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11--1. H1. H--ANGELANGEL ––ヒト遺伝子発現プロファイルヒト遺伝子発現プロファイルDBDB
TheThe HHumanuman AnAnatomicatomic GGeneene EExpressionxpression LLibraryibraryThe 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))

28 36328 363 遺伝子遺伝子28,363 28,363 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( )( ) イク アレイ法イク 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オリゴマ マイクロアレイオリゴマ 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(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 B d MB d M・・ESTEST (Expressed Sequence Tag)(Expressed Sequence Tag)+ + BodyMapBodyMap

・・MPSSMPSS (Massively Parallel Signature Sequencing Technology)(Massively Parallel Signature Sequencing Technology)



11--2. 2. 各発現データの由来各発現データの由来

・iAFLP(JBIRC): JBIRCで実施されたiAFLP測定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: 内部デ タ 長鎖オ ゴ ク・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 (LSBM): Affymetrix GeneChipTM による、GeneChip array U95Av2 (LSBM): Affymetrix GeneChipTM による、

RCAST（東大）で行われた測定

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

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

る測定る測定

・SAGE: Serial Analysis of Gene Expression で、Ludwig Institute for Cancer Research
からのものからのもの

・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y p

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



遺 プ

11--3. H3. 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 トップペ ジトップペ ジ

11--4. 4. ビューの概略ビューの概略

1. 1. トップページトップページ

2. 2. 発現パターン検索ビュー発現パターン検索ビュー

3. 3. 発現パターンビュー発現パターンビュー発現 タ ン発現 タ ン



HIX ID・AcNo ・UniGene・Locus link・

11--5. 5. トップページ

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

クエリ の種類を選択クエリーの種類を選択



11--6. 6. 実際に検索実際に検索

H I l t ID/A
diabetes

H-Inv cluster ID/Any

Submit



11--7. 7. 検索途中検索途中



10種類の組織カテゴリー 40種類の組織カテゴリー

11--8. 8. 発現パターンビュー（検索結果画面）発現パターンビュー（検索結果画面）

10種類の組織カテゴリ 40種類の組織カテゴリ

転写物転写物

マイクロアレイマイクロアレイ

BodyMap(EST)

発現パターンUniGene情報



11--9. 9. 組織カテゴリー組織カテゴリー

組織ｶﾃｺﾞﾘｰ ｻﾌﾞ組織ｶﾃｺﾞﾘｰ

脳幹

小脳

組織ｶﾃｺﾞﾘｰ ｻﾌﾞ組織ｶﾃｺﾞﾘｰ

脂肪組織

骨組織

組織ｶﾃｺﾞﾘｰ ｻﾌﾞ組織ｶﾃｺﾞﾘｰ

肝臓 肝臓

肺臓 肺臓

脳 神経系

小脳

大脳

脳梁/神経節

眼

結合組織

骨組織

食道

表皮

子宮

肺臓 肺臓

泌尿器
膀胱

腎臓

副腎脳･神経系 眼

末梢神経節

松果体

子宮

生殖器

卵巣

胎盤 内分泌･

副腎

乳腺

膵臓

網膜

脊椎

動脈/大動脈

生殖器
前立腺

精巣・睾丸

筋肉 心臓
心臓

外分泌 下垂体

唾液腺

甲状腺

血管系
(+脾臓

骨髄

リンパ節

末梢血

筋肉･心臓
筋肉

消化器

結腸、大腸

腸

甲状腺

(+脾臓
+免疫系)

末梢血

脾臓

胸腺

静脈

消化器 腸

腹

静脈



11--10. 10. 発現パターン検索入口



11--11. 11. 発現パターン検索ビュー発現パターン検索ビュー

パターンをクリックして入力

プラットフォームを選択

相関係数
1（厳しい）～0（ゆるい）



プラットフォーム

11--12. 12. 発現パターン検索結果画面発現パターン検索結果画面

H-InvクラスターID アクセッション番号 相関値

ラット ォ

発現パターン



様 な様 な 発 情報 時表発 情報 時表

11--13. H13. H--ANGEL ANGEL まとめまとめ

・・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
iAFLPiAFLP マイクロアレイマイクロアレイ ESTEST

発現プロファイルの表示発現プロファイルの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の組織カテ リ 、の組織カテ リ 、 の詳細なサブカテ リの詳細なサブカテ リ
・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

Tanino M. et al. Nucleic Acids Res. 2005 Jan 1;33(Database issue)



お手持ちの遺伝子発現デ タとの比較

11--13. H13. H--ANGEL ANGEL 活用法活用法

お手持ちの遺伝子発現データとの比較
・正常なヒト成人の遺伝子発現データ正常なヒト成人の遺伝子発現デ タ

→各実験方法で再現性の高い遺伝子か？

・モデル生物の遺伝子発現データ・モデル生物の遺伝子発現データ
→オーソログ間で同じ発現パターンか？

・



PCRPCR法ベ スの量的発現プロファイル法ベ スの量的発現プロファイル

22--1. H1. H--ExpExp ––ヒト遺伝子発現プロファイルヒト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
・・iAFLPiAFLP (introduced amplified fragment length polymorphism)(introduced amplified fragment length polymorphism)

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



22--2. H2. H--ExpExp 検索画面検索画面

HIX・AcNo.・キーワード検索



22--3. 3. 検索結果画面検索結果画面

ソート可能OMIM

発現パターン発現パターン



高い操作性高い操作性

22--4. H4. H--Exp Exp まとめまとめ

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

・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
較 が 能

遺伝子間の比較が可能遺伝子間の比較が可能

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 による トが可能 特定の遺伝子/転写物の・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



お手持ちの遺伝子セ トのヒト正常組織での遺

22--5. H5. H--Exp Exp 活用法活用法

お手持ちの遺伝子セットのヒト正常組織での遺
伝子発現プロファイルの特徴伝子発現プ ファイルの特徴



33--1. 1. 実習実習

問題1 名前で特徴を判断しない方がよい遺伝子はどちらでしょうか？
(A) HIX0000384

N ifi l i bi di t i hi l iNeuron-specific calcium-binding protein hippocalcin
(Calcium-binding protein BDR-2) 

(B) HIX0004340(B) HIX0004340
Placenta-specific gene 8 protein (Protein C15) 

問題2 主に神経系で発現している遺伝子を検索して下さい問題2 主に神経系で発現している遺伝子を検索して下さい。
条件：実験方法はiAFLPに絞ります。

Correlationは0.95にして下さい。Correlationは0.95にして下さい。

何item（＝実験の数）あるでしょうか？



33--2. 2. 実習解答実習解答11
問題1 名前で特徴を判断しない方がよい遺伝子はどちらでしょうか？問題1 名前で特徴を判断しない方がよい遺伝子はどちらでしょうか？
(A) HIX0000384

Neuron-specific calcium-binding protein hippocalcin
(Calcium-binding protein BDR-2) 

(B) HIX0004340
Placenta specific gene 8 protein (Protein C15)Placenta-specific gene 8 protein (Protein C15) 

HIX0000384 HIX0004340HIX0000384

主に神経系で発現主に神経系で発現

主に血管系と消化器で発現



33--3. 3. 実習解答実習解答22

問題2 主に神経系で発現している遺伝子を検索して下さい問題2 主に神経系で発現している遺伝子を検索して下さい。
条件：実験方法はiAFLPに絞ります。

Correlationは0 95にして下さい。Correlationは0.95にして下さい。

何item（＝実験の数）あるでしょうか？

529 items


