APPLICATION NOTE

Cytobankプラットフォーム上でのバイオマーカー探索：
CITRUSを用いた予測解析

本アプリケーションノートでは、以下について述べます 。

•
•
•
•

CITRUSとは何か、CITRUSでのバイオマーカー探索の方法
Cytobank プラットフォーム上での CITRUS 実行の設定方法
CITRUS 結果の信頼性の確認と解釈の方法
CITRUS 結果からの下流解析

はじめにー CITRUSとは？
生物医学研究ではしばしば、複数の集団や検体間に存在または存在すると思われる違いを説明する生物学的メカニズムを
探求します 。
免疫療法に良好な反応を示すがん患者がいる一方で、そうでないがん患者がいるのはなぜでしょうか？ ワクチンで免疫記
憶が誘導できる人とそうでない人がいるのはなぜなのでしょう？ 外科手術後の回復が他の人よりも早い人がいる理由は？
研究の目的は、病態生理学的なメカニズムが完全に解明されていなくとも、このような結果の違いを予測することが可能
な、あるいは治療の有効性との相関性を見出すことができるバイオマーカーを見つけることです 。いずれにおいても、バ
イオマーカー探索では、膨大で複雑なデータセットのバイアスのない解析が重要になります 。

CITRUS は 2014 年に最初に論文発表されたデータ解析ツールで、クラスタリングと統計的関連性解析という2 つの重要
なステップを組み合わせたものです 。複数のモデルを作成し、サンプルグループ間（群間）の違いを、相関的あるいは予測
的に特定します 。

CITRUS 解析では、各グループ 8 サンプル以上ずつの 2 グループ（もしくはそれ以上）に分けることが、最初の重要なポイ
ントです 。各グループのサンプルが 8より少ないと、信頼できる結果が得られない可能性があります 。次に、グループ間に
存在する違いとは、細胞数の割合の違い（特定の細胞タイプの存在頻度など）なのか、または、特定のマーカーのシグナル
強度の中央値（機能性マーカーの発現レベルなど）なのかを考慮します 。
図 1 で、解析の違いについて、概要図で示します 。
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細胞割合

B細胞の比率はワクチン接種後の防御免疫の
獲得に重要か？

表面マーカー

シグナル強度の中央値

もしくはサイトカイン応答が関与するのか？

表面マーカーと
機能性マーカー

図１：CytobankのCITRUSで可能な解析例。細胞割合やシグナル強度の中央値に基づいたサンプルグループ間の比較が可能。各解析でのグループ間の違いに
ついての例を図中に示す。

細胞割合の解析でもシグナル強度中央値の解析でも、CITRUSを相関性モードあるいは予測モードのどちらも実行できる
ことが重要です 。相関性モードでは、グループ間で有意差のあるクラスタを全て同定し、予測モードのアルゴリズムでは、結
果の予測に必要とされる特徴のみを抽出します 。

CITRUS の設定方法
CytobankでCITRUSを実行するには、ファイルをnew experimentにアップロードし、データの QC 、スケール、コンペ
ンセーション、パネル設定を確認します（手順の概要は、Cytobank 簡易マニュアル（日本語）をご覧ください）
。
解析対象の細胞集団までプレゲートし、その後、上部の水色の帯にあるAdvanced analysisをクリックします 。CITRUS
セクションの New analysisを選ぶとその CITRUS 解析に名前を付けることができます 。

設定ページで、選択をいくつか行います 。まず、Population ボックスで、解析する細胞集団を選択します（ CD45+ 細胞、

CD3+ 細胞など）。次にFile Groupingボックスで、グループを定義します（ファイルを2 グループまたはそれ以上に分け
ます）。続いて Clustering channelボックスで、クラスタリングチャネルまたはクラスタリングに使用したいパラメータ
を選びます 。解析対象の細胞集団に絞るのに用いたチャネルはクラスタリングチャネルに含める必要はないことに注意し
てください（例えば、解析対象にCD3+ 細胞を選択した場合は、生細胞染色チャネルとCD45 、CD3 ）。
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次にAssociation Modelsセクションで使用するモデルを選択します 。CITRUSでは設定したグループ（エンドポイント）
間の特徴に関与する相関性モデルも予測モデルのどちらも作成できます 。
相関性モデルを選択した場合、使用されるアルゴリズムは SAM（ Significance Analysis of Microarrays ）で、

