
療情報とオ ジ医療情報とオントロジー

東京医科歯科大学

情報医科センター

田中 博

医学・医療のオントロジーの発展

• 以前のオントロジー概念

– 世界の構造、存在論的概念、推論の基礎となる
ドメインの意味論的構造

• 現在のオントロジー

– 意味論的処理を扱うための情報モデル

– 標準化・意味的相互運用性の基盤標準化 意味的相互運用性の基盤
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現在の医学分野のオントロジー

• 臨床オントロジー 意味ネットワーク意味ネットワーク臨床オントロジ
– 長い歴史：SNOMED
– 意味ネットワーク方式

• UMLS, Galen

• 分子オントロジー
– GO（Gene Ontology）

Consortium– Consortium
– Molecular function, process, 

– cellular location of gene products

ゲノム科学と臨床科学との
Ontology mismatch

Ontology
情報システム 情報システム情報化の対象世界の概念体

系
制御された⽤語
（Controlled Vocabulary）
情報化を⽀える概念体系

情報システム

用語
ontology

情報システム

用語
ontology

Clinical OntologyとBio-
Ontologyの間のMismatch

Clinical Clinical 
OntologyOntology

BioBio--ontologyontology
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オントロジー融合の困難点

• 認識方式の違い

臨床オントロジ• 臨床オントロジー
– 疾患,臓器を基本単位

– 臓器,組織など病理形態学的表現

– 因果関係,階層関係,属性関係などのリンク

• 遺伝子オントロジー
– 分子単位,分子機能,反応過程,細胞内位置

– 遺伝子産物

融合の方向 Clinical to Bio-ontology
• NLM

– UMLS (Bioは80term) にGeneOntologyを包含していく方向

• Disease Ontology
– 新規にGenome OntologyとDiseaseOntologyを開発

Dyck et al., 
Center for Genetic Medicine, 

Northwestern University
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臨床表現型との関連性

• 網羅的分子情報と臨床情報の錯綜的関係

• Omics情報に耐えられる臨床表現型の粒度

（2世界性の認識）（2世界性の認識）

臨床情報の階層

PathwayPathway
signalomesignalome

Omics情報の階層

Simptomatology

疾患Omicsデータベースの構成

臨床情報の階層

PathwayPathway
signalomesignalome

Omics情報の階層

Simptomatology

疾患Omicsデータベースの構成

Genome Genome 
SNP, SNP, HaplotypeHaplotype

PathologyPathology
PathophisiologyPathophisiology

EtiologyEtiology

TranscriptomeTranscriptome
ProteomeProteome
metabolomemetabolome

signalomesignalome
networkomenetworkome

p gy

Genome Genome 
SNP, SNP, HaplotypeHaplotype

PathologyPathology
PathophisiologyPathophisiology

EtiologyEtiology

TranscriptomeTranscriptome
ProteomeProteome
metabolomemetabolome

signalomesignalome
networkomenetworkome

p gy

国内の医学オントロジー状況
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わが国の医学関連オントロジー状況

• 厚生労働省
– 「医療情報システムのための医療知識基盤データベース医療情報システムのための医療知識基盤デ タ ス

研究開発事業」
– 東京大学医学部（大江教授）

• 文部科学省
– ｢ライフサイエンス分野のデータベース統合事業」
– 東京医科歯科大学情報医科学センター（田中）」

• 国際プロジェクトへの参画
– ICD11（International Code of Disease)

• オントロジー準拠の病名体系

– 臨床分子情報の規格GSVML
• 東京医科歯科大学 中谷 田中

モデルとオントロジーの構造

Content Interface
Interactive Ontology

Knowledge

Content Interface

Content Model
Content Interface

Information Model
Content Model

Formal Ontology
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Family 
School

national EHRnational EHR Government
Company

健康医療に関する情報インフラストラクチュア

TRI

Hospital
Clinic

StatisticalDrug

Omics SolutionOmics Solution
Health 
Insurance

Coupling & Liaising

Clinical DataClinical Data

TRI StandardizationStandardization SecuritySecurity

Encryption

PKIOntology

Information
Model

Digital SignatureContent Model Coupling

Liaising
Statistical 
Research

Knowledge 
Eng.

Basic 
Research

Drug 
Discovery

Clinical AnnotationClinical Annotation

Clinical Omics DBClinical Omics DB

Omics OutcomeOmics OutcomeModel

Systems PathobiologySystems Pathobiology

Integrated BioMedical DB

Content ModelContent Model
&&

User InterfaceUser Interface

Clinical Omics DBClinical Omics DB

national

Clinical Omics DBClinical Omics DB

厚生労働省

文部科学省統合
データベース事業

OntologyOntology

Clinical Top Ontology (JP)Clinical Top Ontology (JP)

SNOMEDSNOMED--CTCT

Information ModelInformation Model

en13606

HL7 v2.x, v3, CDA

GSVML

WHO ICD11

厚生労働省
臨床オントロジー

ゲノム情報も含めた患者情報規格
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厚生労働省厚生労働省

医療情報システムのための医療知識基盤
データベース研究開発事業

情報や知識を蓄積・共有・創発するための知識基盤の
基盤となる

臨床医療オントロジーの構築

厚生労働省知識基盤プロジェクトの
基本的活動方針

• 診療・疾患などの上位オントロジーを東大（大
江教授）・阪大(溝口教授）グループが開発

• 上位オントロジーに20以上の診療科の情報
をそれぞれの診療科の助教クラスが充填
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人体構造の上位概念

