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(57)【要約】
【課題】計算システムで薬物有害事象を予測するための
方法、システムおよびコンピュータ・プログラム製品を
提供する。
【解決手段】態様は、薬物データベースからの既知の薬
物データと、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者
ペアのうちの１つまたは複数とを受信するステップを含
む。態様はまた、候補薬物、薬物ペア、および候補薬物
－患者ペアの薬物有害事象の信頼水準を表す有害事象予
測評価を計算するステップを含み、評価は、既知の薬物
データに基づく。態様はまた、薬物有害事象の特質、原
因、機構、または重大性を含む、候補薬物、薬物ペア、
または候補薬物－患者ペアと有害事象特徴を関連付ける
ステップを含む。態様はまた、有害事象予測評価を計算
および出力するステップを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬物有害事象を予測するためのコンピュータ実装方法であって、
　１つまたは複数の薬物データベースからの既知の薬物データと、候補薬物、薬物ペア、
および候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数とをプロセッサによって受信するステ
ップと、
　有害事象予測評価を前記プロセッサによって計算するステップであって、前記有害事象
予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの前記１つまたは複数
についての薬物有害事象の信頼水準を表し、前記有害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペ
アおよび候補薬物－患者ペアのうちの前記１つまたは複数に対応する前記既知の薬物デー
タに基づく、前記計算するステップと、
　前記薬物有害事象の特質、原因、機構、または重大性のうちの１つまたは複数を含む、
候補薬物、薬物ペア、および候補薬物－患者ペアのうちの前記１つまたは複数と１つまた
は複数の有害事象特徴を前記プロセッサによって関連付けるステップと、
　前記１つまたは複数の有害事象特徴に基づいて有害事象予測評価を計算するステップと
、
　前記有害事象予測評価を出力するステップと
　を含む、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　候補薬物、薬物ペア、および候補薬物－患者ペアのうちの前記１つまたは複数の１つま
たは複数の特徴類似度を計算し、前記１つまたは複数の特徴類似度を重み付けして比較的
珍しい特徴か一般的な特徴かを説明するステップをさらに含む、請求項１に記載のコンピ
ュータ実装方法。
【請求項３】
　前記既知の薬物データが、非構造化データを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装
方法。
【請求項４】
　複数の患者類似度測度を含む１つまたは複数の多次元患者プロファイルを構築するステ
ップを含み、前記有害事象予測評価がさらに前記多次元患者プロファイルに基づく、請求
項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項５】
　候補薬物、薬物ペア、および候補薬物－患者ペアのうちの前記１つまたは複数について
の複数の有害事象特徴を含む１つまたは複数の多次元薬物プロファイルを構築するステッ
プを含み、前記有害事象予測評価がさらに前記多次元薬物プロファイルに基づく、請求項
１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項６】
　多次元患者プロファイルを構築するステップと、多次元患者－薬物ファイルを構築する
ステップと、前記多次元患者プロファイルまたは前記多次元患者－薬物ファイルのうちの
１つまたは複数における患者データを較正するステップとを含む、請求項１に記載のコン
ピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記有害事象予測評価および前記有害事象特徴が、患者健康データ記録にさらに基づき
、患者に個別化された、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか１項に記載の方法の各ステップを、コンピュータに実行させる、
コンピュータ・プログラム。
【請求項９】
　請求項８記載の前記コンピュータ・プログラムを、コンピュータ可読媒体に記録した、
コンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
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　請求項１～７の何れか１項に記載の方法の各ステップを、コンピュータ・ハードウェア
による手段として構成した、処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、薬物有害事象の予測に関し、より詳細には、個別化された詳細な薬物有害事
象を提供するためのデータの分析のための方法、システムおよびコンピュータ・プログラ
ム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬物有害事象は、健康管理システムにいくつかの課題をもたらす。２００万を超える重
大な薬物有害事象が毎年発生し、１００，０００件もの関連死が、結果として、毎年生じ
得る。薬物有害事象は、肺疾患、糖尿病、ＡＩＤＳ、事故および自動車事故死を上回る主
な死因であり、入院患者の障害または死の５分の１もの原因であるとみられている。さら
に、薬物有害事象に関連する年間費用は、糖尿病および心臓血管のケアに関連する費用よ
り高い、１３６０億ドルと推定される。たとえば、薬物－薬物相互作用は、病院内の投薬
ミスの最大５％を占め得る。認可された薬物の数が増えるにつれて、潜在的有害事象の数
もまた増える。場合によっては、有害事象は、約１，５００人の患者しかいない患者集合
に通常は依存する臨床試験では明らかにならない。この標本サイズは、事象の特質により
、より少ない発生率であるが生じる可能性があり、重大な健康上のリスクを残す、いくつ
かの薬物の稀な毒性プロフィールを解明するには潜在的に不十分である。たとえば、２０
，０００人に１人ほどの患者が、短期鎮痛のために以前認可され、市場に出されたブロム
フェナクの摂取に関連して肝臓毒性を経験した。さらに、調査された患者が、二次的な薬
物を摂取しない、または二次的な薬物を摂取するが、統計的に有意な相関関係が見られな
いような規模である場合、臨床試験は、いくつかの潜在的薬物－薬物相互作用を明らかに
しないことがある。
【０００３】
　公開データベースは、化学構造データおよび化学データを含む、既知の薬物に関する様
々な情報を含む。これらの情報源は、構造化または非構造化データを含み得る。科学文献
は、説明文書で非臨床または臨床背景のいずれかにおける既知の薬物に関連する結果また
は観察結果を報告することがある。たとえば、医師が、患者による個々の有害事象体験の
観察を報告することがあり、または、化学者が、所与の薬物が、化学構造を所与とする特
定の機構によって作用すると予測することがある。しかし、そのようなデータの編集およ
び分析は、そのような報告における構造の不足によって依然として複雑である。さらに、
多くのデータベースは、所与の薬物について不完全なデータを含み、したがって、たとえ
ば、薬物が特定の特徴を有しないと知られているときなど、問題の薬物が特定の特徴およ
び否定的事象を含むかどうかが知られていないとき、不足するデータを計算的に識別する
ことは困難である可能性がある。加えて、そのような公開ソースは、一般に、候補薬物の
または個々の候補患者の潜在的有害事象を明らかにし得る、人口統計学的またはゲノム情
報などの個別の情報が不足している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、薬物有害事象を予測するためのコンピュータ実装方法、コンピュータ
