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プラットフォーム

LSKB (Life Science Knowledge Bank)は多くの製薬会社様にターゲット探索用、創薬支援ナリッジソリューション
として利用して頂いています。
LSKBは約60種類のデータソースから1000以上の独自のキュレーションステップを経て構築したデータベースを
搭載しています。その分類は化合物、遺伝子、タンパク質、疾患、組織、アッセイ、症状、生物種間オルソログ、な
ど多岐にわたり、それらの情報は弊社の技術により、クモの糸のように接続され、様々な角度から情報を検索抽
出することができます。これにより、LSKBは標的遺伝子・たんぱく質探索、化合物探索、標的疾患探索など、
様々な目的に応じた情報を提供し、網羅的な化合物と生物学的ナリッジ基盤として複合的な情報解析を実施可
能とします。
LSKBはドラッグディスカバリー、ドラッグリポジショニング、ゲノム・メディカルリサーチまで幅広く利用可能なシス
テムとなっており、すべての情報を網羅的に利用できるとともに、目的に応じて、必要な情報およびツールのみを
セレクトしてシンプルなナレッジツールとして利用することも可能です。（例 Variantアノテーター、Expressionアノ
テーターなど） さらに、疾患診断ツール開発においては、LSKBのデータをリファレンスとして解析ツールに取り
込む事例も有ります。
ご自身の持つ実験データや各種情報を統合することで、オリジナルのナレッジデータベースの構築も可能で研究
所内のコアデータベースシステムとしての利用や、解析パイプラインへの組み込みなど行えます。

ドラッグディスカバリー
特徴的なコンテンツのひとつとして、化合物構造を
基に重複を除いた約7500万の化合物情報があり、
それらはタンパク質情報、活性情報、アッセイ情報
などとつながっており、活性や標的タンパク質、結
合タンパク質、代謝酵素などの 関連性を見出すた
めの化合物を構造の特徴とともにリストアップ可能
とします。
構造検索からは、 PDBのリガンドを収集したデータ
セットに対する部分構造検索により、結合タンパク
質探索が可能です。結合タンパク質の共通性やバ
リエーションなど 構造検索を組み合わせた多面的
な解析を可能にします。またLSKBに統合されてい
るタンパク質を中心に作用のある化合物や活性値、
アッセイ手法などを確認できます。
一方で、遺伝子発現やNGSデータからの解析ツー
ルとしてバリアント解析や発現遺伝子の機能解析
も可能です。これらのアノテーションとしては一般
的な遺伝子およびそれらの機能情報の参照にとど
まらず、LSKBが独自がもつTarget Prioritization手
法、 アッセイによる化合物情報や薬理作用との関
連性 などを利用してゲノム実験データから ター
ゲットを選択することも可能となります。

ゲノム・メディカルリサーチ
ＬＳＫＢでは調べたい疾患の概要、関連遺伝子や変異情報、治
療標的タンパク質や化合物情報まで関連情報を統合して検索
することが可能です。疾患のキーワードや疾患ツリーからの疾
患選択により、その疾患に関わる様々な情報を一覧で表示す
ることが可能です。
さらには発現データからの特定遺伝子、遺伝子群に関する情
報や、ＧＥＯデータベースとの比較情報、次世代シーケンスデー
タ解析から出力される変異にアノテーションを付与するだけで
はなく、直接関与する疾患や化合物、タンパク質とそれに関連
する疾患、実験レベルでの化合物との活性情報などを一度に
取得することができます。特定疾患における遺伝子群の検証や、
疾患パネルの作成、実験結果のアノテーションパイプライン構
築などに利用可能です。
特にLSKBはタンパク質情報や、関連する化合物情報、アッセイ
実験情報がすでに搭載されていると同時に、オリジナルの実験
データ結果の追加なども行えるため、マルチオミックス解析シス
テムとしても利用できます。

LSKB
疾患からの探索






ターゲットタンパク質と候補化合物を探す
公共発現データやシーケンスアーカイブ(SRA)を探す
疾患に関連付けられたSNPsや遺伝子を探す
症状と共出現する文献を参照する