疾患概念（Formal 疾患）の記述
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国際プロジェクト
WHO ICD11 HIM-TAG

(Health Informatics and Modeling - Topic Advisory Group)

と

情報モデル

ICD11への改定対応組織図とHIM-TAG

HIM-TAG
Health Informatics and Modeling 

Topic Advisory Group
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HIM-TAG メンバー

• Lead by Mark Musen (Stanford University)
Bodenreider, Olivier  (National Library of Medicine)

Chute, Christopher  (Mayo Clinic Rochester)
WHO Staff

Heard, Sam (Ocean Informatics)

Kim, Sukil  (Catholic University of Korea)    

Miller, Eric  (Zepheira)      

Nakaya, Jun  (Tokyo Medical and Dental University)

Kazuhiko Ohe (Tokyo University)

Patrick, Jon  (University of Sydney)

Ustun, Tevfik Bedirhan        

Jakob, Robert        

Çelik, Can        

Lewalle, Pierre H. L.

Rector, Alan (University of Manchester)

Reynoso, Guillermo  ( Argentina )       

Rodrigues, Jean Marie  (Université de Saint Etienne)

Spackman, Kent A  (IHTSDO)      

Weber, Stefanie (DIMDI )

HIM-TAGの目的

• (1) The formulation of the ICD 11 information model and 
evaluation of existing disease models for their suitability for 
ICD 11
(2) k l d t ti i ICD 11 i l di th f• (2) knowledge representation in ICD 11, including the use of 
description logic,

• (3) evaluation and linkage of other terminologies and 
ontologies to ICD 11, and

• (4) tool support for the revision process, with attention to 
Web-based, distributed, collaborative ontology development.
– ← The development of particular tool solutions is not within the 

scope of the HIM TAG itself
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原案提出とスケジュール

• The tasks have to be prioritized in line with the 
present revision process.

• Stability of the information model and clarificationStability of the information model and clarification 
of meaning and use of the attributes has first 
priority, and should be achieved by early 2009.

• Workflows for the revision involving explicit 
knowledge representation should be identified by 
early 2009.y

• Tool support and deployment can be considered 
only after all other tasks have been achieved.  This 
component of the TAG’s work has to be ready in 
2010, with amendments by 2011.

TAG-HIM 現状

• 1. Content Model  Group
– Treat the original use case of ICD11 (Stefany)

• 2.       Information group 
– Alan Rector (Univ. of Manchester, UK), John, Chris, SCT

3 C t t M d l f t d f TAG IP• 3. Content Model front end for TAGs, IPs
– Categorial Structure for Rare disease

• Jean Marie with Rare Disease TAG
– IBMDB model for internal medicine 

• Jun Nakaya with Internal Medicine TAG
• 日本がリーダーとなっている内科分野、統合ＤＢの成果を応用することを期

待されている

Robert will take care of these things– Robert will take care of these things
• 4. SCT(SNOMED) Coordination

– IHTSDO harmonization panel will take this issue. 
• (Kent, Alan Rector (Univ. of Manchester, UK), Chris, Olivier)

– GO and other ontologies will cover the remained area.
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疾患データベースの統合に向けて

文部科学省「ライフサイエンス分野のデータベース統合事業」

文科省ライフサイエンス分野の統合データベー
ス整備事業

• 第3期「科学技術基本計画｣（平成18年度3月28日閣議決定）

• 総合科学技術会議「世界最高水準のライフサイエンス基盤整備」

• 生命科学関連の情報を横断的に利用可能とする統合データベース構築
– ポストゲノム連携施策群「生命科学データベース統合に関する調査研究

（代表：大久保公策，平成17年度）

– データベース整備戦略作業部会報告書（平成18年5月、主査郷通子）

• 平成18年度先行着手：
– 情報システム研究機構

– DB調査、評価、整備戦略立案、ポータルサイト、統合化技術研究

平成19年度以降本格着手（ 平成22年度）総計 19年度16億円• 平成19年度以降本格着手（～平成22年度）総計 19年度16億円
– 中核機関整備、統合データベースの総合的推進、文献情報との連携

– 分担機関 化合物/医薬品・臨床疾患などに関するデータベースの統合化

京都大学、東京医科歯科大学、東京大学

– 補完課題による統合化の加速

理化学研究所、産総研、遺伝研、九州工大
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海外

中核機関 DBCL
(DB Center for Life Science)

海外
米国NCBI （Genebank, Refseq,Pubmed ,etc.)
欧州EBI (EMBL,Ensembl,UniProt, etc)

わが国
核酸 DDBJ: 遺伝学研究所
タンパク質 PDB-J 大阪大学タンパク質研究所
パスウェイ KEGG 京大バイオインフォマティクス研究所
統合DB  H-inv 産総研生物情報解析研究センター

