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11--1. H1. H--ANGELANGEL ––ヒトヒト遺伝子発現プロファイル遺伝子発現プロファイルDBDB
The The HHuman uman AnAnatomic atomic GGene ene EExpression xpression LLibraryibrary

33方法方法 (7(7プラットフォームプラットフォーム))
18,897 18,897 遺伝子遺伝子

(1)(1)PCRPCR法ベースの量的発現プロファイル法ベースの量的発現プロファイル

・・iAFLPiAFLP (introduced amplified fragment length polymorphism)(introduced amplified fragment length polymorphism)

(2) (2) DNADNAマイクロアレイ法マイクロアレイ法

・・長鎖オリゴマーマイクロアレイ長鎖オリゴマーマイクロアレイ

・・オリゴマーマイクロアレイオリゴマーマイクロアレイ

・・cDNAcDNAマイクロアレイマイクロアレイ

(3) (3) 転写配列断片のカウントによる方法転写配列断片のカウントによる方法

・・SAGE SAGE (Serial Analysis of Gene Expression)(Serial Analysis of Gene Expression)

・・ESTEST (Expressed Sequence Tag)(Expressed Sequence Tag)+ + BodyMapBodyMap
・・MPSSMPSS (Massively Parallel Signature Sequencing Technology)(Massively Parallel Signature Sequencing Technology)



11--22. H. H--ANGELANGELの入口の入口

・遺伝子発現プロファイル
・Quick guide→H-ANGEL Top
・http://h-invitational.jp/hinv/h-angel/.



11--3. 3. ビューの概略ビューの概略

1. 1. トップトップページページ

3. 3. 発現パターンビュー発現パターンビュー

2. 2. 発現パターン検索ビュー発現パターン検索ビュー



HIX ID・AcNo.・UniGene・Locus link・
OMIM・Definition・Productによる検索

11--4. 4. トップページ

クエリーの種類を選択



11--5. 5. 実際に検索実際に検索

H-Inv cluster ID/Any
HLP4 

Hippocalcin-like protein 4

Submit



11--6. 6. 検索途中検索途中



10種類の組織カテゴリー

転写物

発現パターン

iAFLP

マイクロアレイ

11--7. 7. 発現パターンビュー発現パターンビュー（検索結果画面）（検索結果画面）

40種類の組織カテゴリー

表2 組織特異的遺伝子

UniGene情報

BodyMap(EST)



10種類の組織カテゴリー

転写物

発現パターン

iAFLP

マイクロアレイ

11--7. 7. 発現パターンビュー発現パターンビュー（検索結果画面）（検索結果画面）

40種類の組織カテゴリー

表2 組織特異的遺伝子

UniGene情報

BodyMap(EST)
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10種類の組織カテゴリー

転写物

発現パターン

iAFLP

マイクロアレイ

11--7. 7. 発現パターンビュー発現パターンビュー（検索結果画面）（検索結果画面）

40種類の組織カテゴリー

表2 組織特異的遺伝子

UniGene情報

BodyMap(EST)

iAFLP(JBIRC): JBIRCで実施されたiAFLP測定

iAFLP(Osaka Univ.): 大阪大学のBodyMapプロジェクトでのiAFLP測定

Long oligomer array: JBIRCの内部データで、長鎖オリゴマーマイクロアレイで測定

GeneChip array U95Av2 (HuGEIndex): Affymetrix GeneChipTM による、 the Harvard 
Institute of Medicineで測定されたデータセット(HuGEIndex)

GeneChip array U95Av2 (LSBM): Affymetrix GeneChipTM による、 RCAST（東大）で
行われた測定

cDNA microarray (CNRS): CNRSでおこなわれた、cDNAマイクロアレイによる測定

BodyMap-EST: ヒト正常成人組織におけるSequence Tagsの数で、 dbEST (NCBI) な
らびに BodyMap プロジェクト（大阪大学）データに由来

