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本日の講習・実習

1. ヒトゲノムデータの現状とH-Invitationalプロジェクト1. ヒトゲノムデ タの現状とH Invitationalプ ジ クト

2. H-InvDBデータベース紹介
1 H-InvDB画面1. H InvDB画面
2. データダウンロード、サイトマップ、ドキュメント、問合せ

3. H-InvDBの検索システム3. H InvDBの検索システム
1. 簡易検索 → 検索結果表示 → 画面閲覧
2. 新詳細検索（複合検索）

4. H-InvDBの新データマイニングツール
1. H-InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツール
– H-InvDB Enrichment Analysis Tool (HEAT)y

5. H-InvDBの活用（デモ・実習）～30分



1 ヒトゲノムデータの現状と1.ヒトゲノムデータの現状と
H-Invitationalプロジェクト



ヒト標準ゲノム配列決定の完了 (2004)

Nature 431: 931-945 (2004)Nature 431: 931-945 (2004)



個人ゲノム配列決定の現状

個人の全ゲノム配列が決定された例：個人の全ゲノム配列が決定された例：
１．Craig Venter博士
２．Jim Watson博士
３ 中国人（炎黄１号）３．中国人（炎黄１号）
４．スイスの富豪
５．オランダの女性（初の女性サンプル）

韓国人ゲノム６．韓国人ゲノム

・日本人ゲノム解読：2010年10月24日に報告（ Nature Genetics 誌）
・1000人ゲノムプロジェクト：2010年10月28日に報告（ Nature 誌）

最新のヒト標準ゲノムが2009年3月に公開。最新 標準ゲ 年 月 公開。
= NCBI human genome build 37.1(hg19)



Levy et al. (2007) PLoS Biology 5:e254.



日本人ゲノム配列解読論文

Nat Genet. 2010 Nov;42(11):
931-6. Epub 2010 Oct 24.
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1000人ゲノム解析計画
www 1000genomes orgwww.1000genomes.org

2010/10/28：パイロット解析論文出版（Nature）
→179個人ゲノム（日本人30名）ドラフト解析

プ ジ クト完了時 は 個人ゲ ム解読予定→プロジェクト完了時には2500個人ゲノム解読予定



ヒト個人ゲノム配列解読予測
～2 700（2010年10月）2,700（2010年10月）
～30,000(2011年内)

Nature vol.447 (28 Oct., 2010)



全ゲノム配列解析サービス（5,000ドル/人）
www completegenomics comwww.completegenomics.com

個人ゲノム配列決定ビジネス個人ゲノム配列決定ビジネス
→accuracy level 99.999%, 40ｘ coverage



Archon Genomics XPRIZE
http://genomics xprize org/http://genomics.xprize.org/

個人ゲノムを「10日以内」「＄1000以内」で
解読する技術コンテスト開催解読する技術コンテスト開催



個人ゲノム解析サービス
www 23andme comwww.23andme.com

499ドルで個人の

ゲノム配列を解
析し 91疾患へ析し、91疾患へ

のかかりやすさや
表現型との関連表現型との関連
等を調べるサー
ビスを提供する。



申し込みページ：
23 dM キ ト郵送→23andMeキット郵送

→唾液サンプル提出
→6-8週でレポート送付→6-8週でレポ ト送付

先着10名まで

13
99ドルに割引中！



23andMe調査項目：Established Research(29個)
• アルコール不耐性 • 全身性エリテマトーデスアルコ ル不耐性

• 滲出型加齢黄斑変性

• ＰＴＣ味盲

式 外 血液型

全身性エリテマト デス

• マラリア耐性（Duffy抗原）

• 多発性硬化症 Muscle• ＡＢＯ式以外の血液型

• 乳がん

• セリアック病

• 筋肉の効率

• ノロウイルス耐性

肥満

Muscle 
Performance

• 大腸がん

• クローン病

耳あかタイプ

• 肥満

• 前立腺がん

• 乾癬• 耳あかタイプ

• 目の色

• G6PD欠損症

乾癬

• 不穏下肢症候群

• 慢性関節リウマチ
• 心臓麻痺

• HIV耐性

• 乳糖不耐症

• 鎌形赤血球症候群とマラリア耐性

• Ｉ型糖尿病

型糖尿病
乳糖不耐症

• 肺がん
• ＩＩ型糖尿病

• 静脈血栓塞栓症

アルコール耐性 肥満 がん 糖尿病など合計29項目

www.23andme.com

アルコ ル耐性、肥満、がん、糖尿病など合計29項目



Muscle Performance

ACTN3
遺伝子
が関与



http://www.jbic.or.jp/activity/i_db_pj/sub_h-i/06/d0609.html



23andMe調査項目：Preliminary Research(60個)
• Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