分担機関

東京医科歯科大学

東京医科歯科大学 分担機関

• わが国の医科学分野医科学分野のデータベースの統合化を行う
– ２大疾患（がん・神経難病）から全疾患全疾患への対象拡大の試み対象拡大の試み

• 臨床DBの全国調査に基づく主要疾患DBの統合

• 疾患DB統合利用システムの構築
– わが国に存在する臨床各分野の疾患データベースを統合的に利用可

能とする情報環境を構築する。そのための方式を開発する

• 他の関連プロジェクト（厚労省、総務省など）との連携連携

• 医科学DB統合化推進委員会の設置（疾患DBの担当者の連絡
会）

– 疾患臨床オントロジーの開発連携疾患臨床オントロジ の開発連携

• 医科学データベースの高度化
– オミックスと臨床・病理情報を統合した新しい疾患区分による統合

• ヒト症例データベース公開における社会倫理社会倫理課題の検
討
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疾患データベースの統合化

• 「疾患」という概念の複合性

– 疾患の多軸性・階層性 疾患推移・予後

疫学・疾患社会構造
集
団
社
会

疾疾患の多軸性 階層性

– 疾患知識の不完全性

– 他のライフサイエンスDBとの相違

• 疾患データベースの変遷

組織器官形態的表現型
（病理）

臓器系統レベル機能制御
（病態）

個体レベル調節
（症状・主訴）

診断・治療応答

生
物
学
的
階

医
療
行
為

疾患別臨床症例ベース

疾
患

生物学的（分子）生成機序
（病因）

階
層

原因遺伝子 SNP 疾患Omics

疾患別臨床症例 ス

統合型疾患
症例ベース

単因子性疾患 多因子性疾患 病態メカニズム 臨床―Omics
総合化

古典的症例データベー
ス

疾患関連遺伝子データベース

個々の疾患データベースを統合する
医学知識/症例情報の相互運用性

• 医学概念の標準化
– 疾病概念の相互利用・変換

– 医学用語の相互利用・変換

– これは長年に亙って医療情報の分野で研究

• 患者情報の共有化
– 複数医療機関、生涯期間に亙る医療を可能にする

標準化記載形式 統制語彙– 標準化記載形式、統制語彙

• 疾患の単なる語彙変換を越えた意味論的等価な検
索
– 臨床医学オントロジーの利用
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疾患オントロジー構築の必要性

• 疾患（臨床医学）オントロジー
• 領域固有の対象,概念,その間の関係など基盤的知識

• 疾患知識・医療情報の概念の体系疾患知識 医療情報の概念の体系

• 意味的な相互運用性（互換性）の基礎になる
• 多種多様な思考方式の連結のために意味的連結は必須

– 臨床分野は、各分野ごとに概念思考方式が異なる

• 多種多様な臨床情報構造（レガシー）を連結するために必須

• 臨床情報統合技術としての世界的な潮流との調
和和

• 国際ハーモナイゼーションによる国際標準化の急速な進行

• 他の臨床情報国際標準技術との連携
– EHR（cen13606）、情報モデル(HL7)、データ交換フォーマット

（GSVML）、臨床知識システム（SNOMED-CT）、コードシステ
ム（LOINC）など

国内関連機関との連携策も含めた統合の検討

• 省庁枠を超えた国内主要オントロジープロ
ジェクトとの連絡会の設置ジェクトとの連絡会の設置
– 臨床トップオントロジープロジェクト （厚生労働省：代

表大江）

• 国内臨床DBの探索調査と統合方式の検討

• 世界的潮流との調和と統合方式要素技術の
国際標準化による普遍化国際標準化による普遍化

• ISO TC215
– WG2 (Data Interchange)： HL7, en13606, GSVML
– WG3 (Semantic Contents)： SNOMED-CT

• HL7, CENとの連携
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わが国での展開

• オントロジーを用いた意味的連結

– 統合データベースセンター：

総合生物オントロジー
• 生物全般

• ヒト正常オントロジー（解剖、生理など）

– 分担機関：ヒト医科学オントロジー
• 臨床情報、疾患情報、分子情報など

• ヒト臨床情報ゆえの倫理的問題の検討と公開可能• ヒト臨床情報ゆえの倫理的問題の検討と公開可能
情報の検討

– 分担機関から倫理規定案を提案し、中核で検討決定

疾患のターミノロジーと分類

国内主要オントロジープロジェクトとの連携

Genomic Sequence Variation Markup Language (GSVML)Genomic Sequence Variation Markup Language (GSVML)
ISO/#25720

Passed DIS ballot

International Symposium on Ontology 2006  J. Nakaya,

US, UK, Canada, Korea, Italy, Israel, Australia, Japan
Led by Jun Nakaya 

世界的潮流との調和と統合方式要素
技術の国際標準化による普遍化
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疾患オントロジー

共通テンプレート

症例データ症例データ

メタクラシフィケーションメタクラシフィケーション 疾患・臨床分類疾患・臨床分類
知識知識

Code
Code System
Disease Name

Alias name
Textual Definition
Concept
Outline
E id i l

Basic Information
Back Ground

Patient History
Life History
Family History

Examination Findings
Blood

Diagnosis
Diagnostic Criteria
Differential Diagnosis
Points of Diagnosis
Diagnosis by exclusion

Complication
Treatment

Epidemiology
Etiology

Cause
Sideration Mechanism
Pathophysiology

Classification
Gross
Microscopic

Symptom
Time classified

Urine
Imaging

Xp
Angiography
US
CT
MRI

Others
Spirogram
GF

Prognosis
Prophylaxes
Related Diseases
Upper level Disease
Lower level Disease

IBMDBの内容の一部.

