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中村春木 (チームリーダー) 
本研究はNEDO事業「生体高分子立体構造情報解析技術」および経済産業省「生体
高分子立体構造情報解析技術」「創薬加速に向けたタンパク質構造解析基盤技術開
発 」として行われた。 

myPresto version 4 公開（２００８年 ３月～）   

配布 
平成16年1月：17機関 

平成16年12月：20機関 

平成18年3月：20機関 

平成19年2月：17機関 

その後約1000回ダウンロード 

された（重複はカウントしない） 

現在利用中の企業 

・アステラス製薬 

・塩野義製薬 

・三井化学 

・三和化学 

・東レ 

・ＮＥＣ 

など 

大学・研究機関など 



DOWNLOAD 





背景にある理論 



シミュレーションとは？ 





History 

技術革新とアルゴリズムの進化に伴い、夢が現実になりつつある。 



シミュレーションの必要性の根拠 



計算が速くなるということの意味 



 Tough international competition 

Predict 

Reproduce 

Education Innovation 

Produce 

Industry 



大規模計算が可能になった 



Public Data Simulation On-memory DB 



薬物探索プログラム・データベースの開発と実践 

主任研究員（専任）福西 快文・併任 中村 春木（阪大） 

産業技術総合研究所・バイオメディシナル情報研究センター 
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【ＩＴ産業への普及効果】 

○ソフトウェア製品への組み込み・販売： ㈱フィアラックス 

○受託研究サービス・myPrestoのコンサルティング（各社環境への組み込み）： 

 日立東日本ソリューションズ 

○ベンチャー企業によるmyPrestoの環境構築など： 

  ＨＰＣテクノロジーズ、ナベインターナショナル等 

myPresto (Medicinally Yielding Protein 

 Engineering Simulator) 

【プログラム公開】 myPresto 
（2008年3月より一般公開） 

（日本語ページ） ダウンロード数：  757 件 
（英語ページ）   ダウンロード数：  174 件 

国内唯一、フリーで利用できる創薬のために開発された実用プログラム 



実際の使用方法 





薬が効く＝病気が治療できる。 

 

病気を治療するには＝薬を創る 

医療ニーズの高い疾患 
（癌だけではない） 

薬の効き具合と 
治療の満足度の相関 
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「低い枝になる大きな実は取り尽した。後には、高い枝になる小さな実が残された」 

解熱鎮痛剤、 

大衆薬 

難病、 

個別疾患薬 

（テーラーメイド） 

150年前 
アスピリン 

現代 
ロフェコキシブ 

副作用・大 

年間5万トン・100億錠 

副作用・小、販売中止 

100年前 サルバルサン 

1/1000で失明・死亡 

「魔法の弾丸」歓迎 

タミフル 
1/10万人で異常行動？ 

社会問題 

・開発容易な医薬が開発しつく
された。 

 容易な医薬≠重要な医薬 

・医療に対する厳しい評価。 

・薬価切り下げなどによる開発
への圧力 

・開発のスピード競争（最初の
６剤がその疾患の治療薬の
シェア大半を占める） 

解決策：計算機支援 
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LEAD 

開発候補化
合物 

上市医薬品 

疾患標的分子 

in vitro assay 

in vivo assay 

標的 
•蛋白分子 
•細胞 

病態ﾓﾃﾞﾙ
動物 

ヒト 

HIT 

LEAD化合物最適化 

臨床開発  (7-8 years ) 

アステラス製薬：藤田氏による 

創薬研究の流れ 

現在の我々の研究分野 

LEAD化合物探索 
 ・実験による網羅的な探索    
 ・計算機による 

in silico スクリーニング 
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第一種基礎研究 

（発見・解明） 

第二種基礎研究 

（融合・適用） 

製品化研究 

（実用化） 

本研究の位置づけ 

分子動力学シミュ
レーションによる蛋白
質のモデリング・結合
自由エネルギーの計
算 

化合物データ 

ベースの作成 

蛋白質ー薬物ドッキング計算・in 

silicoスクリーニング手法の開発 

ＢＩＲＣ・構造情報解析研究チームでの研究課題と、
その位置づけ。 

赤枠部分が今日の主題 
米国

日本

欧州

世界の新薬年間25品目の内訳 

日本の新薬開発は意外に多い 

イノベーション 

全く新しい薬物スク
リーニング計算手法
の開発に成功 
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イノベーション 

全く新しい薬物スク
リーニング計算手法
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製薬産業は、「人助け」ではなく、国防の一部であり、 

医薬品は、戦略物資と考えられている。 

 

製薬後進国の猛烈な追い上げ 

中国は、製薬メーカの研究開発費の７３％を国庫補助 

韓国は、製薬メーカの研究開発費に19億ドルで国庫補助 

 

米国、フランスはGDPの１．２％を製薬研究に投入 
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myPresto ：タンパク質等のモデリング、膜タンパク質等のシミュレーション、 

 薬物ドッキング・スクリーニングのためのプログラム群 
平成１２年度より１０年にわたり自主開発してきた。 

myPresto 構造探索 

情報解析 

LigandBox:化合物データベース 

蛋白質データベース 

長時間シミュレーション 

ラフスクリーニングのためのドッキングエンジン 

トポロジー生成エンジン（蛋白質、低分子） 

ＭＤ計算による構造探索エンジン 

cosgene の計算結果の解析ツール、ｅｔｃ． 

sievgene 

tplgene / tplgeneL 

cosgene 

各種ツール 

蛋白質などの  
モデリング 

膜蛋白質の 
計算 

薬物ドッキング・ 

薬物スクリーニング 

sievgene ：ラフなドッキング 

tplgene/tplgeneL ：分子（蛋白質、低分子）の準備 

cosgene ：構造探索エンジン ツール 

MTS/DSI ：スクリーニング 



【計算速度】 

【予測精度】 

ソフト Sievgene S社(SP) S社（XP)

