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病気の診断、シグナル伝達経路や
疾患メカニズムの解明、
そしてバイオマーカー探索において
miRNAを利用した革新的なアプローチ
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ID3EAL™ PanoramiR 
microRNA Knowledge Panel

miRNAを利用した診断および
疾患研究の新たなツール

ID3EAL ParanomiRパネルは、病気の診断、シグナル伝達経路や疾患メカニズムの解明、そしてバイ
オマーカー探索においてmiRNAを利用した革新的なアプローチです。 ParanomiRはmiRNAの総合
データベースであるmiRBase22、ヒト疾患関連miRNAを集めたデータベースのHMDD3.2、そしてThe 
Cancer Genome Atlasから厳選された376種のmiRNAをターゲットにしています。 さらにこれらはメジ

ャーな学術論文と弊社内研究データによってさらなる検討を重ねて厳選しました。

専門家によって選び抜かれた疾患関連のmiRNAパネルはインパクトのある結果を導きます。

非常に高感度で安定した検出が可能なRT-qPCRであるID3EAL　技術に基づいています。

複数のプライマーセットを同時に使用するマルチプレックス反応液は試薬や時間などの節約につ
ながります。

血漿、血清、ホルマリン固定パラフィン埋包といった様々なサンプルを使って多様な疾患に適応で
きます。

Features & Benefits

References
Key principles of miRNA involvement in human diseases. Discoveries (Craiova). 2014 Oct-Dec; 2(4): e34.

こちらのQRコードからより詳しいmiRNA例と経路やメカニズムといった疾患関連情報がご覧い
ただけます。

Relevant diseases include:

がん 膀胱がん、胃がん、甲状腺がん、食道がん、脳腫瘍、中枢神経リンパ腫、肝臓がん、子宮頸がん、乳
がん、白血病、リンパ腫、子宮がん、大腸がん、前立腺がん、卵巣がん、すい臓がん

認知症 アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、前頭側頭葉変性症

循環器疾患 脳卒中、急性冠症候群、急性心不全、 急性心筋梗塞、アルコール性心筋症、大動脈弁閉鎖不全

肝臓病 急性肝不全、アルコール性肝炎、慢性肝炎、B型慢性肝炎、C型慢性肝炎、脂肪肝

その他 腎臓病、糖尿病、抑うつ障害

https://mirxes.com/wp-content/uploads/2020/07/MiRXES_PanoramiR_detailed_information-1.pdf
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迅速かつ使いやすいワークフロー

弊社の特許技術であるID3EAL™　RT-qPCRテクノロ
ジーを使えばRNAサンプルから2時間以内に実験結
果を得ることが出来ます。

あらかじめ個々のmicroRNA検出用のプライマー
が96Well dish あるいは384Well dishにスポット
されたqPCRプレート

検証実験を繰り返し、有効性を確認済み

データの自動解析が可能な解析用テンプレート

反応に必要な調整済み試薬類

定量性を補正するスパイクインRNAコントロー
ルとプレート間のばらつきを抑えるキャリブレー
タ―が付属

Fast: RNAからCt値を得るまでわずか2時間

Convenient: 素晴らしい使いやすさ

超高感度で安定した結果をもたらすmiRNAの検出技術

実験的に検証された配列特異的なID3EALのRTおよびqPCRプライマーセットにより、圧倒的な感度と
特異性を実現しました。

MiRXESの ID3EAL™技術は高い感度と高い特異性を合わせ持つRT-qPCR反応がコアになっています。
逆転写反応とqPCR反応で用いる3種のプライマーが多種存在するmiRNAのそれぞれに配列決定と最
適化が施され、そこには弊社独自のアルゴリズムと配列デザインの技術が利用されています。
　また、各プライマーは検証実験で有効性が確認されています。ISO13485取得済みの工場で生産され
ています。