Time classified
Severity classified
Organ classified
Mode on set

GF
CF

Pathological Findings
Gross
Tissue (Microscopic)
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疾患デ タベ スの統合的利用システム疾患データベースの統合的利用システム

東京医科歯科大学 臨床オミックスDB
大阪大学医学部 パーキンソン病DB

■方法
・インターネットによる

■対象
・各研究機関のHP及びDB

国内臨床疾患DBの調査方法

目的： 要素DBの把握、 要素倫理基準の把握、 国内技術傾向の把握と要素標準技術の選定

外
部
公

実態調査のまとめ

検索
・関連機関からの資料

入手

・各省庁の科学研究費成果報告一覧DB
例）文部科学省科学研究費補助金採択DB公開状況一覧

・研究機関が発行する調査報告書
例）学術情報DB実態調査報告書（国立情報学研究所）

・関連ポータルサイト

・その他、個別調査により判明したDB

■方法
１．調査項目に沿って、

各データベースに
ついて外部公開情報
を収集する

２．非公開情報の
アンケート回答を
調査項目に沿って
収集する

公
開
情
報
の
収
集

非

■方法
・アンケート郵送調査
・アンケートＷＥＢ調査
・アンケートＦＡＸ調査
・ヒアリング調査（一部）

収集する

３．両者をまとめた上で
総括し、実態と今後
の活動課題に即した
活動方針を策定
する

■対象
・医学系学会（医学会所属分科会）
・大学付属病院
・国立病院

非
公
開
情
報
の
独
自
調
査
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調査項目
–– DBDB概要概要 （データ件数、内容、方式、データ形式、アクセ（データ件数、内容、方式、データ形式、アクセ

–– ス件数）ス件数）

–– ポリシーポリシー （公開基準、倫理規定、個人情報保護基準）（公開基準、倫理規定、個人情報保護基準）

–– 匿名化匿名化 （上記個人情報保護基準に準じた具体的方法）（上記個人情報保護基準に準じた具体的方法）

–– 拡張性拡張性 （多施設連携性、標準化基準（（多施設連携性、標準化基準（ISO,HL7ISO,HL7等））等））

–– オミックスデータ連携性（オミックスデータの有無）オミックスデータ連携性（オミックスデータの有無）

–– データの中身データの中身 （内容、構造、項目）（内容、構造、項目）

概

要

( 1) ライフサイエンス分野の統合データベース
整備事業(以下本事業)に対する認知状況

( 2) 本事業を知った情報経路
( 3) 回答者の所属する組織の臨床・疾患データ

ベース(以下DB)の保有の有無とその個数
( 4) 保有する臨床・疾患DBの種別

(対象疾患・オミックスデータ保有の有無)
( 5) 保有する臨床・疾患DBの概要
( 6) 保有する臨床・疾患DBのデータボリュームと

関連する事項

( 7) 保有する臨床・疾患DBのデータ保存
フォーマット

( 8) 保有する臨床・疾患DB利用時のアクセス手段
( 9) 保有する臨床・疾患DBの公開有無とそのURL
(10) 保有する臨床・疾患DBデータの更新頻度
(11) 保有する臨床・疾患DBの該当する法令又は

運用指針の有無および生命倫理面・安全面
又は個人情報の保護のために講じている措置

(12) 本事業によるDB参照の許諾の可否
(13) 上記(12)で参照不可となった場合の理由関連する事項

( 6- 1) 登録症例数
( 6- 2) 症例の項目数
( 6- 3) 症例追跡期間
( 6- 4) 登録遺伝子数
( 6- 5) 遺伝子の項目数
( 6- 6) データ容量
( 6- 7) アクセス数
( 6- 8～10) その他任意記載項目

(13) 上記(12)で参照不可となった場合の理由
(14) 他の組織とのDB連携の有無とその方法
(15) 保有する臨床・疾患DBの医科学オントロジー

への準拠の有無とその内容
(16) 回答者の所属する組織以外の臨床・疾患DB

の紹介依頼項目
(17) 本事業への期待やご意見、ご質問等の自由

記述欄

現状調査
実際に用いられたWeb調査票（一部）
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１年目

疾患疾患DBDB調査ロードマッ調査ロードマッ
ププ ２年目 ３年目

調査まとめとロードマップ

全国臨床全国臨床DBDB調査開始調査開始 ヒアリング調査ヒアリング調査 追加疾患追加疾患DBDB統合開始統合開始要素要素DBDB交渉交渉

■国立病院・国立大学病院(300件） では有効回
答(10件)中7割、医学会総会(102件) の調査では
有効回答中(50件)の2割が臨床疾患DBを保有し
ていた。

統合対象のスクリーニング(1年目)

