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英国セミナー「創薬におけるビッグデータとAI」の開催について 

 

この度、英国総領事館では、7月26日（木）に英国セミナー「創薬におけるビッグデータ

とAI」と題して、別添のとおりセミナーを開催することとなり、関西医薬品協会も協力を

行うことになりました。 

つきましては、本セミナーへの参加希望の方は、7月 23日（月）までに関西医薬品

協会ホームページ上（ http://www.kpia.jp/ ）の「講演会等受付システム」よりお申

し込み頂きますようお願い申し上げます。 

 



   
英国セミナー「創薬におけるビッグデータと AI」 
Big Data and AI in Drug Discovery – resources and developments 
Supported by:  Kansai Pharmaceutical Industries Association and Osaka Chamber of Commerce and Industry 
 
平素より、英国総領事館の活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 
 
この度、英国総領事館と欧州バイオインフォマティクス研究所（EMBL-EBI）では、関西医薬品協会と大阪商工会議所の

後援を得て、7 月 26 日（木）に「創薬におけるビッグデータと AI」をテーマにセミナーを開催する運びとなりました。創薬や

プレシジョン・メディシン（精密医療）の研究においては、特にゲノミクス、化学物合成、バイオマーカーなどでビッグデータ

や AI の活用が始まっており、それにより、創薬や開発プロセスにかかる時間やコストの大幅な削減効果が期待されてい

ます。 
 
本セミナーでは、EMBL-EBI ディレクターのロルフ・アプワイラー博士、医薬基盤・健康・栄養研究所の水口賢司博士など、

本分野の第一線でご活躍の先生方をはじめ、成長を続ける英国企業からも講師の方々をお招きし、英国・欧州と日本に

おける最新の研究動向、研究リソースやプログラムとその活用事例をご紹介し、日英の知見を共有することで両国の新

たな共同研究や協業の機会を探ります。 
 
産業界、アカデミア、ファンディング・エージェンシーや関連省庁など、幅広い分野からのご参加をお待ち申し上げておりま

す。本セミナーが、バイオインフォマティクス分野の研究・産業発展のため、両国の最先端の研究リソースの更なる活用と

共同研究につながりますよう、活発な意見交換の機会となりましたら幸いです。 
 
つきましては、本セミナーへの参加希望の方は、7 月 23 日（月）までに共催団体である関西医薬品協会ホームページ上

（ http://www.kpia.jp/ ）の「講演会等受付システム」よりお申し込み頂きますようお願い申し上げます。 

ご多忙の折とは存じますが、皆様のご出席を心よりお待ち申し上げております。 
 
英国総領事館 
 
日時：7 月 26 日（木）13:15 受付開始 13:45-17:00 セミナー 17:00-18:00 ネットワーキング・レセプション 
会場：大阪薬業クラブ（大阪市中央区伏見町 2 丁目 4-6）2 階会議室 http://www.oyc.or.jp/html/kaigisitu.html 
主催：英国総領事館、欧州バイオインフォマティクス研究所 
共催：関西医薬品協会、大阪商工会議所 
＊日英同時通訳付き 
＊セミナー / ネットワーキング・レセプションとも無料です。 
＊クールビズでお越しください。 
 
13.15-13.45 Registration and Refreshments 

受付開始 
13.45-13.50 Welcome: Sarah Wooten, Consul-General, British Consulate-General, Osaka 

開会挨拶 英国総領事 セーラ・ウテン 
13.50-14.20 Dr Rolf Apweiler, Director, EMBL-EBI 

EMBL-EBI: Providing Bioinformatics Research Infrastructure for the Life Sciences 
『ライフサイエンスにおけるバイオインフォマティクス研究基盤を提供する EMBL-EBI』 

14.20-14:35 Dr Kenji Mizuguchi, Project Leader of Bioinformatics project of the National Institutes of Biomedical 
Innovation, Health and Nutrition 
Data integration and computational systems approaches to target discovery and pharmacokinetic 
modelling 
『創薬ターゲット探索と薬物動態モデリングのためのデータ統合と計算システムアプローチ」 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 水口賢司氏 