・プログラム、および処理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態によれば、薬物有害事象を予測するための方法が、提供される。本方法は、
１つまたは複数の薬物データベースからの既知の薬物データと、候補薬物、薬物ペアおよ
び候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数とを受信するステップを含む。本方法はま
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た、有害事象予測評価を計算するステップを含み、有害事象予測評価は、候補薬物、薬物
ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数の薬物有害事象の信頼水準を表し
、有害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまた
は複数に対応する既知の薬物データに基づく。本方法はまた、有害事象予測評価を計算す
るステップを含み、有害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペア
のうちの１つまたは複数の薬物有害事象の信頼水準を表し、有害事象予測評価は、候補薬
物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数に対応する既知の薬物デ
ータに基づく。本方法はまた、有害事象予測評価を計算するステップを含み、有害事象予
測評価を計算するステップは、有害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物
－患者ペアのうちの１つまたは複数の薬物有害事象の信頼水準を表し、有害事象予測評価
は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数に対応する既
知の薬物データに基づく。本方法はまた、薬物有害事象の特質、原因、機構、または重大
性のうちの１つまたは複数を含む、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうち
の１つまたは複数と１つまたは複数の有害事象特徴を関連付けるステップを含む。本方法
はまた、１つまたは複数の有害事象特徴に基づいて有害事象予測評価を計算し、有害事象
予測評価を出力するステップを含む。
【０００６】
　もう１つの実施形態によれば、薬物有害事象を予測するための処理システムは、１つま
たは複数のタイプのメモリと通信するプロセッサを含む。プロセッサは、１つまたは複数
の薬物データベースからの既知の薬物データと、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患
者ペアのうちの１つまたは複数とを受信するように構成される。プロセッサはまた、有害
事象予測評価を計算するように構成され、有害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよ
び候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数の薬物有害事象の信頼水準を表し、有害事
象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数に
対応する既知の薬物データに基づく。プロセッサはまた、有害事象予測評価を計算するよ
うに構成され、有害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのう
ちの１つまたは複数の薬物有害事象の信頼水準を表し、有害事象予測評価は、候補薬物、
薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数に対応する既知の薬物データ
に基づく。プロセッサはまた、薬物有害事象の特質、原因、機構、または重大性のうちの
１つまたは複数を含む、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまた
は複数と１つまたは複数の有害事象特徴を関連付けるように構成される。プロセッサはま
た、１つまたは複数の有害事象特徴に基づいて有害事象予測評価を計算し、有害事象予測
評価を出力するように構成される。
【０００７】
　さらなる実施形態によれば、薬物有害事象を予測するためのコンピュータ・プログラム
製品は、処理回路によって読取り可能であり、方法を実行するために処理回路によって実
行するための命令を記憶する非一時的記憶媒体を含む。本方法は、１つまたは複数の薬物
データベースからの既知の薬物データと、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペア
のうちの１つまたは複数とを受信するステップを含む。本方法はまた、有害事象予測評価
を計算するステップを含み、有害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－
患者ペアのうちの１つまたは複数の薬物有害事象の信頼水準を表し、有害事象予測評価は
、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数に対応する既知
の薬物データに基づく。本方法はまた、有害事象予測評価を計算するステップを含み、有
害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複
数の薬物有害事象の信頼水準を表し、有害事象予測評価は、候補薬物、薬物ペアおよび候
補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数に対応する既知の薬物データに基づく。本方法
はまた、薬物有害事象の特質、原因、機構、または重大性のうちの１つまたは複数を含む
、候補薬物、薬物ペアおよび候補薬物－患者ペアのうちの１つまたは複数と１つまたは複
数の有害事象特徴を関連付けるステップを含む。本方法はまた、１つまたは複数の有害事
象特徴に基づいて有害事象予測評価を計算し、有害事象予測評価を出力するステップを含
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む。
【０００８】
　本発明とされる本主題は、本明細書の結びにある特許請求の範囲において具体的に指摘
され、明確に請求される。本発明の前述のおよび他の特徴および利点は、以下のような添
付の図面と併せて以下の詳細な説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】非限定的実施形態によるモバイル・デバイス・データ割当てシステムに含まれる
コア・ロジックをサポートする能力を有するクラウド・コンピューティング環境を示す図
である。
【図２】分散クラウド環境に含まれるクラウド・コンピューティング・ノードの概略図で
ある。
【図３】非限定的実施形態によるモバイル・デバイス・データ割当てシステムに含まれる
コア・ロジックをサポートする能力を有するクラウド・コンピューティング環境によって
提供される機能抽象化層のセットを示す図である。
【図４】例示的実施形態による候補薬物または薬物ペアまたは薬物－患者ペアの有害事象
特徴を提供するアプリケーションのユーザ・インターフェースを示す概略図である。
【図５】例示的実施形態による薬物有害反応を予測するための方法の流れ図である。
【図６】例示的実施形態による薬物有害反応を予測するためのもう１つの方法の流れ図で
ある。
【図７】例示的実施形態による薬物有害反応を予測するための方法においてポピュラーな
用語を割り引いて考えるための方法の流れ図である。
【図８】例示的実施形態による薬物有害反応を予測するためのさらなる方法の流れ図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示の例示的実施形態によれば、薬物有害反応を予測するための方法、システムおよ
