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•  KEGG パスウェイの概要 

•  パスウェイから相互作用へ 

•  実習 

本日の内容 
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パスウェイ 
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• 代謝ネットワーク 
•  Metabolism 

• 分子間相互作用ネットワーク 
•  Genetic Information Processing 
•  Environmental Information Processing 
•  Cellular Processes 
•  Organismal Systems 

• 疾患に関するネットワーク 
•  Human Disease 

• 化学構造変換ネットワーク 
•  Drug Development 

•  2012年1月13日現在：414種類 

KEGG PATHWAY 
(http://www.genome.jp/kegg/pathway.html) 



パスウェイ 

5 

文献を元に作成したカルシウムシグナル伝達経路のリファレンスパスウェイ 



パスウェイ 
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ゲノムが決定された生物種に対応する
オーソログを定義 

ヒト 
チンパンジー 
マカクザル 
マウス 
ラット 
犬 
パンダ… 



パスウェイ 
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ヒトのカルシウムシグナル伝達経路 ヒトが持つ遺伝子	



パスウェイと疾患・医薬品ターゲット 
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疾患の病原遺伝子と医薬品ターゲット
として既知の情報をマッピング 

病因遺伝子	



パスウェイと疾患・医薬品ターゲット 
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疾患の病原遺伝子と医薬品ターゲット
として既知の情報をマッピング 

医薬品ターゲット	



医薬品開発に関するパスウェイ 
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医薬品構造マップ： 
開発の歴史 
標的による分類 
構造による分類 
骨格による分類 



ここまでのまとめ：パスウェイとその拡張 
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KEGG PATHWAY 
(http://www.genome.jp/kegg/pathway.html) 

ゲノム 生物種ごとの 
機能割り当て 

酵素遺伝子と代謝化合物、タンパク質間相互作用 



ここまでのまとめ：パスウェイとその拡張 
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•  拡張1：疾患の病因遺伝子が関わるパスウェイの構築 

•  拡張２：医薬品の開発過程における医薬品化学者の知識
を化学構造変化パターンで表現した医薬品構造マップの
構築 

•  拡張３：病因遺伝子、医薬品、ターゲット情報を収集し
パスウェイと関連付け 



ここまでのまとめ：パスウェイとその拡張 
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医薬品ターゲット	

添付文書情報 
By JAPIC 



•  KEGG パスウェイの概要 

•  パスウェイから相互作用へ 

•  実習 

本日の内容 
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医薬品の相互作用 
•  同時に服用すると何らかの副作用を生じる医薬品の組み合わせ 
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医薬品添付文書の 
禁忌や併用注意に
書かれていること
が多い 



医薬品の相互作用 

•  相互作用 
•  添付文書中の併用禁忌・併用注意や KEGG DRUG の
ターゲットや代謝酵素を抽出したものを、手作業で
チェック 

•  57,017 医薬品ペア（KEGG DRUG 構造ベース） 
•  1,569 の医薬品をカバー 
•  3つのタイプ（Enzyme, Target, Family）とそれ
以外に分類 
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医薬品相互作用の分類 
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(a)  Enzyme: 同じ代謝酵素（3,769 ペア） 
(b)  Target: 同じターゲット（2,209 ペア） 
(c)  Family: 同じファミリーのターゲット（3,617 ペア） 
(d)  Pathway: 同じパスウェイ（5,996 ペア） 

neuroactive ligand-receptor interaction 
calcium signaling pathway 
vascular smooth muscle contraction 
dilated cardiomyopathy.  
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同じパスウェイ上での医薬品相互作用 

Takarabe, M., et al., Network-based analysis and characterization of adverse 
drug-drug interactions, J Chem Inform Model 51:2977 (2011)	



医薬品の分類 
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Anatomical 
Therapeutic Chemical 
Classification 
（解剖治療化学分類）	

D00140 
エリスロマイシン 
D01361 
エリスロマイシンエチ
ルコハク酸エステル 

J01FA01 
エリスロマイシン 

J01FA 
マクロライド 
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医薬品の分類を用いた相互作用ネットワークの整理 

Takarabe, M., et al., Network-based analysis and characterization of adverse 
drug-drug interactions, J Chem Inform Model 51:2977 (2011)	

(a)  ATC third level 
(b)  ATC fourth level 
(c)  ATC fifth level 
(d)  D 番号 

#1 副腎皮質ステロイド 
#12 抗てんかん薬 
#42 ベータ遮断薬 
#61 マクロライド 
#75 麻酔薬 
#117 強心配糖体 



医薬品の相互作用 

•  相互作用 
•  添付文書中の併用禁忌・併用注意や KEGG DRUG の
ターゲットや代謝酵素を抽出したものを、手作業で
チェック 

•  57,017 医薬品ペア（KEGG DRUG 構造ベース） 
•  1,569 の医薬品をカバー 
•  3つのタイプ（Enzyme, Target, Family）とそれ
以外に分類 

