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事項 年月 概要

職務上の
実績に関
する事項

教育方法の実践例
授業資料（情報リテラシー演
習、プログラミング応用、モバイ
ルシステム）のWeb配布

2017年4月
～

授業で使用した資料を、Webペー
ジから自由にダウンロードできるよ
うにし、学生が復習に役立てられ
るようにした。

教育上の能力に関する大学
等の評価

東京情報大学 学生による授業
アンケート

2020年3月
アンケートを実施した1科目の総合
評価として、5段階中、平均3.84を
得ることができた。

東京情報大学 学生による授業
アンケート

2019年9月
アンケートを実施した4科目の総合
評価として、5段階中、平均3.97を
得ることができた。

東京情報大学 学生による授業
アンケート

2019年3月
アンケートを実施した4科目の総合
評価として、5段階中、平均3.81を
得ることができた。

東京情報大学 学生による授業
アンケート

2018年9月
アンケートを実施した2科目の総合
評価として、5段階中、平均4.13を
得ることができた。

東京情報大学 学生による授業
アンケート

2018年3月
アンケートを実施した3科目の総合
評価として、5段階中、平均4.05を
得ることができた。

東京情報大学 学生による授業
アンケート

2017年9月
アンケートを実施した4科目の総合
評価として、5段階中、平均3.97を
得ることができた。

実務の経験を有する者につ
いての特記事項

模擬授業 2019年11月

ゲームプログラミング演習の模擬
授業を実施した(千葉聖心高校イ
ンターン15名)。また、研究室訪問
を実施した(千葉聖心高校インター
ン5名)。

公開講座担当 2019年7月

プログラミングの基本制御構造や
数値演算などを段階的に身につけ
るための、Scratchを用いたこゲー
ムプログラミング体験を実施した。
四街道北高校と佐倉南高校　生徒
19名

公開講座担当 2019年7月

プログラミングの基本制御構造や
数値演算などを段階的に身につけ
るための、Scratchを用いたこゲー
ムプログラミング体験を実施した。
船橋豊富高等学校 生徒40名

東京情報大学フレッシュマン
キャンプ ワーキンググループ

2018年3月
～4月

新入生が互い交流を深めるため
の合宿運営にワーキンググループ
メンバーとして携わり、様々なレク
レーションの企画運営や実務を担
当した。

千葉県立佐倉東高等学校 出
張授業

2017年11月

ITを活用して大規模な生命科学
データを解析し、生物の進化や多
様性、また生命の仕組みや病気の
原因を明らかにする生命情報学
（バイオインフォマティクス）の概要
について解説した。

東京情報大学入試 広報委員
2017年4月
～

大学案内の制作、またオープン
キャンパス等入試広報イベントや
各種入試またセンター試験等の運
用や方針また実務を担当した。

医薬基盤・健康・栄養研究所
一般公開実行委員

2015年11月

手芸用のビーズでDNAの小型模
型を作成して、DNAの立体構造を
理解するための企画を立案した。
また材料調達や組み立て方法の
マニュアルの作成を担当した。

その他
学術研究助成基金助成金　科
学研究費（若手研究C（一般）,
課題番号: 20K12048、代表)

2020年～
2022年

深層学習による特定のタンパク質
間の結合部位予測と標的部位の
絞り込みシステムの開発

学術研究助成基金助成金　科
学研究費（若手研究B, 課題番
号: 26870045、代表)

2014年～
2016年

配列情報に基づく蛋白質間相互
作用予測の高度化と創薬標的探
索のための支援システムの研究
開発を行った。

学術研究助成基金助成金　科
学研究費（基盤研究C, 課題番
号: 25430186, 連携研究者)