びコンピュータ・プログラム製品が提供される。例示的実施形態では、既知の薬物データ
は、様々なデータベースから取得することができ、予測は、既知の薬物データに基づいて
候補薬物または薬物ペアの有害事象の有無に関して行うことができ、そして、予測の信頼
水準を表す有害予測評価が、計算され得る。例示的実施形態では、予測は、既知の薬物デ
ータに基づいて、有害事象の特質、事象の原因、事象の機構または事象の重大性あるいは
それらのすべてなど、有害事象の特徴に関して行うことができる。例示的実施形態では、
多数の患者の患者健康記録データが取得可能であり、予測は、既知の薬物データおよび多
数の患者健康記録データに基づいて候補薬物－患者ペアの有害事象の有無に関して行うこ
とができ、予測の信頼水準を表す有害予測評価が、計算され得る。例示的実施形態では、
有害事象特徴は、患者に個別化され得る。
【００１１】
　図１を参照すると、本明細書の教示をサポートする能力を有するクラウド・コンピュー
ティング環境１０が、非限定的実施形態に従って、示される。図示するように、クラウド
・コンピューティング環境１０は、たとえば、携帯情報端末（PDA: Personal Digital as
sistant）または携帯電話５４Ａ、デスクトップ・コンピュータ５４Ｂ、ラップトップ・
コンピュータ５４Ｃまたは自動車コンピュータ・システム５４Ｎあるいはその組合せなど
、クラウド消費者によって使用されるローカル・コンピューティング・デバイスが通信す
ることができる、１つまたは複数のクラウド・コンピューティング・ノード５０を備える
。ノード５０は、互いに通信することができる。ノード５０は、物理的にまたは仮想的に
、前述のようなプライベート、コミュニティ、パブリックもしくはハイブリッド・クラウ
ド、またはそれらの組合せなど、１つまたは複数のネットワークにグループ化することが
できる（図示せず）。これは、クラウド・コンピューティング環境１０がインフラストラ
クチャ、プラットフォームまたはソフトウェアあるいはその組合せをクラウド消費者がロ
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ーカル・コンピューティング・デバイスにリソースを保持する必要がないサービスとして
提供することを可能にする。図１に示すコンピューティング・デバイス５４Ａ～Ｎのタイ
プは、単に例示的なものであり、コンピューティング・ノード５０およびクラウド・コン
ピューティング環境１０は、任意のタイプのネットワークまたはネットワーク・アドレス
指定可能接続あるいはその両方を介して（たとえば、ウェブ・ブラウザを使用して）任意
のタイプのコンピュータ制御デバイスと通信することができることが理解されよう。
【００１２】
　図２を参照すると、分散クラウド環境またはクラウド・サービス・ネットワークに含ま
れるクラウド・コンピューティング・ノード５０の概略図が、非限定的実施形態に従って
、示される。クラウド・コンピューティング・ノード５０は、適切なクラウド・コンピュ
ーティング・ノードの一例に過ぎず、本明細書に記載される発明の実施形態の使用または
機能の範囲に関して制限を示唆することは意図されていない。ともあれ、クラウド・コン
ピューティング・ノード５０は、前述の機能のいずれかを実装または実行するあるいはそ
の両方を行うことができる。
【００１３】
　クラウド・コンピューティング・ノード５０には、多数の他の汎用または専用コンピュ
ーティング・システム環境または構成で動作可能なコンピュータ・システム／サーバ１２
が存在する。コンピュータ・システム／サーバ１２との使用に適し得る、よく知られてい
るコンピューティング・システム、環境または構成あるいはその組合せの例は、パーソナ
ル・コンピュータ・システム、サーバ・コンピュータ・システム、シン・クライアント、
シック・クライアント、ハンドヘルドまたはラップトップ・デバイス、マルチプロセッサ
・システム、マイクロプロセッサ・ベースのシステム、セット・トップ・ボックス、プロ
グラム可能消費者電子機器、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ・システム、メインフ
レーム・コンピュータ・システム、および、前述のシステムまたはデバイスのいずれかを
含む分散クラウド・コンピューティング環境などを含むが、これらに限定されない。
【００１４】
　コンピュータ・システム／サーバ１２は、コンピュータ・システムによって実行される
、プログラム・モジュールなど、コンピュータ・システム実行可能命令の一般的関連で説
明され得る。一般に、プログラム・モジュールは、特定のタスクを実行するまたは特定の
抽象データ・タイプを実装する、ルーチン、プログラム、オブジェクト、構成要素、ロジ
ック、データ構造などを含み得る。コンピュータ・システム／サーバ１２は、タスクが、
通信ネットワークを介してリンクされたリモート処理デバイスによって実行される、分散
クラウド・コンピューティング環境において実施され得る。分散クラウド・コンピューテ
ィング環境では、プログラム・モジュールは、メモリ記憶装置を含む、ローカルおよびリ
モート・コンピュータ・システム記憶媒体の両方に置かれ得る。
【００１５】
　図２に示すように、クラウド・コンピューティング・ノード５０内のコンピュータ・シ
ステム／サーバ１２は、汎用コンピューティング・デバイスの形で示される。コンピュー
タ・システム／サーバ１２の構成要素は、１つまたは複数のプロセッサまたは処理装置１
６、システム・メモリ２８、および、システム・メモリ２８を含む様々なシステム構成要
素をプロセッサ１６につなぐバス１８を含み得るが、これらに限定されない。
【００１６】
　バス１８は、メモリ・バスまたはメモリ・コントローラ、周辺バス、アクセラレイティ
ッド・グラフィックス・ポート、および任意の様々なバス・アーキテクチャを使用するプ
ロセッサまたはローカル・バスを含む、いくつかのタイプのバス構造物のいずれか１つま
たは複数を表す。一例として、そして限定ではなく、そのようなアーキテクチャは、業界
標準アーキテクチャ（ＩＳＡ）バス、マイクロ・チャネル・アーキテクチャ（ＭＣＡ）バ
ス、拡張ＩＳＡ（ＥＩＳＡ）バス、ＶＥＳＡ（Video Electronics Standards Associatio
n）ローカル・バス、およびＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バスを含む。
【００１７】
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　コンピュータ・システム／サーバ１２は、通常は、様々なコンピュータ・システム可読
媒体を含む。そのような媒体は、コンピュータ・システム／サーバ１２によってアクセス
可能な任意の使用可能な媒体でもよく、それは、揮発性および不揮発性媒体、取外し可能
および取外し不能媒体の両方を含む。
【００１８】
　システム・メモリ２８は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）３０またはキャッシ
ュ・メモリ３２あるいはその両方など、揮発性メモリの形のコンピュータ・システム可読
媒体を含み得る。コンピュータ・システム／サーバ１２はさらに、他の取外し可能／取外
し不能、揮発性／不揮発性コンピュータ・システム記憶媒体を含み得る。単に一例として
、ストレージ・システム３４は、取外し不能、不揮発性磁気媒体（図示せず、通常は「ハ
ード・ドライブ」と呼ばれる）から読み取り、そこに書き込むために提供され得る。図示
されないが、取外し可能な、不揮発性磁気ディスク（たとえば、「フロッピー（R)・ディ
スク」）から読み取り、そこに書き込むための磁気ディスク・ドライブと、ＣＤ－ＲＯＭ
、ＤＶＤ－ＲＯＭまたは他の光媒体などの取外し可能な、不揮発性光ディスクから読み取
り、そこに書き込むための光ディスク・ドライブとが、提供され得る。そのような場合、
各々が、１つまたは複数のデータ媒体インターフェースによってバス１８に接続され得る
。さらに以下に描写および説明するように、メモリ２８は、本発明の実施形態の機能を実
