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マーモセッM図画傷晩翠‖析システム (PwR100シリーズ)

ノヽイスルーカ応遺伝子発現解析アプリケーシ∃ンV2。 0

(型番 :PwR10005-2)

説明資料

株式会社プログレスウェーブ

1製品概要

本製品は高解像度のマーモセッ団図画像から遺伝子発現の定量および解析を行うためのWindowsア /1J

ケーションです。

マーモセット脳遺伝子発現切片画像 (以降、脳画像)を読み込み、脳領阿め定義、遺伝子発現の一

括解析、解析結果の可視化および補正を行うこと力おきます。

1.1主な機能

● マーモセッM図遺伝子発現切片画像表示

高解像度の脳画像を切片単位で画面に表示します。

● 脳画像の脳領域毎の脳の遺伝子発現の自動解析および手動補正

月図画像をグリット単位に解晰します。また、手動により解析結果を補正することができます。

● 脳画像の解析結果を視覚的に表示

脳画像の拡大画像表示、ExpresJon画像表示、ヒストグラム表示、2値化画像表示などができます。

また、解析結果1湖出領域毎表示します。

● 複数の遺伝子発現データを並列表示

複数の遺伝子発現の解析結果を並列表示すること力できます (上限 100枚 )。

● 遺伝子発現データの一括ノーマライズ

パラメータを変更し、複数の解析結果に対して一括して正規化することができます。

● 脳画像の個別、一括再定量
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複数の脳画像 (上限 100枚)一括で解析することができます。

● 脳領域情幸展と月図画像のオーバーレイ表示

脳画像と領域情報を重ね合わせて表示すること力たきます。

● オーバーレイ表示の表示/チF表示切り替え

オーノヽ―レイの表示、非表示の切り替えができます。

● 脳領域情報の位置・サイズ調整

月図領山t(グリッド)1青幸長がカスタマイズできます。

● 脳画像の解析結果のCSV出力および編集

解析結果をCSVファイリИこ出力します。また出カファイルを編集し解析結果に反映することができます。

● 脳画像解析バラメータのユー1究曼定および設定保存

グリッド情幸艮、解析パラメータの設定および保存力責きます。

<V2,0来斤1畿育旨>

● シグナル言哉月」梢請ヒ

画像データ内のシグナルとノイズを識別することができます。

● 発現パターンのEXCEL参照機能

解析した発現パターンおよびマウス脳の発現パターン (AIlen Brain Auas)解″絲吉果 CSVフアイルを

EXCELを起動して参照できます。

1.2動作環境

本製品を利用するためには以下の環境が必要となります。

項 目 内容

OS Wi ndows@ l0Professiona I

メモリ 16G B以上

ディスプレイ 解像度:1920x1080以 上

ランタイム .NET Framework 4.5

対象画像ファイル jpeg、 tiff
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2主要画面

2.1メイン画面

● 本製品のメイン画面です。脳画像を読み込んで遺伝子発現の解析をすることができます。

個別画像グリッド編集

※上記画面はイメージです。りリース時に変更する場合が設ぎいます。
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● 角準析糸吉果をテキストおよび Excelで参照することが出来ます。
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※上記画面はイメージです。リリース時に変更する場合が識ぎいます。
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※上記画面はイメージです。リリース時に変更する場合がございます。

商標について

2値化画像で表示し可視化します。
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Windowsは米国 MicrOsOft corpOratiOnの 米国およびその他の国における登録商標です。
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