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• 医薬基盤研究所のデータベースと横断検索 
 

• トキシコゲノミクスデータベースOpen TG-GATEs 
 

• 統合データウェアハウスTargetMine 
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Science誌 大阪特集(2011.2.18)より 

「医薬基盤研究所におけるデータベース開発と統合」 
プロジェクトメンバー 
 
創薬基盤研究部 

 水口 賢司、 五十嵐 芳暢、 長尾 知生子 
 森田 瑞樹、 ロケシュ テリパチ、 陳 怡安    
 
難病・疾患資源研究部 

 増井 徹、 坂手 龍一 

独立行政法人 医薬基盤研究所 

難病・疾患研究の振興 

ヒト由来情報を含む統合データ
ベース構築の中心的役割 

1. モノ（生物資源） 
2. 情報（データベース） 
3. 解析（インフォマティクス） 
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統合対象のデータベース（医薬基盤研究所） 
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主な特徴 

• ８データベースの計20万件以上
の項目 

• 辞書による検索キーワード補完
機能 

• 日本語・英語変換、同義語入力
支援、複数検索語による絞り込
み 

医薬基盤研究所データベース横断検索 
http://alldbs.nibio.go.jp 



検索例

（”cd5”） 

入力支援機能 

各データベース 

詳細画面へ 

データベースごとの

検索結果詳細 

検索キーワード補完機能 

医薬基盤研究所データベース横断検索 
http://alldbs.nibio.go.jp 



創薬基盤研究DB、生物資源DBの 
一括検索 

 

1,192 (細胞数) 

179,750 (データ数) 

122 (系統数) 

310 (データ数) 

101 (植物種数) 

21,209 (データ数) 

131 (化合物データ数) 

117 (病理データ数) 

15（データベース数） 

横断検索データ 

・細胞バンク 

・遺伝子バンク 

・実験動物バンク 

・MBRDB 

・薬用植物DB 

・GeMDBJ 

・Open TG-Gates 

 

・TargetMine 

 

Entrez Gene 

NLM Mesh 

ライフサイエンス辞書 

同義語辞書 

・遺伝子名 

・臓器・組織・疾患名 

・日本語データ等 

2011年4月現在 

医薬基盤研究所データベース横断検索 
http://alldbs.nibio.go.jp 



NBDC（National Bioscience Database Center）との連携 

横断検索の相互運用 

文科省 経産省 

農水省 

厚労省 
（医薬基盤研究所） 

NBDC 

NBDCとの橋渡しサイト 
2012年3月公開予定 

http://sagace.nibio.go.j
p 

医薬基盤研究所データベース横断検索 
http://alldbs.nibio.go.jp 

「医薬基盤研究所におけるデータベース開発と統合」プロジェクト 

生命科学系データベース統合のための合同ポータルサイト 
http://integbio.jp/ 

「メディカルバイオリソース」プロジェクト 



TGP2の概要 

 TGP1 (トキシコゲノミクスプロジェクト，’02/06～’07/03)の後継
プロジェクト 

⇔ TGP2 (トキシコゲノミクス・インフォマティクスプロジェクト) 

 

 目的：インフォマティクスを駆使して，TGP1の成果物であるTG-
GATEsから知識（バイオマーカ）を抽出する 

 

 運営形態：官民共同研究(医薬基盤研究所，国衛研，企業13社) 

 

 期間： '07/04～'12/03 

 →今年度が最後の活動期間 

 



トキシコゲノミクスとは何か？ 

 toxicology（毒性学）とgenomics（ゲノム学）の合成語であり，
薬物を動物や細胞に暴露して遺伝子発現解析を行うことに
より，遺伝子レベルで毒性発現メカニズムの解明や毒性予
測を行う学問領域 （HPより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細胞レベルの毒性学 
遺伝子レベルの毒性学 

遺伝子レベルで
網羅的に解析 

空胞化所見（ＨＥ染色） 

溜まっているのは水？脂質？ 

見た目（光学顕微鏡）では分からない 

薬物投与 

（トキシコゲノミクス） 



Open TG-GATEsとは？ 

 TGPの研究成果を幅広く研究者に活用して頂くために開発し
た，一般公開用のトキシコゲノミクスデータベース 

 

 TG-GATEsのデータベース部分を切り出して作成 

 TG-GATEsの規模をそのまま引き継いでいる 

 

 

 

 

 

 

 一般公開にあたり，検索機能を再設計 

http://toxico.nibio.go.jp/ 

※一部公開していない化合物情報あり 



Open TG-GATEs Database 

 統一したプラットフォーム(Affymetrix GeneChip®) 

（ヒト：HG-U133_Plus_2, ラット：Rat230_2） 

 毒性情報と遺伝子発現情報がリンクしている 

 収載している毒性情報 

 ヒト：“in vitro”, ラット：“in vivo”, “in vitro” 

