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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人大阪大学

機関の代表研究者名

石井健

１．課題開始時における各機関の達成目標
感染症をはじめとした各種免疫関連疾患において、いわゆる炎症反応といわれていた宿主自然免疫反
応がその後の生体防御や病態形成に重要な役割を担っていることが明らかになってきた。その中でも Toll
様受容体や細胞内 RIG 受容体などは、病原体や感染宿主細胞由来の分子を特異的に認識し、それぞれ異
なる細胞内シグナル分子を介して免疫システムを活性化する。本研究はこれらの自然免疫における病原
体認識機構を、遺伝子欠損マウス等を用いた機能解析結果に基づき、受容体と病原体由来リガンド分子
の相互作用を受容体蛋白質、及び受容体とリガン
ドの複合体の結晶構造解析を行うことにより、３
次元的な自然免疫分子認識・分子間相互作用機構
を明らかにすることを目的とする。これらの研究
によって得られた知見を基に、免疫関連疾患に対
する新たな治療法、たとえば新規アジュバントな
どの免疫賦活剤、ある種の免疫反応に特異的な免
疫抑制剤の開発を目指す。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
１）機能解析の結果、RNA,DNA の自然免疫受容体による認識がどのように獲得免疫を制御しているか
を明らかにした。ＣＤ，1 次元ＮＭＲなどを用いた手法によりＴＬＲなどの自然免疫受容体とリガンド
の相互作用を分子、原子レベルで解明した。これらの知見により新たな自然免疫活性を持つアジュバン
トの開発が開始され、また既存のワクチン、アジュバントの新規メカニズムの解明に成功したその安全
性の向上に寄与した。
２）TLR 蛋白の結晶化・構造解析については，当初動物細胞を用いて発現した TLR 全長について、タ
グを変えたり、精製法の改良を続けたりすることにより、プロジェクト開始当初に比べて格段に純度の
高いサンプルができるようになり、いくつかの条件で微結晶を得ることができたが、構造解析を進める
ことのできる良質の結晶を得ることができなかった。また、TLR9 の基質結合部位と考えられる領域を
含む各種コンストラクトを作製し、基質認識機構の解明を目指したが、発現量や性状の問題で構造解析
には至っていない。一方、昆虫細胞を用いて発現させたマウス TLR9 は、夾雑物がほとんどなく、安定
で性状の良い試料を得る条件を見つけることができた。現在、大量発現・精製と結晶化を進めている。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
TLR9,TLR9 各種 Mutant、TLR7,TLR8,TLR2,RIG-I の組み換えタンパク質を動物細胞で大量培養、精製
する実験系の改良を行い、Fc 融合蛋白質、GFP 融合蛋白質や、無血清培地を用いるなどの培養条件の検
討を進めた。その中で発現量・性状の面で最も構造解析に近く、最も興味深いと考えた TLR9 にターゲ
ットを絞り、動物細胞で発現させた TLR9 の結晶化条件の確立に向けて、サンプルの高純度精製法の確
立および結晶化条件の検討を行った。TLR9 は、非常の疎水性が高く、凝集・沈殿しやすい性質をしめ
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し、高純度な試料を得ることが難しかった。様々な条件検討の
結果、セルロファインを担体としたゲルろ過が使えることがわ
かったこと、さらに、遠心分離の条件を最適化することにより
夾雑物が非常に少ない試料を得ることがわかり、結晶化条件の
検討を進めたところ、いくつかの条件で微結晶が得られたが、
マイクロをフォーカスビームライン用いても回折実験を行うの
に十分な大きさではなく、これまでに構造解析に利用できる良
質の結晶は得られていない。
TLR9 の細胞外領域全体の構造解析と平行して、機能解析で明

TLR9 タンパクおよび
リガンド複合体の微結晶

らかにした TLR9 の機能ドメインの構造解析を目指して、40 種類
以上のコンストラクトの作製し、大量発現・精製を試みた。大部分のコンストラクトに関しては、発現
両が十分でないか、すぐに分解するなど性状が悪く、構造解析には至らなかった。このうち、基質結合
領域と考えられる LRR6 を含む LRR9-LRR10 領域については大量発現系の構築に成功し、精製条件を決
めることができたが、NMR による HSQC 測定の結果より、安定した構造をとっていないことがわかり、
巻き戻し条件の検討を進めたが、構造解析に適した試料を得ることはできていない
一方、マウス由来 TLR9 について昆虫細胞発現系を用いることにより、これまでにヒト由来 TLR で問
題になっていた、夾雑物や安定性を大幅に改善し、従来より格段に性状の良いサンプルが得られるよう
になった。現在このサンプルについて、試料調製条件の最適化と、それと平行して結晶化条件の検討を
進めている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
核酸の自然免疫認識機構の解明
TLR9 による DNA の塩基配列やメチル化に特異的な DNA の認識機構とは別に、DNA の一本鎖、二
本鎖の違いを含めた高次構造の違いが認識される自然免疫機構が存在することが、最近明らかにされて
きた。この二本鎖 DNA はネクローシスを起こした細胞が樹状細胞を活性化する際の重要な要素である
こともその後判明し、二本鎖 DNA のうち、特に右巻きらせん構造をとる B-form DNA がより強力に I
型インターフェロンを誘導することが明らかになった（Ishii KJ et al Nat. Immunol. 2006）。DNA ワクチン
が持つアジュバント効果に関しては、ワクチンのプラスミドに存在する CpG モチーフという特殊な
DNA 配列がトル様（よう）受容体９（Toll-like receptor 9、TLR9）によって認識されることで起こる自
然免疫系の活性化によるものと思われていた。しかし研究チームは今回、CpG などの配列ではなく、DNA
の右巻きの二重らせん構造（B-DNA）が TLR とは関係ない認識機構を介して細胞内で Tank-Binding
Kinase 1 (TBK1)という酵素（シグナル伝達分子）が活性化されることでワクチンの内因性アジュバント
として作用し、自然免疫系活性化のシグナルが DNA ワクチンの効果発現に必須であることを突き止め
た。 (Ishii KJ et al Nature 2008, Ishii KJ et al Cell Host Microbe 2008, Ishii KJ et al Curr. Op. Immunol 2008)
TLR 及びリガンドとの相互作用及び構造機能解析
TLR9 とリガンドである CpGDNA やヘモゾインとの相互作用を、分子生物学的手法や生化学的手法に
より結合部位を特定した。マラリア原虫の粗抽出液を使って Whole parasite vaccine として有効であるこ
とを示し、その効果がトル様受容体９（Toll-like receptor (TLR) 9）を介したアジュバント効果によるこ
とを世界で始めて証明した。そしてそのアジュバント因子が、マラリア原虫が赤血球のヘモグロビンを
消費した後にヘムの代謝産物として生成する、ヘモゾイン（Hemozoin（HZ）、ヘムの２量体のポリマー
で、nm- m サイズの結晶体。マラリア毒素（Malaria toxin）ともいう）であること、ヘモゾインが TLR9
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に特異的に結合し、TLR9 タンパクの高次構造を変
化させることも世界で始めて示した。NMR 解析に
より TLR9 リガンドである CpGDNA（免疫賦活化
作用のある一本鎖オリゴ核酸）とヘモゾインは
TLR9 のシステイン、ヒスチジンを介して結合して
い る こ と が 判 明 し た (Coban C et al Cell Host
Microbe 2010)。
また、インフルエンザウイルスワクチンの作用機
序として TLR７を介した形質細胞様樹状細胞の活
性化とその１型インターフェロンの産生
の重要性を明らかにし、TLR の機能解析の

TBK1 を介した DNA ワクチン効果発現のメカ
ニズム (Ishii KJ et al Nature 2008)

成果となった。
(Koyama S et al Science Translational
Medicine 2010)。
またミョウバンとして知られ、臨床で
もっとも長く、そして頻繁に用いられてい
るアルミニウム塩アジュバント（アラム）
の自然免疫メカニズムの一端として、ア
ラムが、好中球遊走、その好中球の細胞
死、そして DNA を主成分とする網状物
質を放出させることを明らかにした。そ
してその DNA がアラムのアジュバント
効果、特に IgE の産生に重要で、特殊な
樹状細胞が細胞内 DNA 認識機構を介し
ていることが明らかになった (Marichal
T, Ohata K et al Nat. Med. 2011 in press)。
このようにアジュバントあるいはアジュ
バント因子の分子メカニズムを免疫学的
に明らかにできるようになり、ワクチン
やアジュバントの開発研究において、安
全性・有効性の向上に寄与できることが
期待される。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件

PDB 登録の有無にかかわらず構造解析したタンパク質数

2件

４．各機関の論文発表件数

４０件

５．各機関の特許出願件数

３件（うち国外２件）
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６．各機関における成果を活用した共同研究数（プ
ログラム内外含む）

１０件
（うち産業界との共同研究数６件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
機能解析の方は TLR に依存しない DNA,RNA の自然免疫認識から獲得免疫にいたる分子メカニズム
を見出すことに成功し、参考論文にあるような発表を行うことができた。また、ヘモゾインが TLR9 に
働き、強力なアジュバント効果を有することを明らかにした。その他のアジュバントもあわせて構造解
析を目指すなかで、その成果を利用して新たなアジュバントの特許取得、開発への道筋をつけることが
できたのは、初期の目的が（結晶構造解析なしで）達成できたと考えている。さらに社会的意義の高い
成果として、インフルエンザワクチンの詳細な作用機序を発表することができて点と過去数十年にわた
って認可されているアラムアジュバントの作用機序に関する論文は発表できた点は今後の波及効果も
考えると意義があると考えている。
ただし、本研究の達成目標のひとつは自然免疫関連タンパク質の結晶構造解析であり、微結晶のレベ
ルまで達してはいるものの、いまだ構造解析にはいたっていない。ただし TLR9 について安定なサンプ
ルをコンスタントに調製できる系が確立でき、また純度もさらに良くなってきているので今後のさらに
結晶化条件の最適化を進めるとともに、同様の手法を使って機能ミュータント等や他の TLR ファミリ
ータンパク質の発現を行い、平成 23 年度末までに構造解析へとつなげていきたいと考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
代表機関内の２研究グループは大阪大学の隣り合わせの研究所間で行われており、頻繁に会議を行って
いる。月１回程度のミーティングの他、形式にとらわれることなく、プロジェクトに関与する研究者同
士で、直接サンプルのやり取りの他、データの解析、解釈などにおいて、情報交換を行っている。
９．他の課題との情報共有・連携
回折強度データ収集に当たっては、「解析領域」分担者の中川らが開発中の微小結晶の回折強度データ
収集のためのソフトウェアの開発のためのテストデータとして提供している。
東京大学医学部の北潔先生のグループ、大阪大学蛋白質研究所の中村春木先生のグループ、高木淳一先
生のグループから、実験方法のアドバイスやデータ解析などのアドバイスを受けている。蛋白質研究所
の岩崎憲治先生には、電子顕微鏡を用いたサンプルの性状評価と構造変化の解析をお願いしている。
東京大学の田之倉優先生には、TLR9 細胞外領域の高圧下での巻き戻し実験をお願いしている。
１０．人材育成
研究参画者の助教である Dr. Cevayir Coban は当課題の研究成果などにより、平成 22 年 1 月より大阪大
学の免疫学フロンテイア研究センターの独立准教授（ＰＩ）にプロモートされた。研究参画者であり、
かつ平成 22 年度より当課題の研究代表者の石井健は平成 22 年 4 月より大阪大学免疫学フロンテイア研
究センター主任研究者（招へい教授）にプロモートされ、（独）医薬基盤研究所においてアジュバント
開発プロジェクトという、橋渡し研究のプロジェクトリーダーに就任した。
１１．終了までの具体的な見通し
機能解析に関しては、TLR9 をはじめとした自然免疫受容体の生理的機能の解明と新たなリガンドの同
定、およびそれらの臨床応用の可能性を追求していく。具体的には TLR、RLR に加え新たな自然免疫受
容体であり、インフラマソームという新たな細胞内シグナル発信装置をその主要な受容体である
NOD-like receptor (NLR)を加え、大きく 3 種類の受容体の機能を包括的に解析していく。モデルとしては
マウスにおいてインフルエンザウイルス、マラリア原虫の感染症やワクチンのモデルを用いるとともに、
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アレルギーやガンなどの免疫療法開発に向けた実験も追加していく予定である。
構造解析に関しては、TLR9 及びリガンドとの複合体の構造解析を中心に進めていく。これまでの研
究で、発現系を見直すことによりタンパク質の発現量を従来の５倍以上に増やすことができる系を確立
した。これによりでサンプル調製の再現性が向上するとともに、種々の物理化学的性状チェックが可能
となったので、サンプルの状態をチェックしながら、さらに結晶化条件を最適化することにより、構造
解析に適した結晶を得ることを目指す。また、これまでの研究で得られている 10μm 以下の微小結晶を
用いて、SPring-8 のアンジュレータビームラインを最大限利用して回折実験・構造解析を進める。良質
な結晶が得られ次第、SPring-8 の蛋白研ビームライン、ターゲットタンパク用ビームタイム枠を利用し
て、短時間での構造解析を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
当課題の成果は結晶構造解析結果こそ出せていないが、その後の産業応用に関しては特記すべき進
展が見られている。産業応用に限ってみても、１）上記発表のデータをもとに季節性インフルエンザの
経鼻全粒子ワクチンの開発研究、医師主導型治験の準備を阪大微研会と開始した。２）ヒト型 CpGODN
のうち「K3」の開発に関し（株）ジーンデザインおよび阪大微研会と治験準備に向けた共同研究を継続
して行っている。来年度末までに毒性試験を含む前臨床試験を終了予定。３）Ｋ３の前臨床試験に関し、
武田薬品と MTA を締結。４）新規アジュバント開発に関する有効性、安全性の試験の共同研究契約を（株）
田辺三菱製薬と締結した。５）第 2 世代ＴTLR9L アジュバントであるヒト型 CpG－ベータグルカン複合
体の開発に関し（株）第一三共と共同研究契約を平成 23 年 4 月をめどに締結。６）マラリア原虫由来
のユニークな TLR9 リガンドの動物用アジュバントとして JST 委託開発で研究が進んだヘモゾインに関
して、ヒトのワクチンアジュバントとして開発する目的で塩野義製薬と共同研究契約を H23 年度に締結。
１３．特記事項
上記成果のうち、ＤＮＡワクチンの作用機序の論文は、２００８年２月７日（英国時間）発行の英国科
学雑誌「Nature」に掲載されるとともに、翌月の Nature Review Immunology で取り上げられたほか、朝
日新聞，日本経済新聞、共同通信で報道されました。
また、上記成果のうちインフルエンザワクチンの分子メカニズムの解明の論文は２０１０年３月３１
日「Science Translational Medicine」に掲載され、４月１日のＮＨＫニュースで取り上げられたほか、
米国の Business week, MSN news を介して世界に発信されたほか, ブラジルの新聞や、朝日新聞、日本経
済新聞、共同通信、時事通信、産経新聞などで報道されました。
代表研究者・石井健は上記成果により、2008 年に日本免疫学会研究奨励賞、大阪大学研究功労賞、2010
年

多ヶ谷勇記念ワクチン研究賞を受賞。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

12,023

0

0

903

0

0

0

0

人件費（千円）

11,532

23,020

21,350

15,528

旅費（千円）

業務実施費（千円）

31,830

28,518

27,111

14,338

その他（千円）

間接経費（千円）

16,615

15,462

14,538

9,231

合計（千円）

72,000

67,000

63,000

40,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）

間接経費（千円）
合計（千円）

計

2,960
15,660
1,530
80
6,070
26,300

268,300

Ａ２（医学・薬学等への貢献）代表機関のマネジメント
課

題

名

タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬への応用

機

関

名

九州大学・理化学研究所・東京大学

代 表 研 究 者 名

福井宣規

１．課題開始時における達成目標
免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構である
が、一方、免疫応答したための病態、例えば自己免疫疾患・
移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズア
ップされている。CDM ファミリーは線虫から哺乳類に至る
まで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で機
能することで細胞骨格の制御に関わっている。研究代表者
は、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子として
DOCK2 を同定し、これがリンパ球の遊走や活性化に不可欠な
Rac 活性化分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自
己免疫疾患の発症がブロックできることを実証した。本研究
では、DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至る
シグナルパスウェイに位置するタンパク質の機能と構造を包括的に解析し、その理解に立脚して
DOCK2 シグナルを特異的に阻害する低分子化合物を同定することで、免疫難病の新しい治療法を開発
することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
DOCK2 は DHR-2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP
交換反応を触媒するが、細胞内で効率よく Rac を活性化する
には、SH3 ドメインを含む N 末端の領域が ELMO と会合する
ことが必要である。これまでに、DOCK2 の N 末端領域、DHR-2
ドメイン、PIP3 との会合を担うと考えられる DHR-1 ドメイン、
完全長 DOCK2 を対象に、会合分子との共結晶の構造決定に
向け、生産領域と連携してタンパク質試料の調製を行った。
うち、N 末端領域と ELMO の複合体および DHR-2 ドメインと
Rac の複合体に関しては、その構造決定に成功した。一方、
機能解析に関しても、好中球遊走における DOCK2 細胞内動
態の制御機構を解明すると共に(Science 324: 384, 2009)、
DOCK2 がアレルギー応答の制御(Nature Immunology 8: 1067,
2007)や形質細胞様樹状細胞の遊走・活性化に関わることを明
らかにする等（Blood 111: 2973, 2008; J. Exp. Med. 207: 721,
2010）、学術的にはもちろん、社会的にも大きなインパクトを
与える成果を挙げた。さらに、制御領域と連携して、１）DHR-2
と Rac、２）N 末端領域と ELMO を対象に、その相互作用を阻害する低分子化合物のスクリーニングを
行い、DOCK2 による Rac 活性化や免疫学的機能を細胞レベルおよび個体レベルでブロックできる化合
物を同定することに成功し、DOCK2 を標的とした創薬に道を拓いた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
① N 末端領域と ELMO との複合体
DOCK2 の N 末端領域について、まず、SH3 ドメインと ELMO1 の C 末端プロリンリッチ配列の融合タ
ンパク質を用いて、NMR 法により両者の複合体の構造解析を行い、DOCK2 SH3 ドメインの立体構造お
よびそれに結合する ELMO1 の Pro-x-x-Pro モチーフを初めて明らかにした。次に、DOCK2 と ELMO1
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について、大腸菌無細胞タンパク質合成系により発現領域の最適化を行い、両者が安定な複合体を形成
する領域を精密に決定した。その DOCK2（N 末端）と ELMO1（C 末端）の領域について、大腸菌無細
胞タンパク質合成系を用いた共発現により複合体試料を調製し、複合体結晶を得ることができた。
「解析」
領域との連携により Photon Factory BL-17A を利用して SAD 法により 2.1Å 分解能の結晶構造を決定した。
その結果、右図のように、DOCK2
と ELMO1 は構造決定に用いた領
域全体の広い範囲で強固な複合
体を形成していることが明らか
となった。DOCK2 の N 末端は SH3
ドメインと 3 本のαヘリックスバ
ンドルから構成され、SH3 ドメイ
ン は 先 に 同 定 し た ELMO1 の
Pro-x-x-Pro モチーフを中心に 28
アミノ酸残基にも及ぶ例外的に
長い配列と結合していた。また、
DOCK2 のヘリックスバンドルは
ELMO1 の PH ドメインを固定す
る 2 本のαヘリックスと分子間ヘリックスバンドルを形成していた。SH3 ドメインを含むこのような広
範囲に及ぶタンパク質間相互作用は他に例を見ないものである。得られた構造から、(1) ELMO1 が SH3
ドメインによる DOCK2 の自己活性阻害を解除する、(2) ELMO1 の PH ドメインが DOCK2/Rac 複合体を
支える、という２つの推定される機能に対する構造基盤が初めて明らかになり、ELMO1 による DOCK2
活性化機構を解明する上で重要な知見が得られた。また、対称的に、DOCK2 の結合にともなって ELMO1
側の自己活性阻害が解除されるメカニズムも明らかになった。
決定した DOCK2（N 末端）/ELMO1（C 末端）複合体の立体構造に基づいて、「制御」領域との連携
により、DOCK2 の ELMO1 会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリー
ニングを実施した。具体的には、阻害剤結合部位が未知、かつ柔らかい結合部位を持つ DOCK2 に対し
て、MD シミュレーションを適用することで揺らぎによる構造多型を実現し、かつドッキングのための
最適な DOCK2 構造や条件を検討した。また Ligand-based approach として、阻害剤の 2 次元・3 次元構造
を元にした構造類似性探索も合わせて実施し、全体で約 1,000 化合物をライブラリー機構化合物から選
択した。
② DHR-2 と Rac との複合体
DOCK2 の DHR-2 ドメインについて、
大腸菌無細胞タンパク質合成系を用
いて発現領域の選定を行った。最適
化した DHR-2 領域について大腸菌無
細胞タンパク質合成系と Sf9/バキュ
ロウィルス発現系を用いて Rac1 と
の複合体を調製し、構造解析が可能
な複合体結晶を得ることができた。
「解析」領域との連携により SPring-8
BL32XU の微小ビームを用いて X 線
照射によるダメージの少ない約 3Å 分解能の良好な Native データセットを取得することが出来た。さら
に最適化した DHR-2 試料（Lobe A 欠損型）を用いて SeMet 置換体結晶の 2.5Å分解能 SAD データ収集
に成功し、DHR-2 単独の（Rac1 非結合状態の）立体構造を決定した。この DHR-2 単独構造などをサー
チモデルに用いて分子置換を行い、DHR-2・Rac1 複合体の結晶構造決定に成功した（次ページ）。今後、
DOCK2 シグナルを阻害する低分子化合物（後述）と DHR-2 の複合体の構造を明らかにすることにより、
DOCK2 を標的とした創薬が大きく前進するものと期待される。
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DHR-2 ドメインの構造決定
③ その他
PIP3 と の 会 合 を 担 う と 考 え ら れ る
DHR-1 ドメインについて、大腸菌無細胞
タンパク質合成系を用いて発現領域の
選定を行い、DHR-1 の可溶性試料の調製
に成功した。PIP3 アナログ化合物存在下
において結晶化の条件検討を行った。
DOCK2（210kDa）の各機能ドメイン（N 末端、DHR-1、DHR-2）は CDM ファミリー分子に保存され
た領域ではあるが、一次配列からは構造・機能解析に適した領域が分からなかった。従って、大腸菌無
細胞合成系を利用した発現領域の最適化と、大腸菌無細胞合成系・動物細胞発現系・昆虫細胞/バキュロ
ウイルス発現系を総合的に比較して発現系を最適化することが可能な「生産」領域による新しい技術が、
これらの機能ドメインの構造解析を進める上で重要な鍵となった。
完全長 DOCK2 について、さまざまな系を用いて発現条件検討を行った結果、HEK293 細胞発現系の
共発現により構造解析に足る量の DOCK2/ELMO1 複合体の試料を調製することに成功した。また、この
複合体が Rac1 と三者複合体を形成することを確認した。さらに発現領域の最適化を行い、DOCK2 の C
末端ホスファチジン酸結合部位を削除することによって、結晶構造解析により適した性状の
DOCK2/ELMO1 複合体試料が得られることが分かった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①DOCK2 の細胞内動態を制御する分子機構
運動している細胞において Rac は先導端で選択的に活性化される。このメカニズムとして現在、ホスフ
ァチジルイノシトール３リン酸(PIP3)が Rac GEF を先導端にリクルートすることで、Rac の活性化を局
在化させるというモデルが一般的であるが、その詳細は依然と
して不明である。我々は、DOCK2 の細胞内動態をリアルタイ
ムでモニターするため、DOCK2-GFP 融合タンパク質を発現す
るノックインマウスを作製し、好中球を対象に、その細胞内動
態の制御機構を解析した。その結果、PIP3 が産生されると
DOCK2 が細胞膜にリクルートされ、続いてホスファチジン酸
（PA）との相互作用を介して DOCK2 が先導端に局在化すると
いう、２段階の制御機構が働いていることを明らかにした
(Science 324: 384-387, 2009)。
②ヘルパーT 細胞の分化における DOCK2 の新しい機能
抗原刺激に伴い、T 細胞は Th1、Th2 という異なるサイトカイン遺伝子を発現する T 細胞サブセットに
分化する。これまでに、T 細胞受容体 (TCR)を介したシグナルと IL-4 受容体のシグナルとの間に何らか
のクロストークが存在すると考えられてきたが、その分子実体は不明であった。我々は、DOCK2 を欠
損した CD4+ T 細胞が抗原刺激に伴い大量の IL-4 を分泌し、BALB/c マウスにおいてアレルギー疾患を
自然発症することを見いだした。このメカニズムを解明すべく詳細な解析を行い、TCR の下流で誘導さ
れる DOCK2-Rac シグナル伝達系が、微小管動態を介して IL-4 受容体の細胞内輸送をコントロールし、
最終的にサイトカインの遺伝子発現を制御するという、極めて精緻なメカニズムが存在することを明ら
かにした (Nature Immunol. 8: 1067-1075, 2007)。
③形質細胞様樹状細胞における DOCK2 の機能
形質細胞様樹状細胞（pDC）は、微生物由来の核酸を細胞内に存在する TLR7/TLR９を介して認識する
ことで、炎症性サイトカインのみならず、大量の I 型インターフェロン（IFN）を産生することから、

