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Effective analysis of complex biological data is a crucial goal in systems biology and drug discovery. However, it remains a challenging task and thus, 
bioinformatics tools and approaches that can translate voluminous biological data into actionable research are essential to new discoveries. Biological 
data from a single type of data source, though useful, provides only limited insights into gene and system function. Thus, integrating multiple 
biological data types is key to successful bioinformatics research and offers immense potential to characterise the biological processes under study. 
Moreover, data integration coupled with analysis and visualisation of different types of biological data are necessary to expand our understanding of 
biological systems for knowledge discovery. We have previously developed TargetMine, an integrated data warehouse optimised for target discovery 
and prioritisation of candidate genes. Here we describe new developments of TargetMine, including newer data types and data models and a new 
web-based interactive user interface to enhance the efficacy of TargetMine as a unified data analysis and knowledge discovery platform. TargetMine is 
available at http://targetmine.mizuguchilab.org  . 
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４つのタンパク質を同定しました。 
PostgreSQL 

 抽象化した生物学的概念を用いた、
高次のデータモデリング 

API 

(Java) 

 検索例 1  

与えられた医薬品について、ChEMBL による化合物-標的複合体
の立体構造が知られているものを探します。 

例: Catechol O-methyltransferase (COMT_HUMAN) 

国際的に広く使用されている 30 以上の公共のデータソース 

パスウェイ、相互作用 

ドメイン、立体構造 

化合物、医薬品 

遺伝子、タンパク質 

マイクロ RNA 

転写制御因子 

 既存のツールでの実行が難しい検索ができます 

 検索例 2  
与えられたタンパク質について、それらを標的にするこ
とが知られている化合物を同定する。 

３６の非冗長な化合物 
を同定しました。 
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PDB DrugBank 

ChEMBL 
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統合 

Enrichment analysis Heat map visualisation 

Convert to orthologues 

Add interacting partners 

１. 大規模解析が可能 
２. 解析ツールを作成 

 充実した API によって、 

 解析ツール例 1  

候補遺伝子リスト 

相互作用、転写因子、化合物、マイクロ RNA 
などのネットワークを可視化 

例: Estradiol 

 解析ツール例 2  
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画面は開発中のものです。 
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