•  KEGG DRUG や医薬品データベースから検索可能 
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その他の検索：化学構造から類似構造・部分構造検索 

•  SIMCOMP: グラフ比較に基づく類似構造検索 
•  SUBCOMP: グラフ比較に基づく部分構造検索 

•  類似度をタニモト係数で計算 
•  KEGG DRUG の構造に対して検索し関連する
添付文書を表示する 
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•  医薬品とターゲットの関係を化合物構造、ゲノム情報、薬
効データから予測する手法の開発 
Yamanishi, Y., Kotera, M., Kanehisa, M., and Goto, S.; Drug-target 
interaction prediction from chemical, genomic and pharmacological 
data in an integrated framework. Bioinformatics, 26:i246-i254 
(2010). 

•  副作用の予測への可能性 

その他の応用例 
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まとめ 

医薬品添付文書 

医薬品化学構造 

パスウェイ 

薬効 

相互作用 

副作用 
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ターゲット 
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•  KEGG パスウェイの概要 

•  パスウェイから相互作用へ 

•  実習 

本日の内容 
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1.  KEGG にアクセスする。 
http://www.kegg.jp/kegg_ja.html または 
http://www.genome.jp/kegg/kegg_ja.html 

2.  データタイプごとのエントリーポイントの KEGG GENES リンクをたどる。 
http://www.kegg.jp/genes.html 

3.  Search Organism hsa for のボックスにキーワードを入力する。（hsa はヒ
ト） 
例：NMDA receptor 

4.  ヒットした遺伝子リストから NR2B タイプの 2904 を選ぶ。 
5.  アルツハイマー病やハンチントン病などのパスウェイで働いていることや、こ
の遺伝子をターゲットとする医薬品が開発されていることが分かる。 

6.  Pathway フィールドの hsa05010 (アルツハイマー病）をクリックしてこの
遺伝子がどこで働いているかを調べる。 

7.  マップの左上にある生物種メニューから Homo sapiens (human) + Disease/
drug を選択して Go ボタンをクリックすると、既存の医薬品のターゲット遺
伝子が水色、病因遺伝子として報告されているものがピンクで色づけられる。 

実習１：遺伝子から検索する 
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1.  KEGG にアクセスする。 
http://www.kegg.jp/kegg_ja.html または 
http://www.genome.jp/kegg/kegg_ja.html 

2.  データタイプごとのエントリーポイントの KEGG DISEASE リンクをたどる。 
http://www.kegg.jp/disease/disease_ja.html 

3.  検索ボックスにキーワードを入力する。（日本語可） 
例：神経変性疾患 

4.  ヒットした疾患リストからハンチントン病の H00059 を選ぶ。 
5.  パスウェイ、病因遺伝子、治療薬へのリンクがあることが分かる。 
6.  パスウェイフィールドの hsa05016 (ハンチントン病）をクリックして病因遺
伝子とパスウェイとの関連を調べる。 

7.  拡大メニューの横にある検索ボックスに先ほどの NMDA receptor の ID であ
る 2904 を入力して、リターンキーを押すとパスウェイ中のどこにこの遺伝子
があるかが分かる。 

実習２：疾患から検索する 
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1.  KEGG にアクセスする。 
http://www.kegg.jp/kegg_ja.html または 
http://www.genome.jp/kegg/kegg_ja.html 

2.  データタイプごとのエントリーポイントの KEGG DRUG リンクをたどる。 
http://www.kegg.jp/drug/drug_ja.html 

3.  検索ボックスにキーワードを入力する。（日本語可） 
例：アリセプト 

4.  ヒットした D00670 をクリックする。 
5.  商品名は日本語の添付文書、米国の商品は DailyMed の添付文書へのリンク。 
6.  ターゲットとそのパスウェイ、代謝酵素、相互作用、構造マップへのリンクが
あることが分かる。 

7.  ターゲットのパスウェイリンクをクリックすると、ターゲットをハイライトし
たパスウェイが表示される。 

8.  構造マップは薬開発の歴史など医薬品化学者の知識を化学構造変化パターンで
表現したパスウェイが表示される。 

9.  相互作用ボタンをクリックすると添付文書から抽出した薬物間相互作用がリス
トアップされる。 

実習３：医薬品から検索する 
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どうもありがとうございました 
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産総研バイオメディシナル情報研究センター 

財団法人日本医薬情報センター 

KEGG プロジェクト 

ご意見・ご質問はフィードバックまでお願いします。 
http://www.genome.jp/feedback/ 

私宛のメール（goto@kuicr.kyoto-u.ac.jp）でも対応します。 