ID3EAL™のmiRNAナレッジ・パネル・プロファイリング　受託サービスは研究者の時間やリソース、必
要とされる高度な専門性といった制限をとりはらい、ハイインパクトなジャーナルへの投稿が可能な質
の高いmiRNAの解析データが得られます。

サンプルから論文データまで

ID3EAL™　miRNA　ナレッジ・パネル・プロファイリング　受
託サービス

Delivering Your microRNA Discoveries

優れた専門知識とノウハウをもつ経験豊かなエキスパートが対応

高品質で信頼性と再現性の高いデータ

107 log希釈以上のサンプルでも検出可能な幅広いダイナミックレンジ

厳重な品質管理

微量サンプルからでも解析可能

論文の投稿が即可能なレベルのバイオインフォマティクス解析

データの機密保持

サンプル品質の事前チェックには独自開発した技術を用
いることで、実験間のばらつきを限りなく抑えていますi

プロジェクトについて
コンサルティング

研究・開発について
実験・調査等のデザイン

miRNAプロファイリング

バイオインフォマティックスとデ
ータ解析/

バイオマーカーの特定

パスウェイ解析

結果のレポーティング

必要に応じたサービスモジュールを選んで利用することも一連のサービスワークフロー全体を利用す
ることもできます。
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ID3EAL™ miRNA Knowledge Panels を利用した 
MiRXES の パートナー研究室によるmiRNA発現解析

miRNAプロファイルのPCA解析により異なる
サンプルタイプとグループの階層化が見られ
ます

HCT116培養細胞とその培養培地からサンプ
ルを取りmiRNA発現データを使って検証実
験を行いました。miRNA発現データの主成分
分析(PCA)では別個体サンプルがそれぞれの
タイプとグループ毎にクラスターを形成して
います。

実験と解析はMiRXESのパートナー研究室で
あるシンガポール国立大学医学部ncRNAコ
アによって行われました。



miRNAプロファイリングによる、血液がん患者の血清とPPPサンプルを用いたボルケーノプロット解
析 とサブタイプ化

miRNA発現データの階層クラスタリングから血液がんをサブタイプに階層分けしました（左）
血液がん患者から得た血清と Platelet-poor plasma(PPP)サンプルを比較し、miRNA発現を示したボ
ルケーノプロットはmiRNAの発現異常が一致しました（右）
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ID3EAL™ miRNAプロファイリングパネル

ParanomiR パネル:
さまざまな疾患に関連した376種のmiRNAをmiRNAのデータベースや論文、社内研究から精選
しました。

Biofluid パネル:
176種のmiRNAは20,000を超える血清、血漿、標本サンプルから健常・疾患で比較検討により選
び出しました。

Cancer パネル:
このパネルに使用されている352種のmiRNAは様々ながんのタイプと強い関連性があり、重要な
がん遺伝子・がん抑制遺伝子の制御や発癌パスウェイに関連しています。
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標準の解析法

人材、経験そして専門知識

• 生データのクリーニング • 正規化  • 倍率変化とP値
• クラスタリング,主成分分析 • ボルケーノプロット 
•ご要望に応じた遺伝子オントロジー解析

MiRXESの研究者と、トップレベルのアカデミア・研究機関の共同研究者たちは、30もの疾患領域で
50,000を超える臨床サンプルの評価検討を行っています。
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Product Catalogue No.

ID3EAL PanoramiR miRNA Knowledge Panel FGS0003

Panel Profilining Service - ID3EAL miRNA Knowledge Panel ご相談

Ordering Information:

miRNAプロファイリングにおける
MiRXESの比類なき実績



D i s c o v e r    D e v e l o p    D i a g n o s e

Talk to Experts

弊社製品とサービスについてより詳細な
情報をご希望の場合はお気軽にご連絡
下さい。
基本的な質問から高度な問い合わせま
で、豊富な知識を持った専門家が皆様の
お役に立てるよう丁寧にご対応させて頂
きます。

Phone:  03-4530-3165
Email:  info.jp@mirxes.com
Website:  mirxes.comCo
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