MPSS: Massively Parallel Signature Sequencing データです（九州大学の内部データ）

SAGE: Serial Analysis of Gene Expression で、Ludwig Institute for Cancer Researchか



11--7. 7. 発現パターンビュー発現パターンビュー（検索結果画面）（検索結果画面）



11--8. 8. ホームページ



11--9. 9. 発現パターン検索ビュー発現パターン検索ビュー

プラットフォームを選択

パターンをクリックして入力



11--1010. . 発現パターン検索発現パターン検索結果画面結果画面

H-InvクラスターID

アクセッション番号

発現パターン

相関値

プラットフォーム



・・iAFLPiAFLP ・マイクロアレイ・マイクロアレイ ・・ESTEST

様々な様々なPlatformPlatformの発現情報の同時表示の発現情報の同時表示

発現プロファイルの表示発現プロファイルの表示

・・1010の組織カテゴリー、の組織カテゴリー、4040の詳細なサブカテゴリーの詳細なサブカテゴリー
・全身の発現量を・全身の発現量を11とした際の各組織の発現量を直感的に把握とした際の各組織の発現量を直感的に把握

11--11. H11. H--ANGEL ANGEL まとめまとめ



22--1. H1. H--ExpExp ––ヒトヒト遺伝子発現プロファイル遺伝子発現プロファイルDBDB

・・PCRPCR法ベースの量的発現プロファイル法ベースの量的発現プロファイル
・・iAFLP iAFLP (introduced amplified fragment length polymorphism)(introduced amplified fragment length polymorphism)

・・OMIMOMIM
・・DefinitionDefinition

http://hinv.jp/Hhttp://hinv.jp/H--ExPExP//



HIX・AcNo.・キーワード検索

22--2. H2. H--ExpExp 検索画面検索画面



ソート可能OMIM

発現パターン

22--3. 3. 検索結果画面検索結果画面



・自由に操作できる遺伝子・転写物リスト上で発現頻度情報を
比較・利用が可能

・一つのデータセットは単一プラットフォームに対応
・発現パターンによるソートが可能。特定の遺伝子/転写物の

発現パターンと類似のものをデータベース全体から検索可能

高い操作性高い操作性
遺伝子間の比較が可能遺伝子間の比較が可能

22--4. H4. H--Exp Exp まとめまとめ



開発の背景と目的開発の背景と目的

マイクロアレイの普及に対応してマイクロアレイプローブ
情報の整理が必要である。
しかも、従来各社からプローブの遺伝子への対応情報を
提供しているが、プローブと遺伝子・転写物との対応関係
が完全にはわからなかった。

DNAPlobeLocatorによる総合的解決：
・マイクロアレイプローブセットとユニークな転写物
(ゲノムではなく)との対応情報

・プローブ(セット)の遺伝子/転写物に対する感度、
特異性情報を提供

33--1. 1. DNAProbeLocatorDNAProbeLocator: : 遺伝子発現測定用プローブのヒト遺伝子へのマッピングツール



・・プローブプローブ
・・AffymetrixAffymetrix社社 GeneChipGeneChip （（1212種類のヒト転写物＋エキソン測定マイクロアレイ）種類のヒト転写物＋エキソン測定マイクロアレイ）

・・AgilentAgilent社社 Human 1A Human 1A oligooligo microarraymicroarray, Whole Human Genome , Whole Human Genome oligooligo
microarraymicroarray
・・DNADNAチップ研究所チップ研究所 AceGeneAceGene （（Human Human OligoOligo Chip 30KChip 30K））

・・I.M.A.G.EI.M.A.G.Eクローンクローン (1,673,145(1,673,145クローンクローン))

・・HH--inv inv 転写物配列転写物配列

↓↓

・・プローブのプローブのHH--invinv配列へのマッピング配列へのマッピング
・・GeneChipGeneChip::プローブセットを構成する全てのプローブ配列を完全マッチプローブセットを構成する全てのプローブ配列を完全マッチ