行するように構成されたプログラム・モジュールのセット（たとえば、少なくとも１つの
）を有する少なくとも１つのプログラム製品を含み得る。
【００１９】
　プログラム・モジュール４２のセット（少なくとも１つの）を有するプログラム／ユー
ティリティ４０は、一例として、そして限定ではなく、メモリ２８、ならびに、オペレー
ティング・システム、１つまたは複数のアプリケーション・プログラム、他のプログラム
・モジュール、およびプログラム・データに記憶することができる。オペレーティング・
システム、１つまたは複数のアプリケーション・プログラム、他のプログラム・モジュー
ル、およびプログラム・データまたはそれらの何らかの組合せの各々は、ネットワーク環
境の実装形態を含み得る。プログラム・モジュール４２は、一般に、本明細書に記載され
るような本発明の実施形態の機能または方法あるいはその両方を実行する。
【００２０】
　コンピュータ・システム／サーバ１２は、キーボード、ポインティング・デバイス、デ
ィスプレイ２４などの１つもしくは複数の外部デバイス１４、ユーザがコンピュータ・シ
ステム／サーバ１２と対話できるようにする１つもしくは複数のデバイス、または１つも
しくは複数の他のコンピューティング・デバイスとコンピュータ・システム／サーバ１２
が通信できるようにする任意のデバイス（たとえば、ネットワーク・カード、モデムなど
）、あるいはその組合せと通信することができる。そのような通信は、入力／出力（Ｉ／
Ｏ）インターフェース２２を介して生じ得る。さらに、コンピュータ・システム／サーバ
１２は、ネットワーク・アダプタ２０を介して、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）、一般的ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）または公開ネットワーク（たとえ
ば、インターネット）あるいはその組合せなど、１つまたは複数のネットワークと通信す
ることができる。図示するように、ネットワーク・アダプタ２０は、バス１８を介してコ
ンピュータ・システム／サーバ１２のその他の構成要素と通信する。図示されないが、他
のハードウェアまたはソフトウェア構成要素あるいはその両方が、コンピュータ・システ
ム／サーバ１２と併せて使用され得ることを理解されたい。例は、以下のものに限定され
ないが、マイクロコード、デバイス・ドライバ、冗長処理装置、外部ディスク・ドライブ
・アレイ、ＲＡＩＤシステム、テープ・ドライブ、およびデータ・アーカイバル・ストレ
ージ・システムなどを含む。
【００２１】
　ここで図３を参照すると、クラウド・コンピューティング環境１０によって提供される
機能抽象化層のセットが示される。図３に示される構成要素、層、および機能は、単に例
示が意図されており、本発明の実施形態はそれに限定されないことを予め理解されたい。
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図示するように、以下の層および対応する機能が、提供される。
【００２２】
　ハードウェアおよびソフトウェア層６０は、ハードウェアおよびソフトウェア構成要素
を含む。ハードウェア構成要素の例は、メインフレーム、一例ではＩＢＭ（Ｒ）　ｚＳｅ
ｒｉｅｓ（Ｒ）システム、ＲＩＳＣ（縮小命令セット・コンピュータ）アーキテクチャ・
ベースのサーバ、一例ではＩＢＭ　ｐＳｅｒｉｅｓ（Ｒ）システム、ＩＢＭ　ｘＳｅｒｉ
ｅｓ（Ｒ）システム、ＩＢＭ　ＢｌａｄｅＣｅｎｔｅｒ（Ｒ）システム、記憶装置、ネッ
トワークおよびネットワーク構成要素を含む。ソフトウェア構成要素の例は、ネットワー
ク・アプリケーション・サーバ・ソフトウェア、一例ではＩＢＭ　ＷｅｂＳｐｈｅｒｅ（
Ｒ）アプリケーション・サーバ・ソフトウェア、およびデータベース・ソフトウェア、一
例ではＩＢＭ　ＤＢ２（Ｒ）データベース・ソフトウェアを含む（ＩＢＭ、ｚＳｅｒｉｅ
ｓ、ｐＳｅｒｉｅｓ、ｘＳｅｒｉｅｓ、ＢｌａｄｅＣｅｎｔｅｒ、ＷｅｂＳｐｈｅｒｅ、
およびＤＢ２は、世界中の多数の法域において登録されたInternational Business Machi
nes Corporationの登録商標である）。）
【００２３】
　仮想化層６２は、仮想エンティティの仮想サーバ、仮想ストレージ、仮想プライベート
・ネットワークを含む仮想ネットワーク、仮想アプリケーションおよびオペレーティング
・システム、ならびに、仮想クライアントなどがそこから提供され得る抽象化層を提供す
る。
【００２４】
　一例では、管理層６４は、以下に説明される機能を提供することができる。リソース・
プロビジョニングは、クラウド・コンピューティング環境内でタスクを実行するために使
用されるコンピューティング・リソースおよび他のリソースの動的調達を可能にする。メ
ータリングおよびプライシングは、リソースがクラウド・コンピューティング環境内で使
用されるときの費用追跡、およびこれらのリソースの消費についての課金もしくは請求を
可能にする。一例では、これらのリソースは、アプリケーション・ソフトウェア・ライセ
ンスを備え得る。セキュリティは、クラウド消費者およびタスクの本人確認、ならびに、
データおよび他のリソースの保護を可能にする。ユーザ・ポータルは、消費者およびシス
テム管理者のクラウド・コンピューティング環境へのアクセスを可能にする。サービス・
レベル管理は、必要とされるサービス・レベルが満たされるようなクラウド・コンピュー
ティング・リソース割当ておよび管理を実現する。サービス内容合意書（ＳＬＡ）の立案
および履行は、将来の要件がＳＬＡに従って予期されるクラウド・コンピューティング・
リソースの事前準備および調達を可能にした。
【００２５】
　作業負荷層６６は、クラウド・コンピューティング環境がそのために使用され得る機能
の例を提供する。この層から提供され得る作業負荷および機能の例は、マッピングおよび
ナビゲーション、ソフトウェア開発およびライフサイクル管理、仮想教室教育配信、デー
タ分析処理、ならびに、トランザクション処理を含む。
【００２６】
　データ・サービス・ネットワーク・システム１０２のコア・ロジックをサポートする能
力を有するクラウド環境が以下に詳しく説明されるが、データ・サービス・ネットワーク
・システム１０２のコア・ロジックは、デバイス５４Ａ～５４Ｎのうちの１つまたは複数
にローカルに存在し得ることを理解されたい。たとえば、各モバイル・デバイス５４Ａは
、データ・サービス・ネットワークシステム１０２のコア・ロジックをそこにローカルに
インストールしてあってもよい。この方式では、モバイル・デバイス５４は、データ・サ
ービス・ネットワーク・システム１０２の様々な特徴および動作をローカルに実行するこ
とができる。
【００２７】
　ここで図４を参照すると、例示的実施形態によるアプリケーションのアプリケーション
・ユーザ・インターフェース３００の概略図が示される。図示するように、アプリケーシ
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ョン・ユーザ・インターフェース３００は、入力３０２および出力３０４を含む。例示的
実施形態では、入力は、画像、ハイパーリンク、または、前述のような、機能オブジェク
トに関連する他のアイテムでもよい、オブジェクトを含み得る。たとえば、オブジェクト
は、ウェブサイト上のテキスト入力欄の隣に置かれた検索ボタンでもよい。もう１つの例
では、オブジェクトは、ウェブ・ブラウザを別のウェブサイトに移動させるハイパーリン
クでもよい。
【００２８】
　例示的実施形態では、ユーザは、アプリケーション・ユーザ・インターフェース上の入
力３０２で候補薬物または候補患者を提供することができる。一実施形態では、入力３０
２は、ユーザからの自由形式の入力、すなわち、非構造化テキスト入力を可能にするよう
に構成され得る。もう１つの実施形態では、入力３０２は、一連の薬物候補または患者候
補からユーザが選択することを可能にする１つまたは複数の多肢選択問題を含むウィンド
ウをユーザに提示することができる。
【００２９】