連

DB_A DB_B DB_C ……

５７２件

……

……
ていた。
また、情報を外部に公開している医学系DB（170
件）のうち1割弱は臨床疾患DBの要素を持ってい
た。

連
携
統
合

向

詳
細
調
査

2
年
目
以
降

■総数572機関を対象とした１次スクリーニングを

終えたが、より具体的な統合の可能性の検討と
統合の推進、詳細の検討のために、
より深い調査ヒアリングが今後45件のDBについ
て必要である。

４５件

……

……

……

……

……

……

……

……

統合医科学DB利用システムの基本設計

• コア疾患DB （2個＋α（10個程度）を想定：全国調査により
選定）

• 統一的な検索を可能とする統合利用システムを構築統 的な検索を可能とする統合利用シ テ を構築

• 周辺疾患DB （数１０個を想定）

– ポータルを通じてDB利用のガイドシステムを構築

ユーザー

条件検索をしたい
症状、検査、治療

User
I/F

Manager

DB
Manager

Navigating
Engine

Data Format 1

Data Format 2Standardized 
Data Format

意味的条件探
索

疾患分類的ナビゲーショ
ン

Nosological
Ontology

入力標準変
換

DB標準変
換

Terminology
Thesaurus

Data Format
Mapper

Data Format 3

Data 
Format n

Data 
Format n

Data 
Format n

Data 
Format n

Data Format n

用語概念集

疾患分類オントロジー

データ形式変換
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絞込検索

現在の検索条件： 症状：抑うつ & 症状：便秘 &検査所見：画像：US：ハロー

新規検索

設計原理

発⽣頻度 ▼ ＋ －

DB 病名 症状 翻訳 ・・・
パーキンソンDB パーキンソン病 肝腫⼤
⼤腸がんDB Lynch Syndrome 乏尿
神経疾患SNPDB ⿊質変性症候群 歩⾏障害

12/3700件表⽰

<<追加検索可能です>>■検索語句

肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎

疾患統合検索

■検索条件

肝臓
肝硬変

胆汁性肝硬変

原発性胆汁性肝硬変
（PBC)
二次性胆汁性肝硬変

特発性肝硬変
心臓性肝硬変

肝腫瘍

－
－

－

統合DBマップ
肝臓

肝硬変
胆汁性肝硬変

原発性胆汁性肝硬変
（PBC)
二次性胆汁性肝硬変

特発性肝硬変

－
－

－
DB

DB DB 肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎

詳細

詳細

詳細

詳細

詳細

肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎

肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎
肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎
肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎
肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎
肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎
肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎
肝がんDB 肝細胞癌 全⾝倦怠、貧⾎

肝腫瘍
原発性肝腫瘍

良性腫瘍
肝血栓腫
肝細胞膵腫

悪性腫瘍
肝細胞癌（HCC)
胆管細胞癌（CCC)

転移性肝腫瘍

－
－

－

特発性肝硬変
心臓性肝硬変

肝腫瘍
原発性肝腫瘍

良性腫瘍
肝血栓腫
肝細胞膵腫

悪性腫瘍
肝細胞癌（HCC)
胆管細胞癌（CCC)

転移性肝腫瘍

－
－

－

－

DBData

DB

DB

DB DB

詳細

詳細

詳細

詳細

詳細

詳細

詳細

詳細

検査所⾒ 画像 US ▼ ＋

疾患統合検索
■検索条件 ■検索語句

<<⾃由⼊⼒できます>>
症状：抑うつ & 症状：便秘

絞込検索新規検索

オントロジーを明示した統合検索

検査所⾒：画像：US ▼ ＋ －

統合統合DBDBマップマップ

病名
別名
定義
概念

疫学
病因
分類
症状

時期別
重症度別
臓器別

検査所見

<<⾃由⼊⼒できます>>

CT
CT

X-p
angiography
US
CT

plain CT
contrast CT
dynamic CT

MRI

US 肝臓
肝硬変

胆汁性肝硬変

原発性胆汁性肝硬変
（PBC)
二次性胆汁性肝硬変

特発性肝硬変

－
－

－
DB

DB DB

検査所見
血液
尿
ECG
画像診断

病理所見
診断
合併症
治療
予後
予防

MRI
MRI

T1WI
T2WI
contrast MRI
dynamic MRI

PTCP
IVP

特発性肝硬変
心臓性肝硬変

肝腫瘍
原発性肝腫瘍

良性腫瘍
肝血栓腫
肝細胞膵腫

悪性腫瘍
肝細胞癌（HCC)
胆管細胞癌（CCC)

転移性肝腫瘍

－
－

－

－

DBData

DB

DB

DB DB
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プロトタイプによる実証

１．網羅的疾患分子病態ＤＢ（がん）を
クリックすると、網羅的疾患分子病
態ＤＢのサイトが表示される。
（自動ログイン）

２．パーキンソン病ＤＢ（神経疾患）をク
リックすると、パーキンソン病ＤＢの
サイトが表示される。
（自動ログイン）

•「網羅的分子情報に基づく統合的個別化医学（オミックス医学）」の確立のために、
網羅的分子情報と疾患病態の関連を明確に体系づけた統一的な病態像を提示した
総合的DB。

がんの網羅的疾患データベース（東京医科歯科大学）

•両者を可能な限り関係付けて統合し、これらの複合的な情報を総合し疾患理解・治
療に対する関連性を明示的に示した網羅的分子病態データベース構築方法論の確
立とその実証的構築を目的とした。がんを対象としている。

網羅的分子情報網羅的分子情報（（Omics)Omics)

