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JCGGDB
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JCGGDB
公開データベース
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糖鎖医工学研究センター

JCGGDBの検索機能

METI講習会2010

JCGGDBの検索機能

横断検索

構造検索（For Glycobiology）

統合検索

構造検索(For Glycochemistry)

○○○○部門3

糖鎖医工学研究センター

キーワードによる統合検索

METI講習会2010

キ ワ ドによる統合検索

論文と特許やデータベースに
共起する専門用語の頻度を
計算計算

検索対象
・JCGGDBと連携しているDB
・糖鎖関連ジャーナル糖鎖関連ジャ ナル
(Glycobiology,PNAS etc.)
・特許

ドキュメントの形態素解析
専門用語収集
頻度計算

○○○○部門

頻度計算
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糖鎖医工学研究センター

糖鎖構造検索
METI講習会2010

糖鎖構造検索
JCGGDBの連携DBにリンク

糖鎖構造エディター

Full structure検索
Substructure検索

○○○○部門5

糖鎖医工学研究センター

統合された糖鎖構造検索

METI講習会2010

統合された糖鎖構造検索

Chemistry Informatics(ChemInfo)の分野で利用されている立体構造を表記すChemistry Informatics(ChemInfo)の分野で利用されている立体構造を表記す
るデータ形式（SDF,SMILES,InChI,PDBなど）を利用して糖鎖構造を検索可能

多彩な機能多彩な機能
1)一致検索
2)部分構造検索
3)S St tオケ を 3)Super Structure
4)類似検索

ステレオケミストリを
区別して検索できる

糖鎖合成支援シ テム 単糖のDB
糖鎖構造DB

構造糖鎖合成支援システム 単糖のDB
430構造

6248構造

合成化合物DB:3975構造
反応経路DB:反応数：887件

野口研究所・東北大学
岐阜大学・東海大学
産業技術総合研究所

阻害剤DB 286構造
産総研のＧＧＤＢ

反応経路DB:反応数 887件

○○○○部門

産業技術総合研究所産総研のＧＧＤＢ
グリコシダーゼＤＢと連携
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糖鎖医工学研究センター

オールジャパン体制(JCGGDB)
METI講習会2010

オ ルジャパン体制(JCGGDB)
統合用APIを設置

産業技術総合研究所が構築したDB

立命館大学

N-glycan
Conformation DB 理化学研究所

FlyGlyco DB 創価大学

新規構築→公開予定

Worm GGDB database
Glycotechnology
Patents database

LipidBank
Pathogen Adherence to Carb DB

九州大学

GlycoGene Inhibitors database

産総研の支援で構築したDB

KEGG
京都大学

Pathway database

Glycoscience Protocols
名古屋市立大学

Glycosidase database

y

JCGGDB Report
Glycan Synthesis DB 野口研＋産総研 生化学工業

○○○○部門2010
GlycoGene DNA 
microarray database

Glycosidase database

Knockout Mouse DB 名古屋大学
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糖鎖医工学研究センター

研究支援

METI講習会2010

研究支援

糖鎖科学プロトコルオンライン糖鎖科学プロトコルオンライン

協力：立命館大学

協力：野口研究所

糖鎖科学オンラインリポート

○○○○部門

糖鎖関連特許データベース
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糖鎖医工学研究センター

実験プロトコルのデータベース

METI講習会2010

実験プ ト ルのデ タ ス
GlycoPOD

– 糖鎖を研究している方でも論文の “Materials and methods” でプロトコルを作成することが難しい。

– 糖鎖の研究領域に入りやすくするためのプロトコルを整備する。

– 著者と利用者がプロトコルの各ステップに注意事項を登録できる。

– ２ヶ年計画で１００以上のプロトコルを収集する。

新しい実験を行うときのサポート

○○○○部門9

糖鎖医工学研究センター

プロトコルの１例
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プロトコルの１例
• イントロダクション

• 必要な試薬・器具

• 手順

図を用いた結果の見方• 図を用いた結果の見方

• 参考になる論文

• ステップごとのコメン• ステップごとのコメン
ト・注意事項

利用者がプロトコルを評価できる
・操作の難易度
理解の程度

○○○○部門
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・理解の程度
プロトコル毎にＱ＆Ａを設置
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糖鎖医工学研究センター