　例示的実施形態では、有害事象予測評価が、出力３０４でユーザ・インターフェースに
提供される。いくつかの実施形態では、有害事象予測評価は、関連する有害事象特徴を備
える。例示的実施形態では、出力３０４は、いくつかの有害予測評価および有害事象特徴
を同時にまたは連続して提供することができる。例示的実施形態では、出力３０４は、す
べての入手可能な有害事象特徴、および各特徴についての候補薬物、薬物－薬物ペアまた
は薬物－患者ペアの有害予測評価をユーザに提示することができる。
【００３０】
　ここで図５を参照すると、例示的実施形態による薬物有害反応を予測するための方法４
００の流れ図が示される。ブロック４０２に示すように、方法４００は、特徴データおよ
び薬物有害事象データを含む、既知の薬物データを受信するステップを含む。次に、ブロ
ック４０４に示すように、方法４００は、非候補薬物もしくは薬物ペアおよび各薬物もし
くは薬物ペアの計算された特徴類似度を含む１つまたは複数の特徴類似度テーブルを構築
するステップを含む。方法４００はまた、ブロック４０６に示すように、既知の有害事象
特徴テーブルを構築するステップを含む。例示的実施形態では、有害事象特徴テーブルは
、有害事象特徴をそれらの特徴に対応する既知の薬物または薬物ペアと関連付ける。方法
４００はまた、多次元候補有害事象テーブルを構築するステップを含む。例示的実施形態
では、候補有害事象テーブルは、候補薬物ペアと、各ペアについての、複数の計算された
特徴類似度とを含む。次に、ブロック４１０に示すように、方法４００は、ロジスティッ
ク回帰を実行するステップを含む。方法４００はまた、ブロック４１２に示すように、１
つまたは複数の有害事象特徴についての候補薬物または薬物ペアの有害事象予測評価を計
算するステップを含む。次に、ブロック４１４に示すように、方法４００は、有害予測評
価および有害事象特徴をユーザ・インターフェースに転送するステップを含む。
【００３１】
　既知の薬物データは、構造化データ、非構造化データ、あるいは、構造化および非構造
化データの両方を含み得る。本明細書では、構造化データは、定義された規則の体系に従
って分類またはグループ化されたデータを含む。本明細書では、非構造化データは、定義
された規則の体系に従って分類またはグループ化されないデータを含む。たとえば、非構
造化データは、説明形式で学術論文に公開されたデータを含むがこれらに限定されない。
例示的実施形態では、既知の薬物データは、当業者に一般に知られたデータベースからの
データを含む。たとえば、既知の薬物データは、ＤｒｕｇＢａｎｋデータベース、Ｕｎｉ
Ｐｒｏｔ、Unified Medical Language System（商標）、ＰｕｂＭｅｄ、または、Journal
 of Clinical Oncology、ＪＡＭＡ、ＢＪＣおよびClinicalInfectious Diseasesを含むが
これらに限定されない様々な科学雑誌、あるいはそれらすべてからのデータを含み得る。
【００３２】
　既知の薬物データは、薬物関連の任意の情報を含み得る。例示的実施形態では、既知の
薬物データは、特徴データおよび薬物有害事象データを含む。たとえば、既知の薬物特徴
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データは、たとえば、化学式、立体化学、化学構造、クリスタル構造、一次、二次、また
は三次タンパク質またはペプチド構造、ヌクレオチド配列または確認を含む構造データと
、たとえば作用機構を含む機械論的データと、代謝酵素、代謝経路を含む薬物代謝情報と
、薬物生理作用と、薬物剤標的と、作用部位・薬物効・化学構造別分類と、ＤｒｕｇＢａ
ｎｋカテゴリと、化学－タンパク質インタラクトーム（ＣＰＩ）プロファイルとを含むが
これらに限定されない。薬物有害事象データは、薬物に関連する有害事象に関する情報を
含む。薬物有害事象データは、たとえば、出血、麻痺、および高カリウム血症などの事象
の発生率、有病率、または重大性を含み得る。
【００３３】
　例示的実施形態では、有害事象の予測は、候補薬物に関する有害事象に関して行われ得
る。たとえば、予測は、候補薬物に関連すると予測される有害事象特徴に関して行われ得
る。他の実施形態では、予測は、候補薬物－薬物ペアに関する有害事象に関して行われ得
る。たとえば、予測は、患者がある特定のペアの薬物を投与されるときに関連すると予測
される有害事象特徴に関して行うことができる。他の実施形態では、予測は、候補患者－
薬物ペアに関する有害事象に関して行われ得る。本明細書では、候補患者－薬物ペアは、
特定の特性または病歴を有する患者に投与されることになる候補薬物を意味する。いくつ
かの実施形態では、予測は、特定の患者に個別化され得る。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数の特徴類似度テーブルが、構築され得る。例
示的実施形態では、特徴類似度テーブルは、非候補薬物または薬物ペアおよび各薬物また
は薬物ペアの計算された特徴類似度を含む。たとえば、いくつかの実施形態では、特徴類
似度テーブルは、数値尺度０から１（Ｓｉｍ）に基づいて類似度を識別することができ、
薬物の複数のペアの間で、０は類似していない、１は非常に類似していることを示す。た
とえば、特徴類似度テーブルの数字（Ｎ）は、１～Ｎの番号が付けられたいくつかの特徴
のうちの１つに関連し、Ｎは、化学構造などの所与の既知の特徴を表し、以下のような３
つの列を含み得る。
【００３５】
【表１】

…
【００３６】
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【表２】

【００３７】
　類似度は、任意のメトリクスによって計算され得る。たとえば、限定ではないが、計算
される類似度は、コサイン類似度、ジャカード／谷本類似度、ピアソン相関、化学構造類
似度メトリクス、またはＣＰＩベースの類似度メトリクスを評価することによって、判定
され得る。
【００３８】
　例示的実施形態では、複数の既知の有害事象特徴テーブルが、構築され得る。既知の有
害事象特徴テーブルは、有害事象特徴をそれらの特徴に対応する既知の薬物または薬物ペ
アと関連付けることができる。たとえば、既知の有害事象特徴テーブルは、頭痛などの特
定の有害事象に関連するすべての薬物ペアのリストを提供することができる。例示的実施
形態では、タイプ１～Ｍの有害事象のいくつか（Ｍ）の既知の有害事象特徴テーブルは、
以下のように二重列テーブルとして提供され得る。
【００３９】

【表３】

…
【００４０】
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【表４】

【００４１】
　例示的実施形態では、多次元候補有害事象テーブルは、特徴類似度テーブルおよび有害
事象特徴テーブルに基づいて構築することができる。いくつかの実施形態では、多次元候
補有害事象テーブルは、薬物を比較するための複数の構造化および非構造化データソース
からの複数の薬物類似度測度を含む。薬物は、任意の既知の特徴に基づいて比較すること
ができる。薬物を比較するために使用することができる例示的比較特徴は、薬物代謝酵素
ベースの類似度、薬物作用機構ベースの類似度、薬物生理作用ベースの類似度、ＣＰＩプ
ロファイルベースの類似度、経路ベースの類似度、遺伝子ベースのトポロジ類似度、化学
構造類似度、薬物剤標的類似度、作用部位・薬物効・化学構造別分類システムベースの類
似度、およびＤｒｕｇＢａｎｋカテゴリを含むが、これらに限定されない。さらに、単一
の既知の特徴について、複数のソースからのデータが、収集および比較され得る。例示的
候補有害事象テーブルは、以下の形式でもよい。
【００４２】

【表５】

【００４３】
　例示的実施形態では、監視された機械学習プロセス（たとえば、ロジスティック回帰）
が、薬物有害事象を予測することができる分類器を既知の有害事象テーブルから判定する
ために実行される。いくつかの実施形態では、ロジスティック回帰は、珍しい事象を補正
することができる。ロジスティック回帰は、たとえば、各候補の機械学習特徴ベクトルを