413

Ａ２（医学・薬学等への貢献）代表機関のマネジメント
近年脚光を集めている細胞である。我々は、DOCK2 が pDC の遊
走に不可欠な Rac 活性化分子であることを明らかにすると共に
(Blood 111: 2973-2976, 2008)、TLR による抗原認識とは独立して
DOCK2-Rac シグナル伝達系が作動し、IKK-αの活性化を介して、I
型インターフェロン産生を選択的に制御するという、新しい制御
機構の存在を明らかにした。pDC による I 型 IFN の産生は、SLE
や乾癬といった自己免疫疾患の発症に深く関わっていることか
ら、DOCK2 はこのような疾患を治療・予防する上でも、格好の分
子標的になると期待される(J. Exp. Med. 207: 721-730, 2010)。
④DOCK2シグナルを阻害する低分子化合物の同定
Rac に 1 アミノ酸変異を導入した約 130 種類の組み換えタンパク質を調製し、これを用いて、DOCK2
DHR-2 による Rac の認識が、古典的な GEF の DH-PH ドメインによる認識と異なっていることを明らか
にした。そこで、
「制御」領域より約 10,000 種類の低分子化合物の供与をうけ、スクリーニングを行い、
Trio と Rac との相互作用には影響しないが、DOCK2 DHR-2 と Rac との相互作用をブロックする化合物
を 24 種類同定した。さらに、GEF 活性・細胞毒性・機能解析といった 2 次、3 次のスクリーニングを行
い、最終的に DOCK2 による Rac 活性化を細胞レベルでブロックし、リンパ球・好中球・pDC の遊走お
よび活性化を阻害し得る化合物を１種類同定した。この化合物をマウスに投与することで、自己免疫疾
患の発症が抑制できることを確認した。また同様に、N 末端領域と ELMO との相互作用をターゲットに
した低分子化合物のスクリーニングを行い、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックし得る化合
物を新たに 6 種類同定した。さらに、インシリコスクリーニングで上がってきた約 1,000 種類の化合物
に関しても阻害活性の検討を行い、５種類の化合物が、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロック
することを見いだした。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

2件

PDB 登録の有無にかかわらず構

4件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

13 件

５．課題全体の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

12 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する達成度
DOCK2 シグナルをブロックする際の first choice、second choice となる DHR-2 ドメインと Rac、N 末端領
域と ELMO の相互作用を中心に、構造解析・機能解析ともに順調に進行した。特に一部の化合物に関し
ては、既に in vivo での効果を確認する等、当初の予想を上回るスピードで成果が得られた箇所もある。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究では、機能情報、構造情報、化合物情報を共有し、研究代表者のリーダーシップの下、化合物の
最適化や DOCK2 活性化のメカニズム解明に向けて、定期的にミーティングを開催する等、各研究グル
ープが極めて有機的に連携し研究を進めた。
９．他の課題との情報共有・連携
・生産 C1 との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、研究課題の全ての試料においてタ
ンパク質の調製、相互作用分子との共結晶化を行った。・制御 C との連携により、DOCK2 の ELMO1
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会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリーニングを行うと共に、提供
頂いた化合物を用いて実際のスクリーニングを実施した。・解析 C との連携により、新しく開発された
ビームラインを用いて DOCK2 DHR-2 ドメイン-Rac1 複合体の Native データセットの取得に成功した。
・
情報 PF の藤先生との連携により、DOCK2 DHR-2 ドメイン構造のシュミレーションを行った。・ターゲ
ットタンパク医薬分野 住本先生（九州大学）のグループと、好中球に関する共同研究を実施した。・国
内外の多くの研究者と共同して、DOCK2 シグナルに関する研究を推進すると共に、産業応用に向けて、
企業との共同研究を開始した。
１０．人材育成
シグナル解析や構造解析、創薬研究の実施に際して必要な知識や技術を、研究メンバーで共有し、解決
すべき問題が生じた際の相談体制を整備することで、ポスドク等が円滑に研究を遂行できるよう配慮し
た。期間中延べ 7 名のポスドクを雇用したが、6 名は研究機関で、１名は企業で、現在もそれぞれの立
場から生命科学研究に従事している。
１１．終了までの具体的な見通し
同定した DOCK2 阻害剤のうち、DHR-2 と Rac の相互作用をターゲットとした化合物に関しては、既に
特許出願済みであり、技術移転も視野にいれ、企業との共同研究を開始した。今後、論文発表を待って、
他分野の研究者にも使用して頂けるような体制作りを行う。一方、N 末端領域と ELMO との相互作用を
ターゲットにした化合物に関しては、今後その有用性を細胞レベル・個体レベルで検証すると共に、企
業とも連携しながら、産業応用の可能性につき検討する。また、DOCK2 活性化の分子基盤とその意義
を解明するため、引き続き構造解析・機能解析を進める。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
DOCK2 は免疫系特異的に発現する分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自己免疫疾患の発症
がブロックできることから、これら免疫難病を治療・予防するための格好の分子標的になると考えられ
る。本研究では、DOCK2 の機能を人為的に制御できる化合物を数種類同定し、一部に関しては既に特
許出願も行い、企業との共同研究も開始した。このため本研究の成果は、新たなコンセプトに基づく免
疫抑制剤の開発につながるものとして、学術的にはもちろん、産業面でも大きなインパクトを与える可
能性がある。
１３．特記事項
Science 誌の成果は同号の PERSPECTIVES（ハイライト欄）に取り上げられた。また、Nature Immunology
誌の成果は、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞等で取り上げられると共に、NHK で全国にテレビ放送
されるなど、社会的にも大きなインパクトを与えた。DOCK2 に関しては、2001 年 Nature 誌に最初に発
表して以降、製薬企業から多くの問い合わせがあったが、本研究スタート後、実際に DOCK2 シグナル
を標的として阻害剤の開発研究を進めている企業があることを知った。このため、本研究の成果は、産
業応用の面でも貢献できるのではないかと期待される。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,231

1,800

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円） 13,778.013

人件費（千円）

20,585.391

26,261.28

22,169.944

24,145.526

旅費（千円）

697.04

業務実施費（千円）

31,029.917

21,938.644

25,522.056

23,547.244

その他（千円）

685.85

間接経費（千円）

16,153.692

15,000.076

14,308

14,307.23

間接経費（千円）

70,000

65,000

62,000

62,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）
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合計（千円）

計

14,454.482

8884.615
38,500

297,500

Ａ２－Ａ（医学・薬学等への貢献）
代表／分担機関の課題名

DOCK2 の機能・シグナル解析と制御化合物の同定

代 表 ／ 分 担 機 関

九州大学/九州大学

機関の代表研究者名

福井宣規

１．課題開始時における各機関の達成目標
免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構である
が、一方、免疫応答したための病態、例えば自己免疫疾患・
移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズ
アップされている。CDM ファミリーは線虫から哺乳類に至
るまで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で
機能することで細胞骨格の制御に関わっている。研究代表
者は、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子として
DOCK2 を同定し、これがリンパ球の遊走や活性化に不可欠な
Rac 活性化分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自
己免疫疾患の発症がブロックできることを実証した。本研
究では、DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至
るシグナルパスウェイに位置するタンパク質の機能と構造を包括的に解析し、その理解に立脚して
DOCK2 シグナルを特異的に阻害する低分子化合物を同定することで、免疫難病の新しい治療法を開発
することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
DOCK2 は DHR-2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP
交換反応を触媒するが、細胞内で効率よく Rac を活性化する
には、SH3 ドメインを含む N 末端の領域が ELMO と会合す
ることが必要である。このため、DOCK2 シグナルをブロッ
クする上で、DHR-2 と Rac、N 末端領域と ELMO の相互作用
は、最も重要なターゲットであると考えられる。そこで、制
御領域と連携して、これらの相互作用を阻害する低分子化合
物のスクリーニングを行い、最終的に DOCK2 による Rac 活
性化や免疫学的機能を、細胞レベルあるいは個体レベルでブ
ロックできる化合物を同定することに成功した。さらに化合
物の最適化に向けて、分担機関である金井グループ（東京大
学）と共同して、structure-activity relationship につき検討を行
うと共に、分担機関である横山グループ（理研）と連携して、
N 末端領域と ELMO の複合体および DHR-2 ドメインと Rac
の複合体の構造決定を行った。一方、機能解析に関しても、
好中球遊走における DOCK2 細胞内動態の制御機構を解明す
ると共に (Science 324: 384, 2009)、DOCK2 がアレルギー応答の制御(Nature Immunology 8: 1067, 2007)や
形質細胞様樹状細胞の遊走・活性化に関わることを明らかにする等（Blood 111: 2973, 2008; J. Exp. Med.
207: 721, 2010）、学術的にはもちろん、社会的にも大きなインパクトを与える成果を挙げた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
① N 末端領域と ELMO との複合体
分担研究者である横山グループ（理研）と共同して、DOCK2 の N 端と ELMO1 の複合体の構造決定を
行い、これらのタンパク質が広い範囲で強固な複合体を形成していることを明らかにした。すなわち、
DOCK2 の N 末端は SH3 ドメインと 3 本のαヘリックスバンドルから構成され、SH3 ドメインは ELMO1
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の Pro-x-x-Pro モチーフを中心に 28
アミノ酸残基にも及ぶ例外的に長い
配列と結合していた。また、DOCK2
のヘリックスバンドルは ELMO1 の
PH ドメインを固定する 2 本のαヘリ
ックスと分子間ヘリックスバンドル
を形成していた。得られた構造情報
を基に、九大で機能解析を行い、(1)
ELMO1 が SH3 ド メ イ ン に よ る
DOCK2 の自己活性阻害を解除する
メカニズムを明らかにすると共に、
(2) ELMO1 の PH ド メ イ ン が
DOCK2/Rac 複合体を支えるとい
う構造基盤を初めて解明した。これらは、ELMO1 による DOCK2 活性化機構を解明する上で重要な知
見な知見となると期待される。
② DHR-2 と Rac との複合体
DOCK2 DHR-2 ドメインは lobe A, B,
C という３つの部分から構成される
が、lobe A を欠損する変異体も、野
生型 DHR-2 と遜色なく GEF 活性を
有していることを見いだした。この
情報を基に、分担研究者である横山
グループ（理研）において、lobe A
欠損型 DHR-2 タンパク質試料を対象とした構造解析を行い、SeMet 置換体結晶の 2.5Å分解能 SAD デ
ータ収集に成功し、DHR-2 単独の（Rac1 非結合状態の）立体構造を決定した。この DHR-2 単独構造な
どをサーチモデルに用いて分子置換を行い、DHR-2・Rac1 複合体の結晶構造決定に成功した（上図）。
STD-NMR を用いた解析から、DOCK2 シグナルを阻害する低分子化合物（後述）は DHR-2 ドメインに
結合することから、両者の複合体の構造を明らかにすることができれば、DOCK2 を標的とした創薬が
大きく前進するものと期待される。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
①DOCK2 の細胞内動態を制御する分子機構
運動している細胞において Rac は先導端で選択的に活性化される。このメカニズムとして現在、ホスフ
ァチジルイノシトール３リン酸(PIP3)が Rac GEF を先導端にリクルートすることで、Rac の活性化を局
在化させるというモデルが一般的であるが、その詳細は依然と
して不明である。我々は、DOCK2 の細胞内動態をリアルタイ
ムでモニターするため、DOCK2-GFP 融合タンパク質を発現す
るノックインマウスを作製し、好中球を対象に、その細胞内動
態の制御機構を解析した。その結果、PIP3 が産生されると
DOCK2 が細胞膜にリクルートされ、続いてホスファチジン酸
（PA）との相互作用を介して DOCK2 が先導端に局在化するという、２段階の制御機構が働いているこ
とを明らかにした(Science 324: 384-387, 2009)。この成果は、同号の PERSPECTIVES（ハイライト欄）に
おいても取り上げられた。
②ヘルパーT 細胞の分化における DOCK2 の新しい機能
抗原刺激に伴い、T 細胞は Th1、Th2 という異なるサイトカイン遺伝子を発現する T 細胞サブセットに
分化する。これまでに、T 細胞受容体 (TCR)を介したシグナルと IL-4 受容体のシグナルとの間に何らか
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のクロストークが存在すると考えられてきたが、その分子実体は不明であった。我々は、DOCK2 を欠
損した CD4+ T 細胞が抗原刺激に伴い大量の IL-4 を分泌し、BALB/c マウスにおいてアレルギー疾患を
自然発症することを見いだした。このメカニズムを解明すべく詳細な解析を行い、TCR の下流で誘導さ
れる DOCK2-Rac シグナル伝達系が、微小管動態を介して IL-4 受容体の細胞内輸送をコントロールし、
最終的にサイトカインの遺伝子発現を制御するという、極めて精緻なメカニズムが存在することを明ら
かにした (Nature Immunol. 8: 1067-1075, 2007)。この成果は、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞等で
取り上げられると共に、NHK で全国にテレビ放送されるなど、社会的にも大きなインパクトを与えた。
③形質細胞様樹状細胞における DOCK2 の機能
形質細胞様樹状細胞（pDC）は、微生物由来の核酸を細胞内に存在する TLR7/TLR９を介して認識する
ことで、炎症性サイトカインのみならず、大量の I 型インターフェロン（IFN）を産生することから、
近年脚光を集めている細胞である。我々は、DOCK2 が pDC の遊
走に不可欠な Rac 活性化分子であることを明らかにすると共に
(Blood 111: 2973-2976, 2008)、TLR による抗原認識とは独立して
DOCK2-Rac シグナル伝達系が作動し、IKK-αの活性化を介して、
I 型インターフェロン産生を選択的に制御するという、新しい制
御機構の存在を明らかにした。pDC による I 型 IFN の産生は、SLE
や乾癬といった自己免疫疾患の発症に深く関わっていることか
ら、DOCK2 はこのような疾患を治療・予防する上でも、格好の
分子標的になると期待される(J. Exp. Med. 207: 721-730, 2010)。
④DOCK2シグナルを阻害する低分子化合物の同定
Rac に 1 アミノ酸変異を導入した約 130 種類の組み換えタンパク質を調製し、これを用いて、DOCK2
DHR-2 による Rac の認識が、古典的な GEF の DH-PH ドメインの認識と異なっていることを明らかにし
た。そこで、
「制御」領域より約 10,000 種類の低分子化合物の供与を受け、スクリーニングを行い、Trio
と Rac との相互作用には影響しないが、DOCK2 DHR-2 と Rac との相互作用をブロックする化合物を 24
種類同定した。さらに、GEF 活性・細胞毒性・機能解析といった 2 次、3 次のスクリーニングを行い、
最終的に DOCK2 による Rac 活性化を細胞レベルでブロックし、リンパ球・好中球・pDC の遊走および
活性化を阻害し得る化合物を１種類同定した。この化合物をマウスに投与することで、自己免疫疾患の
発症が抑制できることを確認した。また同様に、N 末端領域と ELMO との相互作用をターゲットにし
た低分子化合物のスクリーニングを行い、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックし得る化合物
を新たに 6 種類同定した。さらに、インシリコスクリーニングで上がってきた約 1,000 種類の化合物に
関しても阻害活性の検討を行い、５種類の化合物が、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックす
ることを見いだした。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

2件

PDB 登録の有無にかかわらず構

4件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

13 件

５．各機関の特許出願件数

1 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

12 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
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DOCK2 シグナルをブロックする際の first choice、second choice となる DHR2 ドメインと Rac、N 末端領
域と ELMO の相互作用を中心に、構造解析・機能解析ともに順調に進行した。特に一部の化合物に関
しては、既に in vivo での効果を確認する等、当初の予想を上回るスピードで成果が得られた箇所もあ
る。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究では、機能情報、構造情報、化合物情報を共有し、研究代表者のリーダーシップの下、化合物の
最適化や DOCK2 活性化のメカニズム解明に向け、定期的にミーティングを開催する等、各研究グルー
プが極めて有機的に連携し研究を進めた。
９．他の課題との情報共有・連携
・生産 C1 との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、研究課題の全ての試料においてタ
ンパク質の調製、相互作用分子との共結晶化を行った。・制御 C との連携により、DOCK2 の ELMO1
会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリーニングを行うと共に、提供
頂いた化合物を用いて実際のスクリーニングを実施した。・解析 C との連携により、新しく開発された
ビームラインを用いて DOCK2 の DHR-2 ドメイン-Rac1 複合体の Native データセットの取得に成功し
た。・情報 PF の藤先生との連携により、DOCK2 DHR2 ドメイン構造のシュミレーションを行った。・
ターゲットタンパク医薬分野 住本先生（九州大学）のグループと連携して、好中球に関する共同研究
を実施した。
・国内外の多くの研究者と共同して、DOCK2 シグナルに関する研究を推進すると共に、産
業応用に向けて、企業との共同研究を開始した。
１０．人材育成
シグナル解析や構造解析、創薬研究の実施に際して必要な知識や技術を、研究メンバーで共有し、解決
すべき問題が生じた際の相談体制を整備することで、ポスドク等が円滑に研究を遂行できるよう配慮し
た。期間中延べ 3 名のポスドクを雇用したが、1 名は九州大学で、1 名は他大学で、１名は企業で、現
在もそれぞれの立場から生命科学研究に従事している。
１１．終了までの具体的な見通し
同定した DOCK2 阻害剤のうち、DHR-2 と Rac の相互作用をターゲットとした化合物に関しては、既に
特許出願済みであり、技術移転も視野にいれ、企業との共同研究を開始した。今後、論文発表を待って、
他分野の研究者にも使用して頂けるような体制作りを行う。一方、N 末端領域と ELMO との相互作用
をターゲットにした化合物に関しては、今後その有用性を細胞レベル・個体レベルで検証すると共に、
企業とも連携しながら、産業応用の可能性につき検討する。また、従来解析のできていない細胞や受容
体を対象に、引き続き DOCK2 の機能解析を進める。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
DOCK2 は免疫系特異的に発現する分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自己免疫疾患の発症
がブロックできることから、これら免疫難病を治療・予防するための格好の分子標的になると考えられ
る。本研究では、DOCK2 の機能を人為的に制御できる化合物を数種類同定し、一部に関しては既に特
許出願も行い、企業との共同研究も開始した。このため本研究の成果は、新たなコンセプトに基づく免
疫抑制剤の開発につながるものとして、学術的にはもちろん、産業面でも大きなインパクトを与える可
能性がある。
１３．特記事項
DOCK2 に関しては、2001 年 Nature 誌に最初に発表して以降、製薬企業から多くの問い合わせがあった
が、本研究スタート後、実際に DOCK2 シグナルを標的として阻害剤の開発を進めている企業があるこ
とを知った。このため、本研究の成果は、産業応用の面でも貢献できるのではないかと期待される。
１４．研究費一覧
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１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

1,365

1,800

0

0

物品費（千円）

12,780

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

1,605

691

7,938

10,114

11,739

旅費（千円）

535

業務実施費（千円）

14,867

9,493

9,886

8,261

その他（千円）

80

間接経費（千円）

5,077

5,769

6,000

6,000

間接経費（千円）

4,500

合計（千円）

22,000

25,000

26,000

26,000

合計（千円）

19,500

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
人件費（千円）
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２３年度

計

118,500
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

「タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬への応
用」
（DOCK2 シグナルパスウェイのタンパク質群の構造解析と創薬研究への
応用）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究

機関の代表研究者名

横山 茂之

１．課題開始時における各機関の達成目標
免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構であるが、一方、免疫応答したための病態、例えば
自己免疫疾患・移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズアップされている。CDM フ
ァミリーは線虫から哺乳類に至るまで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で機能すること
で細胞骨格の制御に関わっている。研究代表者は、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子として
DOCK2 を同定し、これがリンパ球の遊走や活性化に不可欠な
Rac 活性化分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自
己免疫疾患の発症がブロックできることを実証した。本研
究では、DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至
るシグナルパスウェイに位置するタンパク質の機能と構造
を包括的に解析し、その理解に立脚して DOCK2 シグナル
を特異的に阻害する低分子化合物を同定することで、免疫
難病の新しい治療法を開発することを目的とする。
独立行政法人理化学研究所では、DOCK2 複合体の構造を
決定すると共に、インシリコスクリーニングで複合体形成
を阻害する低分子化合物を同定する。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
DOCK2 は DHR2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP 交換反応を触媒するが、細胞内で効率よ
く Rac を活性化するには、SH3 ドメインを含む N 末端の領域が ELMO と会合することが必要である。
これまでに、DOCK2 の N 末端領域、DHR2 ドメイン、PIP3 との会合を担うと考えられる DHR1 ドメイ
ン、完全長 DOCK2 を対象に、会合分子との共結晶の構造決定に向け、タンパク質試料の調製を行った。
うち、初めに N 末端領域と ELMO の複合体、続いて DHR2 ドメインと Rac の複合体の立体構造を決定
することに成功した。さらに、制御領域と連携して、N 末端領域と ELMO を対象に、その相互作用を
阻害する低分子化合物のインシリコスクリーニングを行い、DOCK2 を標的とした創薬に道を拓いた。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
DOCK2 の N 末端領域について、まず、SH3 ドメインと ELMO1 の C 末端プロリンリッチ配列の融合タ
ンパク質を用いて、NMR 法により両者の複合体の構造解析を行い、DOCK2 SH3 ドメインの立体構造お
よびそれに結合する ELMO1 の Pro-x-x-Pro モチーフを初めて明らかにした。次に、DOCK2 と ELMO1
について、大腸菌無細胞タンパク質合成系により発現領域の最適化を行い、両者が安定な複合体を形成
する領域を精密に決定した。その DOCK2（N 末端）と ELMO1（C 末端）の領域について、大腸菌無細
胞タンパク質合成系を用いた共発現により複合体試料を調製し、複合体結晶を得ることができた。「解
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析」領域との連携により Photon Factory BL-17A を利用して SAD 法により 2.1Å 分解能の結晶構造を決定
した（図 1）
。その結果、DOCK2 と ELMO1 は構造決定に用いた領域の全体の広い範囲で強固な複合体
を形成していることが明らかになった。DOCK2 の N 末端は SH3 ドメインと 3 本のαヘリックスバンド
ルから構成され、SH3 ドメインは先に同定した ELMO1 の Pro-x-x-Pro モチーフを中心に 28 アミノ酸残
基にも及ぶ例外的に長い配列と結合していた。また、DOCK2 のヘリックスバンドルは ELMO1 の PH ド
メインを固定する 2 本のαヘリックスと分子間ヘリックスバンドルを形成していた。SH3 ドメインを含
むこのような広範囲に及ぶタンパク質間相互作用は他に例を見ないものである。得られた構造から、(1)
ELMO1 が SH3 ドメインによる DOCK2 の自己活性阻害を解除する、(2) ELMO1 の PH ドメインが
DOCK2/Rac 複合体を支える、という２つの推定される機能に対する構造基盤が初めて明らかになり、
ELMO1 による DOCK2 活性化機構を解明する上で重要な知見が得られた。また、対照的に DOCK2 の結
合にともなって ELMO1 側の自己活性阻害が解除されるメカニズムも明らかになった。