JCGGDB・オンラインリポート

METI講習会2010

JCGGDB オンラインリポ ト

コンセプト
各種専門の先生にミニレビ 方式でリポ トして頂く 新しい知見が出た場合にはそ各種専門の先生にミニレビュー方式でリポートして頂く。新しい知見が出た場合にはそ
の都度アップデートすることにしている。
1)最新の糖鎖合成パスウェイ・分解パスウェイのレポートを依頼

糖鎖機能 する ポ を依頼2) 糖鎖機能に関するレポートを依頼
3)糖鎖を産業に活用している方にレポートを依頼

• 文書中に出てくる遺伝子名や糖鎖構
造の名前を認識して自動でＤＢにリ造の名前を認識して自動でＤＢにリ
ンクをつける仕組みを開発。

糖鎖構造糖鎖構造

GlycoGene

○○○○部門

ライフサイエンスの研究者が対象
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糖鎖医工学研究センターMETI講習会2010

Glycan-related DB

新たに開発したデータベース

○○○○部門12



糖鎖医工学研究センター

JCGGDB Glycosidase Database
METI講習会2010

JCGGDB Glycosidase Database
• ＧＧＤＢと同じ• ＧＧＤＢと同じ

ように論文で報
告のある基質特
異性の情報を収
集

阻害剤のデ タ• 阻害剤のデータ
ベースと連携

○○○○部門

共同開発：九州大学 合田初美さん(alpha系)、 林康広さん(beta系)、 沖野望さん、伊東信先生
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糖鎖医工学研究センター

糖転移酵素・グリコシダーゼの阻害剤ＤＢ

METI講習会2010

糖転移酵素・グリコシダ ゼの阻害剤ＤＢ

• 論文から情報収集

• （現在：２８６エントリー）
– 阻害剤の名前、 別名(略称) 、 IUPAC、 論

文の情報 生物種 GENE ID タ ゲッ文の情報、生物種、 GENE_ID、 ターゲッ
トの遺伝子名、 EC番号、 Ki（阻害定数）、
IC50（50%阻害濃度）、 阻害の様式、構
造式 CAS番号 日化辞（ＪＳＴ） 分造式、 CAS番号、 日化辞（ＪＳＴ）、 分
子量

• 糖鎖関連遺伝子のＤＢとの連携
– 糖転移酵素(GGDB)やグリコシダーゼＤＢ糖転移酵素(GGDB)やグリコシダ ゼＤＢ

と連携

○○○○部門14

糖鎖医工学研究センター

糖鎖関連酵素の基質特異性DBと
METI講習会2010

鎖
阻害剤のDB

グリコシダーゼの基質特異性のＤＢ
糖転移酵素の基質特異性のＤＢ

グリコシダーゼの基質特異性のＤＢ

構造検索
(GlycoChemistry)

阻害剤のデ タベ ス

ターゲットの酵素名、 EC番号、 Ki（阻害定
数）、 IC50（50%阻害濃度）、 阻害の様式、
構造式 CAS番号 分子量

阻害剤のデータベース

○○○○部門

構造式、 CAS番号、 分子量
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新しいＤＢを構築し既存のＤＢとの連携を高めることで
利用者は効率的にデータを取得できるようになる

糖鎖医工学研究センター

遺伝子発現情報から合成されうる

METI講習会2010

遺伝子発現情報から合成されうる
部分糖鎖構造を予測するための支援システム

AIST GlycoGene 定量RT-PCR

• 酵素の基質特異性
のパラメータを利

y 定量
RIKEN GG DNAマイクロアレイ

用して既知のパス
ウェイ以外の経路
を推定を推定

• 発現情報を照らし
あわせて増減してあわせて増減して
いる末端構造を予
測するシステム

例）分化マーカー探索
・レクチン
・ＭＳ

○○○○部門16

ＭＳ
・抗糖鎖抗体



糖鎖医工学研究センター

糖鎖機能に関するデータベース

METI講習会2010

糖鎖機能に関するデ タベ ス

• 糖鎖関連遺伝子や糖タンパク質をノックアウトした

糖転移酵素・基質特異性

糖鎖関連遺伝子や糖タンパク質をノックアウトした
マウスのフェノタイプ情報

協力：名古屋大学・古川鋼一先生

Human Glyco-Disease Genes Database
７７の病名を収録
原因遺伝子(糖鎖関連遺伝子)
専門家が書いた病態情報（日本語 英語）を収録