網羅的疾患分子病態網羅的疾患分子病態
データベースデータベース

網羅的分子網羅的分子
情報情報

臨床環境臨床環境
情報情報

Data Data 
MiningMining

臨床・病理・生活習慣情報臨床・病理・生活習慣情報
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■実証的構築

■網羅的分子情報
の階層データ表現

産業総合研究所
生物情報解析センター

国立がんセンター研究所

理化学研究所
ゲノム科学総合研究センター東京医科歯科大学

情報医科学センター

■疾患関連性の
Data-Mining解析法

■方法論開発と総括
■実証的構築

■症例収集

東京医科歯科大学附属病院

プロジェクト推進委員会プロジェクト推進委員会 倫理審査委員会
東京医科歯科大学内体制

CGH・CNVチーム

臨床チーム 病理チー
ム肝胆膵外科

消化器外科

口腔外科

Wet分析チーム

発現解析チーム

Data Mining
チーム

DB構築チーム

症例一覧をクリックすると、
症例一覧トップページが表

される

網羅的疾患分子病態（がん）ＤＢトップページ

示される。
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１．すべてをクリックすると、
症例一覧ページが
表 され

症例一覧トップページ

表示される。

症例のリンクをクリックすると、サマリー
ページが表示される。

症例一覧ページ
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症例総括ページ

メニューの項目をクリックすると、項目に
対応する詳細表示画面が表示される。

画像診断ページ
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病態-分子情報の統合的可視化

パーキンソン病データベース（大阪大学）

Ｂ病院

収集先：大阪大学を中心に国公立病院
７病院を中心にパーキンソン病の臨床
デ タを収集

患者

同意

Ａ病院 Ｃ病院

Ｄ病院

データを収集。

公開内容：発症年齢、初発症状、現在の
症状（振戦、筋強剛、姿勢、歩行などの
重症度）、機能障害度、画像所見、投与
薬剤など。これらの入力項目は毎年更
新される。その為に連結可能匿名化を
行っている。

セキュリテイー：個人情報にアクセスでき
るのは主治医のみであり、主治医は指
紋認証とパスワードで特定される。

臨床情報管理契約書

主治医

その他

アクセス権

個人情報サーバー

臨床情報サーバー

NTTデータベースセンター

紋認証と スワ ドで特定される。

社会的倫理的問題：データが患者から
離れる時同意を取得、病院から離れる
時契約を交わす（臨床情報管理契約書）。

今年度の成果：１）統合データベースとして
公開することを倫理委員会で承認、２）同
意を取得した患者１００人のデータを公開

128



パーキンソン病データベーストップページ

検索例①検索条件入力（項目指定）

１．リンクのクリックで、
検索項目が表示

３．条件入力ボックスが表示

２．検索項目のクリック
例 性別
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他の検索条件を追加
可能
例 重症度 ： ３度

検索例①検索条件入力（項目追加指定）

追加された検索
条件の表示

検索例①検索実行

検索をクリックす
ると検索実行

130



検索例①結果表示

検索結果表示

入力された検索条件表示

各項目毎に統計情報を表
示示

検索例①結果表示（続き１）
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検索例①結果表示（続き２）

検索例①結果表示（続き３）
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検索例①結果表示（続き４）

戻るをクリックすることで、
検索実行画面に戻る。

検索条件入力
例：
初発症状 振戦
薬剤 ドパミン受容体作動薬：麦角系

検索例②検索実行

検索をクリックする
と検索実行
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検索例②結果表示

検索結果表
示

入力された検索条件表
示

各項目毎に統計情報を表
示

表示項目は検索例①と同
じ

疾患データベース統合化のイメージ

検索条件指定： 症状
キ ワ ド入力 消化器症状

標準的な表現での結果表示

5１

キーワード入力： 消化器症状

Navigating
Engine

・ 疾患オントロジーの「症状」項目の中に、「消
化器症状」とある疾患を検索。

・ ターミノロジー、シソーラスおよび疾患オントロ
ジーより「消化器症状」の別の表現を検索。
他の項目に「消化器症状」がある場合は無視す
る。

4

2 裏処理：ターミノロジーの標準化

裏処理： 対象となっているDBを選定し
各要素DBの検索

裏処理： 標準検索条件を
各DB毎の検索条件に変換

裏処理： 検索結果の集計

Nosological
Ontology

・ 「消化器症状：便秘」 or 「消化器症状：食
欲不振」 などがヒットする。

疾患オントロジーの検索結果より標準検索
条件を作成：
ダイレクト検索条件：ダイレクト検索条件： 「症状： 消化器症状」
セマンティック検索条件：セマンティック検索条件： 「症状：便秘」 or 
「症状：食欲不振」
etc

3
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統合医科学データベーストップページ
http://ibmd.tmd.ac.jp

１．統合データベース検索をクリック

２．ログイン画面が表示される。

ログインページ

３．ユーザＩＤとパスワードを入力
し、ログインボタンをクリック。
検索画面が表示される。
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検索条件入力ボックス