作成するために、多次元候補有害事象テーブルおよび既知の有害事象テーブルを使用して
、実行することができる。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、追加の機械学習特徴が、不完全な類似度マトリックスを補正
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するために作成される。不完全な類似度マトリックスは、たとえば、複数のソースの各々
が、考慮されるすべての薬物および薬物特徴のサブセットのみについてのデータを提供す
る結果をもたらし得る。薬物特徴の低類似度ベースの予測を有する所与の候補について、
たとえば、欠けている情報と存在するが類似度スケールで高いまたは低い情報とを区別す
ることが望ましいことがある。類似度メトリクｓｉｍについて、いくつかの実施形態では
、新しい較正特徴が、既知の薬物有害事象データおよび特徴データのセットとは独立して
定義され得る。
　　１）薬物ｄおよび類似度メトリクｓｉｍについて、較正特徴FeatureAvg(d,sim)は、
他のすべての既知の薬物に対する薬物ｄの平均（すなわち、算術平均）類似度を見積もる
。それは、以下のように計算される。
　　FeatureAvg(d, sim) = ΣX∈Drugs-{d}sim(d,X)/(|Drugs|-1)、但し、Drugsは、すべ
ての薬物のセットであり、|Drugs|は、薬物の総数である。
　　２）薬物ｄおよび類似度メトリクｓｉｍについて、較正特徴FeatureStd(d,sim)は、
ランダム変数Y = sim(d,X)の標準偏差を見積もり、但し、Ｘは、ｄとは異なる薬物である
（すなわち、X∈Drugs-{d}）。
【００４５】
　例示的実施形態では、本方法は、特徴類似度を重み付けして、比較的珍しい特徴か比較
的一般的な特徴かを説明するステップを含む。いくつかの実施形態では、特徴類似度は、
ポピュラーな特徴を割り引いて考えるように重み付けされる。例示的実施形態では、ポピ
ュラーな特徴は、以下に従って、比較的珍しい特徴により多くの重みを割り当てるために
、逆文献頻度（IDF: Inverse Document Frequency）を使用することによって割り引いて
考えることができる。
　　IDF(t,Drugs) = log((│Drugs│+1)/(DF(t, Drugs)+1))
但し、Drugsは、すべての薬物のセットを表し、ｔは、作用機構または生理作用などの特
徴を表し、そして、DF(t, Drugs)は、特徴ｔを有するDrugsにおける薬物の数を表す。例
示的実施形態では、重み付けは、コサイン類似度を計算する前など、特徴類似度を計算す
る前に行われる。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、ロジスティック回帰は、有害事象予測評価を行う。有害事象
予測評価は、候補薬物または薬物ペアまたは候補薬物－患者ペアの薬物有害事象の信頼水
準を表す。例示的実施形態では、有害事象予測評価は、少なくとも部分的に、１つまたは
複数の非候補薬物または薬物ペアの既知の薬物データに基づく。例示的実施形態では、有
害事象予測評価は、０と１の間の値である。いくつかの実施形態では、有害事象予測評価
は、候補薬物が一般集団に投与されるときに薬物有害事象が生じる信頼水準を表す。いく
つかの実施形態では、有害事象予測評価は、候補薬物が特性または病歴を定義された患者
に投与されるときに薬物有害事象が生じる信頼水準を表す。いくつかの実施形態では、有
害事象予測評価は、候補薬物が特定の患者に投与されるときに薬物有害事象が生じる信頼
水準を表す。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、有害事象予測評価は、候補薬物ペアが一般集団に投与される
ときに薬物有害事象が生じる信頼水準を表す。いくつかの実施形態では、有害事象予測評
価は、候補薬物ペアが特性または病歴を定義された患者に投与されるときに薬物有害事象
が生じる信頼水準を表す。いくつかの実施形態では、有害事象予測評価は、候補薬物ペア
が特定の患者に投与されるときに薬物有害事象が生じる信頼水準を表す。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、候補薬物または薬物ペアまたは薬物－患者ペアの有害事象予
測評価および有害事象特徴は、ユーザ・インターフェースに送られる。いくつかの実施形
態では、複数の候補薬物または薬物ペアまたは薬物－患者ペアの有害事象予測評価および
有害事象特徴は、ユーザ・インターフェースに送られる。
【００４９】
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　ここで図６を参照すると、例示的実施形態による薬物有害反応を予測するための方法５
００の流れ図が示される。ブロック５０２に示すように、方法５００は、特徴データおよ
び薬物有害事象データを含む、既知の薬物データを受信するステップを含む。次にブロッ
ク５０４に示すように、方法５００は、患者健康記録データを受信するステップを含む。
図６は、患者データを受信するステップより前に薬物データを受信するステップを示すが
、いくつかの実施形態では、患者健康記録データは、薬物データの受信より前に、または
それと同時に、受信され得ることが理解されよう。ブロック５０６に示すように、方法５
００は、非候補薬物または薬物ペアおよび各薬物または薬物ペアの計算された特徴類似度
を含む１つまたは複数の特徴類似度テーブルを構築するステップを含む。ブロック５０８
に示すように、方法５００は、患者ペアおよび各患者ペアの計算された患者特徴類似度を
含む患者状態類似度テーブルを構築するステップを含む。方法５００はまた、ブロック５
１０に示すように、複数の個々の患者薬物相互作用および患者－薬物相互作用特徴を含む
既知の単一薬物有害事象テーブルを構築するステップを含む。方法５００はまた、ブロッ
ク５１２に示すように、多次元候補有害事象テーブルを構築するステップを含む。例示的
実施形態では、候補有害事象テーブルは、候補薬物－患者ペアと、各ペアについての、複
数の計算された特徴類似度とを含む。次に、ブロック５１４に示すように、方法５００は
、ロジスティック回帰を実行するステップを含む。方法５００はまた、ブロック５１２に
示すように、１つまたは複数の有害事象特徴の候補薬物または薬物ペアの有害事象予測評
価を計算するステップを含む。
【００５０】
　患者健康記録データは、医療保健専門家によって収集され、記録に含むことができる患
者に関連する任意の情報を含む。そのような情報は、年齢、性別、または民族性、現在の
医学的状態、以前の医学的状態、現在の症状、以前の症状、身長、体重、ゲノムデータ、
現在のおよび以前の投薬物、または現在のおよび以前の有害事象を含む、人口統計学的デ
ータを含むが、これらに限定されない。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、いくつか（Ｍ）の患者状態類似度テーブルが構築される。患
者状態類似度テーブルは、特徴１～Ｍに関連させることができ、患者ペアおよび各患者ペ
アの計算された患者特徴類似度を含み得る。患者特徴類似度は、任意の使用可能な手段に
よって、コサイン類似度などの既知の類似度メトリクスを使用して、計算することができ
る。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、多次元候補有害事象テーブルは、候補薬物－患者ペアと、患
者の各ペアについての、複数の計算された特徴類似度とを含む。たとえば、一連の個々の
患者は、単一の候補有害事象テーブル内の頭痛の発生に基づいて、互いに比較することが
できる。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、候補有害事象テーブルは、少なくとも部分的に、いくつかの
特性または特徴に基づいて患者を比較する複数の患者類似度を含む多次元患者プロファイ
ルに基づく。
【００５４】