図 1-1. N 末端領域の構造解析

図 1-2. DOCK2 と ELMO1 相互の自己抑制解除のメカニズム
決定した DOCK2（N 末端）/ELMO1（C 末端）複合体の立体構造に基づいて、「制御」領域との連携に
より、DOCK2 の ELMO1 会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリー
ニングを実施した。具体的には、阻害剤結合部位が未知、かつ柔らかい結合部位を持つ DOCK2 に対し
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て、MD シミュレーションを適用することで揺らぎによる構造多型を実現し、かつドッキングのための
最適な DOCK2 構造や条件を検討した。また Ligand-based approach として、阻害剤の 2 次元・3 次元構
造を元にした構造類似性探索も合わせて実施し、全体で約 1,000 化合物をライブラリー機構化合物から
選択した。
DOCK2 の DHR-2 ドメインについて、大腸菌無細胞タンパク質合成系を用いて発現領域の選定を行っ
た。最適化した DHR-2 領域について大腸菌無細胞タンパク質合成系と Sf9/バキュロウィルス発現系を
用いて Rac1 との複合体を調製し、構造解析が可能な複合体結晶を得ることができた。
「解析」領域との
連携により SPring-8 BL32XU の微小ビームを用いて X 線照射によるダメージの少ない約 3Å 分解能の良
好な Native データセットを取得することが出来た。さらに最適化した DHR-2 試料（Lobe A 欠損型）
を用いて SeMet 置換体結晶の 2.5Å分解能 SAD データ収集に成功し、DHR-2 単独の（Rac1 非結合状態
の）立体構造を決定した。この DHR-2 単独構造などをサーチモデルに用いて分子置換を行い、DHR-2・
Rac1 複合体の結晶構造決定に成功した（図 2）。
今後、DOCK2 シグナルを阻害する低分子化合物と DHR-2
の複合体の構造を明らかにすることにより、DOCK2 を標的とした創薬が大きく前進するものと期待さ
れる。

図 2. DHR-2 ドメインの構造決定
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図 3. 膜上における DOCK2・ELMO・Rac1 のモデル
着色構造は実構造。灰色部はモデル。
PIP3 との会合を担うと考えられる DHR-1 ドメインについて、大腸菌無細胞タンパク質合成系を用いて
発現領域の選定を行い、DHR-1 の可溶性試料の調製に成功した。PIP3 アナログ化合物存在下において
結晶化の条件検討を行った。
DOCK2（210kDa）の各機能ドメイン（N 末端、DHR-1、DHR-2）は CDM ファミリー分子に保存され
た領域ではあるが、一次配列からは構造・機能解析に適した領域が分からなかった。従って、大腸菌無
細胞合成系を利用した発現領域の最適化と、大腸菌無細胞合成系・動物細胞発現系・昆虫細胞/バキュ
ロウイルス発現系を総合的に比較して発現系を最適化することが可能な「生産」領域による新しい技術
がこれらの機能ドメインの構造解析を進める上で重要な鍵となった。
完全長 DOCK2 について、さまざまな系を用いて発現条件検討を行った結果、HEK293 細胞発現系の
共発現により構造解析に足る量の DOCK2/ELMO1 複合体の試料を調製することに成功した。また、こ
の複合体が Rac1 と三者複合体を形成することを確認した。さらに発現領域の最適化を行い、DOCK2 の
C 末端ホスファチジン酸結合部位を削除することによって結晶構造解析により適した性状の
DOCK2/ELMO1 複合体試料が得られることが分かった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

機能解析グループの成果を参照
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

2件

PDB 登録の有無にかかわらず構

4件
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造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

0件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

3件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
DOCK2 シグナルをブロックする際の first choice、second choice となる DHR2 ドメインと Rac、N 末端領
域と ELMO の相互作用を中心に、順調に構造解析が進行し、当初の計画通りに成果が得られている。
８．課題内の情報共有・連携体制
機能解析グループ（福井）との連携により、決定した N 末端領域と ELMO の複合体の立体構造情報に
基づいて、DOCK2 の変異体を用いた解析を行った。
９．他の課題との情報共有・連携
・生産 C1（横山）との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、研究課題の全ての試料に
おいてタンパク質の調製、相互作用分子との共結晶化を行った。
・制御 C（長野）との連携により、DOCK2
の ELMO1 会合面における低分子化合物の結合予測部位を同定し、インシリコスクリーニングを開始し
た。
・解析 C との連携により、新しく開発されたビームラインを用いて DOCK2 の DHR-2 ドメイン-Rac1
複合体の Native データセットの取得に成功し、今後 SAD/MAD データ収集を予定している。
１０．人材育成
試料調製や構造解析といった自身の本来の専門分野での業務を越えて、本課題の遂行のために必要とな
る広範な研究技術を身につけながら、総合的に本課題に従事するように配慮を行なっている。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに DOCK2 の各機能ドメイン、更には 1800aa を超える完全長の構造解析を進めており、終了
までに研究代表者が同定した分子の活性化機構の解明が大きく進むであろう。また、それらの知見から、
創薬の標的としてふさわしい DOCK2 の機能ドメインと会合分子が同定され、DOCK2 シグナルを特異
的にブロックする活性阻害剤候補化合物を複数取得し、相互作用を明らかにできる見込である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
自己免疫疾患や移植片拒絶の発症に鍵となる Rac 活性化分子である DOCK2 の立体構造解析に基づく
活性阻害候補化合物の探索の重要な知的基盤ができた。特に、DOCK2 は特有の非典型 GEF 機能を有す
ることから DOCK2 阻害剤の開発は免疫難病の新しい治療法・予防法の開発につながることが期待され
る。
１３．特記事項
現在、構造解析の成果を投稿準備を進めている。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円） 12,173.013
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２３年度
1,674.482

計
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人件費（千円）

19,894.391

18,323.28

12,055.944

12,406.526

旅費（千円）

162.04

業務実施費（千円）

7,797.917

4,753.644

7,944.056

6,824.244

その他（千円）

605.85

間接経費（千円）

8,307.692

6,923.076

6,000

5,769.23

間接経費（千円）

36,000

30,000

26,000

25,000

合計（千円）

合計（千円）

4,384.615
19,000

136,000

６
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分 担 機 関 の 課 題 名

タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル阻害剤の創製と医薬リードへ
の展開

分

担

機

関

機関の代表研究者名

東京大学
金井求

１．課題開始時における各機関の達成目標
免疫系は生体にとって感染に対する必須の防御機構である
が、一方、免疫応答したための病態、例えば自己免疫疾患・
移植片拒絶は、現代医学が解決すべき問題としてクローズア
ップされている。CDM ファミリーは線虫から哺乳類に至る
まで保存された分子で、低分子量 G タンパク質の上流で機
能することで細胞骨格の制御に関わっている。研究代表者
は、免疫系特異的に発現する CDM ファミリー分子として
DOCK2 を同定し、これがリンパ球の遊走や活性化に不可欠な
Rac 活性化分子であり、その欠損によりアロ移植片拒絶や自
己免疫疾患の発症がブロックできることを実証した。本研究
では、DOCK2 を中心に、受容体刺激から Rac 活性化に至る
シグナルパスウェイに位置するタンパク質の機能と構造を包括的に解析し、その理解に立脚して
DOCK2 シグナルを特異的に阻害する低分子化合物を同定することで、免疫難病の新しい治療法を開発
することを目的とする。
東京大学では、DOCK2 シグナルの阻害剤の合成、および構造最適化による活性の向上を目標とする。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
DOCK2 は DHR2 ドメインを介して Rac と会合し、GTP–GDP
交換反応を触媒するが、細胞内で効率よく Rac を活性化する
には、SH3 ドメインを含む N 末端の領域が ELMO と会合す
ることが必要である。これまでに、DOCK2 の N 末端領域、
DHR2 ドメイン、PIP3 との会合を担うと考えられる DHR1
ドメイン、完全長 DOCK2 を対象に、会合分子との共結晶の
構造決定に向け、生産領域と連携してタンパク質試料の調製
を行った。うち、N 末端領域と ELMO の複合体および DHR2
ドメインと Rac の複合体に関して、構造決定に成功した。一
方、機能解析に関しても、好中球遊走における DOCK2 細胞
内動態の制御機構を解明すると共に(Science 324: 384, 2009)、
DOCK2 がアレルギー応答の制御(Nature Immunology 8: 1067,
2007)や形質細胞様樹状細胞の遊走・活性化に関わることを
明らかにする等（Blood 111: 2973, 2008; J. Exp. Med. 207: 721,
2010）、学術的にはもちろん、社会的にも大きなインパクト
を与える成果を挙げた。さらに、制御領域と連携して、１）
DHR2 と Rac、２）N 末端領域と ELMO を対象に、その相互作用を阻害する低分子化合物のスクリーニ
ングを行い、DOCK2 による Rac 活性化や免疫学的機能を細胞レベルおよび個体レベルでブロックでき
る化合物を同定することに成功し、DOCK2 を標的とした創薬に道を拓いた。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
当分担機関では構造解析に関する研究は行わなかった。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
①DOCK2 の細胞内動態を制御する分子機構
運動している細胞において Rac は先導端で選択的に活性化され
る。このメカニズムとして現在、ホスファチジルイノシトール
３リン酸(PIP3)が Rac GEF を先導端にリクルートすることで、
Rac の活性化を局在化させるというモデルが一般的であるが、
その詳細は依然として不明である。我々は、DOCK2 の細胞内
動態をリアルタイムでモニターするため、DOCK2-GFP 融合タンパク質を発現するノックインマウスを
作製し、好中球を対象に、
その細胞内動態の制御機構を解析した。その結果、PIP3 が産生されると DOCK2
が細胞膜にリクルートされ、続いてホスファチジン酸（PA）との相互作用を介して DOCK2 が先導端に
局在化するという、２段階の制御機構が働いていることを明らかにした(Science 324: 384-387, 2009)。
②DOCK2シグナルを阻害する低分子化合物の同定
Rac に 1 アミノ酸変異を導入した約 130 種類の組み換えタンパク質を調整し、これを用いて、DOCK2
DHR2 による Rac の認識が、古典的な GEF の DH-PH ドメインの認識と異なっていることを明らかにし
た。そこで、
「制御」領域より約 10,000 種類の低分子化合物の供与をうけ、スクリーニングを行い、Trio
と Rac との相互作用には影響しないが、DOCK2 DHR2 と Rac との相互作用をブロックする化合物を 24
種類同定した。さらに、GEF 活性・細胞毒性・機能解析といった 2 次、3 次のスクリーニングを行い、
最終的に DOCK2 による Rac 活性化を細胞レベルでブロックし、リンパ球・好中球・pDC の遊走および
活性化を阻害し得る化合物を１種類同定した。この化合物をマウスに投与することで、自己免疫疾患の
発症が抑制できることを確認した。
特に当分担機関では、この化合物の大量供給および構造類縁体の供給を行い、構造活性相関の知見を得
た。
また同様に、N 末端領域と ELMO との相互作用をターゲットにした低分子化合物のスクリーニングを
行い、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックし得る化合物を新たに 6 種類同定した。さらに、
インシリコスクリーニングで上がってきた約 1000 種類の化合物に関しても阻害活性の検討を行い、５
種類の化合物が、生存性を損なわず、リンパ球の遊走をブロックすることを見いだした。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

２件

PDB 登録の有無にかかわらず構

４件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件

５．各機関の特許出願件数

１件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
免疫抑制剤の創薬リード同定と、有機合成からの機能開拓支援を当初計画していたが、当初の計画を十
分に達成できたものと考えている。特にリードとして同定された化合物は、炭素－炭素二重結合が異性
化しやすいという物性上の問題を抱えていたが、単離方法を工夫することによって、活性のある異性体
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を純粋な形で取り出す方法を見出せたのが大きな達成であったと考えている。現在この知見をもとに、
異性化をおこしにくい活性体の合成を検討中である。

８．課題内の情報共有・連携体制
本研究では、機能情報、構造情報、化合物情報を共有し、研究代表者のリーダーシップの下、化合物の
最適化や DOCK2 活性化のメカニズムの観点から、各研究グループが有機的に連携し研究を進めること
ができた。
９．他の課題との情報共有・連携
研究代表者の福井教授および共同研究者の神田教授とは、DOCK2 阻害剤低分子化合物の物性や構造解
析、構造活性相関の面で、非常に密に情報共有と連携を行っている。本プログラム以外の研究者とも、
化合物の物性解明に関して様々な意見を貰っている。

１０．人材育成
本研究には 3 人の大学院生が携わった。有機分子の合成や構造解析、構造活性相関の面で、他分野の研
究者との議論を通じて大きな教育効果があった。3 人とも製薬企業へと就職、あるいは就職予定。

１１．終了までの具体的な見通し
現在見出しているリードの構造安定性を向上させ、真に有効な免疫抑制剤リードの創出へと展開したい
と考えている。その後に製薬企業等へと成果の導出も可能である。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
免疫抑制薬の新しい分子標的を確立し、そのリードとなる低分子が実際に見出されている。真に有効な
医薬リードとなるためには、もう一段階の物性や安定性の向上が必要であるとは考えられるが、これを
クリアーした時には純国産の新規免疫抑制剤となりうる。

１３．特記事項
Science 誌の成果は同号の PERSPECTIVES（ハイライト欄）に取り上げられた。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

866

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

業務実施費（千円）

8,365

7,692

7,692

8,462

その他（千円）

間接経費（千円）

2,769

2,308

2,308

2,538

間接経費（千円）

12,000

10,000

10,000

11,000

設備備品費（千円）

合計（千円）
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合計（千円）

計

9,923
43,000

Ａ３（医学・薬学等への貢献）代表機関のマネジメント
課

題

名

神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法を駆使した阻
害剤創成

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人 九州大学
住本 英樹

１．課題開始時における達成目標
神経変性疾患の解明と治療法開発には、神経細胞死の分子・原子レベルでの理解が不可欠である。神経細胞
死の誘導には活性酸素が深く関与しており、活性酸素の主要な発生源として Nox（NADPH oxidase）ファミリ
ーが知られている。
ヒト Nox ファミリーには Nox1−Nox5 の 5 分子種が含まれるが、
これらは神経細胞に加えて、
ミクログリア、脳血管内皮細胞などに高発現しており、パーキンソン病における神経細胞死の誘導に関与す
ると考えられている。本研究は、Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明
し、Nox に対する特異的な阻害剤を創成することによって、神経変性疾患の治療薬開発の基盤形成に寄与しよ
うとするものである。

２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。
また、Nox の N 末膜貫通領域が p22phox との複合体形成に必要なこと、細胞質因子による調節は Nox の C
末側細胞質領域を介して行われることを明らかにした（右
図）。また、Nox1−4 が糖鎖修飾を受けること（Nox5 は糖鎖
修飾を受けない）、成熟した複合型糖鎖が結合した Nox の
みが p22phox と安定な複合体を形成することを示した。ま
た、Nox5 の 4 つの EF ハンドからなる領域の３次構造を NMR
により決定した。さらに、p47phox は、膜移行後に Ile-152
を含む短い領域で Nox2 と相互作用して活性化することを
明らかにした。また、全長型の p67phox が伸びた構造をして
いることを X 線小角散乱法により示し、p67phox の N 末の TPR
ドメインより C 末側の領域（アミノ酸番号 190-210）が直
接 Nox2 に結合して働くことを示した。これらの成果は、
細胞質因子がどのようにして Nox2 を活性化し電子伝達を引き起こすのか、その機構を解明する上での
大きな一歩となったと考えている。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
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Nox の活性調節は、NADPH との結合、NADPH から FAD への電子伝達、FAD からヘムへの電子伝達などの
部位における制御が想定されるが、種々の生化学的実験から NADPH との結合が１つの重要な制御部位と
考えられている。本課題により、Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの大量発現・大量精製系を
構築し、その結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。これは、Nox 本体に関して世界で
最初に決定された３次構造である。今回得られた構造情報をもとに、機能解析を行ない NADPH 結合に重
要なアミノ酸残基を同定した。Nox2 の NADPH 結合ドメインは、フェレドキシン還元酵素と 1 次構造上も
３次構造上もホモロジーがあるが、それぞれの NADPH 結合に重要な残基には両者間で保存されていない
ものが多く、NADPH の結合様式が両酵素間で異なることが明らかになった。この情報は、Nox の活性調
節機構の解明にとって大きな第１歩となると考えられる。また、Nox5 の 4 つの EF ハンドからなる領域
の３次構造を NMR により決定した（右下図）。さらに、Ca2+の結合によりこの領域の構造が大きく変化す
ることを見いだしており、この構造変化が Nox5 の O2-生成活性を誘導する可能性が考えられる。さらに、
Nox2 の活性化に必須の細胞質因子 p67phox の全長型の構造を X 線小角散乱法により示した。p67phox は、N
末側から、TPR ドメイン（Rac との
結合に必要）
、N 末側 SH3 ドメイン、
PB1 ドメイン（p40phox との結合に必
要）および C 末側 SH3 ドメイン
（p67phox との結合に必要）からなる
が、これらドメイン間の相互作用に
ついては全く解っていなかった。ま
ず、全長型 p67phox の結晶化を目指し
たが、これはなかなかうまくいかな
かった。そこで、X 線小角散乱法による解析を行い、p67phox 分子内でのドメイン間の相互作用は殆どな
く、伸びた構造をしていること等を明らかにした。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
① Nox 本体の作用機構の解明：
Nox5 は、Nox1−4 と異なり、p22phox と会合できない。そこで、Nox5 と Nox1−4 とのキメラタンパク質を
作製して解析を行い、Nox の N 末膜貫通領域が p22phox との複合体形成に必要なことを明らかにした。さ
らに、私達が本研究により開発した哺乳類細胞での Nox2 の高効率発現系を用いて、「Nox2 と p22phox と
の会合」について詳細な解析を行い、Nox2 の６つの膜貫通セグメントの中で p22phox との会合に必須の
膜貫通セグメントを明らかにした。また、Nox2 は複合型糖鎖をもつ膜タンパク質であることが知られて
いたが、Nox1, Nox3, Nox4 も高マンノース型糖タンパク質として合成され複合型糖鎖をもつ成熟型 Nox
へとプロセッシングされること、成熟型 Nox のみが p22phox と会合できることを示した。一方、Nox5 は
糖鎖修飾を受けない。また、細胞質因子による調節は Nox の C 末側細胞質領域を介して行われることを
示した。
② Nox 活性を調節する細胞質因子の作用機構の解明：
Nox 活性に必須な細胞質因子の１つ p47phox（PX ドメインと tandem に並んだ２つの SH3 ドメインをも
ち、PX ドメインが膜リン脂質と SH3 ドメインが膜タンパク質 p22phox とそれぞれ結合することで膜に移
行する）が、膜移行後に２つの SH3 ドメインよりも N 末側の領域（Ile-152 を含む）が Nox2 と相互作用
して活性化することを明らかにした。さらに、もう１つの必須細胞質因子 p67phox は、N 末の TPR ドメイ
ンで Rac と C 末の SH3 ドメインで p47phox と結合するが、本課題により、TPR ドメインより C 末側の領域
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（アミノ酸番号 190-210）が直接 Nox2 に結合して働くことを明らかにした。また、p67phox の N 末側 SH3
ドメインが、p67phox と Nox2 との相互作用を support することを示した。これらの成果は、細胞質因子
がどのようにして Nox2 を活性化し電子伝達を引き起こすのか、その機構を解明する上での大きな一歩
となったと考えている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

9 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

18 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

55 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

8 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
「Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明する」という点については、
（１）
Nox の活性制御の最も重要と考えられる NADPH 結合部位の結晶構造、
（２）Nox ファミリーの中で Nox5 にだけ
特異的に存在する N 末 Ca2+結合領域の NMR 構造を決定し、
（３）Nox 活性に必須な細胞質因子の１つ p67phox
の全長型の低分解能構造を X 線小角散乱法により得ることができた。さらに、生化学・分子細胞生物学
の方法を駆使することで、Nox 本体の作用機構の解明、および Nox 活性を調節するタンパク質（p67phox,
p47phox, p40phox, Noxo1, Noxa1,Rac など）の作用機構の解明については、当初計画通りあるいはそれ以
上の成果が得られたと考えている。一方、
「Nox に対する特異的な阻害剤を創成する」という点に関しては、
そのために必要な種々の情報は得てきたのだが、残念ながら、未だ特異的な阻害剤を得るところまではきてい
ない。
８．課題内の情報共有・連携体制
生化学的・分子生物学的実験と構造生物学研究を組み合わせて研究を進めている。北大グループで
NADPH 結合ドメインの構造決定した後、機能解析を九大グループで行ない、NADPH 結合周りの残基
の変異が活性酸素発生に重大な欠陥を生じる事を見出した。Nox5 CaM 様ドメイン, PX の機能解析につ
いても変異実験により構造情報を確認している。また、九大グループと北大グループで協力し、X 線小
角散乱より Nox2 の細胞質因子 p47phox、p67phox、p40phox の複合体の全体構造に関する知見を得た。この
ように、構造と機能研究は密接な連携を持って進めている。
また、課題全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため、課題内班会議を現在までに計 8 回行な
い(平成 19 年 8 月に北海道大学、平成 20 年 3 月東京、平成 20 年 7 月北海道大学、平成 20 年 8 月京都、
平成 21 年 1 月東京、平成 21 年 3 月熱海、平成 21 年 8 月京都、平成 22 年 3 月北海道大学、平成 22 年
10 月東京、平成 23 年 3 月東京)、進捗状況に関する意見交換を行った。もちろん、日々得られた成果や
種々の情報を共有するために、電話・メールによる打合せは頻繁に（月に数度以上）行なっている。
９．他の課題との情報共有・連携
Nox 調節タンパク質である p47phox の全長型の SAIL 法による構造解析を、本研究プログラム・技術開
発研究の解析領域（テーマ：
「SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化」）の甲斐荘 正恒 教授（名古
屋大学）と共同研究を行なっている。現在、無細胞系による SAIL タンパク質の調製ではなく大腸菌を
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用い、SAIL アミノ酸を用いたアミノ酸特異的ラベルを甲斐荘博士と連携して進めている。
また、Nox の複合体の構造予測について、本研究プログラム・技術開発研究の情報プラットホーム領
域（テーマ：
「タンパク質の複合体構造を推定するための構造バイオインフォマティクス」）の藤 博幸 教
授（産業技術総合研究所）と共同研究を行なっており、タンパク質の構造予測において成果を挙げてい
る。
さらに、新規膜電位センサータンパク質 VSOP と NADPH オキシダーゼの相互作用およびその白血球での役
割については、本研究プログラム・ターゲットタンパク研究・基本的な生命の解明分野（テーマ：
「新規

膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明」）の岡村 康司 教授（大阪大学）と、Nox の調節と細胞運動
との関連については、Nox の調節と細胞運動との関連については、本研究プログラム・ターゲットタン
パク研究・医学薬学分野（テーマ：「タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬
への応用」）の福井 宣規 教授（九州大学）と、それぞれ連携し共同研究を展開している。
１０．人材育成
研究室全体セミナー、個別の研究連絡を通して学部生、院生、ポスドクの研究意識の先鋭化を図って
きた。生化学的・分子生物学的な研究手法、および構造生物学的な研究手法の習得については、学部生、
院生への教育訓練を行なった。プロジェクトの期間を通して多くの人材が育った。院生、ポスドクの中
から、国立大学の助教に採用されたものが 2 名、国立大学医学部の医員に採用されたものが 2 名、公益
法人の研究所の研究員 2 名、大手製薬会社の研究員 5 名、海外ポスドク 2 名（予定 1 名）、大学院博士
課程進学 3 名と当プロジェクトにおいて研究意識に目覚めた人材が輩出している。人材育成の観点から
も成功したプロジェクトといえる。
１１．終了までの具体的な見通し
膜タンパク質 Nox ファミリータンパク質全長の大量精製には至っていないが、細胞質ドメインの構造
解析より、Nox ファミリータンパク質の活性酸素発生機構に関し重要な構造情報を提供することができ
た。これより、Nox ファミリーの活性酸素発生の制御機構について明らかにすることができたと考えて
いる。ほぼ、計画当初の目的は果たしたと考えている。
また、当プロジェクトの一環として開発した nanodisc はホスファチジルイノシトール（PI）結合タン
パク質の assay 系として、PIP strip や liposome assay 等に比較して特異性が高い。p47phox-PX ドメインと
PI との相互作用解析を行うとともに、多くの研究者より共同研究の申し出を受け、nanodisc の提供を行
っている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
nanodisc の開発によりホスファチジルイノシトール（PI）とエフェクタータンパク質との相互作用を
研究する手法を開発することができた。今後 PI 相互作用研究に活用されると期待される。実際多くの
研究者に PI 含有 nanodisc を提供している。当プロジェクトで NMR 解析に使用した Olivia は稲垣（北
大）らが開発したものであるが、Agilent 社(米国)よりライセンス供与の依頼を受けている。今後 Agilent
社 NMR 装置のバンドルソフトとしていくとのことである。我が国発のソフトとしては画期的なことで
ある。
１３．特記事項
私達は、本研究により以下のようなことを明らかにしてきた。(1) Nox2 の NADPH 結合ドメインの結晶
構造の決定：Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で
決定した。これは、Nox 本体に関して世界で最初に関して世界で最初に決定された３次構造である。(2)
Nox5 の Ca2+結合領域の３次構造の決定：Nox5 の N 末端側に存在する Ca2+結合領域の溶液構造を NMR 法に
て決定した。これは、Nox5 の中の領域としては世界で最初に決定された３次構造である。(3) Nox と
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p22phox との会合の分子機構：Nox の活性発現に必要な「Nox と p22phox との会合の分子機構」は今まで全
く分っていなかったが、本課題により、Nox2 の６つの膜貫通セグメントの中で p22phox との会合に必須
の膜貫通セグメントを明らかにした。(4) Nox の細胞内での局在機構：活性型 Nox2 複合体が食作用時の
ファゴゾーム膜に局在するのに必要な細胞質因子間の相互作用を解明した。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2752

649

0

0

物品費（千円）

4,870

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

14,264

人件費（千円）

11,524

19,494

17,138

15,242

旅費（千円）

業務実施費（千円）

25,724

16,780

17,477

16,158

その他（千円）

2,477

間接経費（千円）

12,000

11,077

10,385

9,420

間接経費（千円）

6,762

49,643

合計（千円）

52,000

48,000

45,000

40,820

合計（千円）

29,300

215,120

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度

計

927
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代 表 機 関 の 課 題 名

神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法を駆使し
た阻害剤創成

代

表

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人 九州大学
住本 英樹

１．課題開始時における各機関の達成目標
神経変性疾患の解明と治療法開発には、神経細胞死の分子・原子レベルでの理解が不可欠である。神経細胞
死の誘導には活性酸素が深く関与しており、活性酸素の主要な発生源として Nox（NADPH oxidase）ファミリ
ーが知られている。
ヒト Nox ファミリーには Nox1−Nox5 の 5 分子種が含まれるが、
これらは神経細胞に加えて、
ミクログリア、脳血管内皮細胞などに高発現しており、パーキンソン病における神経細胞死の誘導に関与す
ると考えられている。本研究は、Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明
し、Nox に対する特異的な阻害剤を創成することによって、神経変性疾患の治療薬開発の基盤形成に寄与しよ
うとするものである。

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。
また、Nox の N 末膜貫通領域が p22phox との複合体形成に必要なこと、細胞質因子による調節は Nox の C
末側細胞質領域を介して行われることを明らかにした（右図）。また、Nox1−4 が糖鎖修飾を受けること
（Nox5 は糖鎖修飾を受けない）、成熟した複合型糖鎖が結合した Nox のみが p22phox と安定な複合体を形
成することを示した。また、Nox5 の 4 つの EF ハンドから
なる領域の３次構造を NMR により決定した。さらに、
p47phox は、膜移行後に Ile-152 を含む短い領域で Nox2 と
相互作用して活性化することを明らかにした。また、全
長型の p67phox が伸びた構造をしていることを X 線小角散
乱法により示し、p67phox の N 末の TPR ドメインより C 末
側の領域（アミノ酸番号 190-210）が直接 Nox2 に結合し
て働くことを示した。これらの成果は、細胞質因子がど
のようにして Nox2 を活性化し電子伝達を引き起こすの
か、その機構を解明する上での大きな一歩となったと考
えている。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
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Nox の活性調節は、NADPH との結合、NADPH から FAD への電子伝達、FAD からヘムへの電子伝達などの
部位における制御が想定されるが、種々の生化学的実験から NADPH との結合が１つの重要な制御部位と
考えられている。本課題により、Nox2 の C 末に存在する NADPH 結合ドメインの大量発現・大量精製系を
構築し、その結晶構造を 2.0 オングストロームの分解能で決定した。これは、Nox 本体に関して世界で
最初に決定された３次構造である。今回得られた構造情報をもとに、機能解析を行ない NADPH 結合に重
要なアミノ酸残基を同定した。Nox2 の NADPH 結合ドメインは、フェレドキシン還元酵素と 1 次構造上も
３次構造上もホモロジーがあるが、それぞれの NADPH 結合に重要な残基には両者間で保存されていない
ものが多く、NADPH の結合様式が両酵素間で異なることが明らかになった。この情報は、Nox の活性調
節機構の解明にとって大きな第１歩となると考えられる。また、Nox5 の 4 つの EF ハンドからなる領域
の３次構造を NMR により決定した。さらに、Ca2+の結合によりこの領域の構造が大きく変化することを
見いだしており、この構造変化が Nox5 の O2-生成活性を誘導する可能性が考えられる。さらに、Nox2 の
活性化に必須の細胞質因子 p67phox の全長型の構造を X 線小角散乱法により示した。p67phox は、N 末側か
ら、TPR ドメイン（Rac との結合に必要）、N 末側 SH3 ドメイン、PB1 ドメイン（p40phox との結合に必要）
および C 末側 SH3 ドメイン（p67phox との結合に必要）からなるが、これらドメイン間の相互作用につい
ては全く解っていなかった。まず、全長型 p67phox の結晶化を目指したが、これはなかなかうまくいかな
かった。そこで、X 線小角散乱法による解析を行い、p67phox 分子内でのドメイン間の相互作用は殆どな
く、伸びた構造をしていること等を明らかにした。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
① Nox 本体の作用機構の解明：
Nox5 は、Nox1−4 と異なり、p22phox と会合できない。そこで、Nox5 と Nox1−4 とのキメラタンパク質を
作製して解析を行い、Nox の N 末膜貫通領域が p22phox との複合体形成に必要なことを明らかにした。さ
らに、私達が本研究により開発した哺乳類細胞での Nox2 の高効率発現系を用いて、「Nox2 と p22phox と
の会合」について詳細な解析を行い、Nox2 の６つの膜貫通セグメントの中で p22phox との会合に必須の
膜貫通セグメントを明らかにした。また、Nox2 は複合型糖鎖をもつ膜タンパク質であることが知られて
いたが、Nox1, Nox3, Nox4 も高マンノース型糖タンパク質として合成され複合型糖鎖をもつ成熟型 Nox
へとプロセッシングされること、成熟型 Nox のみが p22phox と会合できることを示した。一方、Nox5 は
糖鎖修飾を受けない。また、細胞質因子による調節は Nox の C 末側細胞質領域を介して行われることを
示した。
② Nox 活性を調節する細胞質因子の作用機構の解明：
Nox 活性に必須な細胞質因子の１つ p47phox（PX ドメインと tandem に並んだ２つの SH3 ドメインをも
ち、PX ドメインが膜リン脂質と SH3 ドメインが膜タンパク質 p22phox とそれぞれ結合することで膜に移
行する）が、膜移行後に２つの SH3 ドメインよりも N 末側の領域（Ile-152 を含む）が Nox2 と相互作用
して活性化することを明らかにした。さらに、もう１つの必須細胞質因子 p67phox は、N 末の TPR ドメイ
ンで Rac と C 末の SH3 ドメインで p47phox と結合するが、本課題により、TPR ドメインより C 末側の領域
（アミノ酸番号 190-210）が直接 Nox2 に結合して働くことを明らかにした。また、p67phox の N 末側 SH3
ドメインが、p67phox と Nox2 との相互作用を support することを示した。これらの成果は、細胞質因子
がどのようにして Nox2 を活性化し電子伝達を引き起こすのか、その機構を解明する上での大きな一歩
となったと考えている。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

4 件
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PDB 登録の有無にかかわらず構

11 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

40 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

8 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
「Nox ファミリーによる活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明する」という点については、
（１）
Nox の活性制御の最も重要と考えられる NADPH 結合部位の結晶構造、
（２）Nox ファミリーの中で Nox5 にだけ
特異的に存在する N 末 Ca2+結合領域の NMR 構造を決定し、
（３）Nox 活性に必須な細胞質因子の１つ p67phox
の全長型の低分解能構造を X 線小角散乱法により得ることができた。さらに、生化学・分子細胞生物学
の方法を駆使することで、Nox 本体の作用機構の解明、および Nox 活性を調節するタンパク質（p67phox,
p47phox, p40phox, Noxo1, Noxa1,Rac など）の作用機構の解明については、当初計画通りあるいはそれ以
上の成果が得られたと考えている。一方、
「Nox に対する特異的な阻害剤を創成する」という点に関しては、
そのために必要な種々の情報は得てきたのだが、残念ながら、未だ特異的な阻害剤を得るところまではきてい
ない。
８．課題内の情報共有・連携体制
生化学的・分子生物学的実験と構造生物学研究を組み合わせて研究を進めている。北大グループで
NADPH 結合ドメインの構造決定した後、機能解析を九大グループで行ない、NADPH 結合周りの残基
の変異が活性酸素発生に重大な欠陥を生じる事を見出した。Nox5 CaM 様ドメイン, PX の機能解析につ
いても変異実験により構造情報を確認している。また、九大グループと北大グループで協力し、X 線小
角散乱より Nox2 の細胞質因子 p47phox、p67phox、p40phox の複合体の全体構造に関する知見を得た。この
ように、構造と機能研究は密接な連携を持って進めている。
また、課題全体の連携を密としつつ円滑に運営していくため、課題内班会議を現在までに計 8 回行な
い(平成 19 年 8 月に北海道大学、平成 20 年 3 月東京、平成 20 年 7 月北海道大学、平成 20 年 8 月京都、
平成 21 年 1 月東京、平成 21 年 3 月熱海、平成 21 年 8 月京都、平成 22 年 3 月北海道大学、平成 22 年
10 月東京、平成 23 年 3 月東京)、進捗状況に関する意見交換を行った。もちろん、日々得られた成果や
種々の情報を共有するために、電話・メールによる打合せは頻繁に（月に数度以上）行なっている。
９．他の課題との情報共有・連携
Nox 調節タンパク質である p47phox の全長型の SAIL 法による構造解析を、本研究プログラム・技術開
発研究の解析領域（テーマ：
「SAIL 法による蛋白質構造解析技術の多様化」）の甲斐荘 正恒 教授（名古
屋大学）と共同研究を行なっている。現在、無細胞系による SAIL タンパク質の調製ではなく大腸菌を
用い、SAIL アミノ酸を用いたアミノ酸特異的ラベルを甲斐荘博士と連携して進めている。
また、Nox の複合体の構造予測について、本研究プログラム・技術開発研究の情報プラットホーム領
域（テーマ：
「タンパク質の複合体構造を推定するための構造バイオインフォマティクス」）の藤 博幸 教
授（産業技術総合研究所）と共同研究を行なっており、タンパク質の構造予測において成果を挙げてい
る。
さらに、新規膜電位センサータンパク質 VSOP と NADPH オキシダーゼの相互作用およびその白血球での役
割については、本研究プログラム・ターゲットタンパク研究・基本的な生命の解明分野（テーマ：
「新規
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膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明」）の岡村 康司 教授（大阪大学）と、Nox の調節と細胞運動
との関連については、Nox の調節と細胞運動との関連については、本研究プログラム・ターゲットタン
パク研究・医学薬学分野（テーマ：「タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬
への応用」）の福井 宣規 教授（九州大学）と、それぞれ連携し共同研究を展開している。
１０．人材育成
研究室全体セミナー、個別の研究連絡を通して学部生、院生、ポスドクの研究意識の先鋭化を図っ
てきた。生化学的・分子生物学的な研究手法、および構造生物学的な研究手法の習得については、学部
生、院生への教育訓練を行なった。プロジェクトの期間を通して多くの人材が育った。院生、ポスドク
の中から、国立大学医学部の医員に採用されたものが 2 名、海外ポスドク 1 名、大学院博士課程進学 1
名と当プロジェクトにおいて研究意識に目覚めた人材が輩出している。人材育成の観点からも成功した
プロジェクトといえる
１１．終了までの具体的な見通し
膜タンパク質 Nox ファミリータンパク質全長の大量精製には至っていないが、細胞質ドメインの構造
解析とそれに続く詳細な機能解析より、Nox ファミリータンパク質の活性酸素発生機構に関し重要な構
造・機能情報を提供することができた。これより、Nox ファミリーの活性酸素発生の制御機構について
明らかにすることができた。この点に関しては、ほぼ、計画当初の目的は果たしたと考えている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
ヒトを含む多くの動物における主たる「活性酸素生成の生成源」の一つである Nox に対して、有効な阻
害剤が得られれば、それは将来の創薬という観点からも、十分な知的財産となると期待される。このような阻
害剤を得るべく努力してきたが、今までのところ成功していない。本プログラム終了時においても、阻害剤
の創成に成功しなかった場合も、当然ながら、引き続き阻害剤の創成に向けた研究を続ける。有効な阻
害剤が得られれば、ターゲットタンパクの成果として社会に還元したいと考えている。
１３．特記事項

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

2,752

649

0

0

物品費（千円）

2,484

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

13,030

人件費（千円）

1,345

14,333

15,849

12,790

旅費（千円）

450

業務実施費（千円）

20,518

9,633

7,997

9,687

その他（千円）

651

間接経費（千円）

7,385

7,385

7,154

6,743

間接経費（千円）

4,985

33,651

合計（千円）

32,000

32,000

31,000

29,220

合計（千円）

21,600

145,820

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代表／分担機関の課題名

神経細胞死に関与する活性酸素発生源の構造生物学的解明

代 表 ／ 分 担 機 関

国立大学法人 北海道大学

機関の代表研究者名

大学院先端生命科学研究院

特任教授

稲垣 冬彦

１．課題開始時における各機関の達成目標
神経変性疾患の解明と治療法開発には、神経細胞死の分子・原子レベルでの理解が不可欠である。神経
細胞死の誘導に深く関与する活性酸素の発生源である「Nox（NADPH oxidase）ファミリー」につい
て、その活性酸素生成機構を立体構造の視点に基づいて解明し、Nox に対する特異的な阻害剤を創成す
ることによって、神経変性疾患の治療薬開発の基盤形成に寄与することを目的とする。
このため、国立大学法人九州大学及び国立大学法人北海道大学は共同で業務を行う。
国立大学法人北海道大学では、神経細胞死に関与する活性酸素発生源の構造生物学的解明（特に Nox
のドメインと Nox 活性調節タンパク質の立体構造決定）に関わる業務を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
①Nox2 の NADPH 結合ドメインの構造解析を行ない、CGD 変異との関連を明らかにした。
②NMR 法により Nox2 p67phox の TPR ドメインの構造を決定し、Rac との相互作用解析を行った。
③膜タンパク質 Nox5 の細胞質ドメイン N 末端領域の構造を NMR 法により決定し、カルシウムによる
活性調節機構を解明した。Nox5 細胞質ドメインのメリチン様配列との相互作用により活性化される機
構が示唆された。
④P47phox の構造解析を行うために SAIL 法を適用したが、無細胞系での発現量が少なく中止した。P47
の PX ドメインと SH3 ドメインの間のリンカ―領域が PI(3,4)P2 へのターゲティングと活性酸素発生に
重要な役割を果たしていることが生化学的に示されている。このリンカー部分の変異体を作成した結
果、活性酸素発生にはリンカー部位と Cyt558 との相互作用の可能性が示された。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
①Nox2 の NADPH 結合ドメインの構造解析
Nox2 の電子伝達系の基点となる NADPH 結合ドメイン
(NBD)について、Ｘ線結晶構造解析により構造を決定し
た。ついで NADPH との複合体の構造解析を目的として、
ソーキングあるいは共結晶化により結晶化を試みたが、複
合体の結晶は得られなかった。今回得られた結晶では、
NADPH 結合領域が結晶のパッキングに関わっているた
め、ソーキングでは NADPH は入らなかったと考えられ
る。そこで、NMR 法により NADPH との複合体形成につ
いて検討した。NADPH 結合ドメインを 13C/15N 安定同位
体でラベルをおこない、
一連の三次元 NMR の測定を行い、
NMR シグナルの帰属を行なった。NADPH の結合の影響

図 1 NBD の立体構造

を検討するため、逐次 NADPH を加え、NBD の化学シフトの変化を観測した。早い交換系であること、
5 等量の NADPH の存在下で化学シフトは飽和した。これらの結果より NBD と NADPH の解離定数は
100μM 程度と見積もられた。化学シフトの変化した NBD の残基を構造上にマップしたところ、フラボ
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ドキシン還元酵素（FNR）の NADPH 結合に関与している残基に対応する残基近傍に観測された(図 1
緑色で示した残基, FNR の NADPH の構造を重ねている。)。これより、NBD における NADPH の結
合様式は FNR のそれとよく対応していることが期待される。Nox2 の NBD の構造上に FNR で決定さ
れた NADPH の構造を重ねると、2’リン酸基の周りには Thr481, Arg446, Arg513 が存在しており、実
際これらの残基に変異を加えると、活性酸素の発生が極端に落ちることが分かった。これより、Nox2
は NADPH のみを電子伝達に用いることができる。興味深いことに、活性酸素の発生能が落ちた CGD
患者では、多くの変異が NBD の領域に落ちることが知られている。G408E, P415H, C537R, D500G,
L505R, 507−509欠損体 (GLT より HIWA への置換)である。これらの変異は NADPH の結合領域あるい
はその近傍に存在し、NADPH との結合を直接阻害するか、NADPH 結合領域近傍の構造を壊すことが
期待される。一方 488-497 (IR, insertion region）の領域は今回の結晶構造では電子密度は同定されて
いない。これはこの領域がフレキシブルなためである。IR の deletion mutant は CGD の患者に多く見
出されており、この変異がいかにして CGD を引き起こすか明らかにされていないが、一つの可能性と
して、IR が細胞質内因子との相互作用部位として働き、細胞質因子を gp91 にリクルートする役割を果
たしている可能性があげられる。今後の検討を要する課題である。
②NMR 法による Nox2 p67phox の TPR ドメインと Rac の相互作
用解析
p67 は TPR、nSH3, PB1, cSH3 よりなるマルチドメインタン
パク質である。TPR は Rac(GTP 結合型)をリクルートし、Cyt
b558 を活性化し活性酸素を発生する。本研究では活性酸素発生に
必須な要素の一つである p67 TPR と Rac の相互作用を明らかに
することを目的とした。p67 TPR と Rac の相互作用については
すでに結晶構造が報告されているが、相互作用面積が小さいこ
と、pH 10 の条件で結晶化していることなど、溶液状態で複合
体の構造を検討することが必要と考えられた。TPR(1-203)およ
び Rac を大腸菌を用いて発現したところ、それぞれ良好な発現
を確認した。Rac は活性化アナログを用い、GTPγS を用いて活
性化体を調製した。TPR については pH 7.2 において NMR 法を
用いて溶液構造を決定し、結晶構造とよい対応を示してしてい
ることを確認した。そこで、メチルシグナルを用い、交差飽和
法により Rac との相互作用界面を同定した。相互作用面に直接
含まれる可能性の高いメチル基を測定対象とし、Rac のプロト
ンよりメチルシグナルへの交差飽和を観測することとした。Ile,
Val, Leu のメチル基のプロトンのみを残した 13C/15N/2H 安定同
位体ラベル TPR(1-203)を調製した。一方 Rac は 1H 体を用い、
Rac のプロトンシグナルの照射による TPR のメチルプロトンへ
の磁化の飽和移動を調べた。Rac からの磁化の飽和移動はβヘア
ピン上の Ile111, Leu 112 に顕著であり、βヘアピン近傍のメチ
ル基についても飽和移動が観測された。これより、Rac は結晶

図 2 観測した交差飽和と交差飽和に

構造解解析の結果と同様に、βヘアピン上に結合していることが

より同定した TPR/Rac 複合体の構造
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明らかになった。
③膜タンパク質 Nox5 全長発現と細胞質カルシニューリン様ドメインの発現系の作製と構造解析
Nox5 は他の Nox ファミリーに比較して、細胞質因子を活性化に必要としない点が特徴であり、活性
化は N 末端細胞質領域のカルシニューリン様ドメインにカルシウムが結合することを契機として起こ
る。メリチンが Nox5 の活性酸素発生を阻害することが報告されているが、Nox5 の C 末側細胞質領域
にメリチン様の配列が存在することを我々は見出した。したがって活性化の機構として、カルシニュー
リン様ドメインがカルシウム結合によりコンフォーメーション変化を誘起し、メリチン様配列と結合す
ることにより FAD, NADPH 結合ドメインが活性酸素の発生に有利な配向を取る可能性が考えられる。
我々は Nox5 のカルシニューリン様ドメインに対応する数種のコンストラクトを作製し、比較的溶解性
の高いコンストラクトとして Nox5(1-170)を同定した。このコンストラクトについて各種多次元 NMR
を測定し、帰属を進めるとともに 13C, 15N edited NOESY を測定し、CYANA により apo 体の構造を決
定し、カルシニューリン様の構造を
とることを明らかにした。Ca 結合
状態では、Nox5(1-170)は疎水面を
露出し沈殿するが、メリチン存在下
では沈殿を生じず、大きなシフトが
観測された。Ca 存在下では Nox5
に 構 造 変 化 が 誘 起 さ れ 、
FAD,NADPH 結合ドメインのルー
プに存在するメリチン様配列と相
図 3 Nox5(1-170)apo 体の NMR 構造