Al h l D d
• Height

H i Addi ti• Alcohol Dependence
• Ankylosing Spondylitis
• Antidepressant Response
• Asthma
• Atrial Fibrillation

• Heroin Addiction
• HIV and AIDS
• High Blood Pressure (Hypertension)
• Kidney Disease
• Larynx CancerAtrial Fibrillation

• Avoidance of Errors
• Back Pain
• Baldness
• Beta-Blocker Response

Larynx Cancer
• Longevity
• Lou Gehrig's Disease (ALS)
• Male Infertility
• Measures of Intelligencep

• Bipolar Disorder
• Birth Weight
• Blood Glucose
• Breast Cancer
• C reactive Protein Level

g
• Memory
• Neuroblastoma
• Nicotine Dependence
• Obesity
• Obsessive Compulsive Disorder• C-reactive Protein Level

• Caffeine Metabolism
• Celiac Disease
• Cluster Headaches
• Creutzfeldt-Jakob Disease

• Obsessive-Compulsive Disorder
• Odor Detection
• Oral and Throat Cancer
• Osteoarthritis
• Pain SensitivityCreutzfeldt Jakob Disease

• Developmental Dyslexia
• Endometriosis
• Esophageal Cancer
• Eye Color

F d P f

Pain Sensitivity
• Peripheral Arterial Disease
• Persistent Fetal Hemoglobin
• Placental Abruption
• Pre-eclampsia

P i S l P l• Food Preference
• Freckling
• Gallstones
• Glaucoma
• Gout

• Progressive Supranuclear Palsy
• Schizophrenia
• Sjögren's Syndrome
• Skin Cancer
• Stomach CancerGout

• Hair Color
• HDL Cholesterol Level

Stomach Cancer
• Tardive Dyskinesia
• Uterine Fibroids www.23andme.com



23andMe Ancestry
祖先探索 家系図作成サ ビス祖先探索、家系図作成サービス



遺伝情報の伝達様式

ゲノム 遺伝子
genomic DNA

transcriptionエクソン イントロン
pre-mRNA

p

maturation

転写
クソン イント ン

メッセンジャーRNA
mRNA

translation

成熟

タンパク質

メッセンジャ RNA

protein 翻訳
タンパク質に翻訳

される情報を持つ領域

タ ク質

される情報を持つ領域

転写産物（mRNA, cDNA）
タ パク質

19

タンパク質



国際共同研究プロジェクト「H-Invitational」

世界6機関の完全長cDNAデータを統合

世界44機関，158名の研究者が参加



H-Invitationalアノテーションプロジェクト

国際アノテーション会議（ジャンボリー）開催国際アノテーション会議（ジャンボリー）開催
専門家によるアノテ ション（注釈付け）専門家によるアノテ ション（注釈付け）専門家によるアノテーション（注釈付け）専門家によるアノテーション（注釈付け）

統一基準でアノテーションを実施

データベースを構築

アノテーションジャンボリー風景

精査されたアノテーション情報を無償で公開

アノテ ションジャンボリ 風景

生物情報解析研究センター/現：バイオメディシナル情報研究
センター（JBIC、産総研）およびＤＤＢＪ（遺伝研）が主催

H-InvDB リリース1.0 2004/04/20公開

（ 、産総研） （ 伝研） 催



ヒト遺伝子統合データベース、H-InvDB
・産総研・バイオメディシナル情報研究センター（BIRC）から提供産総研 バイオメディシナル情報研究センタ （BIRC）から提供
・ヒトの全遺伝子と転写産物を対象とした、ヒト遺伝子統合データベース
・ヒトのすべての転写産物の配列を様々な手法で解析することにより