ＬＳＫＢでは調べたい疾患の概要、関連遺伝子や変異情報、治療標的タンパク質や化合物情報まで関連情報を統合して
検索することが可能です。疾患のキーワードや疾患ツリーからの疾患選択、変異解析や発現解析データからの検索も可
能です。
ＬＳＫＢには、NLMの UMLS、MedGen、UniProt各種データベースの収集整理により独自の疾患辞書を作成し、●疾患の
概要、 ● TTD（Therapeutic Target Database)を加えて作った治療標的タンパク質、 ●それらのタンパク質経由の結合・
阻害化合物情報、 ●治療薬の適応症と作用機序、 ●独自でキュレートしたPathwayや GEOによる変動遺伝子、●独自
でマイニングしたSRA（Sequence Read Archive) とそのリンクなどが含まれています。さらに ● dbSNPの基本情報、 ●病
原変異情報などのClinical Signal、 ● dbSNPを経由したOMIM疾患、 ●同一SNPで関連する他の疾患情報、 ●リガンド
近傍の変異部位を3次元構造で表示する機能も含まれます。
また、それらターゲット情報からClinicalTrials.govへリンクして治験情報の取得、標的タンパク質のアッセイ情報から市販
の活性化合物情報を取得することも可能です。 また、eMoleculd社とのシステム相互連携により、LSKBの化合物リストか
ら、eMolecule社の購買システムに直接入ることが可能になっています。

ドラッグリポジショニング
LSKBの化合物および遺伝子情報を中心とした充実したデータベースは、ターゲット予測やターゲット探索機能、さらには
ターゲットが関与する分子機能や関連する疾患情報を有し、これらのデータを複合的に利用したドラッグリポジショニング
ツールとして大変有用です。
公共データベースからの情報マイニング、論文等のテキストマイニングや自社内からの情報も含め、多面的情報を活用
することにより、ターゲット選択への時間とコストを最小限に抑えることが可能です。

Drug Discovery
約7500万の重複を除いた化合物を搭載
LSKBの大きな特徴は、キュレートされたデータベースの１つとして、重複を取り除いた7500万件の化合物が搭載されてい
ることです。
化合物構造はシノニムを含む化合物名と連結し、辞書化されており、辞書内には、アッセイや、特許、治療薬、薬理作用
などの基本アノテーションと PubMed, ZINC, PubChem, ChEMBLなどの外部データソース情報が含まれています。
基本となる化合物構造検索は、ステレオを考慮した完全一致検索、部分構造検索、類似性検索と基本骨格のみに着目し
たMolecular Framework検索などの検索機能を有しています。
構造検索の対象となるデータベースは治療薬、論文に記載のある化合物、特許化合物、低分子コレクション、PDB複合体、
市販化合物などさまざまなカテゴリーの化合物への検索が可能です。
化合物とターゲットは、アッセイの活性値で関連付けられているため、構造検索を利用したターゲットの予測に利用できま
す。

 化合物構造から、ターゲット予測
 構造のSimilarity から Target Prediction
 構造のMolecular Framework を利用して Target Prediction
 候補構造から、ターゲット予測
 Protein/Gene IDの指定により 着目Target（群）に絞り込み
 Target ClassからProtein IDリスト取得
 ターゲットのアフィニティの予測値を算出
 化合物構造から、ターゲット探索
 部分構造から活性化合物のTarget Confirmation
 化合物の構造検索やフレームワーク検索から化合物のプロファイル調査
 Exact Match
 Similarity Search
 Substructure Search
 Molecular Framework Search

Drug Discovery
ターゲット予測
化合物から のターゲット予測

On/Off ターゲットの探索

化合物構造から、ターゲット予測が可能です。
構造のSimilarity、Molecular Framework などからの
検索が可能となっています。

候補構造から、ターゲット予測、Protein/Gene IDの指
定により 着目Target（群）に絞り込みなどの機能を利
用できます。
Target ClassからProtein IDリストを取得可能で、ター
ゲットのアフィニティの予測値を算出できます。

アッセイデータを用いたターゲット予測
アッセイデータを使ってターゲット予測する機能です。
化合物とタンパク質とその活性値を利用した予測を
行います。
この際、構造の類似性や共通Molecular Framework
を持った化合物などを条件として、ターゲットの予測
が可能です。

オリジナルデータをデータベースに登録することで、
ターゲット探索の幅が広がります。

例) Antifungal Active Compound: Arasertaconazole

ターゲット探索
アッセイデータを用いたターゲット
探索
部分構造検索で アッセイデータのヒット構
造を検索して ターゲットを探索する機能で
す。
部分構造から 活性化合物とタンパク質と
その活性値を取りまとめて結果を提示し
ます。
化合物の構造検索やフレームワーク検索
から化合物のプロファイル調査が可能で
す。