14.35-14.50 Dr Anne Hersey, ChEMBL Coordinator, EMBL-EBI 
Using EMBL-EBI Chemogenomics resources to support drug discovery research 
『創薬における EMBL-EBI ケモゲノミクス・データの活用』 

http://www.kpia.jp/
http://www.oyc.or.jp/html/kaigisitu.html


14.50-15.05 Dr Kazuyoshi Ikeda, Keio University  
Informatics analysis for the collaborative drug discovery project in Japan 
『日本の創薬プロジェクトのためのインフォマティクス分析』 
慶應義塾大学 薬学部薬科学科 特任准教授 池田知由氏 

15.05-15.20 Dr Dominic Clark, EMBL-EBI Industry Programme Manager 
The EMBL-EBI Industry Programme: a global programme for our major end user companies and a 
case study in knowledge exchange in AI in Drug Discovery 
『EMBL-EBI のインダストリー・プログラムとケース・スタディ：創薬における AI』 

15.20–15.40 Coffee Break 
休憩 

15.40-15.55 Dr Daisuke Tanaka, Vice President (Japan), Exscientia  
Re-energising Small Molecule Drug Discovery by "Centaur Chemist” 
『AI と人との融合 「ケンタウロス ケミスト」 による低分子創薬研究の加速』 
Exscientia 田中大輔氏 

15.55 -16.10 Ms Misako Igawa and Mr John Bolger, SciBite 
The Democratisation of AI in Life Science: A demonstration of accessing all human knowledge, 
cheaply, quickly and easily 
『手が届く AI ― デモンストレーション：人類がこれまでに蓄積してきた知識に対する「安・早・
楽」な取り組み』 
SciBite 伊川三佐子氏、ジョン・ボルジャー氏 

16.10-16.30 Dr Rolf Apweiler, Director of Open Targets 
Open Targets: A public-private partnership to enable systematic drug target identification and 
prioritisation 
「Open Targets：体系的なターゲット同定と優先順位選別を可能にする官民パートナーシップ」 

16.30-16.55 Panel Session (Moderator: Dr Kenji Mizuguchi) 
Panellists: Dr Rolf Apweiler, Prof Kazuyoshi Ikeda, Misako Igawa, Dr Anne Hersey 
パネルディスカッション（モデレーター：水口賢司氏） 

16.55-17.00 Closing remarks  
17.00-18.00 Short remarks to open Networking Reception 

Mr Takashi Kunieda, Director General, Kansai Pharmaceutical Industries Association 
ネットワーキング レセプション 
乾杯の挨拶 関西医薬品協会 理事長 國枝卓氏 

 



Speaker Biographies 

 

Dr Rolf Apweiler is Director of EMBL-EBI, together with Ewan 
Birney. He also is the current Director of Open Targets. Prior to this 
position he was Joint Associate Director, after many years of leading 
protein resources such as UniProt. Rolf has made major 
contributions to methods for the automatic annotation of proteins, 
making it possible to add relevant information to whole proteome 
sets. Rolf received his PhD from the University of Heidelberg in 

1994, and has been at EMBL since 1987.  
 

 

Dr Dominic Clark is the Industry Programme Manager at EMBL-
EBI. The Industry Programme is a subscription-based programme 
for global companies that make significant use of the data and 
resources provided by EMBL-EBI. Member companies represent 
most of the top 20 pharmaceutical companies as well as several 
major agri-food companies. Dr Clark's role is primarily organising 
knowledge exchange workshops, strategy meetings and business 

development/relationship management with the member companies. Prior to joining 
EMBL-EBI, Dr Clark was a managing consultant at Sagentia Ltd, Vice President of 
Pharmagene Ltd, UK Bioinformatics manager at GlaxoWellcome PLC and a Senior 
Research Fellow at ICRF (now CancerResearchUK). Dr. Clark has a PhD in Medical 
Informatics and AI from the U. Wales.  