 131種類の代表的な薬物，化合物 

 豊富なサンプリング 

vivo n=3, 時点：3hr-29dayの8時点, 投与レベル：Control, Low, Middle, High 

vitro n=2, 時点：2,8,24hrの3時点, 投与レベル：Control, Low, Middle, High 

 サンプル数：約21,000件 

 体重，肝臓重量，腎臓重量 

 血液学検査値（赤血球数，漏出酵素（AST, ALT） etc……） 

 病理所見（空胞化変性 etc……） 

 病理画像 

• Open TG-GATEsの大きな特徴の１つ 

 



Open TG-GATEsの２つの入口 

Search by Compound 

 

化合物単位で情報を整理． 

時点，投与レベルのテーブル
形式での情報提供 

 
※調った情報が欲しい方はこちら 

Search by Pathology 

 

病理所見単位で情報を整理． 

臓器→所見（→部位）→化合
物→時点・用量というガイダ
ンス形式での情報提供 

Open TG-GATEs検索トップページ 



“Search by Compound”の流れ 

Step1. 化合物を選択 

(例：アセトアミノフェン) 

Step2. 実験条件を選択 

(例：ラット，vivo，肝臓のデータ) 

Rat, in vivo,  Liver

の順にたどる 

Step3. テーブル形式で
サンプルを一覧表示 

同ページ内の情報を圧縮
（Zip形式）ファイルで一括
ダウンロード 

時点順 

投
与
レ
ベ
ル
順 

サンプル情報 



“Search by Pathology”の流れ 

Step1. 臓器を選択 

(例：肝臓) 

Step2. 病理所見を選択 

(例：空胞化変性) 

Step3. 化合物を選択 

（例：クマリン） 
Step4. テーブル形式で
サンプルを一覧表示 

遺伝子発現情報 



• Integrate a wide range of data sources. 

• Enable complicated searches that are 

difficult to achieve with existing tools. 

• Custom annotations and in-house data. 

 
By the FlyMine & Cambridge UK ModENCODE Teams 

at the Cambridge Systems Biology Centre 

Chen et al., PLoS ONE 6(3): e17844 (2011) 

TargetMine 

http://targetmine.nibio.go.jp 

Data warehouse for drug target 

prioritization 

Utilize the open source framework 
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創薬標的 
分子 

周辺分子(遺伝子) 

機能不明 

発現量等による単純な選抜 

- 従来法 - - 新手法 - 

公共データ 
の統合 

相互作用ネットワークの構築 
パスウェイ，Gene Ontologyの 
機能注釈の解析 

TargetMine 

知識発見 
標的候補分子(遺伝子）の同定 

マイクロアレイ解析によ
る 
周辺分子の同定 

アップロー
ド 

蛋白質相互作用部位予測 (PSIVER) 

蛋白質立体構造予測 (FUGUE) 

スムーズな意思決定 



Integrated data sources in TargetMine 

Disease Ontology 

ENZYME  
nomenclature database 

InterPro 

iRefIndex 

new new 

new new 
new 

new 
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A quick view of TargetMine 



A quick view of TargetMine (1/3) 

• Quick search 

Link to a summary page 
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The summary page of a gene 
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A quick view of TargetMine (2/3) 

• Template query 

22 
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A quick view of TargetMine (2/3) 

• Find other compounds which target the same 
proteins as the querying compound. 

More complicated query or customized output are possible. 

Template query (cont.) 
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A quick view of TargetMine (3/3) 

• List query 

Different kind of widgets 

Information on the items in your list 
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Widget examples 

%
 o

f 
ge

n
es

 

list background 

Theme A 
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Interactive target prioritization 

using TargetMine 



Gene 1 
Gene 2 
Gene 3 
Gene 4 
Gene 5 

…. 
…. 
…. 

Gene 200 

  Gene 4 
  Gene 17 
  Gene 45 
  Gene 87 

OUTPUT INPUT 

Target system (disease) 

Chen et al., PLoS ONE (2011); US 13/219,272  

Many 

candidates 

Selected 

targets 
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• Flexible query 

 

 

 

 

 

 

• More data sources 

 

 

 

 

 

 

 

• Possible to embellish the 
database with in house custom 
data 

• Single query type 

 

 

 

 

 

 

• Limited data sources 
– TF-target associations and chemical 

compound data not available 

 

 

 

 

 

 

 

• No customisation possible 

TargetMine vs DAVID 

Drug 

Protein 

Structure 

reference 

reference 

Transcription  
factor-target 
association 

PPI 

Chemical  
compounds 

Gene 
Protein 



Investigating virus-host interactions  
in HCV infection 

Yeast 2-hybrid screens 
with HCV Core and NS4B 

proteins as bait (56) 

Experiment 
validation 

Tripathi et al. (2010),  Mol. Biosyst. 6, 2539-2553  

Enrichment analysis 
Prioritized targets (4) 

Extended network (459) 

TargetMine 

With K. Moriishi & Y. Matsuura (Osaka University) 30 



• 医薬基盤研究所のデータベースと横断検索 
http://alldbs.nibio.go.jp 

http://sagace.nibio.go.jp（準備中） 

 
• トキシコゲノミクスデータベースOpen TG-GATEs 
http://toxico.nibio.go.jp/ 

 
• 統合データウェアハウスTargetMine 

http://targetmine.nibio.go.jp 
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