グリコシダーゼ・基質特異性

専門家が書いた病態情報（日本語・英語）を収録

○○○○部門17

糖鎖医工学研究センター

糖鎖に関連した研究領域の

METI講習会2010

糖鎖に関連した研究領域の
データベース開発デ タベ ス開発

プ オ ク腫瘍 感 症プロテオミクス腫瘍
マーカー 感染症

糖鎖
カ

○○○○部門18

糖鎖

糖鎖医工学研究センター

糖タンパク質統合データベース

METI講習会2010

糖タンパク質統合デ タベ ス

タンパク質の糖鎖修飾の• タンパク質の糖鎖修飾の
情報が少ない。

外 生物 糖鎖• ヒト以外の生物で糖鎖の
修飾位置が同定されてい
ることがあり タンパクることがあり、タンパク
質のホモログのセットを
利用することで情報を補利用することで情報を補
完できる。

e.g.） Lumican with keratan sulfate

○○○○部門19

糖鎖医工学研究センター

病原体と宿主の糖鎖との結合情報に関する

METI講習会2010

鎖 情
データベース (PACDB)

Released on Jan 18, 2010結合特異性

病原体と糖鎖の結合情報

Pathogens: 129

Diseases: 99
病原体と病気

ウイルス、バクテリア、真菌、トキシン
Influenza, Food poisoning (Norovirus),
Foot-and-mouth disease, Lassa Fever,
Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome,

g

Binding Specificity: 1714

References: 216Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome,
Herpes Genitalis, Polio, Rabies ..and more As of Mar 1,2010

References: 216

Genogroups/Types(GI, GII etc.)毎に整理している。

例）ノロウイルス
g p yp ( , )毎 。

結合する(light gray) ／ 結合しない(gray)

Blood type A

Blood type B

○○○○部門

Blood type O
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糖鎖医工学研究センター

37 kinds of Viruses in PACDB
METI講習会2010

37 kinds of Viruses in PACDB
• Adeno-associated virus
• Adenovirus

• Newcastle disease virus
• Norovirus

• Bacteriophage
• Coronavirus
• Cowpox virus

• Paramyxovirus
• Parvovirus
• PicornavirusesCo po us

• Coxsackievirus
• Cytomegalovirus
• Equine rhinitis A virus

• Poliovirus
• Polyoma virus
• Rabbit fibroma virusEquine rhinitis A virus

• Foot-and-mouth disease virus
• Hantaan virus
• Hepatitis virus

abb b o a us
• Rabbitpox virus
• Rabies virus
• ReovirusHepatitis virus

• Herpes simplex virus
• Herpes virus
• Human immunodeficiency virus

Reovirus
• Rhinovirus
• Rotavirus
• RubulavirusHuman immunodeficiency virus

• Influenza virus
• Lassa virus
• Lymphocytic choriomeningitis virus

Rubulavirus
• Semliki forest virus
• Sendai virus
• Theiler's murine encephalomyelitis virusLymphocytic choriomeningitis virus

• Myxoma virus
• New world arenavirus

Theiler s murine encephalomyelitis virus
• Vaccinia virus

○○○○部門

糖鎖医工学研究センター

腫瘍マーカーリファレンスＤＢ
METI講習会2010

腫瘍マ カ リファレンスＤＢ

現在のマーカーの適応と精度が解る。現在のマ カ の適応と精度が解る。
新規マーカー開発の参考になれば有益。

• 臨床現場で利用されている８１
の有名な腫瘍マーカーを収集

収録している情報• 収録している情報

– 腫瘍（ステージ）

– サンプル数

– 感度（Sensitivity ）・特異度
(Specificity)

– カットオフカットオフ

– 抗原が糖鎖・糖タンパク質か
どうか？（分かっているだけで２１種
類が糖鎖に関連している）

– 論文の情報

○○○○部門22

糖鎖医工学研究センター

JCGGDB
METI講習会2010

JCGGDB
公開データベース
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