 

 

Dr Kazuyoshi Ikeda obtained his PhD in Bioinformatics at Tokyo 
University of Pharmacy and Life Science in 2005. After a year as a 
Post Doc in Computational Biology Research Center, AIST Japan, he 
then worked as a principal researcher at PharmaDesign Inc from 
2006 to 2009.  

He moved to EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute, 
Cambridge, UK), ChEMBL team for 3 years. During the time he was involved in 
developing drug discovery databases and applications. He is currently project associate 
professor in Keio University, Faculty of Pharmacy, and working for a drug discovery 
screening consortium project in Japan. 



Dr Anne Hersey is coordinator of the ChEMBL chemogenomics 
data resource at EMBL-EBI. ChEMBL brings together chemical and 
bioactivity data that can be used by scientists working in drug 
discovery. Before joining EMBL-EBI, Anne worked for many years in 
the pharmaceutical industry. She initially worked on physico-
chemical property measurement, then led a team developing 
models for the prediction of ADMET properties for use by drug 

discovery teams. Anne obtained a degree in chemistry and PhD from the University of 
Kent. 

 

 

Dr Kenji Mizuguchi is a Research Group Head at National 
Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition 
(NIBIOHN) and also a Guest Professor at Graduate School of 
Frontier Biosciences and Graduate School of Pharmaceutical 
Sciences, Osaka University. His research aims to establish 
computational systems approaches to rational drug discovery. He 
was previously a University Lecturer, a Group Leader and a 

postdoctoral research associate at University of Cambridge (1996-2006), after 
obtaining a PhD in Chemistry from Kyoto University. 

 

 

Dr Daisuke Tanaka is Vice President (Japan) of Exscientia Ltd. 
He is responsible for leading drug discovery programs and business 
development in Japan.  Before joining Exscientia in March 2018, he 
worked with Sumitomo Dainippon Pharmaceutical for 25 years as a 
medicinal chemist.  He led a research team of Sumitomo Dainippon 
in the collaboration with Exscientia and produced significant results 
in a GPCR bispecific agonist program.  Daisuke worked also with 
Prof. Andrew Myers at Harvard University for 2.5 years.  His PhD in 

synthetic organic chemistry was given from Hokkaido University. 

 



Ms Misako Igawa is the technical consultant charged with 
helping introduce Japanese pharma to the benefits of semantic-
based artificial intelligence techniques. After graduating in 
information technology, she has spent much of her career working 
in the pharmaceutical industry. She has been heavily involved with 
regulatory, safety and clinical systems before reuniting with John 
Bolger at SciBite. 

 

 

Mr John Bolger has specialised in overcoming the hurdles to 
enable the introduction of cutting edge systems to the Japanese 
market for over two decades. During this time, he has provided 
regulatory, commercial and document solutions for pharmaceutical 
companies as well as leading a Silicon Valley core system software 
company in Japan from foundation through to IPO. John jumped at 
the opportunity to bring SciBite’s game changing technology to 
Japan and is currently working with Japanese pharma to radically 

alter the way they transform information into knowledge, helping improve R&D 
productivity. 



EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute) 
www.ebi.ac.uk 
 
英国ケンブリッジ ウェルカム・ゲノム・キャンパス(Wellcome Genome Campus)に拠点を

置く欧州バイオインフォマティックスの NPO 組織で、世界中で公開されている生物学的デ

ータを収集し、様々なツール、サービス、検索エンジンを通じて研究者に無償でデータを

提供しております。同組織は、European Molecular Biology Laboratory (EMBL)に属してお

り、ヨーロッパ諸国 22 カ国ならびにオーストラリア、アルジェリアがメンバー国となって

おります。 
 
EMBL-EBI の前身は、1980 年ドイツに設立された EMBL Nucleotide Sequence Data で、当

初の設立目的は DNA シーケンスのデータベース構築でしたが、その後、取り扱うデータの

量と質、ハイプロファイルのゲノムプロジェクトへの注目、また産業界からの高い関心・

ニーズがあった事から、1994 年、英国でシーケンス研究を主導していた Wellcome Trust 
Sanger Institute との研究の相乗効果も考慮して、ケンブリッジに移転しました。 
 