互作用することが活性酸素発生の活
性化機構と考えられた。

Nox5 全長の発現を pichia を用いて検討した。発現量を高める膜タンパク質 mistic を N 末に融合して
Nox5 全長の全長の発現を試みたが、現在のところ発現は確認できていない。

④p47phox の構造解析と自己阻害機構の解析
解析 D2「SAIL 法によるタンパク質構造解析技術の多様化」との共同のもとに、大腸菌生細胞に
て高収量（培地 1L あたり最終精製タンパク質 20mg）でタンパク質発現を行うコンストラクト
Histag-GB1-p47(1-340)を SAIL タンパク質調製用無細胞発現ベクターpIVEX2.3d に組み込んだ。本
発現ベクターを用いてセルフリータンパク質合成をおこなったが、目的タンパク質の合成は確認で
きなかった。このため、SAIL 法を用いた蛋白質ラベルは中断した。しかし、2H/15N/13C ラベル体を
調製することにより、p47(1-340)の帰属を行なうことができた。SAIL ラベル体の調製を行わなくとも
PX ドメインによる活性制御機構を解析するめどが立った。
NADPH オキシダーゼの活性化状態において、p47phox PX ドメインは細胞膜に含まれる PI(3,4)P2 と結
合しており、p47phox の膜局在を制御している。一方，休止状態では、p47phox が膜移行しないよう PX ド
メインが負に調節されている必要がある。そのため、PX ドメインと p47phox に含まれる他の領域と分子
内相互作用があると考えられている。しかし，p47phox 全長の立体構造が解析されていないため、p47phox
PX ドメインの自己阻害機構はいまだにあきらかになっていない。本年度は，PX ドメインと SH3 ドメ
イン間のリンカー領域に着目し、この領域にアミノ酸変異を導入した場合に p47phox の分子形状がどのよ
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うに変化するかを X 線小角散乱法（SAXS）により調べた。p47phox のリンカー領域（144-159）に対して
アミノ酸変異を導入した，D151G/I152G/T153G 変異体（p47phox3G）および 152ITGPIILQ159 を GGGGSGSS
に置換した変異体（p47phox8G）を作成した。p47phox(1-340)の野生型，p47phox3G および p47phox8G の SAXS
を測定し、ギニエプロットから慣性半径 Rg を求めたところ、野生型では 24.8 Å，p47phox3G では 25.0 Å
であったのに対して、p47phox8G では 28.5 Å と，やや大きな Rg を与えた。さらに、距離分布関数を解析
したところ、野生型と p47phox3G では単一ドメイン様のプロファイルであったのに対して、p47phox8G で
は独立した 2 ドメイン様のプロファイルを示した。このことは、p47phox8G では PX ドメインと他の領
域とのあいだの相互作用が解除され、PX ドメインが自由に運動できることを示している。PX ドメイン
と SH3 ドメイン間のリンカー領域のうちの 155PIILQ159 が PX ドメインの自己阻害に関与していることが
わかった。
（３）機能解析に関する進捗及び成果

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

1件

PDB 登録の有無にかかわらず構

3件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
神経細胞死に関与する活性酸素発生源の構造生物学的解明と題し、好中球活性酸素発生系 Nox ファミ
リータンパク質の活性制御機構について、構造面から研究した。膜タンパク質 Nox5 を対象として発現
を試みたが、膜各分を得ることはできなかった。しかし、活性酸素発生には細胞質部分の FAD/NADPH
の相対配置が重要なことを示した。細胞質部分特に NADPH 結合ドメインと Nox5 の細胞質部分の活性
制御ドメインであるカルシニューリン様ドメインについて構造を明らかにし、活性制御機構を明らかに
することができた。また、p47PX ドメインによる p47 の活性化機構についてもほぼ解明できる見通し
がついた。膜タンパク質としての発現を除けば、当初の計画に沿って研究は進捗していると考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
生化学実験と構造研究を組み合わせて研究を進めている。NADPH 結合ドメインの構造を決定した後、
機能解析を九大グループで行ない、NADPH 結合周りの残基の変異が活性酸素発生に重大な欠陥を生じ
る事を見出した。その他、Nox5 CaM 様ドメイン, PX の機能解析についても変異実験により構造情報を
確認している。また、九大グループと協力し、X 線小角散乱より Nox2 の細胞質因子 p47、p67、p40 の
複合体の全体構造に関する知見を得た。このように、構造と機能研究は密接な連携を持って進めている。
９．他の課題との情報共有・連携
課題 D「SAIL 法によるタンパク質構造解析技術の多様化」との情報共有連携を進めた。SAIL 蛋白質を
無細胞系で生産するためのベクトルの供与を受け、p47 全長の調製を進めた。しかし、生産量の問題も
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あり、SAIL 蛋白質の調製は行えなかった。22 年以降は稲垣が中核機関となっている｢オートファジーに
必須なタンパク質群の構造的基盤｣に課題 D が加わった。現在、無細胞系による SAIL タンパク質の調
製ではなく大腸菌を用い、SAIL アミノ酸を用いたアミノ酸特異的ラベルを甲斐荘博士と連携して進め
ている。
１０．人材育成
研究室全体セミナー、個別の研究連絡を通して学部生、院生、ポスドクの研究意識の先鋭化を図った。
構造生物学的な研究手法の習得については、学部生、院生への教育訓練を行なった。プロジェクトの期
間を通して多くの人材が育った。院生、ポスドクの中から、国立大学の助教に採用されたものが 2 名、
公益法人の研究所の研究員 2 名、大手製薬会社の研究員 5 名、海外学振ポスドク 1 名（予定 1 名）、他
大学の博士課程進学 2 名と当プロジェクトにおいて研究意識に目覚めた人材が輩出している。人材育成
の観点からも成功したプロジェクトといえる。
１１．終了までの具体的な見通し
膜タンパク質 Nox ファミリータンパク質全長の発現には至っていないが、細胞質ドメインの構造解析よ
り、Nox ファミリータンパク質の活性酸素発生機構に関し重要なな構造情報を提供することができた。
これより、Nox ファミリーの活性酸素発生の制御機構について明らかにすることができたと考えてい
る。ほぼ、計画当初の目的は果たしたと考えている。
また、また、当プロジェクトの一環として開発した nanodisc は PI 結合タンパク質の assay 系として、PIP
strip, Liposome assay に比較して特異性が高い。P47phoxPX ドメインと PI との相互作用解析を行うととも
に、多くの研究者より共同研究の申し出を受け、nanodisc の提供を行っている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
Nanodisc の開発により PI とエフェクタータンパク質との相互作用を研究する手法を開発することがで
きた。今後 PI 相互作用研究に活用されると期待される。実際多くの研究者に PI 含有 nanodisc を提供し
ている。当プロジェクトで NMR 解析に使用した Olivia は当研究室で開発したものであるが、Agilent 社
(米国)よりライセンス供与の依頼を受けている。今後 Agilent 社 NMR 装置のバンドルソフトとしていく
とのことである。我が国発のソフトとしては画期的なことである。
１３．特記事項
特になし
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

2,386

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

1,234

人件費（千円）

10,179

5,161

1,289

2,452

旅費（千円）

業務実施費（千円）

5,206

7,147

9,480

6,471

その他（千円）

1,826

間接経費（千円）

4,615

3,692

3,231

2,677

間接経費（千円）

1,777

15,992

合計（千円）

20,000

16,000

14,000

11,600

合計（千円）

7,700

69,300
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制御

機

関

名

東京大学

代 表 研 究 者 名

富田

泰輔

１．課題開始時における達成目標
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な役割を果た
す Aβペプチドの産生を担うプロテアーゼであり、その特異的阻害
剤は根本的治療薬として最も有望視されている。またγセクレター
ゼは脂質二重膜内の疎水性環境でタンパク分解を行うという特異
な性質に加え、発生・分化過程や、発がんに関わる Notch 受容体の
活性化を担う生理的機能の故に、大きな注目を集めている。しかし
γセクレターゼは４つ以上のサブユニットから構成され、巨大な膜タンパク複合体を分子的実体とする
という特異な性質から、その構造学的解析には多大な技術的困難が立ちはだかっている。本研究では１）
γセクレターゼの部分構造の X 線結晶解析による解明、２）全体構造の単粒子解析・X 線結晶構造解析
による解明、３）活性を制御する低分子化合物及び機能抗体の創出、４）低分子化合物・機能抗体を用
いたγセクレターゼの構造活性相関の解明、を４つの柱項目として研究を遂行する。これらの成果を結
集し、γセクレターゼ作動の分子基盤を明らかにし、その活性制御に基づくアルツハイマー病治療法を
創出することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析としては、ニカストリン活性阻害抗体 A5226A の Fab フラグメントの X 線結晶構造解析、エ
ピトープマッピングをアミノ酸残基レベルで決定した。また、ニカストリン細胞外領域の構造決定に最
適な組み換えタンパク質のデザインを行い、すでに大量発現実験の段階にある。また、γセクレターゼ
全複合体の大まかな構造を決定するために、クライオ電子顕微鏡を利用した精製複合体の単粒子構造解
析を行った。また、γセクレターゼと相同な活性中心をもつ SPP の単粒子構造解析に成功した。大腸菌
無細胞合成系により、Pen-2 やプロテアーゼ活性を持つ野生型プレセニリンおよび SPP の大量発現と精
製に成功した。機能解析として、低分子化合物・機能抗体等を迅速かつ簡便に選別するスクリーニング
法を創出、オリジナルのアルツハイマー病モデルマウスを確立した。新規ニカストリン活性抑制化合物、
新規γセクレターゼ活性中和抗体、基質特異的な新規γセクレターゼ阻害剤の作出、γセクレターゼ阻
害剤のラショナルデザインに成功した。プレセニリンの中に活性制御に関わる新規ドメインが存在する
ことを明らかにした。構成因子を必要とせずに活性を発揮する、スーパープレセニリンの作成を行った。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
ニカストリン細胞外領域フラグメント（NctED）の構造解析
NctED は糖鎖含量が 40％にも達する極めて結晶化の困難なターゲットである。これまでに 16 カ所の
うち 13 カ所の糖鎖部位を除去することに成功した。しかし結晶化には不適であった。これに対し、糖
鎖変異を 8 カ所にとどめた変異体ではタンパク質の性状に影響を与えないことが明らかとなり、このタ
ンパク質を用いた単体、もしくは抗体の Fab フラグメント複合体の結晶化が進行中である。さらにニカ
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ストリン活性阻害抗体について、これら抗体がマウスニカスト
リンには反応しないことを利用し、ELISA によるエピトープマッ
ピングを行った。その結果、A5226A については Arg391 が、A5201A
については Glu375 と Ala410 とが最も重要な認識部位のコアを
なすことがわかった（Hayashi et al., Oncogene 2011）。γセクレタ
ーゼ中和抗体 A5226A の Fab フラグメントを単体で結晶化し、
1.32Å という高分解能で構造解析に成功した。得られた構造か
ら、ニカストリンの活性部位のミラーイメージとなる構造が明らかとなった。またプロテアーゼ限定分
解を用いた表面露出残基の特定により、二ヵ所のフレキシブルループを同定した。このループはディス
オーダー領域として結晶化の障害になっている可能性が高い。そこでこれらの２カ所を欠失した変異体
を作成して発現を調べたところ、良好な発現を示し、しかもモノクローナル抗体で認識されることから
正しいフォールドをしていることが予想され、この欠失変異体の大量精製を現在進めている。
γセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの単粒子構造解析
バキュロウイルス・Sf9 細胞発現系により大量生産、精製した γ セクレターゼ複合体をクライオ電子
顕微鏡により撮影した。現在、クライオ画像から集中的に単粒子解析を行っている。現段階の問題とし
て点分子ごとの構造のばらつきが、３次元計算上の重なりの不一致として現れたことであるが挙げられ
る。この結果は分子の動的側面を表し、上記の結晶化におけるデータや、機能解析でのデータと良く一
致する。しかし、この分子集団には Major な構造が存在することを突き止めた。そのために、研究機関
間で綿密に連携を取りながら、主構造を反映している粒子だけに画像の絞込みを進め、３次元構造再構
築を行っている。さらにγセクレターゼと相同の活性中心を持つシグナルペプチドペプチダーゼ（SPP）
の構造解明に成功した（Miyashita et al., JBC 2011）。
大腸菌無細胞合成系によるγセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの発現と精製
活性中心サブユニットプレセニリンの機能構造相関の理解を目指し、技術開発 C 課題「生産」領域と
の連携により、大腸菌無細胞合成系で複数のターゲットタンパクの発現及び精製系の構築を行った。そ
の結果、ヒト Pen-2、ショウジョウバエ SPP については良好な収量が得られた。Pen-2 については NMR
解析に供したが、シグナルの分離度がすぐれず、構造情報の取得には至らなかった。一方、SPP はプロ
テアーゼ活性を保持していることが明らかとなったため、結晶化に向けて合成及び精製の条件検討を進
めた。また本系において大量生産した野生型プレセニリンが活性中心構造を持ち、蛍光ペプチド基質を
切断したことから、可溶化された状態ではプレセニリン単独でプロテアーゼ活性を発揮しうると考えら
れ、本手法で合成した野生型プレセニリンも構造解析対象として検討をすすめることとした。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
γセクレターゼ活性制御技術の開発
オリジナル in house 化合物ライブラリーや、技術開発 C 課題
「制御」領域と連携し、ニカストリンに対する阻害活性をもつ
可能性のある化合物をスクリーニングし、最終的に 3 化合物を
選択し、これらの化合物がニカストリンの構造を不安定化して
基質の結合を特異的に抑制することを見出した。本化合物は世
界で初めてニカストリンを標的分子とする阻害剤である。また核内受容体リガンドライブラリーより、
Notch シグナルを抑制しない新規γセクレターゼ阻害剤を同定した（Kurosumi et al., BMCL 2009）
。βア
ミノ酸を用いたフォルダマーデザインにより、ヘリックス構造を固定したβペプチドによるγセクレタ
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ーゼ阻害剤のラショナルデザインに成功した（Imamura et al., JACS 2009）。側鎖を変化させることで、
サブ nM オーダーの阻害能を持つβペプチドを見出した。γセクレターゼ活性を制御する APP 内部配
列の同定に成功し、その配列情報を元に作成したβペプチドがγセクレターゼ阻害能を持つことを明ら
かにした（投稿準備中）
。A5226A が in vivo においてもγセクレターゼ活性抑制能を持つことを明らか
にし（Hayashi et al., Oncogene 2011）、その単鎖抗体化と解析を進めた。小胞体局在型ニカストリン特異
的抗体 A5201A については単鎖抗体の発現機能解析を行い、γセクレターゼ活性阻害能を有しているこ
とを見出した（Hayashi et al., JBC 2007）。プレセニリンの第一ループに対する領域に対するモノクロ
ーナル抗体がγセクレターゼ活性を抑制する中和抗体として作動することを見出した。そのメカニズム
として、第１膜貫通領域のピストン運動を抑制するためであることを明らかにした（特許申請準備中）
。
γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出
γセクレターゼ切断活性、ニカストリン活性のスクリーニング法を確立した。オリジナルのアルツハ
イマー病モデルマウスを確立した（Yamada et al., J Neurosci 2009）。技術開発 D 課題「生産」領域と連携
し、γセクレターゼアッセイに用いるリコンビナント基質の簡便かつ高純度な精製法を確立した。
γセクレターゼ切断機構を再構成しうる活性型部分タンパクの同定と解析
Notch シグナルを抑制しないスルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤やγセクレターゼモジュレータ
ーの低分子プローブ化、新規リンカーの開発に成功した（Yokoshima et al., BMCL 2009）。これらの光親
和性標識プローブを利用し、γセクレターゼモジュレーターの結合部位が第１膜貫通領域に、スルホン
アミド型γセクレターゼ阻害剤が第６ループ領域に作用することを明らかにした。一方、プレセニリン
の第１ループ領域には、基質との結合に重要なショートヘリックスが存在することを示した。他の構成
因子を必要とせずにプロテアーゼ活性を発揮するプレセニリンの開発を目指し、各種変異体の解析を行
い、N204A/F411Y/S438P 三重変異型プレセニリンをスーパープレセニリンとして同定した。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

3件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

27 件

５．課題全体の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

16 件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 9 件）

７．当初計画に対する達成度
ニカストリン細胞外領域の X 線結晶構造解析についてはその極めて高い糖鎖含量およびフレキシブ
ルなループの存在の故、未だ良好な結晶が得られていないが、すでに大部分の糖鎖除去に成功し、ディ
スオーダー領域予測によって結晶化に最適なコンストラクトにまでたどり着いている。また抗ニカスト
リン活性中和抗体に関しては高分解能の立体構造決定に成功し、またそのエピトープについてはアミノ
酸残基レベルで同定した。すなわちニカストリン細胞外領域の構造決定が成功すればそれを活性発現メ
カニズムの解明に結びつけるための情報はすでに蓄積している。
また全体構造解析については、すでに大量の粒子像をクライオ電子顕微鏡観察により得て、粒子の拾
い上げに成功している。これまでは、分子のダイナミズムゆえの構造のばらつきが、３次元計算上の重
なりの不一致として現れ３次元構造計算の障害となっていた。しかし、研究機関間で綿密に連携を取り
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ながら、既に構造における Majority が存在することを突き止めており、majority を反映している粒子だ
けに画像の絞込みを進め、３次元構造再構築を進めている。また、活性サブユニット構造 SPP の解析を
終え、フルサブユニット構造への fitting 準備はできている。
一方、活性制御法の開発に関しては、in silico screening を併用し世界的にも全く新規の新規ニカスト
リン活性阻害化合物や、基質特異的な阻害剤の同定に至った。また新たにプレセニリン第１ループに対
する活性中和抗体を取得し、メガファーマとは異なるオリジナリティの高い活性制御法を確立できた。
スクリーニングシステムの確立も順調に進められ、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスの作出に
も成功した。同時にこれら分子プローブや中和抗体の解析過程で、プレセニリンやニカストリン内部に
存在するγセクレターゼ活性制御領域の同定にも成功し、新たな構造解析目標を見出した。
当初の計画よりやや構造解析が遅れてはいるが、機能制御の成果から様々な情報が得られており、構
造を理解するべき重要な領域は絞られてきた。特に抗ニカストリン中和抗体 A5226A のエピトープマッ
ピングや、リコンビナントプレセニリンが単独でプロテアーゼ活性を示したことの発見は構造解析対象
としての意義を考える上でも大きい。最終的にはγセクレターゼの作動機序の理解とその活性制御法の
開発が予定通り達成可能と考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学
会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティング、ディスカッションを行うように
している。また共同実験を行うにあたり人員を適宜派遣している。特に機能解析グループにおいて低分
子化合物や阻害抗体等で新知見や新しい試料が得られた場合には各構造解析グループに提供している。
９．他の課題との情報共有・連携
γセクレターゼ活性中和能をもつ抗ニカストリン抗体については技術開発 D 課題「生産」領域の分担
研究者である浜窪隆雄教授との共同研究により開発された。技術開発 C 課題「制御」領域（代表研究者：
長野哲雄）と共同研究により、in silico screening およびフォーカストライブラリーによりニカストリン
活性を抑制する化合物の同定に成功した。技術開発 C 課題「生産」領域（代表研究者：横山茂之）と共
同研究により、無細胞合成系・リポソーム再構成系によるタンパク質生産とその構造解析などを進めて
いる。技術開発 D 課題「生産」領域（代表研究者：高木淳一）において開発された各種新規タグシステ
ムを随時導入し、スクリーニングに用いられる人工基質の大量生産に成功した。医薬 B3 の青木淳賢教
授ラットモノクローナル抗体について指導を仰ぎ、新規活性中和抗体の作出に成功した。医薬 B2 の分
担研究者である宮地弘幸教授により作出されたリガンドライブラリーを用いて基質特異性を持つ新規
γセクレターゼ阻害剤の創成に成功した。医薬 A5 の北潔教授のグループに。膜タンパク高発現に適し
た原虫発現系について協力・指導を仰いでいる。適宜情報 PF に研究成果を登録している。
１０．人材育成
研究教育については、本プログラムに関連する研究室スタッフにより直接行われている。随時ディス
カッションを行い、テーマに関連した勉強会を定期的に開催するなど工夫を凝らして進めている。うち
2 名の大学院生は東京大学総長賞を受賞している。なお本プログラムにより雇用したポスドクは、米国
留学（桑原知樹）が 1 名、また名古屋大学特任助教（高鳥翔）、理研研究員（長江雅倫）の採用が内定
し、本研究に関連した大学院後期（博士）課程進学者は、米国留学 3 名、ドイツ留学 1 名（予定）、国
内大学助教 1 名、国内ポスドク 3 名（うち 1 名予定）、国内製薬企業 1 名という進路になっている。
１１．終了までの具体的な見通し
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糖鎖付加部位の大部分を除去した低糖鎖型ニカストリン変異体に加え、ディスオーダー領域の予測に
よって結晶化障害部位と予想されるループを欠失した変異体の作成にも成功し、これらは複数の組み合
わせですでに安定高発現細胞株の樹立に成功している。のこる研究期間でこれらの大量生成と結晶化、
そして構造解析に最大のエフォートを投入する。生産及びパイプラインはすでに確立しているので、期
間内の目的達成は十分可能であると考える。既にクライオ電顕法により得られたγセクレターゼ複合体
の粒子像から、その構造には柔軟性が存在するものの、Majority が存在することを突き止めている。
majority を反映している粒子だけに画像の絞込み、高分解能で３次元再構築することに全力をあげる。
選別の方法論はすでに確立しているので、期間内での目標達成は十分に可能と考える。プレセニリンに
ついては化合物プローブ結合領域（第１膜貫通領域、第１ループ、第６ループ）を部分タンパクとして
無細胞合成・リポソーム再構成系により大量生産を行ない、化合物や中和抗体との結合様式について結
晶構造解析により解明する。得られた新規化合物について、誘導体化により各種阻害剤・モジュレータ
ーの構造活性相関を明らかとすると同時に分子プローブ化を行う。これまでに得られた分子プローブの
解析については、各製薬企業（国内４社、グローバル３社）と共同研究、委託研究もしくは情報交換を
行い、各社で開発された化合物の作動機序解明に関わっている。活性中和抗体についても分子プローブ
化を行うと同時に人工分子進化法により更に強い阻害能をもつ抗体の作出を目指す。近年報告されたモ
ノクローナル抗体の中枢系へのデリバリー（Yu et al., Sci Transl Med 2011）について、当該 Genentech の
グループと今夏にミーティングを行う予定になっている。阻害能が得られた化合物については、構造解
析に供するほか、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスを用いた in vivo 試験を行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
γセクレターゼ中和能をもつ、新規抗プレセニリン第１ループ抗体に関しては特許申請を目指し、東
京大学 TLO と連絡、ディスカッション済みである。
１３．特記事項
米国の「メトライフ医学研究賞」の受賞者に、分担研究者の岩坪威が選ばれた（2009 年 2 月 18 日）。
藤間達哉（福山 G）、高木穏香（富田 G）が平成 18、20 年度東京大学総長賞を受賞した。分担研究者の
福山透が紫綬褒章を受賞した（2009 年 11 月 3 日）。Henry Wisniewski Lifetime Achievement Award を分担
研究者の岩坪威が受賞した（2010 年 7 月 9 日）
。アルツハイマー病の創薬研究に関連して、代表研究者
の富田の解説記事が新聞に掲載された（2010 年 10 月 8 日）。第 29 回日本認知症学会において、代表研
究者の富田が学会奨励賞（基礎部門賞）を受賞した（2010 年 11 月 6 日）。分担研究者の佐藤は、産総研
理事長賞を受賞した（2011 年 4 月 11 日）。
１４．研究費一覧