検索画面

統合データベースマップ

検索結果表示エリア

試作プロトタイプによる統合検索デモ

• シナリオ１

– 検索条件「症状：便秘」

• がんＤＢ
– ＜Ｄ＞ 症状に直接「便秘」と記載のある ３症例がヒット

– ＜Ｓ＞ ０症例

• パーキンソン病ＤＢ
– ＜Ｄ＞ 症状に直接「便秘」と記載のある ３５症例がヒット＜Ｄ＞ 症状に直接「便秘」と記載のある ３５症例がヒット

– ＜Ｓ＞ ０症例

<D> Direct<D> Direct

<S> Semantic<S> Semantic
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検索ケース１（条件入力）

１．検索項目に「症状症状」、検索語句に「便秘便秘」を入力

２．検索を押下
検索結果が表示される。

検索ケース１（結果内容）

以下の症例が検索される。
１．網羅的疾患分子病態ＤＢ網羅的疾患分子病態ＤＢから、症状に「便秘症状に「便秘」を持つ症例３３件

（ダイレクト合計３件ダイレクト合計３件）
２．パーキンソン病ＤＢパーキンソン病ＤＢから、症状に「便秘症状に「便秘」を持つ症例（ダイレクト３５件ダイレクト３５件）
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試作プロトタイプによる統合検索デモ

• シナリオ２

– 検索条件「症状：消化器症状」

• がんＤＢ
– ＜Ｄ＞ ０症例

– ＜Ｓ＞ シソーラスオントロジーにより、「消化器症状→便秘」
と意味変換した ３症例がヒット

– ＜Ｓ＞ 同じく、「消化器症状→食欲不振」 ２症例がヒット

• パーキンソン病ＤＢ
– ＜Ｄ＞ ０症例

– ＜Ｓ＞ 同じく、「消化器症状→便秘」 ３５症例がヒット

– ＜Ｓ＞ 「消化器症状→食欲不振」 ０症例

検索ケース２（結果内容）

以下の症例が検索される。
１．網羅的疾患分子病態ＤＢ網羅的疾患分子病態ＤＢから、症状に「便秘」症状に「便秘」を持つ症例３３件

症状に「食欲不振症状に「食欲不振」を持つ症例２２件
（１段階セマンティック合計５件１段階セマンティック合計５件）

２．パーキンソン病ＤＢパーキンソン病ＤＢから、症状に「便秘症状に「便秘」を持つ症例（セマンティック３５件セマンティック３５件）
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試作プロトタイプによる統合検索デモ

• シナリオ３

検索条件「症状 う 状態症状 う 状態– 検索条件「症状：うつ状態症状：うつ状態」
• がんＤＢ

– ＜Ｄ＞０症例

– ＜Ｓ＞うつ状態のオントロジーによって、「うつ状態「うつ状態→→食欲不振」食欲不振」という意味
変換によって症状に食欲不振を持つ２症例がヒット。 ⇒ ２症例２症例

– ＜Ｓ＞同様に意味変換し、「うつ状態「うつ状態→→からだのだるさ」からだのだるさ」 ⇒ ４症例４症例

» （うち１症例は重複しているので、全５症例の表示となる)
パ キ 病• パーキンソン病ＤＢ

– ＜Ｄ＞０症例

– ＜Ｓ＞うつ状態のオントロジーによって、「うつ状態「うつ状態→→動作緩慢」動作緩慢」という意味
変換を実行し、初発症状に動作緩慢持つ結果がヒット。⇒ ６症例６症例

検索ケース３（結果内容）

以下の症例が検索される。
１．網羅的疾患分子病態ＤＢ網羅的疾患分子病態ＤＢから、症状に「食欲不振食欲不振」を持つ症例22件

症状に「からだのだるさからだのだるさ」を持つ症例44件
症状に「食欲不振、からだのだるさ食欲不振、からだのだるさ」を持つ

症例1件重複→ （１段階セマンティック合計５件１段階セマンティック合計５件）
２．パーキンソン病ＤＢパーキンソン病ＤＢから、症状に「動作緩慢「動作緩慢」を持つ症例

（一段階セマンティックセマンティック66件件）
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検索ケース３（詳細データの表示）

症例詳細列のアイコン（開かれた本のアイコン）をクリック
症例詳細データを表示するサブウィンドウが起動する

検索ケース３（症例詳細サブウィンドウ）

項目に付随している
アイコンをクリック
項目詳細サブウィンドウが
表示される。
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検索ケース３（項目詳細サブウィンドウ）

例：病歴についての項
目詳細サブウィンドウ

試作プロトタイプによる統合検索デモ

• シナリオ４
検索条件「症状 動作緩慢– 検索条件「症状：動作緩慢」

• がんＤＢ
– ＜Ｄ＞０症例

– ＜ＳＳＳＳ＞「動作緩慢「動作緩慢→→うつ状態うつ状態→→食欲不振」食欲不振」という二段の意味変二段の意味変
換換によって症状に食欲不振を持つ２症例がヒット。 ⇒ ２症例２症例

– ＜ＳＳＳＳ＞同様に二段変換二段変換、「動作緩慢動作緩慢→→うつ状態うつ状態→→からだのだるからだのだる
ささ」 ⇒ ４症例４症例

– （うち１症例は重複しているので、全５症例の表示となる）

• パーキンソン病ＤＢ
– ＜ＤＤ＞症状に動作緩慢動作緩慢をそのまま持つ症例がヒット。⇒ ６症例６症例

– ＜Ｓ＞０症例

<<SSSS> > 二段二段SemanticSemantic
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１．検索条件リストが開く。
入力した検索条件が表示される。