・・AgilentAgilent: 3 mismatches (1 INDEL) : 3 mismatches (1 INDEL) まで可まで可

↓↓

・・検索検索: : DNAProbeLocatorDNAProbeLocatorデータベースデータベース
・・感度感度（（GeneChipGeneChipプローブセット中何本が対象遺伝子由来の転写物群にマッチするプローブセット中何本が対象遺伝子由来の転写物群にマッチする
かか((推奨推奨 >9/11)>9/11)））
・・特異性特異性（プローブセットを構成するプローブ配列の何本未満が対象遺伝子以外由（プローブセットを構成するプローブ配列の何本未満が対象遺伝子以外由
来の転写物群にマッチするか来の転写物群にマッチするか((理想的には理想的には1)1)））

33--2. 2. コンテンツ



33--3. 3. DNAProbeLocatorDNAProbeLocatorの入口の入口

・Quick guide→DNAProbeLocator Top
・http://h-invitational.jp/DNAProbeLocator/



プローブによる遺伝子/転写物の検索

遺伝子/転写物による
プローブの検索

興味のあるDNA配列に
対するプローブの検索

それぞれリスト
の読込も可能

33--4. 4. トップ画面トップ画面

興味のあるプローブ配列に
一致するH-Invデータの検索



33--5. 5. プローブから遺伝子を検索プローブから遺伝子を検索

プラットフォームを選択

IDを記入
例:227568_at



プローブが見つかると表示される

33--6. 6. 検索途中画面と結果画面検索途中画面と結果画面



転写物の２次構造の
自由エネルギー分布SNP箇所

感度（プローブセットのうちマッチするプローブの数）

マッチするすべての
プローブの位置の表示NetAffxへのリンク

マッチする
プローブセット

遺伝子
マッチする
遺伝子セット

プローブor

33--7. 7. 結果画面結果画面



このプローブは転写物に対して特異的であり、バリアントな
どからのcross-hybridizationの影響がないと考えてよい。

33--8. 8. 結果画面結果画面



遺伝子/転写物による
プローブの検索

リストの読込も可能

33--9. 9. 遺伝子遺伝子//転写物によるプローブの検索転写物によるプローブの検索



対象：EPB41L4B: Band 4.1-like protein 4B(HIX0008272); 9q31.3
33--10. 10. 検索途中画面検索途中画面

遺伝子/転写物の名称/識別記入

例：HIX0008272

測定プラットフォームの指
定、感度・特異性の指定



33--111. 1. 検索途中画面検索途中画面

複数のプローブがヒット

AS



興味のあるDNA配列に
対するプローブの検索

33--112. 2. トップ画面トップ画面

興味のあるプローブ配列に
一致するH-Invデータの検索



プローブ
セット配列

マッチする転写物
とマッチ箇所

マッチする
プローブセット

転写物配列

33--1313.. 結果画面結果画面



プローブプローブ⇔⇔遺伝子遺伝子//転写物転写物 検索検索

測定結果の検証に有効測定結果の検証に有効

・・転写物配列セットで、測定に使えるプローブを探索転写物配列セットで、測定に使えるプローブを探索
→→大規模大規模cDNAcDNAシーケンシングに対応シーケンシングに対応

・・独自に設計したプローブ配列セットで、測定可能な転写物を探索独自に設計したプローブ配列セットで、測定可能な転写物を探索
→→カスタムアレイ設計者に対応カスタムアレイ設計者に対応

33--14. 14. DNAProbeLocatorDNAProbeLocator

・・感度：感度： プローブプローブセットセットのうち何本がある遺伝子または転写物にのうち何本がある遺伝子または転写物に
するか？するか？

・・特異性：対象となる遺伝子または転写物以外にマッチするプロー特異性：対象となる遺伝子または転写物以外にマッチするプロー
数＋１（理想的には１）数＋１（理想的には１）00