※４月１日契約時点（平成１９年度においては７月１日）の金額を記載してください。
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

10416

8442

3386

1051

0

0

0

0

4932

2455

4769

10880

旅費（千円）
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業務実施費（千円）

35422

36795

34921

22453

その他（千円）

638

間接経費（千円）

15230

14308

12924

10316

間接経費（千円）

合計（千円）

66000

62000

56000

44700

合計（千円）

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
人件費（千円）

448

２３年度
物品費（千円）

18149

人件費・謝金（千円）

12711

計

9507

62285

41200

269900
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／機関の課題名

アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制
御

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

富田

泰輔

１．課題開始時における各機関の達成目標
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的
な役割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロテアー
ゼであり、その特異的阻害剤は根本的治療薬として最も
有望視されている。またγセクレターゼは脂質二重膜内
の疎水性環境でタンパク分解を行うという特異な性質
に加え、発生・分化過程や、発がんに関わる Notch 受容
体の活性化を担う生理的機能の故に、大きな注目を集め
ている。しかしγセクレターゼは４つ以上のサブユニッ
トから構成され、巨大な膜タンパク複合体を分子的実体とするという特異な性質から、その構造学的解
析には多大な技術的困難が立ちはだかっている。本研究では１）γセクレターゼの部分構造の X 線結晶
解析による解明、２）全体構造の単粒子解析・X 線結晶構造解析による解明、３）活性を制御する低分
子化合物及び機能抗体の創出、４）低分子化合物・機能抗体を用いたγセクレターゼの構造活性相関の
解明、を４つの柱項目として研究を遂行する。これらの成果を結集し、γセクレターゼ作動の分子基盤
を明らかにし、その活性制御に基づくアルツハイマー病治療法を創出することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析に関する研究成果
バキュロウイルス・Sf9 細胞発現系を用い、活性型γセクレターゼ複合体、シグナルペプチドペプチ
ダーゼの大量生産・再構成に成功した。ともにネガティブ染色法による電子顕微鏡観察に供与した。理
化学研究所横山茂之らとの共同研究により、大腸菌無細胞合成系を用い、リポソーム上に再構成された
γセクレターゼ複合体、シグナルペプチドペプチダーゼなどの大量発現と精製に成功した。
機能解析に関する研究成果
低分子化合物・機能抗体等を迅速かつ簡便に選別するスクリーニング法を創出した。オリジナルのア
ルツハイマー病モデルマウスを確立した。新規ニカストリン活性抑制化合物の同定、新規γセクレター
ゼ活性中和抗体の創成、基質特異的な新規γセクレターゼ阻害剤の作出、フォルダマーデザインによる
γセクレターゼ阻害剤のラショナルデザインに成功した。Aβペプチド産生特異的な活性制御法を創出
した。阻害剤を基にした分子プローブによりプレセニリンの中に活性制御に関わる新規ドメインが存在
することを明らかにし、構造解析の標的とした。構成因子を必要とせずに活性を発揮する、スーパープ
レセニリンの作成を行った。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
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大腸菌無細胞合成系によるγセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの発現と精製
活性中心サブユニットプレセニリンの機能構造相関の理解を目指し、技術開発 C 課題「生産」領域と
の連携により、複数のターゲットタンパク（再構成γセクレターゼ複合体、活性中心サブユニットプレ
セニリンの部分構造解析、スーパープレセニリン、活性化因子 Pen-2、相同酵素 SPP など）の発現及び
精製系の構築を行った。手法としては大腸菌無細胞合成系で、膜タンパク質合成法である界面活性剤・
脂質共存法を用いて合成した。その結果、ヒト Pen-2、ショウジョウバエ SPP については良好な収量が
得られた。Pen-2 については NMR 解析に供したが、シグナルの分離度がすぐれないため、構造情報の
取得には至らなかった。引き続き各種界面活性剤の利用などの工夫を行なっている。一方、特に SPP は
プロテアーゼ活性を保持していることが明らかとなったため、結晶化に向けて合成及び精製の条件検討
を進めた。また本系において大量生産した野生型プレセニリンが活性中心構造を持つことがケミカルバ
イオロジー手法により明らかとなった。この野生型プレセニリンタンパクは数アミノ酸からなる蛍光ペ
プチド基質を切断したことから、可溶化された状態ではプレセニリン単独でプロテアーゼ活性を発揮し
うると考えられ、本手法で合成した野生型プレセニリンも構造解析対象として検討をすすめることとし
た。興味深いことに、このリコンビナントプレセニリンは本来の基質である APP 断片由来人工基質を
切断することはできず、その活性発揮様式はγセクレターゼ複合体に含まれているプレセニリンとは必
ずしも一致しないことも明らかとなった。すなわちプロテアーゼ活性そのものを発揮するプレセニリン
に加え、膜内配列を脂質二重膜で切断するために他のサブユニットが関連していることも示唆された。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
γセクレターゼ活性制御技術の開発
天然物全合成過程で得られた合成中間体を収集
したオリジナル in house 化合物ライブラリーや、技
術開発 C 課題「制御」領域と連携し、ニカストリン
に対する阻害活性をもつ可能性のある化合物をス
クリーニングし、最終的に 3 化合物を新規γセクレ
ターゼモジュレーター（悪性分子種である Aβ42 の
産生を特異的に抑制する）としてさらに解析を進め
た。その結果、これらの化合物がニカストリンと基質の結合を特異的に抑制することを見出した。また
この化合物がニカストリンの構造を不安定化している可能性が示された。これまでに報告されているす
べてのγセクレターゼ阻害剤はプレセニリンを標的分子としており、本化合物は世界で初めてニカスト
リンを標的分子とする阻害剤である。また核内受容体リガンドライブラリーより、Notch シグナルを抑
制しない新規γセクレターゼ阻害剤を同定した（Kurosumi et al., BMCL 2009）。これらの新規阻害剤につ
いても阻害機構について検討を進めている。
阻害剤のラショナルデザインという観点からは、βアミノ酸を用いたフォルダマーデザインにより、
ヘリックス構造を固定したβペプチドによるγセクレターゼ阻害剤の創成に成功した（Imamura et al.,
JACS 2009）。さらに側鎖を変化させることで、βセリンを含むβペプチドがサブ nM オーダーの阻害
能を持つことを見出した。これらのβペプチドはプレセニリンの基質結合部位を標的としていることが
明らかとなっている。一方 Aβ産生特異的にγセクレターゼ活性を制御する APP 内部配列の同定に成
功し、その配列情報を元に作成したβペプチドがγセクレターゼ阻害能を持つことを明らかにした（投
稿準備中）。また抗ニカストリン中和抗体 A5226A が in vivo においてもγセクレターゼ活性抑制能を持
つことを明らかにし（Hayashi et al., Oncogene 2011）、その単鎖抗体化と解析を進めている。また小胞体
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局在型ニカストリン特異的抗体 A5201A についてはハイブリドーマより可変領域をクローニングし、哺
乳類細胞内発現単鎖抗体の機能解析を行い、強いγセクレターゼ活性阻害能を有していることを見出し
た（Hayashi et al., JBC 2007）。さらにプレセニリンの第一ループに対する領域に対するモノクローナ
ル抗体がγセクレターゼ活性を抑制する中和抗体として作動することを見出した。そのメカニズムとし
て、第１膜貫通領域のピストン運動を抑制するためであることを明らかにした。
γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出
γセクレターゼ切断活性、ニカストリン活性のスクリーニング法を確立した。オリジナルのアルツハ
イマー病モデルマウスを確立した（Yamada et al., J Neurosci 2009）。技術開発 D 課題「生産」領域と連携
し、γセクレターゼアッセイに用いるリコンビナント基質の簡便かつ高純度な精製法の確立に成功し
た。
γセクレターゼ切断機構を再構成しうる活性型部分タンパクの同定と解析
Notch シグナルを抑制しないスルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤やγセクレターゼモジュレータ
ーの低分子プローブ化を行った。同時にプローブからの標的分子抽出に有用な、新規リンカーの開発に
成功した（Yokoshima et al., BMCL 2009）。これらの光親和性標識プローブを利用し、γセクレターゼモ
ジュレーターの結合部位が第１膜貫通領域に、スルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤の作用部位が第
６ループ領域に存在することを明らかにした。一方、プレセニリンの第１ループ領域には、基質との結
合に重要なショートヘリックスが存在することを示したほか、第１膜貫通領域が切断過程において上下
方向にピストン運動を行うことを示した。
他の構成因子を必要とせずにプロテアーゼ活性を発揮するスーパープレセニリンの開発を目指し、各
種プレセニリン変異体の解析を行い、N204A 変異型プレセニリンが Pen-2 を含まずに活性を発揮する
ことを明らかにした。そこでこの変異と既にニカストリンを必要としない F411Y/S438P 二重変異体を
組み合わせた N204A/F411Y/S438P 三重変異体がニカストリンノックアウト細胞においてγセクレタ
ーゼ活性を再構成しうることを見出した。興味深いことにこの変異体は Aβ産生を回復しないものの、
Notch 切断のみを回復した。すなわち、ニカストリンは培養細胞でのγセクレターゼ複合体において A
β産生に必要である可能性が考えられた。培養細胞レベルでは Pen-2 やニカストリンを必要としない変
異体の作成に成功した。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

1件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

26 件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

14 件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 7 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
in silico screening を併用し世界的にも全く新規の新規ニカストリン活性阻害化合物や、基質特異的な
阻害剤の同定に至った。また新たにプレセニリン第１ループに対する活性中和抗体を取得し、メガファ
ーマとは異なるオリジナリティの高い活性制御法を確立できた。スクリーニングシステムの確立も順調

451

Ａ４－Ａ（医学・薬学等への貢献）
に進められ、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスの作出にも成功した。同時にこれら分子プロー
ブや中和抗体の解析過程で、プレセニリンやニカストリン内部に存在するγセクレターゼ活性制御領域
の同定にも成功し、新たな構造解析目標を見出した。
当初の計画よりやや構造解析が遅れてはいるが、機能制御の成果から様々な情報が得られており、構
造を理解するべき重要な領域（第１膜貫通領域、第 1 ループ）は絞られてきた。特に抗ニカストリン中
和抗体 A5226A のエピトープマッピングや、リコンビナントプレセニリンが単独でプロテアーゼ活性を
示したことの発見は構造解析対象としての意義を考える上でも大きい。最終的にはγセクレターゼの作
動機序の理解とその活性制御法の開発が予定通り達成可能と考えている。
８．課題内の情報共有・連携体制
定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学
会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティング、ディスカッションを行うように
している。また共同実験を行うにあたり人員を適宜派遣している。特に機能解析グループにおいて低分
子化合物や阻害抗体等で新知見や新しい試料が得られた場合には各構造解析グループに提供している。
９．他の課題との情報共有・連携
γセクレターゼ活性中和能をもつ抗ニカストリン抗体については技術開発 D 課題「生産」領域の分担
研究者である浜窪隆雄教授との共同研究により開発された。技術開発 C 課題「制御」領域（代表研究者：
長野哲雄）と共同研究により、in silico screening およびフォーカストライブラリーによりニカストリン
活性を抑制する化合物の同定に成功した。技術開発 C 課題「生産」領域（代表研究者：横山茂之）と共
同研究により、無細胞合成系・リポソーム再構成系によるタンパク質生産とその構造解析などを進めて
いる。技術開発 D 課題「生産」領域（代表研究者：高木淳一）において開発された各種新規タグシステ
ムを随時導入し、スクリーニングに用いられる人工基質の大量生産に成功した。医薬 B3 の青木淳賢教
授ラットモノクローナル抗体について指導を仰ぎ、新規活性中和抗体の作出に成功した。医薬 B2 の分
担研究者である宮地弘幸教授により作出されたリガンドライブラリーを用いて基質特異性を持つ新規
γセクレターゼ阻害剤の創成に成功した。医薬 A5 の北潔教授のグループに。膜タンパク高発現に適し
た原虫発現系について協力・指導を仰いでいる。適宜情報 PF に研究成果を登録している。
１０．人材育成
研究教育については、本プログラムに関連する研究室スタッフにより直接行われている。随時ディス
カッションを行い、テーマに関連した勉強会を定期的に開催するなど工夫を凝らして進めている。うち
2 名の大学院生は東京大学総長賞を受賞している。なお本プログラムにより雇用したポスドクは、米国
留学（桑原知樹）が 1 名、また名古屋大学特任助教（高鳥翔）の採用が内定し、本研究に関連した大学
院後期（博士）課程進学者は、米国留学 3 名、ドイツ留学 1 名（予定）、国内大学助教 1 名、国内ポス
ドク 3 名（うち 1 名予定）、国内製薬企業 1 名という進路になっている。
１１．終了までの具体的な見通し
プレセニリンについては化合物プローブ結合領域（第１膜貫通領域、第１ループ、第６ループ）を部
分タンパクとして無細胞合成・リポソーム再構成系により大量生産を行ない、化合物や中和抗体との結
合様式について結晶構造解析により解明する。得られた新規化合物について、誘導体化により各種阻害
剤・モジュレーターの構造活性相関を明らかとすると同時に分子プローブ化を行う。これまでに得られ
た分子プローブの解析については、各製薬企業（国内４社、グローバル３社）と共同研究、委託研究も
しくは情報交換を行い、各社で開発された化合物の作動機序解明に関わっている。活性中和抗体につい
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ても分子プローブ化を行うと同時に人工分子進化法により更に強い阻害能をもつ抗体の作出を目指す。
近年報告されたモノクローナル抗体の中枢系へのデリバリー（Yu et al., Sci Transl Med 2011）について、
当該 Genentech のグループと今夏にミーティングを行う予定になっている。阻害能が得られた化合物に
ついては、構造解析に供し、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスを用いた in vivo 試験を行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
γセクレターゼ中和能をもつ、新規抗プレセニリン第１ループ抗体に関しては特許申請を目指し、東
京大学 TLO と連絡、ディスカッション済みである。
１３．特記事項
米国の「メトライフ医学研究賞」の受賞者に、分担研究者の岩坪威が選ばれた（2009 年 2 月 18 日）。
藤間達哉（福山 G）、高木穏香（富田 G）が平成 18、20 年度東京大学総長賞を受賞した。分担研究者の
福山透が紫綬褒章を受賞した（2009 年 11 月 3 日）。Henry Wisniewski Lifetime Achievement Award を分担
研究者の岩坪威が受賞した（2010 年 7 月 9 日）
。アルツハイマー病の創薬研究に関連して、代表研究者
の富田の解説記事が新聞に掲載された（2010 年 10 月 8 日）。第 29 回日本認知症学会において、代表研
究者の富田が学会奨励賞（基礎部門賞）を受賞した（2010 年 11 月 6 日）。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

9345

7371

3088

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

0

2725

業務実施費（千円）

29117

31475

31373

20736

間接経費（千円）

11538

11654

10339

7039

合計（千円）

50000

50500

44800

30500

設備備品費（千円）
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２３年度

旅費（千円）
その他（千円）
間接経費（千円）
合計（千円）

計

14554
3460
42
175
5469

46039

23700

199500
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代表／分担機関の課題名

「アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能
制御」／（ニカストリン細胞外領域の動物細胞発現と X 線結晶構造解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学／大阪大学

機関の代表研究者名

高木淳一

１．課題開始時における各機関の達成目標
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な役割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロ
テアーゼであり、その特異的阻害剤は根本的治療薬として最も有望視されている。またγセクレターゼ
は脂質二重膜内の疎水性環境でタンパク分解を行うとい
う特異な性質に加え、発生・分化過程や、発がんに関わ
る Notch 受容体の活性化を担う生理的機能の故に、大き
な注目を集めている。しかしγセクレターゼは４つ以上
のサブユニットから構成され、巨大な膜タンパク複合体
を分子的実体とするという特異な性質から、その構造学
的解析には多大な技術的困難が立ちはだかっている。本
課題において、当分担機関ではγセクレターゼの部分構
造の X 線結晶解析による解明を行う。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
ニカストリン活性阻害抗体 A5226A の Fab フラグメ
ントの X 線結晶構造解析に成功し、また同抗体のエピ
トープをアミノ酸残基レベルで決定した。また、ニカ
ストリン細胞外領域の構造決定に最適な組み換えタ
ンパク質のデザインを、糖鎖のエンジニアリングとデ
ィスオーダー予測によって行い、すでに大量発現実験
の段階にある。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
ニカストリン細胞外領域フラグメント（NctED）の構造解析
NctED は糖鎖含量が 40％にも達する極めて結晶化の困難なターゲットである。これまでに mg オーダ
ーの NctED を発現・精製する方法を確立し、質量分析法による解析、糖付加配列除去変異体やグリコ
シダーゼ処理による糖鎖トリミングを行い、現在までに 16 カ所のうち 13 カ所の糖鎖部位を除去するこ
とに成功した。この変異体について安定発現細胞株を取得し、大量培養と大量精製を行った結果、極限
まで糖鎖付加を切り詰めたせいか、タンパク質の安定性・分散性に問題があることがわかり、結晶化に
は不適と判断した。これに対し、糖鎖変異を８カ所にとどめた変異体ではタンパク質の性状に影響を与
えないことを明らかにした。このタンパク質を用いた単体、もしくは抗体の Fab フラグメント複合体の
結晶化は現在も進行中である。さらに間接的に構造-機能相関に関する情報を得るために、これまでに
得ているニカストリン活性阻害抗体 A5226A および A5201A について、エピトープを決定した。方法とし
てはこれら抗体がマウスニカストリンには反応しないことを利用し、様々なヒト/マウスキメラタンパ
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ク質を作成してサンドイッチ ELISA で反応性を調べるこ
とによりおこなった（図１）。その結果、いずれの抗体
も分子の中央付近のアミノ酸残基 333-393 の領域が認識
に必須であった。さらにエピトープを絞り込むため、1
残基単位の変異体を作製して反応性を追い、A5226A につ
いては Arg391 が、A5201A については Glu375 と Ala410
とが最も重要な認識部位のコアをなすことがわかった
（Hayashi et al., Oncogene 2011）。モノクローナル抗体
A5226A はγセクレターゼ活性を阻害し、そのエピトープ
には活性制御に重要な構造が含まれていることが予想
される。この抗体の Fab フラグメントを単体で結晶化

図１

し、構造解析に成功した（図２）。1.32Å という高分解能
で得られた構造から、ニカストリンの活性部位のミラー
イメージとなる構造が明らかとなった。またこの抗体
は、抗原結合に関わる超可変部（ＣＤＲループ）内にＮ
型糖鎖が付加しているという、きわめて珍しい性質をも
っていた。
さらに違った角度からのアプローチとして、プロテ
アーゼ限定分解を用いた表面露出残基の特定も行っ
た。生成 NctED を用いたプロテアーゼ感受性試験によ

図２

って、Ser234 付近の領域、および Tyr452-Asp459 を
含む領域がともに溶媒に露出して一定の構造を取ら
ないことが予想されたが、ニカストリンと弱い相同性
のあるトランスフェリン受容体（TfR）の立体構造を
用いて作った改良ホモロジーモデル上では、これら２
つが確かに飛び出したループを形成することが示唆
された（図３）。これらフレキシブルループはディス
オーダー領域として結晶化の障害になっている可能
性が高い。そこでこれらの２カ所を欠失した変異体を
作成して発現を調べたところ、欠失変異体は良好な発
現を示し、しかもモノクローナル抗体で認識されるこ
とから正しいフォールドをしていることが予想され
る。この欠失変異体、およびその糖鎖欠失変異と組み
合わせた多重変異体の大量精製を現在進めている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
本分担機関では機能解析は実施していない。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

０件
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PDB 登録の有無にかかわらず構

２件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

１件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

１件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数１件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
ニカストリン細胞外領域の X 線結晶構造解析についてはその極めて高い糖鎖含量およびフレキシブル
なループの存在の故、未だ良好な結晶が得られていないが、すでに大部分の糖鎖除去に成功し、ディス
オーダー領域予測によって結晶化に最適なコンストラクトにまでたどり着いている。また抗ニカストリ
ン活性中和抗体に関しては高分解能の立体構造決定に成功し、またそのエピトープについてはアミノ酸
残基レベルで同定した。すなわちニカストリン細胞外領域の構造決定が成功すればそれを活性発現メカ
ニズムの解明に結びつけるための情報はすでに蓄積している。
８．課題内の情報共有・連携体制
定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学
会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティング、ディスカッションを行うよう
にしている。機能解析グループにおいて実施した低分子化合物スクリーニングについては同じ化合物
セットを用いてニカストリンに対する結合試験を行い、また取得した阻害抗体、その CDR 配列情報、
およびそのエピトープ残基情報などは互いに即座に共有することで、それぞれの分担の効率的推進に
努めている。
９．他の課題との情報共有・連携
ニカストリン細胞外領域の組み換え蛋白質発現には、ターゲットタンパク技術開発課題「新規タグ技術
を中心とした膜蛋白質・細胞外蛋白質の高品質生産と精製システムの開発」の代表者でもある高木淳一
が、開発途上の新規ペプチドタグ（Target タグ、eTEV タグなど）を組み込んだ発現ベクターを駆使し
て精製と構造解析に最適なコンストラクトをシステマティックに検討している。さらに、制御領域の東
京大学から化合物セットを供与いただき、ニカストリン細胞外領域の組み換え蛋白質に対する結合活性
スクリーニングを行った。

１０．人材育成
本課題実施を通して、雇用したポスドクはもちろん研究に参加した大学院生も代表者が直接指導し、研
究面だけでなく学会発表などの機会を与え、プレゼンテーション能力を磨くなどの教育に努めた。本課
題にかかわったポスドク１人が他機関の常勤の研究員に採用された。

１１．終了までの具体的な見通し
糖鎖付加部位の大部分を除去した低糖鎖型ニカストリン変異体に加え、ディスオーダー領域の予測に
よって結晶化障害部位と予想されるループを欠失した変異体の作成にも成功し、これらは複数の組み
合わせですでに安定高発現細胞株の樹立に成功している。のこる研究期間でこれらの大量生成と結晶
化、そして構造解析に最大のエフォートを投入する。生産及びパイプラインはすでに確立しているの
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で、期間内の目的達成は十分可能であると考える。その後、さらにニカストリン抗体やニカストリン
活性阻害化合物との共結晶によりその機能構造連関を明らかにする。

１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な役割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロテ
アーゼであり、その特異的阻害剤は根本的治療薬として最も有望視されている。現在阻害剤開発の中
心は酵素活性サブユニットであるプレセニリンにおかれているが、本研究によって基質認識サブユニ
ットであるニカストリンの構造とその作用メカニズムが明らかになれば、あらたな機序による阻害剤
開発の可能性が開け、極めて大きな医学的・社会的インパクトがある。