2013年～
2015年

データウェアハウスと蛋白質予測
情報を組み合わせた創薬標的探
索システムの研究開発を行った。

東京情報大学 大学祭への参
加

2019年10月
3, 4年次・卒業研究、卒業研究Iの
ポスター発表を行った．また、優秀
研究賞を受賞した。



○著書・研究論文

著書、学術論文等の名称 発行又は発表の年月 年度
発行所、発表雑誌等又は発表学
会等の名称

概要

著書 in silico創薬 共著 2018年1月 （株）技術情報協会

担当執筆文名称「第1章 in silicoによる生体分子の相互作用解析とスク
リーにイングの実施・第1節 in silicoを用いたタンパク質間相互作用
(PPI）の網羅的解析と創薬応用」生物学的機能を果たす上で重要なPPI
の創薬への期待について解説し、またin silicoでのPPIデータの網羅的解
析に焦点を当て、この解析がどのように創薬研究に貢献しているのか、
特に、創薬標的タンパク質の選定や評価、また生物学的機能を制御する
相互作用部位同定の応用例を紹介する。著者: 村上洋一、水口賢司

Reference Module in Life
Sciences 2018
(peer-reviewed full-text
books)

共著 2018年1月 Elsevier

担当執筆分名称「Network-Based Analysis for Biological Discovery」
タンパク質間相互作用（以下、PPI）は、多くの細胞プロセスにおいて重要
な生体メカニズムである。PPIの機能異常は様々な病気と関係があること
から、PPIのメカニズムを理解し、またそれを機能異常に導く原因を発見
することは、病気の解明に役立つと考えれる。本論文では、実験によっ
て同定されたPPIネットワークが、病気のメカニズムや遺伝子型と表現型
の関係を理解するためにどのように利用されているのかについて議論す
る。また、PPI予測法がPPIネットワークに基づく生物学的研究にどのよう
に利用されているのかについても議論する。著者: Tripathi L.P*,
Murakami Y*, Mizuguchi K （DOI: 10.1016/B978-0-12-809633-
8.20674-2）* Joint first author

学術論文
Update of the GRIP web
service

共著 2020年3月
Journal of Receptors and Single
Transduction (IF:1.929)

これまでにGタンパク質共役受容体（7回膜貫通型受容体; GPCR（G
protein-coupled receptor））オリゴマー（多量体）の界面を、配列や構造
上で進化的に保存されている部位を同定することで予測する方法を開発
してWebサーバとして実装した。本研究では、以下の2つの改善を行い
ユーザビリティを向上した。1つ目の改善は、GPCR構造を厚いチューブ
状の構造として近似しないことにより、予測に用いられる構造数を増加さ
せることができるようになった。2つ目の改善は、構造予測サーバである
FUGUEから得られたテンプレートを利用することにより、予測に最適なテ
ンプレート構造を選択できるようになった。
著者: Saito A, Tsuchiya D, Sato S,Okamoto A, Murakami Y, Mizuguchi
K, Toh H & Nemoto W (DOI: 10.1080/10799893.2020.1734821）

Integrating sequence and
gene expression information
predicts genome-wide DNA-
binding proteins and
suggests a cooperative
mechanism.

共著 2018年1月
Nucleic Acids Research 　　(IF:
10.162)

DNA結合タンパク質（以下、DBP）は、転写から病原体の感知まで多様な
生物学的機能を果たしている。本研究は、配列情報と遺伝子発現データ
を統合することによって、DNA結合タンパク質を予測するための新しい手
法を提案する。本手法によって、遺伝子発現データのみに基づく手法に
比べて高い予測性能を示され、またDNA結合タンパク質としての弱い特
徴しか持たないDNA結合タンパク質に対しても正しく予測できることが示
された。著者: Ahmad S, Prathipati P, Tripathi LP, Chen YA, Arya A,
Murakami Y, Mizuguchi K (pp.54-79, 26ページ, PubMed:29186632）

Making protein-protein
interaction prediction more
reliable with a large-scale
dataset at the proteome
level

共著 2017年11月
Journal of Bioinformatics and
Neuroscience

機械学習法において学習データセットの選択は学習モデルの性能を大き
く左右する。一般的に、データ数を増やし、また多様化することにより、
データセットをより代表的なものにし、またデータの誤りの影響を軽減す
ることができると考えられている。そこで本研究では、インタラクトームレ
ベルの多様なサンプルを含む大規模かつ不均衡なPPIデータセットを用
いてPPI予測法であるPSOPIAの学習モデルを再構築し、予測性能の向
上を行なった。著者: Murakami Y and Mizuguchi K. (vol.3, issue.3, pp.91-
98)