精査されたアノテーション（注釈付け）情報を提供

H-InvDBの主なアノテーション項目公式サイト

精査されたアノテ ション（注釈付け）情報を提供
・最新リリースH-InvDB_7.5（2010/09/10公開）

 遺伝子構造

 スプライシング変異体

 機能性RNA

タンパク質の機能

公式サイト

トップページ  タンパク質の機能

 機能ドメイン

 細胞内局在

 代謝パスウェイ

トップペ ジ

 代謝パスウェイ

 タンパク質立体構造

 疾患との関連

 遺伝的多型（SNPs）遺伝的多型（SNPs）

 遺伝子発現パターン

 分子進化学的特徴

 タンパク質間相互作用

URL: www.h-invitational.jp (hinv.jp)  遺伝子ファミリー・グループ



H-InvDBリリース

H-InvDB 公開日
トランスクリプト数 遺伝子座数

H InvDB 公開日
HIT HIX

1.0 2004/4/20 41,118 21,037 

2.0 2005/5/31 56,419 25,585 

3.0 2006/3/31 167,992 35,005 

4.0 2007/3/28 175,542 34,701 

5 0 2007/12/26 187 156 36 0735.0 2007/12/26 187,156 36,073 

6.0 2008/12/18 219,765 43,159

7 0 2010/2/16 296 912 46 4997.0 2010/2/16 296,912 46,499

これまでに７回のメジャーリリースを公開
最新リリース：H-InvDB リリース 7.5 2010/09/10公開



H-InvDB_7.5アノテーション概要

ヒト転写産物
ヒトタンパク質

ヒト転写産物
(242,813 HITs) (137,607 HIPs)

CDS

Mapping transcript nucleotide sequence 
onto human genome

Predict CDS 相同性検索(ProteinDB)
モチーフ予測(InterPro)

Genome
NCBI b37.1

Determine gene locus for transcript with
予測されたタンパク質の

遺伝子機能推定

ヒト遺伝子座

Determine gene locus for transcript with 
>=1bp overlap in genome location

各種解析を実施し 多数の

遺伝子機能推定

遺伝子座1 遺伝子座2

ヒト遺伝子座
(44,806 HIXs)

各種解析を実施し、多数の
アノテーション情報を付与

遺伝子座



転写物配列のゲノム配列へのマッピングとクラスタリング
ゲノム配列2種類

ベスト選択ベスト選択
最近の重複を考慮

44 886
25

Final 44,886



H-InvDB機能アノテーションH InvDB機能アノテ ション

タンパク質コード遺伝子分類

Category 定義 遺伝子数

I ヒト既知タンパク質に完全に一致する 14 175
タンパク質データベースに対し

相同性解析（FASTY

アノテーションフロー

I ヒト既知タンパク質に完全に 致する 14,175
II 既知タンパク質に相同性を有する 5,004
III InterProドメインによって遺伝子機能推定 1,786

相同性解析（FASTY, 
BLASTX)実行

IV 機能未知遺伝子（未知タンパク質で保存） 5,057
V 機能未知遺伝子 4,059
VI 機能未知遺伝子 6 274

文献を確認し、たんぱく質の
発現が実験的に報告されてい

るかどうか精査(I, II)
VI 機能未知遺伝子

（20-79aa のショートプロテイン）

6,274

VII 転写型偽遺伝子候補 (pseudogene) 759
合計 36 355

InterProドメインにより遺伝子
機能を推定(III) 合計 36,355

非タンパク質コード遺伝子: 7,692

機能が精査された、Category I, II, III の20,965件は

機能を推定(III)

機能が精査された、Category I, II, III の20,965件は
信頼性の高いヒト遺伝子セットと考えられる



H-InvDB リリース 7.5 (2010年9月10日公開)

H-InvDB_7.5では主に下記の点が新しくなりました。

1. 予測遺伝子の選定条件の改良によるヒト遺伝子の再定義

2. スプライシング判定条件（RASV）の改良、H-DBAS更新

タ パク質間相 作 （ ）デ タ更新 更新3. タンパク質間相互作用（PPI）データ更新、PPI view更新

（主な統計）（主な統計）

◆遺伝子数 44,806件
◆転写産物数 242 813件◆転写産物数 242,813件
◆タンパク質数 137,607件
◆スプライシング(RASV)数 60,766件



H-InvDBに関する論文
Nucleic Acids Research 2010 Database issueにおいてNucleic Acids Research 2010 Database issueにおいて

H-InvDBについての論文を出版

HEAT, 複合検索などの新規ツールや新規アノテーションを報告HEAT, 複合検索などの新規ツ ルや新規アノテ ションを報告

各サブデ タベ スや関連研究等を含めこれまで約20報各サブデータベースや関連研究等を含めこれまで約20報
→（詳細） http://h-invitational.jp/index_jp.html



2 H InvDBデータベース紹介2.H-InvDBデータベース紹介
（1）H-InvDB画面



HH--InvDBInvDB画面構成画面構成

33種類のメイン ビュ アと種類のメイン ビュ アと66種類のサブ デ タベ スで構成種類のサブ デ タベ スで構成33種類のメイン・ビューアと種類のメイン・ビューアと66種類のサブ・データベースで構成種類のサブ・データベースで構成

リンクしているデータベース

*CHGC BIND DIP Gene ontology (GO) HPRD LIFEdb PubMed NC-IUBMB (EC)