１３．特記事項

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

756

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費（千円）

2,920

0

0

3,486

旅費（千円）

125

業務実施費（千円）

3,234

3,077

5,385

1,143

その他（千円）

914

間接経費（千円）

1,846

923

1,615

1,615

間接経費（千円）

8,400

14,399

合計（千円）

8,000

4,000

7,000

7,000

合計（千円）

36,400

62,400
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２３年度
物品費（千円）

9,270

人件費・謝金（千円）

17,691

計
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

アルツハイマー病治療薬創出に向けたγセクレターゼの構造解析と機能制
御（γセクレターゼ複合体の機能解析と活性制御にかかわる構造研究）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人産業技術総合研究所

機関の代表研究者名

佐藤主税

１．課題開始時における各機関の達成目標
γセクレターゼはアルツハイマー病の発症に決定的な役
割を果たす Aβペプチドの産生を担うプロテアーゼであ
り、その特異的阻害剤は根本的治療薬として最も有望視
されている。またγセクレターゼは脂質二重膜内の疎水
性環境でタンパク分解を行うという特異な性質に加え、
発生・分化過程や、発がんに関わる Notch 受容体の活性
化を担う生理的機能の故に、大きな注目を集めている。
しかしγセクレターゼは４つ以上のサブユニットから構
成され、巨大な膜タンパク複合体を分子的実体とするという特異な性質から、その構造学的解析には多
大な技術的困難が立ちはだかっている。本研究では１）γセクレターゼの部分構造の X 線結晶解析によ
る解明、２）全体構造の単粒子解析・X 線結晶構造解析による解明、３）活性を制御する低分子化合物
及び機能抗体の創出、４）低分子化合物・機能抗体を用いたγセクレターゼの構造活性相関の解明、を
４つの柱項目として研究を遂行する。これらの成果を結集し、γセクレターゼ作動の分子基盤を明らか
にし、その活性制御に基づくアルツハイマー病治療法を創出することを目的とする。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析
γセクレターゼ全複合体の構造を決定するために、東京大学・大阪大学と密接に連携を取りながら、
研究を進めている。大まかな全体構造を決定するために、電子顕微鏡画像からの３次元構造決定を行っ
た。複合体全体を培養細胞で発現し、精製した後に He staeg クライオ電子顕微鏡によって複合体粒子の
投影像を撮影し、単粒子構造再構築を行っている。また、その中でのγセクレターゼのプロテアーゼ活
性を担うプレセニリンサブユニット部分構造を知るために、相同な活性中心をもつ SPP の単粒子構造解
析に成功した。大腸菌無細胞合成系により、リポソーム上に再構成された、Pen-2 やプロテアーゼ活性
を持つ野生型プレセニリンおよび SPP の大量発現と精製に成功した。ニカストリン活性阻害抗体 A5226A
の Fab フラグメントの X 線結晶構造解析に成功し、また同抗体のエピトープをアミノ酸残基レベルで決
定した。
機能解析
低分子化合物・機能抗体等を迅速かつ簡便に選別するスクリーニング法を創出した。オリジナルのア
ルツハイマー病モデルマウスを確立した。新規ニカストリン活性抑制化合物の同定、新規γセクレタ
ーゼ活性中和抗体の創成、基質特異的な新規γセクレターゼ阻害剤の作出、フォルダマーデザインに
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よるγセクレターゼ阻害剤のラショナルデザインに成功した。Aβペプチド産生特異的な活性制御法
を創出した。阻害剤を基にした分子プローブによりプレセニリンの中に活性制御に関わる新規ドメイ
ンが存在することを明らかにし、構造解析の標的とした。構成因子を必要とせずに活性を発揮する、
スーパープレセニリンの作成を行った。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
γセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの単粒子構造解析
バキュロウイルス・Sf9 細胞発現系により大量生産、精製した γ セクレターゼ複合体をクライオ電子
顕微鏡により撮影した。その中から自動拾い上げプログラムを用いて、およそ 12000 枚の大量の粒子画
像が取得できた。現在、クライオ画像から集中的に単粒子解析を行っている。問題点は、以前に行なっ
た負染色からの単粒子解析では、低分解能ゆえに問題にならなかった分子ごとの構造のばらつきが、３
次元計算上の重なりの不一致として現れたことである。この結果は分子の動的側面を表し、上記の結晶
化におけるデータや、機能解析でのデータと良く一致する。しかし、この分子集団には Major な構造が
存在することを突き止めた。そのために、研究機関間で綿密に連携を取りながら、主構造を反映してい
る粒子だけに画像の絞込みを進め、３次元構造再構築を行っている。さらにγセクレターゼと相同の活
性中心を持つシグナルペプチドペプチダーゼ（SPP）が 4 量体を形成していることを明らかにし、4232
枚の負染色像を用いて単粒子解析を行って活性コア領域の構造解明に成功した。また SPP の N 末端領
域がその 4 量体化および活性に必要であることを見出した（Miyashita et al., JBC 2011）また、大阪大に
おけるニカストリン細胞外領域フラグメント（NctED）の構造と機能解析では、プロテアーゼ限定分解
を用いた表面露出残基の特定も行が行われた。Ser234 付近の領域、および Tyr452-Asp459 を含む領域は
フレキシブルループと思われ、単粒子解析の結果と良く一致する。
大腸菌無細胞合成系によるγセクレターゼ複合体および活性型部分タンパクの発現と精製
活性中心サブユニットプレセニリンの機能構造相関の理解を目指し、技術開発 C 課題「生産」領域と
の連携により、複数のターゲットタンパク（再構成γセクレターゼ複合体、活性中心サブユニットプ
レセニリンの部分構造解析、スーパープレセニリン、活性化因子 Pen-2、相同酵素 SPP など）の発現
及び精製系の構築を行った。手法としては大腸菌無細胞合成系で、膜タンパク質合成法である界面活
性剤・脂質共存法を用いて合成した。その結果、ヒト Pen-2、ショウジョウバエ SPP については良好
な収量が得られた。Pen-2 については NMR 解析に供したが、シグナルの分離度がすぐれないため、
構造情報の取得には至らなかった。一方、特に SPP はプロテアーゼ活性を保持していることが明らか
となったため、結晶化に向けて合成及び精製の条件検討を進めた。また本系において大量生産した野
生型プレセニリンが活性中心構造を持つことがケミカルバイオロジー手法により明らかとなった。こ
の野生型プレセニリンタンパクは数アミノ酸からなる蛍光ペプチド基質を切断したことから、可溶化
された状態ではプレセニリン単独でプロテアーゼ活性を発揮しうると考えられ、本手法で合成した野
生型プレセニリンを構造解析対象として検討をすすめることとした。しかしこのリコンビナントプレ
セニリンは本来の基質である APP 断片由来人工基質を切断することはできず、その活性発揮様式は
γセクレターゼ複合体に含まれているプレセニリンとは必ずしも一致しないことも明らかとなった。
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（３）機能解析に関する進捗及び成果
γセクレターゼ活性制御技術の開発
天然物全合成過程で得られた合成中間体を収集
したオリジナル in house 化合物ライブラリーや、技
術開発 C 課題「制御」領域と連携し、ニカストリン
に対する阻害活性をもつ可能性のある化合物をス
クリーニングし、最終的に 3 化合物を新規γセクレ
ターゼモジュレーター（悪性分子種である Aβ42
の産生を特異的に抑制する）としてさらに解析を進
めた。その結果、本化合物は世界で初めてニカスト
リンを標的分子とする阻害剤であることが判明し
た。また核内受容体リガンドライブラリーより、Notch シグナルを抑制しない新規γセクレターゼ阻害
剤を同定した（Kurosumi et al., BMCL 2009）。
阻害剤のラショナルデザインという観点からは、βアミノ酸を用いたフォルダマーデザインにより、
ヘリックス構造を固定したβペプチドによるγセクレターゼ阻害剤の創成に成功した（Imamura et al.,
JACS 2009）。これらのβペプチドはプレセニリンの基質結合部位を標的としていることが明らかとな
っている。一方 Aβ産生特異的にγセクレターゼ活性を制御する APP 内部配列の同定に成功し、その
配列情報を元に作成したβペプチドがγセクレターゼ阻害能を持つことを明らかにした（投稿準備中）。
また抗ニカストリン中和抗体 A5226A が in vivo においてもγセクレターゼ活性抑制能を持つことを明ら
かにし（Hayashi et al., Oncogene 2011）、その単鎖抗体化と解析を進めている。また小胞体局在型ニカス
トリン特異的抗体 A5201A については、哺乳類細胞内発現単鎖抗体の機能解析を行い、強いγセクレタ
ーゼ活性阻害能を有していることを見出した（Hayashi et al., JBC 2007）。さらにプレセニリンの第一
ループに対する領域に対するモノクローナル抗体がγセクレターゼ活性を抑制する中和抗体として作
動することを見出した。そのメカニズムとして、第１膜貫通領域のピストン運動を抑制するためである
ことを明らかにした。
γセクレターゼ活性制御技術評価法の創出
γセクレターゼ切断活性、ニカストリン活性のスクリーニング法を確立した。オリジナルのアルツハ
イマー病モデルマウスを確立した（Yamada et al., J Neurosci 2009）。
γセクレターゼ切断機構を再構成しうる活性型部分タンパクの同定と解析
Notch シグナルを抑制しないスルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤やγセクレターゼモジュレータ
ーの光親和性標識プローブを利用し、γセクレターゼモジュレーターの結合部位が第１膜貫通領域に、
スルホンアミド型γセクレターゼ阻害剤の作用部位が第６ループ領域に存在することを明らかにした。
一方、プレセニリンの第１ループ領域には、基質との結合に重要なショートヘリックスが存在すること
を示したほか、第１膜貫通領域が切断過程において上下方向にピストン運動を行うことを示した。
他の構成因子を必要とせずにプロテアーゼ活性を発揮するスーパープレセニリン
N204A/F411Y/S438P 変異体は Aβ産生を回復しないものの、Notch 切断のみを回復した。
３．タンパク質の構造解析件数
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PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

1件

５．各機関の特許出願件数

０件（うち国外０件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

２件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
全体構造解析については、すでに大量の粒子像をクライオ電子顕微鏡観察により得て、粒子の拾い上
げに成功している。これまでは、分子のダイナミズムゆえの構造のばらつきが、３次元計算上の重なり
の不一致として現れ３次元構造計算の障害となっていた。しかし、研究機関間で綿密に連携を取りなが
ら、既に構造における Majority が存在することを突き止めており、majority を反映している粒子だけに
画像の絞込みを進め、３次元構造再構築を進めている。また、活性サブユニット構造 SPP の解析を終え、
フルサブユニット構造への fitting 準備はできている。大阪大におけるニカストリン細胞外領域の X 線結
晶構造解析については、すでに大部分の糖鎖除去に成功し、ディスオーダー領域予測によって結晶化に
最適なコンストラクトにまでたどり着いている。
一方、活性制御法の開発に関しては、in silico screening を併用し世界的にも全く新規の新規ニカストリ
ン活性阻害化合物や、基質特異的な阻害剤の同定に至った。また新たにプレセニリン第１ループに対す
る活性中和抗体を取得し、メガファーマとは異なるオリジナリティの高い活性制御法を確立できた。ス
クリーニングシステムの確立も順調に進められ、オリジナルアルツハイマー病モデルマウスの作出にも
成功した。同時にこれら分子プローブや中和抗体の解析過程で、プレセニリンやニカストリン内部に存
在するγセクレターゼ活性制御領域の同定にも成功し、新たな構造解析目標を見出した。
８．課題内の情報共有・連携体制
定期的に電子メールおよび電話、インターネット会議等を利用して連絡・調整を図っている。特に学
会・研究会・勉強会等で会することができる際には必ずミーティング、ディスカッションを行うよう
にしている。また共同実験を行うにあたり人員を適宜派遣している。特に機能解析グループにおいて
低分子化合物や阻害抗体等で新知見や新しい試料が得られた場合には各構造解析グループに提供し
ている。
９．他の課題との情報共有・連携
z γセクレターゼ活性中和能をもつ抗ニカストリン抗体については技術開発 D 課題「生産」領域の分
担研究者である浜窪隆雄教授との共同研究により開発された。
z 技術開発 C 課題「制御」領域（代表研究者：長野哲雄）と共同研究により、in silico screening および
フォーカストライブラリーによりニカストリン活性を抑制する化合物の同定に成功した。定期的なミ
ーティングにより新たなライブラリーの作出を行っている。
z 技術開発 C 課題「生産」領域（代表研究者：横山茂之）と共同研究により、無細胞合成系・リポソ
ーム再構成系によるタンパク質生産とその構造解析などを進めている。活性測定結果をフィードバッ
クし、大腸菌無細胞合成条件や界面活性剤の選定や最適化に役立てられた。
z 技術開発 D 課題「生産」領域（代表研究者：高木淳一）において開発された各種新規タグシステム
を随時導入し、スクリーニングに用いられる人工基質の大量生産に成功した。
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z 医薬 B3 の青木淳賢教授にラットモノクローナル抗体について指導を仰ぎ、新規活性中和抗体の作出
に成功した。医薬 B2 の分担研究者である宮地弘幸教授により作出されたリガンドライブラリーを用
いて基質特異性を持つ新規γセクレターゼ阻害剤の創成に成功した。医薬 A5 の北潔教授のグループ
に。膜タンパク高発現に適した原虫発現系について協力・指導を仰いでいる。
研究の進捗状況について適宜情報 PF に研究成果を登録している。
１０．人材育成
学部生、大学院生、ポスドクに対する研究教育については、佐藤を含めた本プログラムに関連する研
究室スタッフ（岩坪教授、福山教授、高木教授、佐藤チームリーダー、横島准教授、諸橋助教）によ
り直接行われている。随時研究内容に関するディスカッション・勉強会を頻繁に行っている。
１１．終了までの具体的な見通し
構造解析
既にクライオ電顕法により得られたγセクレターゼ複合体の粒子像から、その構造には柔軟性が存在
するものの、Majority が存在することを突き止めている。majority を反映している粒子だけに画像の絞
込み、高分解能で３次元再構築することに全力をあげる。選別の方法論はすでに確立しているので、期
間内での目標達成は十分に可能と考える。大阪大では、糖鎖付加部位の大部分を除去した低糖鎖型ニカ
ストリン変異体に加え、ディスオーダー領域欠失変異体の安定高発現細胞株の樹立に成功している。
機能解析
得られた新規化合物について、誘導体化により各種阻害剤・モジュレーターの構造活性相関を明らか
とすると同時に分子プローブ化を行う。これまでに得られた分子プローブの解析については、各製薬
企業（国内４社、グローバル３社）と共同研究、委託研究もしくは情報交換を行い、各社で開発され
た化合物の作動機序解明に関わっている。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
γセクレターゼ中和能をもつ、新規抗プレセニリン第１ループ抗体に関しては特許申請を目指し、東
京大学 TLO と連絡、ディスカッション済みである。
１３．特記事項
分担研究者の佐藤は、産総研理事長賞を受賞した（2011 年 4 月 11 日）。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

1,071

1,071

298

295

0

0

0

0

人件費（千円）

2,012

2,455

4,769

4,669

業務実施費（千円）

3,071

2,243

471

574

間接経費（千円）

1,846

1,731

1,662

1,662

間接経費（千円）

1,269

8,170

合計（千円）

8,000

7,500

7,200

7,200

合計（千円）

5,500

35,400

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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２３年度
物品費（千円）
人件費・謝金（千円）
旅費（千円）
その他（千円）

計

675
3,381
6
169
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・代表機関のマネジメント）
課

題

名

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発

機
代

関
表

研

究

者

名

東京大学／京都工芸繊維大学、順天堂大学、理化学研究所

名

北

潔

１．課題開始時における各機関の達成目標
WHO は制圧すべき感染症の一つにトリパノソーマ症を
掲げており、その化学療法剤の開発は待望されている。こ
のような国際的な要請に基づいて、基礎研究の成果を実際
に結実させ、科学先進国としてわが国から発信したい。そ
こで本業務では我々がすでに化学療法剤の標的としての
有効性を明確にしているトリパノソーマ原虫の核酸およ
び細胞内レドックス調節パスウェイに関与する酵素群を
ターゲットとして立体構造を明らかにし、その情報に基づ
いて特異的な阻害剤の分子設計を行い、さらに候補化合物
の合成と構造活性相関を通して、実用化に向けてのリード
化合物を見出す事を目的とする。
このため、国立大学法人東京大学、国立大学法人京都工
芸繊維大学、順天堂大学および独立行政法人理化学研究所
は共同で業務を行う。国立大学法人東京大学では、立体構
造解析に供するトリパノソーマの核酸およびレドックス

図 1. 抗トリパノソーマ薬を分子設計す
るための核酸およびレドックス調節パ
スウェイの標的酵素群

調節パスウェイ酵素群の精製と結晶化を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果

463

Ａ５（医学・薬学等への貢献）代表機関のマネジメント
（１）成果概要
図 2 に示す 5 つの酵素（ATC、DHOD、GK、QFR、TAO）について
立体構造解析を行う事ができた。この情報に基づき、アメリカト
リパノソーマ Trypanosoma cruzi が引き起こすシャーガス病の治
療薬開発の標的タンパク質 DHOD については、IC50 がマイクロモル
オーダーの化合物から出発しナノモルオーダーにまで阻害効果
を上昇させる事ができた。回虫 QFR についてはフルトラニルが QFR
を IC50=58 nM と特異的に阻害し、一方哺乳類類縁酵素 SQR に対す
る阻害活性は IC50=46 μM と低い理由について調べた結果、フルト
ラニルのイソプロピル基周辺の構造が重要である事をつきとめ、
フルトラニルよりもさらに優れた阻害剤を見出した。またアフリ
カトリパノソーマ Trypanosoma brucei が引き起すアフリカ睡眠病
の治療薬開発の標的タンパク質 TAO については、既に東大で見出
しているナノモルオーダーの阻害剤アスコフラノンと複合体構

図 2. 構造解析できた標的酵素。

造から、阻害機構を明らかにし、アフリカでの実用化をめざした阻害活性の高い薬剤を開発するための
構造生物学的基盤を確立できた。ATC および GK についてはナノモルオーダーの阻害剤をめざしてインシ
リコの薬剤設計に入った。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
本研究課題で取り上げた９種類のタンパク質のうち、これまでに図 2 に示す 5 つ（ATC、DHOD、GK、
QFR、TAO）について東京大学と京都工芸繊維大学が共同して構造解析を行い、その情報に基づいて理化
学研究所がインシリコで薬剤設計を行い、東京大学の生物機能制御化合物ライブラリー機構にある化合
物に関しては供与を依頼し、必要な化合物については東京大学（井上グループ）が合成した。その結果
得られた薬剤候補について順天堂大学と東京大学が阻害効果を酵素レベルと細胞レベルで調べ、特異的
阻害剤を探索した。また DHO と SQR については、DHO は精製法の確立が終了し結晶化条件のスクリーニ
ングを行っている。SQR については発現系を確立し現在精製法を検討中である。
ATC はナノモルオーダーの IC50 を示す阻害剤を探索している段階にある。まず、native 体、基質（ア
スパラギン酸、カルバモイルリン酸）および阻害剤 PALA（IC50=21 μM）との複合体構造を決定した。こ
れらの構造から、ATC の酵素反応機構を明らかにできた。次に、構造に基づいて理化学研究所が生物機
能制御化合物ライブラリー機構から 1031 化合物をインシリコスクリーニングで見出した。この中でマ
イクロモルオーダーの IC50 を持つ 5 化合物について複合体構造の解析を行い、T-17277 との複合体構造
を得た。また、理化学研究所と東京大学が設計・合成した 5 化合物についても複合体構造を決定した。
現時点で得られている阻害剤の IC50 は最高でも数十マイクロモルナノモルオーダーでナノモルには至
っていない。しかし、T-17277（IC50=119 μM）と PALA は隣接する部位に結合していたので、これらを
つなぎ合わせた化合物を設計できればナノモルオーダーの阻害剤になり得る可能性がある。これまでに
13 個の構造を決定し、ナノモルオーダーの IC50 を目指して阻害剤の設計、合成、複合体構造の解析を
進めている。
DHOD についてはナノモルオーダーの IC50 をもつ阻害剤を見出すことができた。今後、リード化合物
としての有効性を検証する段階にある。最初に native 体や基質、生成物との複合体構造を決定し、DHOD
の酵素反応機構を明らかにした。次に、構造に基づいてインシリコで設計（理化学研究所）、合成（東
京大学）した化合物について、京都工芸繊維大学と協力して阻害活性の測定や複合体構造の解析を行っ
た。図 2 に示すように、複合体構造から新たな阻害剤を設計・合成し、阻害活性測定と複合体構造を解
析する論理的な阻害剤設計サイクルを繰り返し、IC50 がマイクロモルオーダーの阻害剤を出発化合物と
して、ナノモルオーダーにまで阻害剤の構造を最適化することができた。さらに実用化をめざし、副作
用の観点からヒト DHOD の大腸菌での発現系を確立し、トリパノソーマの酵素と比較しつつ最適化をめ
ざした。現時点で最終的に見出した 2 種類の阻害剤の一方は T. cruzi DHOD をヒト DHOD よりも数十倍
以上、他方は 3000 倍以上強く阻害し、T. cruzi DHOD に対する特異性の高い阻害剤であることがわかっ
た。ここに至るまでに 65 種類の阻害剤が東京大学によって合成され、55 種類について複合体構造を決
定した。この結果の詳細を補足説明に述べる。

T. bruceiミトコンドリアのシアン耐性酸化酵素(TAO)は結晶化が困難な膜タンパク質であるが、膜
表在型タンパク質TAOの完全な立体構造決定に成功した。その結果、TAOと生体膜との相互作用や二量
体形成様式、TAOの構造・機能相関と阻害剤の論理的設計に必要な活性部位の構造を明らかにする事
ができた。さらに、我々が以前見出しているTAOに対する強力な特異的阻害剤アスコフラノンとの複
合体構造の解析にも着手した。以上の結果は膜結合性の2核鉄タンパク質で最初の結晶解析であり、
国際的に高く評価されている。