1%, 5%, 10% の３つの FDR（ false discovery rates ）でのグループ間の全ての有意差を特定します 。
予測モデルではPAMR（Nearest Shrunken Centroid）
、もしくはLASSO/GLMNET（L1 Penalized Regression)
を選択することも可能です 。その場合、アルゴリズムは新規サンプルの予測（それがどちらのグループに属するか）に必要と
される特徴を抽出します 。どちらのアルゴリズムも正則化と交差検定を使用して、より高い確度で予測できるモデルを見出し
ます 。正則化で最もシンプルなモデルを優先し、交差検定ではデータセットの一部を使ってモデルをトレーニングした後、残
りのデータでテスト（検定）をしてエラーレートを算出します 。交差検定のエラーレートは、基本的にはトレーニングしたモデ
ルのテストでの正解（トレーニングによってサンプルを正しいグループに振り分けることができた）と不正解の回数を評価し
たものです 。
これら3 つのモデルアルゴリズムは同時に選択することができます（ LASSOは2グループ間比較のみに使用可能であること
に注意）
。
次にCluster Characterizationセクションで、Abundanceでクラスタ内の細胞割合をグループ間で比較するのか、

Mediansで特定のマーカーのシグナル強度の中央値を比較するのかを選択します（後者の場合、使用するチャネルを選択
する必要があります）
。

Event Samplingセクションでは、Equalで各ファイルから同数の細胞を解析に用いるのか、Max per file（ Cluster
CharacterizationセクションでMediansとした場合のみ選択可能）で全てを用いるのかを選びます 。
ここでRunをクリックして解析を実行してもよいですし、以下の詳細設定（ Additional settings ）を変更してもよいです 。
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Minimum Cluster Size：この設定を変更すると、CITRUSツリーで表示されるクラスタの数の調整が可能です 。クラス
タサイズの最小値を検討する際、少数の細胞集団を解析に含める必要があるかどうかについては、既知の情報や知見に従う
とよいでしょう。Minimum Cluster Sizeを3％としてCITRUSによる解析を行った場合について検討します 。仮に存在比
率が 1％の集団を含むデータセットだった場合、これはMinimum Cluster Size の設定を下回っているため、独立したクラ
スタでない解析となります 。このような場合、少数の集団をクラスタとするよう、Minimum Cluster Size の値を小さく設
定します 。

Cross Validation Folds：交差検証分割（ CVF ）は予測モデル（ PAM, LASSO ）のみで使用し、相関性モデルである
SAMでは使用できません 。交差検証は、アルゴリズムにかけるデータセットの全てをまとめた後、複数のサブセットにランダ
ムに分割（ CVF がサブセットの数を設定）し、分割されたサブセットの内の 1 つ以外をトレーニングセットとしてまとめます 。残
りの 1 つはモデルのテストに使用されます 。各サブセットをテストとして、対象の各パラメータについて行うプロセスを繰り返
します 。その結果は交差検証エラー（ cross validation error ）
、つまり、モデルがテストサブセットを正しいグループに振
り分けた数で計算します 。

False Discovery Rate：モデルを構築するのにあるデータセットの特徴を用いる際、使用する特徴の数が多くなるほど、
真の関係性だけでなく、1 つまたは複数の特徴が偶然一致する偽陽性の可能性も上がります 。FDR 閾値によってPAMや

SAMで作成するモデルの偽陽性の特徴が多くなりすぎないようにします 。
Normalize Scales：この機能をオンにすると各チャネルは平均値をゼロ、標準偏差 1に正規化されます 。これはCITRUS
実行時の最初の全ファイル統合の後、各イベントの各チャネルの値を平均で減算し標準偏差で除することで行われます 。