平均時間 1.52 10.5 185

化合物当りの計算時間(秒/化合物) 

７倍から１２０倍高速 
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Sievgene(2007)

Sievgene(マニュアル構造)

Glide(マニュアル構造)

myPrestoとS社(SP)製品の比較 

In-silicoドッキング計算を活用した実証研究 （三井化学アグロ分室） 

評価化合物数 ヒット化合物数  ヒット率 

   187                     23                  12.3％ 

【 in vitro阻害実験】 

数社で検討した結果、 
myPrestoは、 
市販ソフトより約１０－１００倍高速で、 

１０倍以上のヒット率（活性化合物が発見される
率） 
が高いことが分かった。 
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市販化合物は全世界で７００万件。 

数百社がカタログ(化合物の2次元の絵)とともに販売している。 

LigandBox 
 約１２００万 化合物  

In-silicoスクリーニング
ソフトウェア 

化合物カタログ情報 myPrestoで3D化し、
電荷も付与。 

（水素、異性体も
発生させる） 

化合物３次元構造データベース：LigandBox の構築 

3次元化された 

リアルな分子の 

データベースを配布 

１０００万件の化合物情報の作成、データベースの構築と配布 
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①タンパク質ー化合物ドッキング計算の概要 

入力分子 

(input molecule) 

配座の発生 

(conformer generation) 

蛋白質への結合 

(attach each conformer) 

相互作用の見積もり 

(evaluate protein-ligand interaction) 最適な複合体モデルの選択 

vdW interaction, Coulomb interaction, 

Hydrogen bond, etc. 
蛋白質ー薬物の結合エネルギー 

（ドッキングスコア）を計算する。 
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RMSD<1A

1A<RMSD<2A

2A<RMSD<3A

RMSD>3A

1mrk:rmsd=0.77Å  

1lic:rmsd=1.60Å  1kjp:rmsd=2.93Å  

myPresto /sievgene:精度比較調査 

132種類の蛋白質での
複合体再現テスト 

56 % の確率で成功 

(RMSD < 2.0Å).  

同一条件で： 

・Gold:56% 

・FlexX:51% 

・DOCK:39% 

世界の一般的な商
用ソフトと同レベル
の精度：速度は10－
100倍高速 

この範囲が正解 
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化合物ライブラリー 

sievgene 

（１）化合物の標的蛋白質へのふるいわけ 

標的 ポケット１ ポケット２ ポケット３ 

（２）ふるいわけられた化合物集合に対す
る通常のin silicoスクリーニング 

新しい薬物スクリーニング法の開発 
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ヒット率（活性化合物が予測によって見つかる確率）は、世界標準ソフトの約１０倍を達成 
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癌転移阻害剤の開発 

HGFポケットへのドッキ
ング 

215 

1069 

HGF (250 pM)  

+ 化合物（215） 

25.0 

12.5 

6.25 

M) None 

HGF 
(250 pM) 

松本 邦夫  金沢大学がん研究所教授 

HGF 

Sema 

PSI 

IPT 

JM 

TK 

Met/HGF 

受容体 

がん組織： 

様々ながんの成

長、浸潤・転移、 

抗癌剤耐性を促

す 
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実績 



(1) 多くの薬物スクリーニング結果があったとき、化合物データベースを
用いて、ヒット化合物が出やすいであろう薬物スクリーニング結果を
選び出す。 

Y. Fukunishi, K. Ono, M. Orita, H. Nakamura, “Selection of in-silico drug screening result by 
using universal active probes (UAPs)”, Journal of Chemical Information and Modeling, 
2010, 50, 1233-1240. 

 

(2) 化合物データベースを用いて、標的蛋白質のポケットの位置を予測
し、かつそのポケットで開発しうる薬物の活性値を予測する。 
Y. Fukunishi, H. Nakamura. “Prediction of ligand-binding sites of proteins by molecular docking 
calculation for a random ligand library”, Protein Science. Vol 20: 95-106 (2011) 

 

 

蛋白質の動的構造変化を考慮した
スクリーニング計算法と 
創薬標的の見当手法の開発 

福西快文 2011/01/28 

37 
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Structure-based drug screening 
（蛋白質の立体構造に基づいた活性化合物探索）の流れ 

標的蛋白質の立体構造の決定 
（X線結晶構造解析やホモロジーモデリング） 

蛋白質は動的に揺らぐので、多数の揺らいだ構造の生成 
（分子動力学計算などによるシミュレーション） 

標的蛋白質への化合物のドッキングによる評価 
(MTS法など各種スクリーニング手法） 

入手可能な化合物 
（数百万件） 
のデータベース化 

ヒット率の高いスクリーニング結果の選択 

化合物の購入・アッセイ実験 

薬物結合ポケットを同定する 

当該プロジェクト 
での成果 

今回の成果 

既存技術 

カテゴリー 

SBDSの流れの 
最初から最後までが 
つながるようになった。 

世界的には70%くらいの精度で 
しか、ポケットが予測できなかった。 
→ 99%程度へ向上させた 

スクリーニング結果はたくさん生成 
できても、どれが正しいか評価する手法 
は存在しなかった→ 選べるようになった 
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☆タンパク質ーリガンド複合体予測 

Protein-ligand docking guided by ligand pharmacophore-mapping experiment by NMR. 

Fukunishi Y, Mizukoshi Y, Takeuchi K, Shimada I, Takahashi H, Nakamura H. 
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☆溶解度予測 
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ご静聴ありがとうございました。 
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