ゲノム・メディカルリサーチ
NGS・マイクロアレイデータの機能解析
NGSデータの変異にアノテーションを付与 関連化合物までの情報を取得
次世代シーケンスデータ解析から出力される変異に直接関与する疾患や化合物、タンパク質とそれに関連する
疾患、実験レベルでの化合物との活性情報などを一度に取得することができます。関連疾患での分析、関連化
合物の分析が容易です。




VCFファイルをドラッグ＆ドロップし、SnpEffを実行。アミノ酸置換が影響する化合物とタンパク質を求める
SnpEff基本情報
dbSNP, ClinVarの基本情報
遺伝子・トランスクリプト・タンパク質・PDB立体構造
パスウエイ情報
SNPとそのSNPが関連する疾患 (ClinVar, テキストマイニング）
アミノ酸変異が影響する化合物とタンパク質情報
アミノ酸変異周囲6Åの影響を受けそうな化合物
化合物情報 （結晶構造、化学式等）
活性化合物情報
疾患名から既知SNPsの探索が可能 (Disease Explorer オプションが必要です）
疾患名や疾患ツリーから検索可能
VCFファイルから疾患情報を検索

変異アノテーション 一覧表示

 RNA-Seqやマイクロアレイ解析ファイルにタンパク質、化合物を付与
 ターゲットの絞り込みに利用
 ターゲットから候補化合物を探す
 オントロジーやパスウエイ、疾患を参考にする
 変異解析の結果のＶＣＦファイルに疾患、タンパク質、化合物を付与
 変異に影響しそうな化合物を探索
 変異が関係する疾患を探索

発現解析
遺伝子のアノテーションのみでなく、タンパク質、疾患、Pathway、GO、ドメイン、PDB化合物、阻害、結合化合物と
活性値などの情報を一度に閲覧でき、特に化合物情報が豊富で、購入可能な化合物を検索できることが特徴です。
RNA-Seqやマイクロアレイデータの遺伝子やタンパク質の優先順位付けをさまざまな方向から行います。
また、このツールは遺伝子と関係がある活性化合物を取得できる、●情報の少ない遺伝子・タンパクの機能を結合
化合物の作用から推定、 ● in vitro assayに用いる化合物の探索を通じてGene-Phenotype間の相関解析、 ●実測
されたアッセイ情報を用いて遺伝子の化合物標的としての評価なども行えます。
発現値からの統計処理
実験データと共に２０種類以上のアノテーションを表示
詳細遺伝子情報
関連疾患情報
タンパク質への自動変換とそれらに関わる活性化合物情報
阻害・結合化合物探索
強力なフィルターで知りたい方向から優先付け
ヒト遺伝子へのオルソログ変換

ゲノム・メディカルリサーチ
化合物による生体反応の機能解析
メカニズム解析
毒性や細胞などに対して化合物処理による生物学的変化のメカニズム解析をサポートします。
化合物により、予測されるターゲットおよびその類似タンパク質と、変化時のマイクロアレイなどの遺伝子の発現変動とを比較すること
で機能やパスウェイとともに解析する機能です。
LSKBは、多数の化合物－タンパク質間の相互作用を搭載し、ゲノムやタンパク質情報から、それらをターゲットとしている化合物を探索
することが可能です。また逆にゲノムや遺伝子、タンパク質から保存されたドメイン情報を使いアッセイ情報を経由して活性化合物を探
すパイプラインも搭載しています。
LSKBに搭載しているChEMBLや、PubChem BioAssayのアッセイと活性化合物情報、PDB上のタンパク質とリガンド複合体をはじめとし、バ
イオロジカルなパスウェイ、疾患などの表現型、組織などの情報までの連携されたデータをマイニングすることで機能や相互作用をさま
ざまな角度から比較検討できます。

ターゲットの優先付

 遺伝子やタンパク質に約２０のアノテーションを一度に付ける
 パスウエイ、疾患、タンパク質、アッセイターゲットと阻害
結合化合物など付与
 PDB上のリガンドとタンパク質を取得し、構造検索に利用可能
 ドメインを経由して、アッセイターゲットと阻害・結合化合物を取得
 KinaseやGPCRなどのタンパク質クラスからの機能推定