Normalize Scalesは、蛍光フローサイトメトリーで多いチャネルのダイナミックレンジが異なる場合に有用となり得ます 。
CITRUS が完了すると、インボックスに解析終了を知らせるメッセージが届きます 。Experiment 画面上部の Download
resultsボタンから解析結果をダウンロードできます 。

CITRUSで得られる結果の詳細なリストについては、Cytobank 簡易マニュアル（日本語）をご覧ください 。

結果の確認と解釈の方法
16 名の健康なドナーから得た血液サンプルで実施したCITRUS の解析結果を例として、解釈の方法を示します 。ドナーから
得た末梢血単核細胞を、主要Ｔ細胞サブセットと成熟ステージを同定するためDURAClone IMT 細胞 kitとドロップイン抗
体で染色し（図２）
、CytoFLEX LXフローサイトメーターで測定しました 。スケールとコンペンセーションの最適化とデータ
のクリーンアップ（ singlets, live cells, CD45+ ）を実施した後、Cytobank の CITRUSで予測解析を実行しました 。

図２：DURAClone IM T細胞キットとドロップイン抗体の18カラーパネル

予測モデルを使用したのは、どちらのサンプルグループに属するかを予測できうる生物学的特徴を得るためです 。予測モデ
ルを選択したら、最初にモデルの妥当性を確認します 。これは、良い予測であることを確認するためです 。そのためには

model error rate plotを評価する必要があります 。CITRUS 結果の resultホルダー内にある同名の PDFで見ることが
できます 。
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図３：CITRUSのmodel error rate plotの例

このプロットから、多くの情報を得られます 。

•

赤線：交差検証エラー率はモデルがテストでグループの予測を誤った率を示します（最初は 50％程度の高い確率を

•

青線：Features False Discovery Rate は真でない特徴が結果として導かれる確率です（特徴数の増加とともに

•
•
•

緑のドット：cv.min は交差検証エラー率が最も低いモデルです。

示す可能性がありますが、結果の信頼性を保証するには０％に下がらなければなりません）
。
上昇）
。

オレンジのドット：cv.1se は、交差検証エラー率が最小よりも１高い標準誤差を許容するモデルです。
黄色のドット：cv.fdr constrained は、設定した False Discovery Rate の閾値以下に収まる全ての特徴を含む
モデルです。

LASSOはFalse Discovery Rateを使用しないため、このアルゴリズムの結果には、cv.fdr.constrainded（黄色の
ドット）は出力されません 。
モデルエラー率の良好なモデルでは、赤線が、結果が信頼可能といえるエラー率まで減少しています 。加えて青線が右端（特
徴が多い領域）で上昇しているとさらに理想的です 。次に、信頼性の低い model error rates plot 例を示します 。

図４：CITRUSにおける信頼できないmodel error rate plot

どのモデルの model error rate plot が良好で信頼性のある結果が得られそうかを確認したら、各モデルが統計学的に有
意とした特徴の数についての情報が得られるCITRUSツリーを見ます 。
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ダウンロードしたCITRUS結果のresultフォルダ内の、featuresPlots__.pdfというPDFファイルを開くと、各モデルが有
意に異なるクラスタとして抽出したものを全て見ることができます 。次の図に、今回例として使用した解析の結果を示します 。

図５：各モデル（PAMR 及び LASSO）で抽出された全てのクラスタのCITRUSツリー（編集済）
。オレンジは、
２つグループに違いを生じさせている統計的有意なク
ラスタ 。

オレンジのクラスタは2 つのサンプルグループで有意に異なっています 。この２つの方法のどちらを選ぶのが良いかを決める
ためにCITRUSツリーで各マーカーの発現レベルをさらに調べることが可能です 。それには、各マーカーの発現レベルで色
表示（青―低、赤―高）したCITRUSツリーであるmarkerPlots PDFを開きます 。図 6にデモデータ例を示します 。