EMBL-EBI では、学問横断的なライフサイエンス分野のオープンデータソースのリーダー

として多様な分野に携わる研究者を支援をしています。提供している情報には、化合物の

毒性データ、臨床試験のデータ、アカデミック論文からの情報や特定のタンパク質と病気

の関係性など多岐にわたっております。これら広範囲にわたるデータの利用には一定のス

キルが必要である事から、各地で専門的なバイオインフォマティックスのトレーニングセ

ッションを開催するなど、基礎研究段階に焦点をおいたバイオインフォマティシャンなら

びに関連分野研究者のスキル向上にも貢献しています。 
 
同組織が製薬企業向けに提供しているサービスの１つに、産業プログラム(Industry 
Programme - www.ebi.ac.uk/industry) があり、活動の一環として、年間を通じて英米でワ

ークショップを開催しています。過去に開催したワークショップの議題はこちらのリンク

(www.ebi.ac.uk/industry/workshops)からご覧頂けますが、議題の選択は、産業プログラム

に参加しているメンバー企業より提案され決定されます。 
 
SciBite Ltd 
www.scibite.com 
 
セマンティックス（意味論）ベースのインフォマティクス開発提供企業です。コアソフト

ウェア「TERMite」は、科学的データ探索、ビッグデータ分析、文献分析など、膨大かつ

広範な情報統合、抽出、分析が必要とされる中、独自のボキャブラリープラットフォーム

を駆使して、多義にわたる専門用語を意味で識別し、テキストと構造化データを適切に効

率的に処理できます。2012 年設立の若い企業ながら、すでに GSK, AZ, Novartis, BMS を始

めとするグローバル製薬企業から SME, アカデミアに至るまで幅広い顧客を持ち、日本で

は 2017年 9月にグラクソ・スミスクライン社とのコラボレーションを実現しております。 
 
Exscientia 
www.exscientia.co.uk 
 
エクセンシア（Exscientia）は人工知能を活用した創薬すなわち AI 創薬の先駆者であり、

その実績においても世界的なリーディングカンパニーです。独自の AI アルゴリズムによる

http://www.ebi.ac.uk/
http://www.ebi.ac.uk/industry
http://www.ebi.ac.uk/industry/workshops
http://www.scibite.com/
http://www.exscientia.co.uk/


自動的な分子設計と優先順判断に、熟練したメディシナルケミストの経験を融合させるこ

とによって、これまでにないスピードで開発候補化合物の創出を行います。弊社の革新的

プラットフォームは、様々な標的分子に止まらずフェノタイプ創薬にも適用可能であり、

これらの探索研究に要する年月とコストの大幅な削減を可能にします。一つの標的分子に

対する高選択的な化合物はもちろん、単一化合物でありながら２つの異なる標的分子に同

時に作用する二重特異性（bispecific）化合物の探索においても注目に値する実績を持って

います。２つの異なる標的への作用は相加的あるいは相乗的薬効が期待され、フェノタイ

プ創薬とともに、標的分子の高難度化や枯渇が指摘される現状の課題に対処する革新的で

ありながらも現実的な創薬戦略となります。 
 
エクセンシアは、世界の製薬企業やバイオ関連企業と提携して様々な疾患を対象に創薬研

究を展開しています。最近では、サノフィ社（Sanofi）との二重特異性化合物の共同研究

で総額 2 億 5000 万ユーロの提携を（2017 年 5 月 9 日発表）、グラクソ・スミスクライン社

（GSK）とは最大１０種の標的分子それぞれに対する選択的化合物の共同研究で総額 3300
万英ポンドの提携を（2017 年 7 月 2 日発表）開始しました。詳しくは弊社の Web Site を

ご覧ください。 
 


