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データベース・ネットワーク解析
特異的分子ネットワーク抽出Validation



医学総合研究棟

プロテオーム解析
コアラボ(融合プロテ
オミクス方法論,ソフト,
トータルシステム開発)

医学教育部（基礎医学)
大学病院 (臨床検体、
治療ターゲット開発）

薬学教育部
エイズ学研究センター
(感染症、免疫不全)

生命資源研究・支援センター
(遺伝子改変病態モデル動物 )

発生医学研究所
(ES, iPS, 発生医学)

病態プロテオミクスコア解析システム
拠点形成研究グループ:「プロテオミクスを基盤とした病態システムズ

バイオロジー教育研究拠点の構
築」

ゲノム・トランスクリプトー
ム・プロテオーム

統合情報ステーション

(データベース開発)

世界へ発信！
KUpro Database

工学部（生命工学）
自然科学研究科
理学部（発生生物学）
総合情報基盤センター
(ネットワーク・
データベース構築）

創薬センター
(ターゲット分子阻害剤開発)

産学官連携
解析方法論・試薬
・装置・ソフトウエア
トータルシステム開発

主に癌、神経疾患、免疫疾患、細胞シス
テム制御(発生、増殖、分化、死)を中心に
教育／研究システム構築を行っている



熊本大学融合プロテオミクス コア解析システム
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臨床検査を目指して!!

Auto-2D-Western, a natural PROTEIN CHIP SYSTEM

全自動２次元電気泳動排出転写型
Western Blotting 装置
このシステムでは、生体サンプルの注入から、等電
点電気泳動、タンパク質の染色、洗浄、電気泳動、
検出、転写(Western Blotting:WB)まですべての操作
を自動化した。これにより、従来3日以上かかってい
たタンパク質の二次元電気泳動WBが、約2時間で行
えるようになった。NEDO(平成18-20年）JST(平成21-
23)
産業総合技術研究所、東京工科大学、シャープ株式会社、
凸版印刷株式会社、熊本大学共同研究による

(日経新聞 成 年 報道
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2)サンプル調製

Integrated Proteomicsによる病態組織細胞内活性化分子ネットワークの検出法
3)分子発現差異解析

4)データマイニング

5) 検証実験

6)生物学的機能解析
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1)検体分類

(3) MRM(3) MRM法法



統合プロテオミクスの解析結果を扱う上での問題点

• プロテオーム解析（2D-DIGE及びiTRAQ）とトランスクリプトーム解
析（DNAマイクロアレイ）の結果の書式に共通性がなく、比較や統
合が困難。

• 膨大な数の分子を解析するため、解析結果から有意な情報を抽
出する効率的な方法が必要となる。

統合プロテオミクス解析の利点

• 蛋白質自体の量的変動（iTRAQ）

• 蛋白質のmRNAレベルでの発現変動（DNAマイクロアレイ）

• 蛋白質の翻訳後修飾を含めた変化（2D-DIGE）

これらの全てを統合し、網羅的に解析することで、今まで知られて
いなかった生体内分子の機能の解明や、分子間ネットワークの
発見が可能となる。



proteinレベル mRNAレベルProtein and mRNA

蛋白質とmRNAレベルで上昇する
分子シグナルネットワークの抽出

上流因子

下流因子
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G
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上昇した分子群

62

103 287

41

36 181

減少した分子群

83

119 217

Protein mRNA

Protein mRNA

抗癌剤耐性組織で上昇する分子

抗癌剤耐性組織で減少する分子

脳腫瘍サンプルの抗癌剤感受性に関連して、発現が変動する分子とし
て同定されたタンパク質、及びmRNAのデータマイニングのストラテジー

特願2005-076106



新しい統合プロテオミクス解析のた
めのプログラム

• iPEACH （integrated Protein 
Expression Analysis Chart）

• MANGO (Molecular Annotation 
by Gene Ontology)
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悪性腫瘍において特異的に発現変動する分子群の統合ネットワーク解
析
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...

発現変動量（LOH-/LOH+） Gene Ontology分類Entrez Gene IDを付加

…

（約30,000行）
解析方法 染色体上の位置情報

これらに加え、iPEACHは2D-DIGE解析結果の発現変動spot数、タンパク質
の翻訳後修飾情報等もアノテーションとして付与する

・・・

iPEACH (integrated Protein Expression Analysis Chart)
DNAマイクロアレイ、iTRAQ、2D-DIGEによる解析結果の統合
（全ての結果を同一書式の一行区切りテキスト形式に変換して統合）



riched Gene Ontology of Up-regulated Proteins in LOH- tissues
Gene ontology analysis of upGene ontology analysis of up--regulated proteinsregulated proteins

GO Term p-value
Biological process
regulation of gene expression 2.57E-08
regulation of transcription 5.36E-07
RNA splicing 0.00008 
chromatin assembly 0.00121 
cytoskeleton organization and biogenesis 0.00510 
negative regulation of histone modification 0.00903 
negative regulation of dephosphorylation 0.02537 