図６：CD3チャネルで色表示したCITRUSツリーを使ってCD3+細胞を含むクラスタの同定が可能 。CD3の発現レベルによって色が異なる。

クラスタリングに用いた各マーカーについて同様に行うと、ほとんどのクラスタにフェノタイプを割り当てることが可能です
（図７）
。

図７：クラスタ群のマーカー発現についてアノテーション付けされたCITRUSツリー
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こうしたステップから、より特徴的な細胞クラスタは、CITRUSツリーの枝の末端側に配置されていることがわかります 。そ
のため、このアプリケーションノートでは、系統分化のより深いレベルでクラスタを抽出したLASSO モデルの結果を見てい
くことにします 。実際、この例では、この 2 つのサンプルグループに違いを生じさせているものは何なのかについての情報を
持っていなかったことから、クラスタをより詳細なフェノタイプで考察したことが、各グループを特徴付ける集団を紐解くのに
役立ちました 。
本アプリケーションノートをよりわかりやすくするために、ここからは1 つのクラスタに絞って見ていきますが、CITRUSツリー
の全ての重要なクラスタについて同じように検討することができます。CITRUSでは統計学的に有意とされたクラスタのフェ
ノタイプをさらに特徴付けるためにヒストグラムとボックスプロットも出力します 。
図８に、例として使用したクラスタのヒストグラムを示します 。オレンジ部分でクラスタ内細胞の各マーカーの発現をみること
ができます 。一 方、青 の 部 分はバックグラウンド（解 析に用 いた全 細 胞 ）です 。この 例では、クラスタはCD4+T 細 胞で、

CD25を強く発現している一方 CD127は認められないことから、Treg 細胞であることが容易にわかります 。

図8：解析に用いた全細胞（青）と同定されたクラスタ（オレンジ）の各マーカーのヒストグラム

同定されたクラスタのボックスプロット（図９）から、Treg 細胞がグループ 1よりグループ 2に多いことがわかります 。

図９：同定されたクラスタでの各グループの細胞割合を示すボックスプロット

ほかのクラスタへも同じようにアプローチし、CD8+ ナイーブ T 細胞がグループ 2よりもグループ 1に多く、グループ 2には

Treg 細胞がグループ 1より多いことを示すことができました（図 10 ）。

図10：結果の概要図：グループ2ではグループ1よりもTreg細胞が多く、CD8+ナイーブT細胞は少ない 。
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CITRUS 結果からの下流解析
CytobankではCITRUSで得た結果をさらに下流の解析で詳しく探索することもできます 。結果が表示されるCITRUS 解析
設定ページの Export clusters to new experiment のボタンをクリックして、CITRUSクラスタを新規 FCSファイル
としてエクスポートします 。すると新しいウインドウが現れるので、エクスポートしたい全てのクラスタの IDを選択します 。

各サンプルの各選択したクラスタを各々 FCSファイルとした新規 Experiment が作成されます 。作成したExperiment
上で新しく作図や統計をすることもできますが、tSNE などの次元削減アルゴリズムを事前に実施しておけば、CITRUSで
得た結果をその上にも表示できる点は非常に面白いです 。
この例では、サンプル全体（ total ）と1 つのクラスタ（ Cluster A ）内の細胞を viSNE マップ上に示しています 。グループ
１とグループ２の比較（グループ内のファイルは統合）から、グループ１にこのクラスタがより多く存在していることがわ
かります 。

図１１：全細胞（上段）とCluster A（下段）についてグループ１とグループ２の比較を示したviSNE マップ（グループ内ファイルは統合）

まとめると、CITRUSデータ解析は、サンプルグループ間での予測あるいは相関による違いを見つけ、その違いの生物学的
特徴を同定することを可能にしてくれます 。本アプリケーションノートではその CITRUS の設定と結果の信頼性評価の方法
を、手順に従って説明しました 。

Cytobankでは、プログラミングやコーディングの知識がなくても高度なマシンラーニング解析を実行でき、マニュアル
ゲーティングでは見落としがちな高次元データセットから新たな洞察を得るのに役立ちます 。
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TIPS:

•

CITRUS 設定の abundance モード（細胞割合のグループ間比較）では、Event sampling が Equalであること

•

各ファイルから同数のイベント数を選択し、かつ各グループのサンプル数も同数である場合、各クラスタのイベン
ト数の比較が可能です 。

が必須です 。
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