　ここで図７を参照すると、例示的実施形態による薬物有害反応を予測するための方法に
おいてポピュラーな用語を割り引いて考えるための方法６００の流れ図が示される。ブロ
ック６０２に示すように、方法６００は、すべての既知の薬物を含むデータ・セットＤを
受信するステップを含む。次に、方法６００は、ブロック６０４に示すように、定義され
た生理作用または作用機構を有するＤ内の薬物の数を計算するステップを含む。方法６０
０はまた、ブロック６０６に示すように、定義された生理作用の逆文献頻度を計算するス
テップを含む。次に、ブロック６０８に示すように、方法６００は、特徴類似度を計算す
る前に逆文献頻度を使用して生理作用または作用機構を重み付けするステップを含む。
【００５５】



(15) JP 2017-84350 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

　ここで図８を参照すると、例示的実施形態による薬物有害反応を予測するための方法７
００の流れ図が示される。ブロック７０２に示すように、方法７００は、特徴データおよ
び薬物有害事象データを含む、既知の薬物データを受信するステップを含む。次にブロッ
ク７０４に示すように、方法５００は、患者健康記録データを受信するステップを含む。
ブロック７０６に示すように、方法７００は、薬物有害反応訓練リポジトリを構築するス
テップを含む。薬物有害反応訓練リポジトリは、いくつかの実施形態では、特徴類似度テ
ーブル、既知の有害事象特徴テーブル、患者状態類似度テーブル、または既知の単一薬物
有害事象テーブルのうちの１つまたは複数を含み得る。ブロック７０８に示すように、方
法７００は、多次元患者プロファイルを構築するステップを含む。次に、ブロック７１０
に示すように、方法７００は、多次元薬物プロファイルを構築するステップを含む。多次
元薬物プロファイルは、複数の構造化および非構造化データソースからの特徴を含む候補
有害事象テーブルを含み得る。次に、方法７００は、ブロック７１２に示すように、多次
元患者－薬物プロファイルを構築するステップを含む。ブロック７１４に示すように、方
法７００は、類似度ベースの予測特徴を構築するステップを含む。ブロック７１６に示す
ように、本方法は、較正特徴を構築するステップを含む。次に、ブロック７１８に示すよ
うに、方法７００は、薬物有害反応分類器を構築するステップを含む。
【００５６】
　一例では、多次元患者プロファイルは、様々な視点から患者を比較する。患者は、たと
えば、年齢、性別、人種、ゲノムデータ、現在の健康状態、および以前の状態などの属性
を含むプロファイルによって表すことができる。複数の類似度測度が、様々な患者特徴ま
たは特性について計算され得る。
【００５７】
　例示的実施形態では、多次元患者－薬物プロファイルは、多次元患者プロファイルと多
次元薬物プロファイルからの情報を結合させる類似度測度を計算することによって、ｍ人
の患者とｍ人の患者によって使用されるｎセットの薬物とを比較することができる。たと
えば、多次元患者－薬物プロファイルは、患者識別子、患者によって摂取された薬物、お
よび関連有害事象を含む、多数のデータ・セットを含み得る。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、患者識別子、患者によって摂取された薬物、および関連有害
事象を含む各データ・セットについて、類似度ベースの予測特徴が計算され、ここで、類
似度ベースの予測特徴は、候補有害事象テーブルの列内の値に対応する。類似度ベースの
予測特徴は、薬物有害反応訓練リポジトリ内の上位Ｋの最も類似する既知の患者－薬物プ
ロファイルの平均によって表すことができる。
【００５９】
　例示的実施形態では、方法は、特定の患者が経験する可能性がある薬物有害事象を予測
する薬物有害事象分類器を構築するステップを含む。いくつかの実施形態では、薬物有害
事象分類器は、有害薬物訓練リポジトリに基づいて、および目標患者特性もしくは患者医
療記録データに少なくとも部分的に基づいて、患者に個別化された有害事象予測評価を計
算する。いくつかの実施形態では、薬物有害事象分類器は、患者に個別化された有害事象
特徴を計算する。一実施形態では、薬物有害事象分類器は、患者に個別化された薬物有害
事象の特質を提供する。一実施形態では、薬物有害事象分類器は、患者に個別化された薬
物有害事象の原因を提供する。もう１つの実施形態では、薬物有害事象分類器は、患者に
個別化された薬物有害事象の機構を提供する。もう１つの実施形態では、薬物有害事象分
類器は、患者に個別化された薬物有害事象の重大性を提供する。
【００６０】
　たとえば、いくつかの候補薬物と向き合い、特定の患者を治療したいと考える医師は、
どの候補薬物を処方するかを選択する前にあらゆる起こり得る有害事象を知ろうとするこ
とがある。医師は、薬物有害事象訓練リポジトリを使用して多次元患者－薬物プロファイ
ルおよび類似度ベースの予測特徴を構築してどの候補薬物を処方するかを判定することが
できる。たとえば、医師は、候補薬物をユーザ・インターフェースに入力し、出力として
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、候補薬物のうちのいくつかが重大な有害事象をもたらす可能性が高いという指示を受信
し得る。たとえば、出力は、同様の集合の患者で昏睡状態をもたらした別の薬物との化学
類似度に基づいて、第１の薬物が昏睡状態をもたらす可能性があると指示することが可能
である。それにより、医師は、別の候補薬物を選択して第１の薬物の処方を避けることが
できる。出力は、たとえば、２つの候補薬物は頭痛をもたらす可能性があるが、患者の性
別に基づいて、候補薬物のうちの１つは軽い頭痛をもたらす可能性だけがあるというよう
に、頭痛の重大性が異なる可能性があると指示することができる。出力は、医師に有害事
象をもたらす可能性がある候補を知らせる。出力はまた、有害事象の特質および重大性を
医師に知らせることができる。医師は、次いで、出力を受信した後に、最適な薬物を患者
に処方することができる。
【００６１】
　もう１つの例では、既知の薬物と向き合う科学者が、いくつかの構造的類似物のどれを
臨床前または臨床試験において追跡するかを判定しようとすることがある。科学者は、候
補薬物情報をプロセッサに提供することができる。プロセッサは、いくつかの有害事象特
徴に基づいて各候補の有害事象予測評価を計算し、その評価を科学者に出力することがで
きる。プロセッサは、最も有利なものから最も不利なものまで様々な特徴に基づいて候補
薬物をランク付けすることができる。科学者は、次いで、最も高くランク付けされた薬物
で臨床前または臨床試験を続けることができる。
【００６２】
　本発明は、システム、方法またはコンピュータ・プログラム製品あるいはその組合せで
もよい。コンピュータ・プログラム製品は、本発明の態様をプロセッサに実施させるコン
ピュータ可読プログラム命令を有する１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体を含み
得る。
【００６３】
　コンピュータ可読記憶媒体は、命令実行デバイスによって使用するための命令を保持お
よび記憶することができる有形デバイスでもよい。コンピュータ可読記憶媒体は、たとえ
ば、電子記憶装置、磁気記憶装置、光記憶装置、電磁気記憶装置、半導体記憶装置、また
は、前述の任意の適切な組合せでもよいが、これらに限定されない。コンピュータ可読記
憶媒体のより具体的な例の包括的でないリストは、ポータブル・コンピュータ・ディスケ
ット、ハード・ディスク、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（
ＲＯＭ）、消去可能プログラム可能読取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭまたはフラッシュ・メ
モリ）、スタティック・ランダム・アクセス・メモリ（ＳＲＡＭ）、ポータブル・コンパ
クト・ディスク読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）