Network analysis and in
silico prediciton of protein-
protein interactions with
applications in drug
discovery

共著 2017年3月
Current Opinition in Structural
Biology(IF:6.713)

タンパク質間相互作用（以下、PPI）は、細胞のホオメオスタシスを維持す
るために重要な生体分子メカニズムである。PPI不全は、様々な病気の
病因に関係しており、有望な創薬標的として注目されている。本論文で
は、実験によって同定されたPPIから推定したPPIネットワークがどのよう
にして知識発見に利用されているのか、またどのようにin-silicoによるア
プローチがPPIネットワークに基づく生物学的研究に貢献しているのかに
ついて議論する。また、in silicoによるPPI予測の原理や創薬に役立つ既
存のPPIやPPI部位の予測サーバを調査した。さらに、創薬におけるin-
silicoによるPPI予測の潜在的な可能性について議論する。著者:
Murakami Y*, Tripathi L.P*, Prathipati P*, Mizuguchi K.* Joint first
author

NLDB: a database for 3D
protein–ligand interactions in
enzymatic reactions

共著 2016年8月
Journal of Structural and
Functional Genomics

酵素蛋白質と反応を引き起こす基質、またその反応によって生成された
生成物との３次元複合体構造を明らかにすることは、当該蛋白質の分子
機能や相互作用メカニズムを理解する上で重要である。また基質や生成
物の結合部位にあるアミノ酸残基の変異の存在を調べることにより、各
種疾患との関係や疾患メカニズムについて理解することにつながる。本
研究では、既知の酵素反応情報に基づき、蛋白質と基質や生成物との３
次元複合体構造をドッキングシミュレーションにより予測するためのシス
テム及びデータベースを開発した。著書: Murakami Y, Omori S,
Kinoshita K (pp.1-10, doi:10.1007/s10969-016-9206-0)

その他

Study of Characterization of
Promiscuous Binding Sites
in Protein-Small Molecule
Complexes

単著 2019年12月

ICBRA '19: Proceedings of the
2019 6th International
Conference on Bioinformatics
Research and Applications

タンパク質上には、異なる構造を持つ低分子化合物が結合する部位が
存在する。そのような部位は、promiscuousな結合部位と呼ばれている。
本研究では、既知の低分子化合物のpromiscuousな結合部位を、非
promiscuousな結合部位と比較し、それらの物理化学的また構造的な違
いを明らかにする。結果として、脂肪族、芳香族、また硫黄を含むアミノ
酸残基が、promiscuousな結合部位には多く見られることがわかった。こ
れは、それらが非promiscuousな結合部位に比べてより疎水的であるこ
とを示唆している。さらに、それらのアミノ酸残基の数や溶媒露出面積
は、非promiscuousな結合部位に比べてより大きいことや、ヘリックス構
造に有意な差があることが観察された。(pp.67–72, ACM ISBN 978-1-
4503-7218-3/19/12, DOI: https://doi.org/10.1145/3383783.3383794)

https://doi.org/10.1145/3383783.3383794


著書、学術論文等の名称 発行又は発表の年月 年度
発行所、発表雑誌等又は発表学
会等の名称

概要

計算科学によるタンパク質間
相互作用予測と創薬応用

単著 2018年1月 新・農大ジャーナル 1+2月号

計算科学によるタンパク質間相互作用予測と創薬応用に関するテーマ
で、筆者がこれまでに取り組んできた機械学習法を用いたタンパク質間
相互作用予測についての研究や、その予測法が創薬にどのように役立
てられるのかについて紹介した。

PSOPIA: Toward more
reliable protein-protein
interactions prediction from
sequence information.

共著 2017年11月

Intelligent Informatics and
Biomedical Sciences (ICIIBMS),
2017 International Conference
(於沖縄科学技術大学院大学）

インタラクトームレベルの多様なサンプルを含む大規模かつ不均衡なPPI
データセットを用いて、予測法であるPSOPIAの学習モデルを再構築し、
その予測性能を向上した結果について口頭発表を行なった。著者:
Murakami Y and Mizuguchi K. (doi: 10.1109/ICIIBMS.2017.8279749.)