*DKFZ/MIPS BodyMap DNA Probe Locator GeneCards IntAct LSBM RefSeq OMIM

*IMSUT CCDS Ensembl GTOP InterPro MGI UCSC fRNAdb*IMSUT CCDS Ensembl GTOP InterPro MGI UCSC fRNAdb

*KDRI dbSNP EntrezGene HGNC KEGG MINT UniGene GGDB

*MGC/NCI DDBJ/EMBL/GenBank GenAtlas H-GOLD (GDBS) LEGENDA Mutation view UniProt GlycoProtDB

*Human FLcDNA sequence data providers



HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(1)(1) Locus viewLocus view

クラスター（遺伝子座）のアノテーションを提供クラスター（遺伝子座）のアノテーションを提供

◆ ゲノム上の位置

◆ 遺伝 構造◆ 遺伝子構造

◆ 遺伝子座の代表配列の

遺伝子名 機能情報等遺伝子名、機能情報等

◆ 遺伝子ファミリー

◆ スプライシングバリアント◆ スプライシング リアント

◆ 遺伝子発現パターン、プ

ローブ情報

◆ 疾患関連情報

◆ メンバー転写産物リスト

デ◆ データベースへのリンク



HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(2) (2) Transcript viewTranscript view

転写産物転写産物(mRNA, cDNA(mRNA, cDNA等等))のアノテーションを提供のアノテーションを提供

◆ 塩基配列
◆ クローン名、由来ライブ

ラリー情報等ラリ 情報等
◆ 染色体上の位置
◆ 翻訳領域（ORF）
◆ アミノ酸配列◆ アミノ酸配列
◆ タンパク質としての機能
◆ ジーンオントロジー(GO)
◆ 機能性RNA◆ 機能性
◆ 酵素番号
◆ パスウェイ（KEGG）
◆ 分子進化学解析(モデル生

物 進 的保存性物との進化的保存性)
◆ 多型（SNPとマイクロサ

テライト多型）
◆ データベースへのリンク◆ データベースへのリンク



実験用リソース情報の統合
Transcript viewのTranscript info 画面 H-InvDBからヒトcDNATranscript viewのTranscript info.画面 H-InvDBからヒトcDNA

実験用リソースへの
スムーズな移行を実現

抗体検索ページへのリンクを設置
(バイオの買い物.com)(バイオの買い物.com)

抗体検索

NBRCのヒトcDNAクローン
発注ページへのリンクを設置

クローンの実験情報を提供する
ＨGPDデータベースへのリンクを設置

クローン発注

NBRC HGPD
実験データ提供



HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(3) (3) ProteinviewProteinview

NEW !!

各タンパク質のアノテーションを提供各タンパク質のアノテーションを提供

NEW !!
H-InvDB_7.0で新規公開！

◆ アミノ酸配列
◆ タンパク質の機能

各タンパク質のアノテーションを提供各タンパク質のアノテーションを提供

◆ タンパク質の機能
◆ 染色体上の位置
◆ 翻訳後修飾（PTM）
◆ 機能性モチ フ◆ 機能性モチーフ

(InterPro)
◆ タンパク質間相互作用

(PPI)
◆ タンパク質立体構造

(GTOP)
◆ 細胞内局在(SOSUI, 

wPSORT等)wPSORT等)
◆ 多型（アミノ酸置換、

SAR:シンプルアミノ酸
リピート）

◆ データベースへのリン
ク



H-InvDBサブデータベース

◆G i ゲノム地図と遺伝子構造を表示するゲノムブラウザ

特定のアノテーションに特化した、特定のアノテーションに特化した、66つのサブデータベースつのサブデータベース

◆G-integra： ゲノム地図と遺伝子構造を表示するゲノムブラウザ

◆H-ANGEL： 遺伝子発現プロファイルのデータベース

◆Evola： モデル生物のオルソログ情報の分子進化データベース

◆DiseaseInfo Viewer： 疾患関連遺伝子のデータベース

◆PPI view： タンパク質間相互作用の情報を表示するビューア

◆Gene family/group： ４つの遺伝子ファミリーに関する詳細なアノテーション◆Gene family/group： ４つの遺伝子ファミリ に関する詳細なアノテ ション