、メモリ・スティック、フロッピー（R)・ディスク、パンチカードまたは命令が記録され
た溝の中の隆起した構造などの機械的にコード化されたデバイス、および、前述の任意の
適切な組合せを含む。本明細書では、コンピュータ可読記憶媒体は、電波または他の自由
に伝播する電磁波、導波管または他の伝送媒体を介して伝播する電磁波（たとえば、光フ
ァイバ・ケーブルを通過する光パルス）、または、ワイヤを介して送信される電気信号な
ど、一時的信号として正確な意味において解釈されるべきではない。
【００６４】
　本明細書に記載のコンピュータ可読プログラム命令は、コンピュータ可読記憶媒体から
それぞれのコンピューティング／処理デバイスに、あるいは、ネットワーク、たとえば、
インターネット、ローカル・エリア・ネットワーク、ワイド・エリア・ネットワークまた
はワイヤレス・ネットワークあるいはその組合せを介して外部コンピュータもしくは外部
記憶装置にダウンロードされ得る。ネットワークは、銅伝送ケーブル、光伝送ファイバ、
ワイヤレス伝送、ルータ、ファイアウォール、スイッチ、ゲートウェイ・コンピュータま
たはエッジ・サーバあるいはその組合せを備え得る。各コンピューティング／処理デバイ
ス内のネットワーク・アダプタ・カードまたはネットワーク・インターフェースは、ネッ
トワークからコンピュータ可読プログラム命令を受信し、それぞれのコンピューティング
／処理デバイス内のコンピュータ可読記憶媒体に記憶するためにコンピュータ可読プログ
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ラム命令を転送する。
【００６５】
　本発明の動作を実行するためのコンピュータ可読プログラム命令は、アセンブラ命令、
インストラクション・セット・アーキテクチャ（ＩＳＡ）命令、機械命令、機械依存命令
、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、あるいは、Ｓｍａｌｌｔａｌ
ｋ（R)、Ｃ＋＋などのオブジェクト指向プログラミング言語および「Ｃ」プログラミング
言語または同様のプログラミング言語などの従来の手続き型プログラミング言語を含む任
意の組合せの１つまたは複数のプログラミング言語で書かれたソース・コードまたはオブ
ジェクト・コードのいずれかでもよい。コンピュータ可読プログラム命令は、ユーザのコ
ンピュータで完全に、ユーザのコンピュータで部分的に、スタンドアロン・ソフトウェア
・パッケージとして、ユーザのコンピュータで部分的におよびリモート・コンピュータで
部分的にまたはリモート・コンピュータもしくはサーバで完全に実行することができる。
後者のシナリオでは、リモート・コンピュータは、ローカル・エリア・ネットワーク（Ｌ
ＡＮ）またはワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）を含む、任意のタイプのネットワ
ークを介してユーザのコンピュータに接続することができ、あるいは、接続は、外部コン
ピュータに行われてもよい（たとえば、インターネット・サービス・プロバイダを使用し
てインターネットを介して）。いくつかの実施形態では、たとえば、プログラマブル・ロ
ジック回路、フィールドプログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、またはプログラ
マブル・ロジック・アレイ（ＰＬＡ）を含む電子回路は、本発明の態様を実行するために
、コンピュータ可読プログラム命令の状態情報を使用して電子回路を個別化することによ
って、コンピュータ可読プログラム命令を実行することができる。
【００６６】
　本発明の態様は、本発明の実施形態による方法、装置（システム）、およびコンピュー
タ・プログラム製品の流れ図またはブロック図あるいはその両方を参照して本明細書で説
明される。流れ図またはブロック図あるいはその両方の各ブロック、ならびに、流れ図ま
たはブロック図あるいはその両方のブロックの組合せは、コンピュータ可読プログラム命
令によって実装され得ることが理解されよう。
【００６７】
　これらのコンピュータ可読プログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラム可能
データ処理装置のプロセッサを介して実行する命令が、流れ図またはブロック図あるいは
その両方の１つまたは複数のブロックで指定された機能／動作を実装するための手段を作
り出すように、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または他のプログラム可能データ
処理装置のプロセッサに提供されてマシンを作り出すものであってよい。これらのコンピ
ュータ可読プログラム命令はまた、命令が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体が、流れ
図またはブロック図あるいはその両方の１つまたは複数のブロックで指定された機能／動
作の態様を実装する命令を含む製品を備えるように、コンピュータ可読記憶媒体に記憶さ
れ、コンピュータ、プログラム可能データ処理装置または他のデバイスあるいはその組合
せに特定の形で機能するように指示するものであってもよい。
【００６８】
　コンピュータ可読プログラム命令はまた、コンピュータ、他のプログラム可能装置、ま
たは他のデバイスで実行する命令が、流れ図またはブロック図あるいはその両方の１つま
たは複数のブロックで指定された機能／動作を実装するように、コンピュータ実装プロセ
スを作り出すべく、コンピュータ、他のプログラム可能データ処理装置または他のデバイ
スにロードされ、コンピュータ、他のプログラム可能装置または他のデバイスで一連の動
作ステップを実行させるものであってもよい。
【００６９】
　図中の流れ図およびブロック図は、本発明の様々な実施形態によるシステム、方法、お
よびコンピュータ・プログラム製品の起こり得る実装形態のアーキテクチャ、機能、およ
び動作を説明する。これに関連して、流れ図またはブロック図内の各ブロックは、指定さ
れた論理機能を実装するための１つまたは複数の実行可能命令を備える、モジュール、セ
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れた機能は、図に示された順番以外で生じ得る。たとえば、連続して示された２つのブロ
ックは、実際には、実質的に同時に実行されることがあり、あるいは、それらのブロック
は、関連する機能に応じて、時に、逆の順番で実行されることがある。ブロック図または
流れ図あるいはその両方の各ブロック、ならびに、ブロック図または流れ図あるいはその
両方のブロックの組合せは、指定された機能もしくは動作を実行するまたは専用ハードウ
ェアおよびコンピュータ命令の組合せを実行する専用ハードウェアベースのシステムによ
って実装することができることにも留意されたい。
【符号の説明】
【００７０】
　１０　クラウド・コンピューティング環境
　１２　コンピュータ・システム／サーバ
　１４　外部デバイス
　１６　プロセッサまたは処理装置
　１８　バス
　２０　ネットワーク・アダプタ
　２２　入力／出力インターフェース
　２４　ディスプレイ
　２８　システム・メモリ
　３０　ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）
　３２　キャッシュ・メモリ
　３４　ストレージ・システム
　４０　プログラム／ユーティリティ
　４２　プログラム・モジュール
　５０　クラウド・コンピューティング・ノード
　５４Ａ　携帯電話
　５４Ｂ　デスクトップ・コンピュータ
　５４Ｃ　ラップトップ・コンピュータ
　５４Ｎ　自動車コンピュータ・システム
　６０　ハードウェアおよびソフトウェア層
　６２　仮想化層
　６４　管理層
　６６　作業負荷層
　１０２　データ・サービス・ネットワーク・システム
　３００　アプリケーション・ユーザ・インターフェース
　３０２　入力
　３０４　出力
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