多くのターゲット候補から関連情報をもとに優先付を行う機能です。
発現解析の結果や、遺伝子のリストからパスウェイや機能、関連疾患やPathogenicなクリニカルシグナルなどを考慮、アッセイターゲッ
トに活性化合物、PDB複合体情報を加えて作用する化合物情報から総合的に検証し、ターゲットの優先順位を決定できます。

メタボローム・遺伝子発現のマルチオミックス解析
遺伝子、ゲノム、疾患、化合物、タンパク、その他情報および解析ツール以外にも、ＬＳＫＢにはGC-MS解析データからターゲットタン
パク質の探索、遺伝子発現データとGC-MS メタボローム解析の比較検討、共通変動タンパク質やパスウェイの解析などマルチオ
ミックス解析に向けた機能を追加可能となっています。
独自の解析結果やデータベースを追加していくことでオリジナルの解析システムの構築を短期間で行えます。

遺伝子やゲノム情報と疾患化合物情報を複合的に解析可能にするLSKB
60種類以上の化合物、遺伝子、タンパク質、疾患などに関連す
るデータベースからのマイニング情報搭載
複数の遺伝子名、ＩＤ、ゲノムポジション等から興味ある情報を一
覧で表示
複数のデータソースからの複合的情報の抽出
遺伝子やゲノム位置情報から様々な検索結果表示
遺伝子/タンパク質機能情報
SNPおよび疾患情報
遺伝子/タンパク質と化合物との相互作用情報
遺伝子/タンパク質の優先順位付
遺伝子に関連するSNPs, ClinVar情報の展開
病原性や良性SNPsなどを展開
7500万以上の重複を除いた化合物情報と様々なアノテーション
情報搭載

疾患と関連する化合物情報、アッセイ情報を一覧で表示
独自実験情報およびデータの登録と複合的な情報抽出
複数のデータベース検索を行う手間を省き、ほしい情報に簡
単にたどり着く
データ管理機能によりマイクロアレイデータ、シーケンスデータ
解析結果を実験情報や表現型とともに登録可能。
実験データは、シームレスに遺伝子機能、miRNAや疾患、治療
薬、類似の実験などと連携し、参照可能
探索対象の遺伝子が有意に作用した実験を検索
独自実験情報と、既存LSKB情報をクロスで検索可能に。公共
データと独自データの比較が可能。

解析
受託
開発

受託解析
LSKBデータベースは様々なアプリケーションで利用、
応用可能です。ご自身で利用するのが困難なかた、
結果だけほしい方には受託サービスが最適です。多
彩なデータセット間を目的に応じて使い分けし、結果
をお返しします。

バイオインフォマティクス・
アノテーションスペシャリスト

オン・オフターゲット探索
ドラッグリポジショニング探索

パイプライン構築
システムインテグレーション

マルチオミックスによるタンパク質探索

LSKBデータベースと探索パイプラインを自
社システムとインテグレーションを行うサービ
スです。
LSKBを利用することで、大幅に費用対効果
が期待できます。

テキストマイニングによる有意疾患、化合物の探索

NGS、遺伝子発現データからの有意タンパク質探索

その他ご要望に応じた探索

NGSパイプラインでの癌ドライバ遺伝子の探索やタンパク質構構造変化によ
る結合リガンドへの影響など、SNV, CNVの影響によって生じる化合物の影響
など、一般的には困難とされるパイプラインを容易に組み込むことができます。
ダッソー・システム・ビオビア社のPipeline Pilotのプロトコルサポートと、同Web
サービスからのLSKBデータの参照。
その他、ご要望に応じたインテグレーションを実施します。

探索化合物の購入
eMolecules社は創薬開発を加速するために、化合物購入のためのeコマース、化合物の収集、スクリーニングの
ための解析サービス等を提供している米国の会社です。化合物のビルディングブロックの他、主な抗体を創薬の
各分野の研究者に供給しており、化合物の価格や在庫を比較しながら購入できることが特徴です。今回ワールド
フュージョンとeMolecule社の提携によりLSKBで探索した化合物や抗体を直接購入できる仕組みができました。

お問い合わせはこちらへ

株式会社ワールドフュージョン
東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-12 油商会館ビル2F
TEL. 03-3662-0521 oshirase@w-fusion.co.jp
http://www.w-fusion.co.jp