G-integra（ゲノムブラウザ） H-ANGEL（遺伝子発現） Evola（分子進化）



H-InvDBサテライトデータベース＆ツール

H DBAS: スプライシングバリアントデータベースH-DBAS: スプライシングバリアントデータベース

VarySysDB: 多型アノテーションデータベース

ＬＥＧＥＮＤＡ: 疾患情報テキストマイニングデータベース

Ｈ-Exp: ヒト遺伝子発現プロファイルデータベース

イク イプ ブデ タベDNAProbeLocator:マイクロアレイプローブデータベース

G-compass: 比較ゲノムブラウザG compass: 比較ゲノムブラウザ

TACT: 統合自動アノテーションシステム



GG--IntegraIntegra：：GG--IntegraIntegra：：
ゲノムブラウザ

 ヒト、マウス、チンパン
ジー、ラットなど14生物種

ゲ ム地図のゲノム地図

 ゲノム上の位置

 遺伝子構造 遺伝子構造

 RefSeq＆Ensemblの参考
データ

 オルソログ情報

 EST

 SNP リピ ト配列 SNP, リピート配列

ゲノム上の位置 構造ゲノム上の位置 構造ゲノム上の位置・構造ゲノム上の位置・構造



HH--ANGELANGEL：：HH ANGELANGEL：：
ヒト遺伝子の発現プロファイルデータベース

遺伝子発現ライブラリ

 10および40の組織・細胞

 3種の実験手法、 7つのプラッ
由来 発 デ タトフォーム由来の発現データ

・iAFLP

・SAGE

・DNA array   etc.

発現パターン検索

遺伝 発 情報遺伝 発 情報遺伝子発現情報遺伝子発現情報



Di I f ViDi I f ViDiseaseInfo ViewerDiseaseInfo Viewer：：
疾患情報データベース

既知疾患関連遺伝子情報

原因遺伝子が不明な遺伝
性疾患情報

他DBへのリンク：

・Mutation view

・OMIM

疾患情報疾患情報



E lE lEvolaEvola：：
分子進化データベース

モデル生物との

オルソログ情報
(マウス、ラット、チンパン
ジー、マカク、オランウータ
ン、犬、馬、牛、ニワトリ、
オポッサム ゼブラフィッオポッサム、ゼブラフィッ
シュ、メダカ、フグ、テトラ
オドンの13種とヒト遺伝子
で進化的に保存された遺保存 遺
伝子を判定)

系統樹

イ

分子進化情報分子進化情報

アラインメント

分子進化情報分子進化情報



PPI iPPI iPPI iPPI iPPI viewPPI view：：
蛋白質相互作用データベース

PPI viewPPI view：：
蛋白質相互作用データベース

ヒト蛋白質相互作用情報を
統合

 既存PPI データベースと
の対応およびリンク
（BIND, DIP, MINT, HPRD, （ , , , ,
IntAct, GNP）

 2006/12公開

 2010/09/10更新 2010/09/10更新

ヒト蛋白質間相互作用
（PPI)
ヒト蛋白質間相互作用
（PPI)（ )（ )



遺伝子ファミリ グル プ遺伝子ファミリー・グループ
Gene family/groups

「H-InvDB遺伝子ファミリー・グループ」は文献に基づくゲノム位
置や既知タンパク質との配列相同性、遺伝子名の記述を基に精査を
行った４つの遺伝子ファミリー・グループと予測遺伝子ファミリー
(HIF)についてアノテーション情報を提供しています(HIF)についてアノテーション情報を提供しています。

・T細胞レセプター(T-cell receptors: TCR)
Gene symbols: TRBC1, TRAC, TRD@

・免疫グロブリン(Immunoglobulin: Ig) 
Gene symbols: IGKC, IGHA1, IGHE, etc

・主要組織適合性複合体(MHC/HLA) 
Gene symbols: HLA-A, HLA-B, HLA-C, etc

嗅覚受容体(Olf t t OR)・嗅覚受容体(Olfactory receptors: OR) 
Gene symbols: OR1C1, OR2C3, OR3A1, etc

・予測遺伝子ファミリー(HIF)予測遺伝子ファミリ ( )
ヒト全遺伝子のクラスタリングにより、
遺伝子ファミリーに分類した情報を提供



各画面のアイコン各画面のアイコン

遺伝子のアノテ シ ン遺伝子のアノテーション

転写産物のアノテーション

タンパク質アノテーション

ゲノムブラウザゲノムブラウザ

遺伝子発現

分子進化データ

疾患関連遺伝子疾患関連遺伝子

タンパク質間相互作用

遺伝子ファミリー



H-InvDBで使われるID

• HIT (H-Invitational transcript): ヒト転写産物ID

形式：HIT + 9桁の数字 + version番号 例）HIT000000001.1 転写産物
（cDNA, mRNAなど）配列のアノテーション情報をデータベース化し、H-
Invitational transcripts（HIT）ナンバーというIDを付与しました。