Molecular function
DNA binding 2.86E-07
phosphotransferase activity, phosphate group as acceptor 0.00029 
histone binding 0.00516 
transcription factor activity 0.00556 
drug binding 0.01787 
ubiquitin binding 0.03558 
transcription regulator activity 0.03969 
phosphatase inhibitor activity 0.04317 
kinase activity 0.04416 

Cellular component 
spliceosome 0.00099 
nuclear speck 0.00155 
filopodium 0.00516 
centrosome 0.00633 
nucleosome 0.00703 
protein kinase CK2 complex 0.00903 
microtubule organizing center 0.01082 
cytoskeleton 0.01785 
microtubule cytoskeleton 0.03054 
proteasome complex 0.03075 
nuclear body 0.04233 

抗がん剤抵抗性
のグリオーマでは
転写調節に
関わる分子群や

リン酸化酵素群
が上昇している



統合プロテオミク
ス解析結果の
発現量変動値か
ら作成

DNAマイクロアレイで
LOH-/LOH+ > 1.5
DNAマイクロアレイで
LOH-/LOH+ < 1.5

iTRAQもしくは2D-DIGEで
LOH-/LOH+ > 1.2

膨大な量の数値情報を、分子ネットワーク上で
可視化し、効率的、直感的な発現変動解析を可能にする。

統合プロテオミクス解析を行った分子のネットワークに
グリオーマ(AO)のch1p/19q LOH-/LOH+ の発現変動解析結果

By KeyMolnet(医薬分子設計研究所）

iPEACH 「一元化ファイル」 を元
に
AO LOH-/LOH+ における分子
発現変動解析結果を彩色・可視
化



DNAマイクロアレイで
LOH-/LOH+ > 1.5
DNAマイクロアレイで
LOH-/LOH+ < 1.5

iTRAQもしくは2D-DIGEで
LOH-/LOH+ > 1.2

AO LOH-/LOH+ 抗癌剤感受性に関わる分子ネットワークの抽出

vimentin

iPEACHによる統合プロテオミク
スデータ解析の結果、Vimentin
修飾関連分子群
が抗癌剤感受性に関与する
分子ネットワークを形成している
ことが示唆された。

PZK



ProteinX

LOH- AO の組織においてVimentinリン酸化修飾酵素、Vimentin断片
化に関与する分子群の発現がCh1p/19qにローカスしている

Protease

ch1p19q

Kinase



Up-regulated molecular network in chemo-
resistant

ProteinXproteinX1

proteinX1

PZK1

PZK

Gliomas extracted by iPEACH
特願2010-81524

iPEACHを用いて
抽出された
抗がん剤抵抗性
グリオーマで
活性化している
ProteinXから
修飾酵素分子群
活性化シグナルを
介したVimentin
ネットワーク

proteinY

Vimentin



Vimentin expression in anapalastic oligodendrogeliomas tissues
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A. Immunohistochemistry of AOG tissues
AOG tissues were analyzed with vimentin antibody.
Nuclei were counterstained with hematoxylin and so appeared blue.

B. Western blotting analysis of vimentin in AOG tissues
The lysate from AOG tissues were resolved by SDS-PAGE and immunobloted with anti-vimentin antibody.

抗がん剤抵抗性のグリオーマでVimentinは発現とフラグメント化が亢進している

検証実験



U373U251 U87A172
LOH- LOH+

*

Vimentin

Actin

Vimentin & ProteinX expressions in AO/AOA tissues(40samples) 
and glioma cell lines (1p/19qLOH- vs 1p/19qLOH+)  

Western blotting analysis 
of Vimentin in glioma cell lines

Quantitation of Vimentin
in LOH- vs LOH+ tissues  

U373U251 U87A172
LOH- LOH+

ProteinX

Actin

*

Quantitation of  ProteinX
in LOH- vs LOH+ tissues

Western blotting analysis 
of ProteinX in glioma cell lines

特願2010-81524

* :p<0.05
n=40

抗がん剤抵抗性のグリオーマでVimentinとProeinXが発現亢進している

* :p<0.05
n=40

検証実験
AO組織
40サンプル

検証実験
LOH+/LOH-
Glioma細胞
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1) 統合プロテオミクス解析用データ群の生成方法及び同
生成方法にて生成した統合プロテオミクス解析用データ
群を用いる統合プロテオミクス解析方法

2) 融合プロテオミクス解析による疾患原因タンパク質群の
同定方法および薬剤効果検出方法

• 出願番号 ：特願2010-81525, 2010-81524 
• 出願人 ：熊本大学

• 発明者 ：荒木令江、他４名
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産学連携の経歴

• 平成16-17年度 熊本テクノ産業財団RSP
委託試験事業

• 平成18-20年度 独)新エネルギー産業技術総合開
発機構NEDO課題設定型産業技術採択

• 平成19年度独）科学技術振興機構(JST)
重点地域研究開発推進事業「シーズ育成試験」

• 平成21-23年度独) 科学技術振興機構（JST）
先端計測分析技術・機器開発事業採択

共同研究：累計1３社
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お問い合わせ先

国立大学法人 熊本大学

知財マネージャー 荒木 寛幸

ＴＥＬ ０９６－３４２－３２０９

ＦＡＸ ０９６－３４２－３２３９

e-mail hi-araki＠kumamoto-u.ac.jp