検索ケース４（結果表示）

２．検索結果が表示される。

入力した検索条件が表示される。

検索ケース４（結果内容）

以下の症例が検索される以下の症例が検索される。
１．網羅的疾患分子病態ＤＢ網羅的疾患分子病態ＤＢから、

症状に「動作緩慢症状に「動作緩慢→→うつ状態うつ状態→→食欲不振」食欲不振」を持つ症例22件
症状に「動作緩慢症状に「動作緩慢→→うつ状態うつ状態→→からだのだるさ」からだのだるさ」を持つ症例44件
重複症例11件

（22段階セマンティック合計５件段階セマンティック合計５件）
２．パーキンソン病ＤＢパーキンソン病ＤＢから、症状に「動作緩慢動作緩慢」を持つ症例（ダイレクトダイレクト66件件）
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試作プロトタイプによる統合検索デモ

• シナリオ５

検索条件「すべて う 状態すべて う 状態– 検索条件「すべて：うつ状態すべて：うつ状態」
検索条件のカテゴリー指定を行わず、全検索を行います

• がんＤＢ

– ＜Ｄ＞ ０症例

– ＜Ｓ＞ 一段の意味変換 症状症状「うつ→食欲不振」 ２症例

– ＜Ｓ＞ 同様に、症状症状「うつ→からだのだるさ」 ４症例

（うち１症例は重複しているので、全５症例の表示となる）

• パーキンソン病ＤＢ

– ＜Ｄ＞ ０症例

– ＜Ｓ＞ 一段の意味変換 症状症状「うつ→動作緩慢」 ６症例

–– ＜Ｓ＞＜Ｓ＞ 一段の意味変換一段の意味変換 治療「うつ治療「うつ→→坑うつ薬（三環形）」坑うつ薬（三環形）」 １５症例１５症例

検索ケース５（条件入力）

１．検索項目に「全て」、検索語句に「うつ状態」を入力

２．検索を押下
検索結果が表示される。
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検索ケース５（結果内容）

以下の症例が検索される。
１．網羅的疾患分子病態ＤＢ網羅的疾患分子病態ＤＢから、

症状に「うつ状態症状に「うつ状態→→食欲不振食欲不振」を持つ症例22件
症状に「うつ状態症状に「うつ状態→→からだのだるさ」からだのだるさ」を持つ症例４４件

（１段階セマンティック合計５件１段階セマンティック合計５件）
２．パーキンソン病ＤＢパーキンソン病ＤＢから、

症状に「うつ状態症状に「うつ状態→→動作緩慢動作緩慢」を持つ症例６６件
治療に「うつ状態治療に「うつ状態→→抗うつ薬３環系抗うつ薬３環系」を持つ症例１５１５件

（セマンティック２１件セマンティック２１件）

情報倫理面について

• 国内臨床疾患DB調査の中で、倫理面も調査
–– ポリシーポリシー （公開基準、倫理規定、個人情報保護基準）（公開基準、倫理規定、個人情報保護基準）

–– 匿名化匿名化 （連結不可能性、個人情報保護基準具体的方法）（連結不可能性、個人情報保護基準具体的方法）

• HIPPA法
– 18種類の個人同定につながる情報は取り除く

• 氏名、性別、住所、zipコード、生年月日、州名、病院ID、退院日時..
• しかしどうしても自動では取り除けないもの「市長の妻」などの記載

• SNP 30種類から80種類

• 公開制限、統計的劣化データ、最小5名までの不確定性

• 統合公開時（3年後）までに完全案作成予定
– 関係法令の動向とも歩調を合わせる

• 第三者利用の法整備
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疾患分類 Ontologyの例
（解剖と病因論)

肝疾患のインデックス肝疾
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肝細胞がんの一部

疾患分類オントロジー（神経疾患）
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パーキンソン病の
オントロジー例

• 遺伝子発現DBのGEO（Gene Expression Ominibus)を利用
• 約２０万のサンプル

疾患名は注釈文より用語集 を用 抽出

ButteのTransdiseas Omics

• 疾患名は注釈文より用語集UMLSを用いて抽出

• 疾患ごとに多数の遺伝子発現パターンを平均化

疾
患

遺伝子(1100）

患（150
）
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GENOMED (Butte)
Gene1-Expression Nosology of Medicine

• 疾患を平均遺伝子発現パターンよりクラスター分類
– 臓器別疾患分類では予想できない疾患間の親近性臓器別疾患分類では予想できない疾患間の親近性

– 分類項目はサイトカインの遺伝子発現と相関

– 疾患のreprofilingに基づいた医薬のreprofiling
• さらに656種類の臨床検査を結合した分析

疾患のシステム的理解
ーSystems Pathology的オントロジーー

• 疾患を「分子ネットワークの歪み」として理解

• 分子ネットワーク/パスウェイとして
– 遺伝子レベルGenome
– 臨床Phenomeの

中間レベルとしてネットワークレベル

• 分子ネットワーク上の「歪み」の類型論

正常分子ネットワ クのオントロジ と• 正常分子ネットワークのオントロジーと

その歪みの類型論を基盤として疾患オントロジーを
構築する
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ご清聴ありがとうございました。
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