• HIX (H-Invitational cluster): ヒト遺伝子座ID

形式：HIX + 7桁の数字 + version番号 例）HIX0000001.1

ヒトゲノム上の重複を除く遺伝子クラスター遺伝子クラスターをH-
Invitational cluster（HIX）と定義し各遺伝子座単位にIDを付与しました。

• HIP (H-Invitational protein): ヒトタンパク質ID

形式：HIP + 9桁の数字 + version番号 例）HIP000000001.1

転写産物配列の予測CDSアノテーション情報をデータベース化し、ユニー
クなアミノ酸配列に対しH-Invitational protein（HIP）ナンバーというIDを
付与しました。

INSD (DDBJ/EMBL/GenBank)等の公共DBのID等へも対応



2.H-InvDBデータベース紹介2.H InvDBデ タ ス紹介
（2）データダウンロード、サイトマップ、ド

キュメント 問合せキュメント、問合せ



データダウンロード
H-InvDBデータの取得v デ タの取得

HTTP

H-InvDB各画面

デ タを 括 ダウ ド きます
FTP

データを一括してダウンロードできます
FTP



クイックガイドとサイトマップ

サイトマップクイックガイド サイトマップ



クイックガイド

プサイトマップ



Helpドキュメント

H-InvDB各画面

・プロジェクトの概要
アノテ シ ン方法・アノテーション方法

・IDの説明
・データベースの利用方法デ タベ スの利用方法

日本語/英語で提供



問い合わせ：ヘルプデスク

H-InvDB トップH InvDB トップ
ページ

ご質問等

お気軽にお問い合わせ下さい。



3.H-InvDBの検索システム

簡易検索の方法

データのみかた

検索ナビゲーション検索ナビゲ ション

新詳細検索

その他 H I DB検索その他、H-InvDB検索



H-InvDB 検索機能
トップページに６つの検索機能トップペ ジに６つの検索機能

①簡易検索
ID/キーワード検索
eg. ABO

②複合検索
16の検索 ンテンツ16の検索コンテンツ
詳細なテキスト
キーワード、ID検索

③染色体マップ
対応するゲノムマップへリンク

④④BLAST検索
配列の相同性による検索

⑤H I DB ナビ⑤H-InvDB ナビ
検索ナビゲーション

⑥サイト内検索⑥サイト内検索
ドキュメント等検索



①簡易検索
キーワードを入力して
”GO”ボタンをクリックGO”ボタンをクリック
例）”ABO”



XML, フラットファイル、fastaファイル, ラッ ァイ 、 ァイ
のダウンロードも可能

HIT 20件 HIX 2件がヒ トHIT 20件、HIX 2件がヒット

ヒットした遺伝子リスト
H-InvDB画面

へのリンク

HIX IDのリンクをクリックして、

へのリンク

54

を 、
Locus view画面へ



アイコンをクリックして、
Transcript view画面へp

ゲノム位置、遺伝子構造、遺伝子機能
に関する シ 情報に関するアノテーション情報

HUGO gene symbol: ABO



アイコンをクリックして、
Protein view画面へ

各転写産物に い の詳細な各転写産物についての詳細な
アノテーション情報



タブをクリックして、
機能性機能性モチーフ画面へ

各タンパク質についての詳細な
アノテーション情報



機能性モチーフの詳細情報

IPR005076
Glycosyl transferase family 6 [Family]Glycosyl transferase, family 6 [Family] 



⑤検索ナビゲーション

新詳細検索メニュー
（検索ナビゲーション）



検索ナビゲーション画面
…検索可能な全項目

新詳細検索メニュー



②H-InvDB新詳細検索

検索条件 実行画面

検索実行例

X染色体上にあり、筋肉系組織で強く発現し、ミ
トコンドリアに局在するタンパク質 → 検索実行



検索コンテンツ
１ キ ワ ド・ID検索１．キーワード・ID検索

…プルダウンメニューから選択可能な31…プルダウンメ から選択可能な31
キーワードまたはIDによる検索が可能
IDリストのアップロードも可。



検索コンテンツ
２ 遺伝子構造２．遺伝子構造
３．選択的スプライシング



検索コンテンツ
５．遺伝子機能

機能性ド イ６．機能性ドメイン



検索コンテンツ
７．細胞内局在
８ 代謝パスウ イ８．代謝パスウェイ
９．タンパク質立体構造



検索コンテンツ
10．多型情報
11 遺伝子発現11．遺伝子発現
12．疾患との関連



検索コンテンツ
13．分子進化解析
14 タンパク質相互作用14．タンパク質相互作用
15．遺伝子ファミリー



④BLAST検索

BLAST検索BLAST検索
：配列の相同性検索



BLAST検索
→検索の種類を選択する検索 種類を選択する
→塩基配列またはアミノ酸配列fastaファイル
→フィールド内にcopy&pasteまたはファイル

”検索実行”ボタ をクリ ク→”検索実行”ボタンをクリック



⑥サイト内検索

サイト内検索
→キーワードを入力して“サイト内検索”ボタンをクリックキ ワ ドを入力して サイト内検索 ボタンをクリック
→H-InvDB内のページやドキュメントを検索（日本語・英語）



