除く）

手法 測定機 探索種別 mode 人数 項目

NMR 標的 2,074人 45代謝物

◎ベースライン調査（三世代コホート調査の妊婦 妊娠中/産後一ヶ月）

＊1 ベースライン調査・・・2013年～2015年に実施された1回目の詳細調査。
＊2 三世代コホート調査・・妊婦さんと生まれたお子さんを中心にしたコホート調査。
＊3 詳細二次調査・・・・・ベースライン調査参加者に実施した2回目の詳細調査。



ゲノムバリアント

ゲノム配列

代謝物 25K

タンパク質 500

代謝物

トップページ



代謝物

結果一覧
検索窓に代謝物名を入力（eg. Glycine） 統計情報



代謝物

ID 測定機器代謝物名 定量性 統計値 公共DBリンク
二次調査情報

ノート

結果一覧

モード



代謝物

表示項目設定
結果一覧

表示項目をカスタマイズ可能

NMR自動定量精度
MS peak詳細

表示行数



代謝物

表示テーブルダウンロード

結果一覧

クリックして詳細を表示



代謝物

結果一覧→個別ページ (overview)

分布 性・年齢による差 相関

経時変化 妊娠による差

公共DB ID, 実験条件等

GWAS結果 関連バリアント



代謝物

結果一覧→個別ページ(分布)

分布
性・年齢による差



代謝物

結果一覧→個別ページ(相関)

相関ネットワーク

相関テーブル

マウスでinteractiveに操作可能



代謝物

結果一覧→個別ページ(経時変化)

経時変化 [性別]

ベースライン調査

詳
細
二
次
調
査

※検査間隔：平均3.4年

経時変化 [年齢]

経時変化 [genotype]



代謝物

結果一覧→個別ページ(妊娠)

妊娠中/産後 妊娠中/産後+年代



階層をつなぐ

ゲノム
バリアント

ゲノム配列

代謝物

タンパク質

代謝物



階層をつなぐ

Glycineの血中量は何か
genotypeとの関連があるらしい？

jMorp “Genome Variation”
のレイヤーにリンク

Metabolome階層

Metabolome階層



階層をつなぐ

①

② ③ ④ ⑤
⑥

Metabolome階層

Genome Variation 階層

①バリアントを持っている方が血中濃度値は高い
②遺伝子”CPS1”のアミノ酸非同義置換と関連している
③Japonica Array v1, v2, NEOどれにも搭載されている
④Clinvar ではBenign扱い
⑤日本人のアレル頻度は他の集団に比べて低い
⑥構造情報を調べられる



② ③ ④ ⑤
⑥

階層をつなぐ

→タンパク質の機能に
影響がありそうな変異・
場所だろうか？ … などなど

Genome Variation 階層

①バリアントを持っている方が血中濃度値は高い
②遺伝子”CPS1”のアミノ酸非同義置換と関連している
③Japonica Array v1, v2, NEOどれにも搭載されている
④Clinvar ではBenign扱い
⑤日本人のアレル頻度は他の集団に比べて低い
⑥構造情報を調べられる

階層をつなぐことが可能です



jMorp 2020

ゲノム
バリアント

ゲノム配列

代謝物

タンパク質

NMR [定量] MS [定量/半定量]   ～23,700人分 約1200種: ベースライン調査
NMR [定量] MS [定量] ～1,700人分 約 320種: ベースライン＋詳細二次調査
NMR [定量] ～2,000人分 約 40種: ベースライン妊娠中/産後

MS [半定量]   ～500人分 約250種: ベースライン調査

約8,300人 常染色体+X染色体+MT: ゲノムバリアントアレル頻度/genotype頻度

3名の日本人男性からなる de novo assemblyによる日本人参照配列: ゲノムブラウザ表示

濃度分布(性・年代別有)・代謝物間相関ネットワーク・ゲノムとの関連(一部) 

性別毎の検出率・ペプチド情報 (検出部位・配列・変異・質量電荷比・電荷・修飾)

変異ID・gene symbol・アミノ酸置換・タンパク構造・JPA搭載の有無
日本人以外の他の集団との比較(gnomAD)プロット・ゲノムブラウザ・genome accesssibillity

ToMMo JG2 beta, GRCh37, GRCh38の比較可能
GENCODEのlift over情報, Repeat Mask情報等併載
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