
PosMedとは、約1000万件のMEDLINEや生物アノテーション
情報、オントロジー、パスウェイ情報などを駆使して、遺伝子、
バイオリソースなどを検索するウェブアプリケーションです 
特徴 
v マニュアルキュレーションで、遺伝子と文献を正しく関連付けるこ

とで、検索精度を上げています 
v 膨大なデータが作る複雑なネットワークから、キーワードに関連

するものを高速に返します 
v NGS(エキソーム)解析への応用を考慮し、ファイルアップロード機

能を追加しました 
v 理研サイネスのセマンティックウェブデータを活用しています 

推論検索ウェブアプリ, PosMedとは?	

PosMedの実績	

フェノタイプ情報と文献の統合による 
バイオリソースの推論検索	

検索の流れ	

v 高速検索エンジンのGRASEは、2011年5月に米国特許を取得しまし
た	

v ENUミュータジェネシスプロジェクトなど、網羅的な研究でも活用され、
その結果65遺伝子の機能決定に貢献しました（Masuya, H., et al.  

v 遺伝子ランキングツールを比較した論文の中で、良い成績で評価され
ました（Thornblad, T., et al. Twin Res. Hum. Genet., 2007) 

v 月間ユニークユーザー 約12,000 人と、国内外多くの方に使って頂い
ています	

トップ画面	 検索結果	 ファイルアップロード機能	

随時デモをしますので、お声掛けください。	
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詳細画面	

http://biosparql.org/PosMed/	
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Cita.ons	
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Matsushima	  A,	  Takahashi	  S,	  Ishii	  M,	  Takatsuki	  T,	  Bha;a	  R,	  Khadbaatar	  Z,	  
Watabe	  H,	  Masuya	  H,	  Toyoda	  T.	  
PosMed:	  Ranking	  genes	  and	  bioresources	  based	  on	  Seman;c	  Web	  
Associa;on	  Study.	  
Nucleic	  Acids	  Res.	  2013;41(Web	  Server	  issue):W109-‐14	  
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PosMed	  (Posi;onal	  Medline):	  priori;zing	  genes	  with	  an	  ar;ficial	  neural	  network	  
comprising	  medical	  documents	  to	  accelerate	  posi;onal	  cloning.	  
Nucleic	  Acids	  Res.	  W147-‐52.	  2009.	  
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Kobayashi	  N,	  Toyoda	  T.	  
Sta;s;cal	  search	  on	  the	  Seman;c	  Web.	  
Bioinforma4cs.	  24(7):1002-‐10.	  2008	
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Makita	  Y,	  et	  al.	  Plant	  Cell	  Physiol.	  50(7):1249-‐59.	  2009.	  
PosMed-‐plus:	  an	  intelligent	  search	  engine	  that	  inferen;ally	  integrates	  cross-‐
species	  informa;on	  resources	  for	  molecular	  breeding	  of	  plants.	  
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Before	  
publica;ons	

Before	  2009,	  PosMed	  was	  cited	  with	  the	  original	  URL	  of	  h\p://
omicspace.riken.jp/PosMed	
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PosMedでは理研サイネスのデータを活用しています	

Document set	 # of documents	 Data contents	

Mouse bioresource	
19280	

Mouse strain information registered at IMSR (he 
International Mouse Strain Resource).	

5115	 Mouse strain information from RIKEN BioResource center.	

Arabidopsis	  bioresource	
2188	

Arabidopsis	  mutant	  lines	  of	  RIKEN	  FOX	  hun;ng	  project	  
Arabidopsis	  mutant	  lines	  of	  RIKEN	  DS	  tagging	  line	  project	  
Arabidopsis	  mutant	  lines	  of	  RIKEN	  ac;va;on	  tagging	  line	  
project	

3444	 TAIR	  Germplasm	

Human gene	 37287	 Gene annotation of HGNC	

Mouse gene	 85726	 Gene annotation of MGI	

Rat gene	 36634	 Gene annotation of RGD	

Arabidopsis gene	 32041	 Gene annotation of TAIR	

Rice gene	 29389	 Gene annotation of RAP-DB	

Disease	
　	

20054	 Online Mendelian Inheritance in Man	

2037	 Manually collected our original data	

12131	
ICD-10, International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems 	

Metabolite	 49983	
A comprehensive species-metabolite relationship 
database(KNApSAcK)	

MEDLINE	 9378134	 MEDLINE titles, abstracts and MeSH terms	

Pathway information	 3809	 Pathway information from REACTOME	

Protein-protein 
interaction	

73645	
Protein-Protein Interactions in Human and Mouse from 
rom IntAct and Arabidopsis from AtPID	

Gene ontology	 12787	 Gene ontology data	

Human disease ontology	 2282	 Human disease ontology data	

Mammalian phenotype 
ontology	

7440	 Mammalian phenotype ontology data	

PosMedで使用しているデータ	