内検索例サイト内検索例
“遺伝子”で検索した場合



4 H-InvDBの新データマイニング4.H-InvDBの新デ タマイニング
ツールツ ル

H I DB遺伝子リスト特徴抽出ツ ルH-InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツール

-InvDB Enrichment Analysis Tool (HEAT)

http://hinv.jp/heat/



H-InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツール
-InvDB Enrichment Analysis Tool (HEAT)InvDB Enrichment Analysis Tool (HEAT)

入力された遺伝子セットに
統合データベースからの

知識発見支援ツール

共通な特徴を探すツール。

解析対象となるアノテーション項目：解析対象 なる テ シ 項目
InterPro ドメイン
Gene Ontology (GO) 
KEGG pathwayKEGG pathway 
Chromosomal band 
Gene family 
SCOP（立体構造ドメイン）SCOP（立体構造ドメイン）
細胞内局在予測（Wolf PSORT）
組織特異的遺伝子発現（H-ANGEL）
プロモ タ領域配列モチ フ（JASPAR）

（ここに遺伝子リストを投入

プロモータ領域配列モチーフ（JASPAR）

実行ボタン

73
http://hinv.jp/heat/ にて公開中。



遺伝子リスト特徴抽出ツールの実行例
知識発見支援ツール

投入した遺伝子名： 糖尿病関連遺伝子６個
（ ADIPOQ, CAPN10, PPARG, TCF7L2, HNF4A, HHEX ）

知識発見支援ツ ル

＊

ダウンロード

＊

アノテーション項目 頻度・スコア

74
＊Fisherの正確確率



5 H-InvDBの活用5.H-InvDBの活用
（デモ・実習）（デ 実習）

実際に検索システムの実際に検索システムの

使用例をご紹介します！



H-InvDB 検索機能
トップページに６つの検索機能トップペ ジに６つの検索機能

①簡易検索
ID/キーワード検索
eg. ABO

②複合検索
16の検索 ンテンツ16の検索コンテンツ
詳細なテキスト
キーワード、ID検索

③染色体マップ
対応するゲノムマップへリンク

④④BLAST検索
配列の相同性による検索

⑤H I DB ナビ⑤H-InvDB ナビ
検索ナビゲーション

⑥サイト内検索⑥サイト内検索
ドキュメント等検索



デモ・実習用サンプル(ID・配列)
講習会サイト：講習会サイト：
http://hinv.jp/lecture_20101201.html

サンプルIDリスト5種
配列2種：塩基/アミノ酸

77

配列2種：塩基/アミノ酸
是非お試し下さい！



デモ①血液型遺伝子
• 入力：• 入力：

– 血液型に関係する遺伝子（1件）

ABO– ABO 

使用例• 使用例：

a.Simple searchで遺伝子名検索“ABO”

b 検索結果からL i 画面を開くb.検索結果からLocus view画面を開く

c. Locus view画面で遺伝子情報を参照

d V S DBで多型情報を参照d.VarySysDBで多型情報を参照

e.Protein view画面で”Info”タブ実験リソース（クローン・
抗体）情報を参照抗体）情報を参照
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デモ②肺がん遺伝子
• 入力：• 入力：

– 肺がんに関係する遺伝子候補（10件）

FTSJ2 LIMD1 POLR2J SP4 RASSF5– FTSJ2,LIMD1,POLR2J,SP4,RASSF5,
WFDC2,NIPBL,LAMC1,PDCD4,RAP2B 

• 使用例：

複合検索で遺伝子名検索“FTSJ2”a.複合検索で遺伝子名検索“FTSJ2”
b.検索結果からLocus view画面を開く

T i t i 画面 F ti タブで遺伝子機能を参照c. Transcript view画面, Functionタブで遺伝子機能を参照

d.DiseaseInfo Viewerで疾患関連情報を参照

H ANGELで遺伝子発現情報を参照e.H-ANGELで遺伝子発現情報を参照

f. (応用)HEATで遺伝子10件の特徴を抽出
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デモ③塩基配列検索
• 入力：• 入力：

– 塩基配列fastaファイル（24件）

http://hinv jp/data/lecture/test 26 nuc fahttp://hinv.jp/data/lecture/test_26_nuc.fa

使用例• 使用例：

a.BLASTで既存遺伝子にヒットするか検索

b 検索結果からT i t i 画面を開くb.検索結果からTranscript view画面を開く

c. Transcript view画面で遺伝子情報を参照

d T i t i のF ti タブで遺伝子機能を参照d.Transcript viewのFunctionタブで遺伝子機能を参照

e.Subcellularタブで細胞内局在情報を参照

f GTOPタブでタンパク質立体構造情報を参照f. GTOPタブでタンパク質立体構造情報を参照

g.DiseaseInfo Viewerで疾患関連情報を参照
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実習用課題実習用課題

課題①肺がん遺伝子名で検索

課題②肺がん遺伝子情報参照課題②肺がん遺伝子情報参照

課題③疾患名：糖尿病で検索

課題④複合検索を実行

課題⑤肺がん遺伝子特徴抽出課題⑤肺がん遺伝子特徴抽出
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課題①肺がん遺伝子で検索

• Simple searchでキーワード” PDCD4”で
検索した時のヒット件数は？
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課題②肺がん遺伝子情報参照

課題①で検索したHIXのLoc s ie 画面を• 課題①で検索したHIXのLocus view画面を
参照し、HIX ID, 染色体番号、Definirionと
categoryを示せ。
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課題③疾患名：糖尿病で検索

・Simple searchで、プルダウンメニューか
ら疾患名[OMIM title]を選択し、キーワーら疾患名[OMIM title]を選択し、キ ワ
ド” diabetes”で検索した時のヒット件数
とトップヒットのIDは？とトップヒットのIDは？
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課題④複合検索を実行

・複合検索”New advanced search”で下記条件で検索した時
のヒット件数とヒットしたIDは？

・検索コンテンツ「遺伝子構造」= 染色体Ｙ 選択

・検索コンテンツ「細胞内局在」= ミトコンドリア

・検索コンテンツ「遺伝子発現」= 神経系で高発現（>=50%）
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課題⑤肺がん遺伝子特徴抽出

• 肺がん関連遺伝子（10件）を入力し、
HEATを実行した場合に最も特徴的な機能HEATを実行した場合に最も特徴的な機能
情報は？

FTSJ2 LIMD1 POLR2J SP4 RASSF5FTSJ2,LIMD1,POLR2J,SP4,RASSF5,
WFDC2,NIPBL,LAMC1,PDCD4,RAP2BWFDC2,NIPBL,LAMC1,PDCD4,RAP2B 
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H-InvDBのURLは、こちら。、 ち 。

hinv jphinv.jp



課題①肺がん遺伝子で検索

• Simple searchでキーワード” PDCD4”で
検索した時のヒット件数は？

（回答）→HIT 13件、HIX 1件
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課題②肺がん遺伝子情報参照

課題①で検索したHIXのLoc s ie 画面を• 課題①で検索したHIXのLocus view画面を
参照し、HIX ID, 染色体番号、Definirionと
categoryを示せ。

（回答）→HIX0009201, chr10q25.2,
Definition: Programmed cell death protein 4他
Category: Identical to known human protein 
(C t I)(Category I). 
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課題③疾患名：糖尿病で検索

・Simple searchで、プルダウンメニューか
ら疾患名[OMIM title]を選択し、キーワーら疾患名[OMIM title]を選択し、キ ワ
ド” diabetes”で検索した時のヒット件数
とトップヒットのIDは？とトップヒットのIDは？

（回答）→
件数→HIT 121件 HIX 10件件数→HIT 121件、HIX 10件
ID→ HIX0000233 HIT000052067 HIP000030992 

Ephrin receptor EphA8 isoform 2 precursor.
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課題④複合検索を実行

・複合検索”New advanced search”で下記条件で検索した時
のヒット件数とヒットしたIDは？

・検索コンテンツ「遺伝子構造」= 染色体Ｙ 選択

・検索コンテンツ「細胞内局在」= ミトコンドリア

・検索コンテンツ「遺伝子発現」= 神経系で高発現（>=50%）

（回答）→
件数→HIX 3件
ID→ HIX0017199、HIX0056660、HIX0056699
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課題⑤肺がん遺伝子特徴抽出

• 肺がん関連遺伝子（10件）を入力し、
HEATを実行した場合に最も特徴的な機能HEATを実行した場合に最も特徴的な機能
情報は？

FTSJ2 LIMD1 POLR2J SP4 RASSF5FTSJ2,LIMD1,POLR2J,SP4,RASSF5,
WFDC2,NIPBL,LAMC1,PDCD4,RAP2BWFDC2,NIPBL,LAMC1,PDCD4,RAP2B 

答（回答）→JASPAR: MA0003.1 TFAP2A
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H-InvDBのURLは、こちら。、 ち 。

hinv jphinv.jp