中でも重要な進展は補足説明で述べる様にアスコフラノンの合成誘導体であるAF2779OHとの
複合体構造を決定した点である。AF2779OHはIC50がナノモルオーダーとアスコフラノンと同等の
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IC50を持っている。しかも、培養系においてトリパノソーマの増殖を抑え、さらに感染マウスを
完治させる。この複合体構造から、アスコフラノンの構造活性相関が明らかにできた。その結
果、アスコフラノンの芳香環、リンカー、フラノン環の基本構造の中で、芳香環がその高い阻
害活性と特異性に最も重要な役割を果たしている事が明らかになった。この情報は今後実際に
アフリカで治療を行う目的でその実用化を進める観点から極めて貴重なものである。すなわち
より少ない反応ステップ数で合成可能な阻害剤の設計が可能となり、低コストでの安定供給が
期待できるからである。
GK はアスコフラノンの即効性の殺原虫効果をさらに劇的に高めるグリセロールの標的である。アスコ
フラノンで TAO を阻害した時、原虫は GK を誘導し、グリセロール-3-リン酸をグリセロールに変換する。
ここで GK は哺乳類 GK とは逆の反応を触媒している。この間に ATP が一分子生成され、効率は悪いが原
虫は生存できる。しかし最終産物であるグリセロールを加えると、この活性は阻害されトリパノソーマ
は死に至る。この阻害に必要なグリセロールの濃度は 5 mM 前後であり、現在臨床で脳浮腫の治療に用
いられている濃度ではあるが、アフリカでの実用化を考えると現実的ではない。そこで GK の特異的阻
害剤が必要となる。本研究では T. brucei グリコソームの GK（TbGK）を低濃度で特異的に阻害する薬剤
を開発する目的で、標的酵素の組換え体の精製から出発して結晶化条件のスクリーニングを行ない、リ
ガンドフリー体とグリセロールとの複合体結晶の構造解析を進めた。その結果 GK が二量体構造をとっ
ており、各モノマー中にある 2 本鎖逆平行βシートが並んでダイマー分子中央に 4 本鎖逆平行βシートを
形成して、ダイマーとなっている事を明らかにした。さらに native 体と基質との複合体構造（6 種類）
の構造解析を行った結果、活性部位とは別の場所に ADP が結合している部位があることが分かった。こ
れは、他の生物種由来の GK には無い T. brucei GK に固有のものであり、酵素反応を制御する部位であ
る可能性がある。また、東京大学は阻害剤をスクリーニングするためのアッセイ系を確立し、理化学研
究所がインシリコスクリーニングで生物機能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブラリーから
ピックアップした 2000 個の化合物の中から、阻害活性 IC50 が 50 マイクロモル以下のものを 92 個見出
した。
回虫QFRは低酸素環境下に生息する寄生蠕虫ミトコンドリアのフマル酸呼吸の末端酸化酵素として
機能する重要なタンパク質であり、格好の薬剤標的である。東京大学が見出したQFRにきわめて特異
的な阻害剤でナノモルオーダーの阻害効果を示すフルトラニル（IC50 QFR=58 nM、IC50 SQR=46 μM、特異
性790倍）およびその誘導体との複合体構造を回虫成虫QFRと宿主である哺乳類（ブタ）の酵素でフマ
ル酸還元の逆反応のコハク酸からユビキノンへの電子伝達するコハク酸-ユビキノン還元酵素（SQR）
について解析し、阻害剤の構造・活性相関を明らかにしてきた。その結果QFRに対する阻害活性や特
性が格段に向上したフルトラニル誘導体を見出す事ができた。その中で最も優れた阻害剤は特異性が
75,000倍（IC50

QFR

=1.2 nM、IC50

SQR

=90 μM）あり、この結果はこれまでに明らかにした構造・活性相

関に関する情報とそれらに基づく予想と完全に一致していた。民間と実用化に向けた研究に着手する
事ができた。
またトリパノソーマのミトコンドリア呼吸鎖SQRについては近縁種であるリーシュマニアの酵素の
ゲノム解析からその一次構造が極めて類似している事を確認した事から、ヒトへの感染の危険性がな
く大量培養が可能な Leishmania tarentolaeのSQRの精製を試みた。その結果、ミトコンドリア膜から
の可溶化・精製法を確立する事ができた。精製標品の生化学的解析から酵素活性の特徴はトリパノソ
ーマの酵素と極めて類似しており、12サブユニットの新奇なSQRの立体構造解析の対象として好適で
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ある事が明らかになった。
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以上の研究成果のうち、膜タンパク質である QFR および TAO について、結晶化と界面活性剤の関係に
ついて 3 つの論文発表（Acta Cryst. F64, 858-862 (2008)、Acta Cryst. Sect. F65 941-944 (2009)、
Acta Cryst. Sect. F66 275-278 (2010)）を行った。また、ATC（Acta Cryst. Sect. F65 933-936 (2009)）
と GK（Acta Cryst. Sect. F. 66 304-308 (2010)）についても結晶化を論文として報告した。
構造解析については、DHOD について（Biochemistry 47, 10881-10891 (2008)）発表した。DHOD 以
外のタンパク質については、準備中であり、特に TAO については近日中に投稿予定である。また、本研
究で見出した QFR や TAO のナノモルオーダーの阻害剤については代表機関を窓口にして企業と共同研究
中であり、特許の申請を準備中により論文発表には時間が必要であるが年内の申請をめざして明細書の
作成にとりかかっている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
それぞれの酵素の機能解析は東京大学および順天堂大学が中心となって行った。結果に関しては補足
説明の項で述べる。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

25 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

103 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

8件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数

3件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数は 2 件。代表機関が窓口
になって行っている）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題で取り上げた標的タンパク質のうち 4 つの構造解析を行い、その内の 3 つについては構造
に基づいた阻害剤の論理的設計によって出発化合物より優れた IC50（ナノモルオーダー）を示す阻害剤
を見出した。さらに、2 つについては企業と実用化に向けた共同研究に着手している。この様に「抗ト
リパノソーマ薬のリード化合物を探索し決定する」との当初の目標に対する達成度は高い。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究開始時から、全機関が年に 3 回以上、東京大学に一同に会し研究の進捗状況を報告し、忌憚の
ない意見の交換を行ってきた。さらに、月に 2 回程度 SPring-8 や PF で行う X 線回折実験には常に複数
の機関が参加し、リアルタイムで情報や意見の交換を行ってきた。また、阻害剤の設計、合成、複合体
構造の解析は、必要に応じて各機関同士で連絡を取り合って行ったが、メンバーには代表機関である東
大には全ての情報が集まるよう配慮していただいた。その他、学会やターゲットタンパク研究プログラ
ムの研究集会などの機会を利用して打ち合せを行ってきた。この様に高い頻度で直接顔を合わせた情報
交換・共有を行い、強く効率の良い連携体制を築いてきた（補足説明参照）。
９．他の課題との情報共有・連携
阻害剤候補化合物のインシリコスクリーングは理化学研究所が東京大学の生物機能制御化合物ライ
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ブラリー機構の化合物を対象に行った。本研究課題全体では 3000 個以上の化合物の提供を受けた。ま
た、阻害活性の測定についての提言や討議も行っていただいた。一方、X 線回折強度データの測定は、
ターゲットタンパク研究プログラムが確保しているビームタイムを利用して SPring-8 や PF で行った。
さらに、QFR と TAO の阻害剤については代表機関である東京大学が窓口となり民間の製薬系の企業と連
携して実用化に向けた研究を行っている。
１０．人材育成
各グループが数名の大学院生およびポスドクが関わり、グループの分担者がタンパク質の精製、結晶
化、構造解析、インシリコ設計を指導した。大学院生は全員学位を取得し、中でも東京大学のナイジェ
リアからの留学生は結晶解析に全く無経験な状態から研究を開始し、現在では完全に独立して研究可能
な結晶研究者となり、現在ポスドクとして活躍している。また東京大学の助教の志波は本研究での業績
が認められ、京都工芸繊維大学准教授に昇任した。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに述べてきたように、QFR と TAO の阻害剤は実用化に向けて代表機関である東大が窓口とな
り企業と共同研究を進めている。QFR 阻害剤については、特異的な抗線虫薬として実用化できる可能性
が高い。また、アフリカ睡眠病治療薬の標的である TAO 阻害剤は動物実験で注射による効果が確認され
ているので、複合体構造に基づいてアフリカ現地でも使用可能な経口剤にできれば、これまでの中で最
も有効な抗トリパノソーマ薬になる可能性が高い。また、DHOD の阻害剤については抗トリパノソーマ薬
に加え、他の疾患に効く可能性をもつ阻害剤も見出されてきた。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究課題は、抗トリパノソーマ薬の実用化に向けたリード化合物を見出すことで、neglected
tropical disease であるシャーガス病やアフリカ睡眠病を制圧するという国際的な要請に基づいて科
学先進国としてわが国から発信する、基礎研究の成果を実際に結実させる事を目的とした研究である。
TAO や DHOD について得られた成果と現在進めている TAO に関する実用化研究は我が国の国際的な評価に
つながると考える。また、QFR 阻害剤は、従来よりもはるかに少ない使用量で済む安全性の高い抗線虫
薬の開発につながると期待される。
１３．特記事項
・T. cruzi の DHOD に関して、構造情報に基づいたインシリコスクリーニングからより高い阻害効果を
示す化合物を探索し、培養系でトリパノソーマを刹滅する化合物を見出した。
・膜タンパク質である回虫 QFR の特異的阻害剤フルトラニルの選択性を 75000 倍にあげる事ができた。
・ 2 鉄膜タンパク質であるシアン耐性酸化酵素に関し、解析可能な結晶を世界に先駆けて初めて得るこ
とができ、特異的阻害剤であるアスコフラノンの作用機構も明らかになった。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

7,050

0

2,873

2,893

0

0

0

0

人件費（千円）

8,449

16,130

9,333

業務実施費（千円）

36,809

35,409

間接経費（千円）

15,692

合計（千円）

68,000

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

２３年度

計

物品費（千円）

7,185

人件費・謝金（千円）

13,020

15,995

旅費（千円）

2,456

40,102

33,420

その他（千円）

8,186

15,461

15,692

15,692

間接経費（千円）

9,253

71,790

67,000

68,000

68,000

合計（千円）

40,100

311,100
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代表／分担機関の課題名

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

北

潔

１．課題開始時における各機関の達成目標
WHO は制圧すべき感染症の一つにトリパノソーマ症を
掲げており、その化学療法剤の開発は待望されている。こ
のような国際的な要請に基づいて、基礎研究の成果を実際
に結実させ、科学先進国としてわが国から発信したい。そ
こで本業務では我々がすでに化学療法剤の標的としての
有効性を明確にしているトリパノソーマ原虫の核酸およ
び細胞内レドックス調節パスウェイに関与する酵素群を
ターゲットとして立体構造を明らかにし、その情報に基づ
いて特異的な阻害剤の分子設計を行い、さらに候補化合物
の合成と構造活性相関を通して、実用化に向けてのリード
化合物を見出す事を目的とする。
このため、国立大学法人東京大学、国立大学法人京都工
芸繊維大学、順天堂大学および独立行政法人理化学研究所
は共同で業務を行う。国立大学法人東京大学では、立体構
造解析に供するトリパノソーマの核酸およびレドックス

図 1. 抗トリパノソーマ薬を分子設計す
るための核酸およびレドックス調節パ
スウェイの標的酵素群

調節パスウェイ酵素群の精製と結晶化を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
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（１）成果概要
図 2 に示す 5 つの酵素（ATC、DHOD、GK、QFR、TAO）について
立体構造解析を行う事ができた。この情報に基づき、アメリカト
リパノソーマ Trypanosoma cruzi が引き起こすシャーガス病の治
療薬開発の標的タンパク質 DHOD については、IC50 がマイクロモル
オーダーの化合物から出発しナノモルオーダーにまで阻害効果
を上昇させる事ができた。回虫 QFR についてはフルトラニルが QFR
を IC50=58 nM と特異的に阻害し、一方哺乳類類縁酵素 SQR に対す
る阻害活性は IC50=46 μM と低い理由について調べた結果、フルト
ラニルのイソプロピル基周辺の構造が重要である事をつきとめ、
フルトラニルよりもさらに優れた阻害剤を見出した。またアフリ
カトリパノソーマ Trypanosoma brucei が引き起すアフリカ睡眠病
の治療薬開発の標的タンパク質 TAO については、既に東大で見出
しているナノモルオーダーの阻害剤アスコフラノンと複合体構

図 2. 構造解析できた標的酵素。

造から、阻害機構を明らかにし、アフリカでの実用化をめざした阻害活性の高い薬剤を開発するための
構造生物学的基盤を確立できた。ATC および GK についてはナノモルオーダーの阻害剤をめざしてインシ
リコの薬剤設計に入った。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
本研究課題で取り上げた９種類のタンパク質のうち、これまでに図 2 に示す 5 つについて（ATC、DHOD、
GK、QFR、TAO）構造解析を行った。この中で東京大学は京都工芸繊維大学と共同して DHOD、TAO、GK、
QFR について立体構造を決定し、その情報に基づいて特異的阻害剤を探索している。また DHO と SQR に
ついては、DHO は精製法の確立が終了し結晶化条件のスクリーニングを行っている。SQR については発
現系を確立し現在精製法を検討中である。
DHOD についてはナノモルオーダーの IC50 をもつ阻害剤を見出すことができた。今後、リード化合物
としての有効性を検証する段階にある。最初に native 体や基質、生成物との複合体構造を決定し、DHOD
の酵素反応機構を明らかにした。次に、構造に基づいてインシリコで設計（理化学研究所）、合成（東
京大学）した化合物について、京都工芸繊維大学と協力して阻害活性の測定や複合体構造の解析を行っ
た。図 2 に示すように、複合体構造から新たな阻害剤を設計・合成し、阻害活性測定と複合体構造を解
析する論理的な阻害剤設計サイクルを繰り返し、IC50 がマイクロモルオーダーの阻害剤を出発化合物と
して、ナノモルオーダーにまで阻害剤の構造を最適化することができた。さらに実用化をめざし、副作
用の観点からヒト DHOD の大腸菌での発現系を確立し、トリパノソーマの酵素と比較しつつ最適化をめ
ざした。現時点で最終的に見出した 2 種類の阻害剤の一方は T. cruzi DHOD をヒト DHOD よりも数十倍
以上、他方は 3000 倍以上強く阻害し、T. cruzi DHOD に対する特異性の高い阻害剤であることがわかっ
た。ここに至るまでに 65 種類の阻害剤が東京大学によって合成され、55 種類について複合体構造を決
定した。

T. bruceiミトコンドリアのシアン耐性酸化酵素(TAO)は結晶化が困難な膜タンパク質であるが、京
都工芸繊大学と協力し膜表在型タンパク質TAOの完全な立体構造決定に成功した。その結果、TAOと生
体膜との相互作用や二量体形成様式、TAOの構造・機能相関と阻害剤の論理的設計に必要な活性部位
の構造を明らかにする事ができた。さらに、我々が以前見出したTAOに対する強力な特異的阻害剤ア
スコフラノンとの複合体構造の解析にも着手した。以上の結果は膜結合性の2核鉄タンパク質で最初
の結晶解析であり、国際的に高く評価されている。

中でも重要な進展は図3に示す様にアスコフラノンの合成誘導体であるAF2779OHとの複合体構
造を決定した点である。
Thr219

図3

TAOによるアスコフラノン誘導体の

Hydrophobic
pocket

Glu215

Arg118

OH

認識機構の模式図。すべてのchainの共通

Leu122

な相互作用しているアミノ酸残基を示して

Ala216

いる。
Y220
Leu212
HO
Fe2

OH-

Fe1

O E123
O
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AF2779OHはIC50がナノモルオーダーとアスコフラノンと同等のIC50を持っている。しかも、培
養系においてトリパノソーマの増殖を抑え、さらに感染マウスを完治させる。この複合体構造
から、アスコフラノンの構造活性相関が明らかにできた。その結果、アスコフラノンの芳香環、
リンカー、フラノン環の基本構造の中で、芳香環がその高い阻害活性と特異性に最も重要な役
割を果たしている事が明らかになった。この情報は今後実際にアフリカで治療を行う目的でそ
の実用化を進める観点から極めて貴重なものである。すなわちより少ない反応ステップ数で合
成可能な阻害剤の設計が可能となり、低コストでの安定供給が期待できるからである。
GK はアスコフラノンの即効性の殺原虫効果をさらに劇的に高めるグリセロールの標的である。アスコ
フラノンで TAO を阻害した時、原虫は GK を誘導し、グリセロール-3-リン酸をグリセロールに変換する。
ここで GK は哺乳類 GK とは逆の反応を触媒している。この間に ATP が一分子生成され、効率は悪いが原
虫は生存できる。しかし最終産物であるグリセロールを加えると、この活性は阻害されトリパノソーマ
は死に至る。この阻害に必要なグリセロールの濃度は 5 mM 前後であり、現在臨床で脳浮腫の治療に用
いられている濃度ではあるが、アフリカでの実用化を考えると現実的ではない。そこで GK の特異的阻
害剤が必要となる。本研究では T. brucei グリコソームの GK（TbGK）を低濃度で特異的に阻害する薬剤
を開発する目的で、標的酵素の組換え体の精製から出発して結晶化条件のスクリーニングを行ない、リ
ガンドフリー体とグリセロールとの複合体結晶の構造解析を京都工芸繊維大学と協力して進めた。その
結果 GK が二量体構造をとっており、各モノマー中にある 2 本鎖逆平行βシートが並んでダイマー分子中
央に 4 本鎖逆平行βシートを形成して、ダイマーとなっている事を明らかにした。さらに native 体と基
質との複合体構造（6 種類）の構造解析を行った結果、活性部位とは別の場所に ADP が結合している部
位があることが分かった。これは、他の生物種由来の GK には無い T. brucei GK に固有のものであり、
酵素反応を制御する部位である可能性がある。また、東京大学は阻害剤をスクリーニングするためのア
ッセイ系を確立し、理化学研究所がインシリコスクリーニングで生物機能制御化合物ライブラリー機構
の化合物ライブラリーからピックアップした 2000 個の化合物の中から、阻害活性 IC50 が 50 マイクロモ
ル以下のものを 92 個見出した。

回虫QFRについては、東京大学が見出したQFRにきわめて特異的な阻害剤でナノモルオーダーの
阻害効果を示すフルトラニル（IC50

QFR

=58 nM、IC50

SQR

=46 μM、特異性790倍）およびその誘導体

との複合体構造を回虫成虫QFRと宿主である哺乳類（ブタ）の酵素でフマル酸還元の逆反応のコ
ハク酸からユビキノンへの電子伝達するコハク酸-ユビキノン還元酵素（SQR）について解析し、
阻害剤の構造・活性相関を明らかにしてきた。その結果QFRに対する阻害活性や特性が格段に向
上したフルトラニル誘導体を見出す事ができた。その中で最も優れた阻害剤は特異性が75,000
倍（IC50

QFR

=1.2 nM、IC50

SQR

=90 μM）あり、この結果はこれまでに明らかにした構造・活性相関

に関する情報とそれらに基づく予想と完全に一致していた。また京都工芸繊維大学および民間と
実用化に向けた研究に着手する事ができた。またトリパノソーマのミトコンドリア呼吸鎖SQRに
ついては近縁種であるリーシュマニアの酵素の精製を試みた。その結果、ミトコンドリア膜から
の可溶化・精製法を確立する事ができた。精製標品の生化学的解析から酵素活性の特徴はトリパ
ノソーマの酵素と極めて類似しており、12サブユニットの新奇なSQRの立体構造解析の対象とし
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て好適である事が明らかになった
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以上の研究成果のうち、膜タンパク質である QFR および TAO について、結晶化と界面活性剤の関係に
ついて 3 つの論文発表（Acta Cryst. F64, 858-862 (2008)、Acta Cryst. Sect. F65 941-944 (2009)、
Acta Cryst. Sect. F66 275-278 (2010)）を行った。また、ATC（Acta Cryst. Sect. F65 933-936 (2009)）
と GK（Acta Cryst. Sect. F. 66 304-308 (2010)）についても結晶化を論文として報告した。
構造解析については、DHOD について（Biochemistry 47, 10881-10891 (2008)）発表した。DHOD 以
外のタンパク質については、準備中であり、特に TAO については近日中に投稿予定である。また、本研
究で見出した QFR や TAO のナノモルオーダーの阻害剤については代表機関を窓口にして企業と共同研究
中であり、特許の申請を準備中により論文発表には時間が必要であるが年内の申請をめざして明細書の
作成にとりかかっている。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
立体構造解析は京都工芸繊維大学と東京大学が中心となって進め、機能解析は東京大学および順
天堂大学が中心となって行った。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

25 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

103 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

8件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数

3件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数は 2 件。代表機関が窓口
になって行っている）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題で取り上げた標的タンパク質のうち 4 つの構造解析を行い、その内の 3 つについては構造
に基づいた阻害剤の論理的設計によって出発化合物より優れた IC50（ナノモルオーダー）を示す阻害剤
を見出した。さらに、2 つについては東京大学が窓口になり企業と実用化に向けた共同研究に着手して
いる。この様に「抗トリパノソーマ薬のリード化合物を探索し決定する」との当初の目標に対する達成
度は高い。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究開始時から、全機関が年に 3 回以上、東京大学に一同に会し研究の進捗状況を報告し、忌憚の
ない意見の交換を行ってきた。さらに、月に 2 回程度 SPring-8 や PF で行う X 線回折実験には常に複数
の機関が参加し、リアルタイムで情報や意見の交換を行ってきた。また、阻害剤の設計、合成、複合体
構造の解析は、必要に応じて各機関同士で連絡を取り合って行ったが、メンバーには代表機関である東
大には全ての情報が集まるよう配慮していただいた。その他、学会やターゲットタンパク研究プログラ
ムの研究集会などの機会を利用して打ち合せを行ってきた。この様に高い頻度で直接顔を合わせた情報
交換・共有を行い、強く効率の良い連携体制を築いてきた。
９．他の課題との情報共有・連携

475

Ａ５－Ａ（医学・薬学等への貢献）
阻害剤候補化合物のインシリコスクリーングは理化学研究所が東京大学の生物機能制御化合物ラ
イブラリー機構の化合物を対象に行った。東京大学では 2000 個以上、本研究課題全体では 3000 個以
上の化合物の提供を受けた。また、阻害活性の測定についての提言や討議も行っていただいた。一方、
X 線回折強度データの測定は、ターゲットタンパク研究プログラムが確保しているビームタイムを利
用して SPring-8 や PF で行った。さらに、QFR と TAO の阻害剤については代表機関である東京大学が
窓口になって民間の製薬系の企業と連携して実用化に向けた研究を行っている。
１０．人材育成
東京大学では 3 名の大学院生および 2 名のポスドクが関わり、北、志波、稲岡がタンパク質の精製、
結晶化、構造解析を指導した。3 名の大学院生は全員学位を取得し、中でもナイジェリアからの留学
生は結晶解析に全く無経験な状態から研究を開始し、現在では完全に独立して研究可能な結晶研究者
となっている。また助教の志波は本研究での業績が認められ、京都工芸繊維大学准教授に昇任した。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに述べてきたように、QFR と TAO の阻害剤は実用化に向けて代表機関が企業と共同研究を
進めている。QFR 阻害剤については、特異的な抗線虫薬として実用化できる可能性が高い。また、ア
フリカ睡眠病治療薬の標的である TAO 阻害剤は動物実験で注射による効果が確認されているので、複
合体構造に基づいてアフリカ現地でも使用可能な経口剤にできれば、これまでの中で最も有効な抗ト
リパノソーマ薬になる可能性が高い。また、DHOD の阻害剤については抗トリパノソーマ薬としてでは
なく、他の疾患に効く可能性をもつ阻害剤も見出されてきた。終了までにそれらとの複合体構造の解
析を京都工芸繊維大学とともに行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究課題は、抗トリパノソーマ薬の実用化に向けたリード化合物を見出すことで、neglected
tropical disease であるシャーガス病やアフリカ睡眠病を制圧するという国際的な要請に基づいて科
学先進国としてわが国から発信する、基礎研究の成果を実際に結実させる事を目的とした研究である。
TAO や DHOD について得られた成果と現在進めている TAO に関する実用化研究は我が国の国際的な評価に
つながると考える。また、QFR 阻害剤は、従来よりもはるかに少ない使用量で済む安全性の高い抗線虫
薬の開発につながると期待される。
１３．特記事項
・T. cruzi の DHOD に関して、構造情報に基づいたインシリコスクリーニングからより高い阻害効果を
示す化合物を見出した。またこの中には培養系でトリパノソーマを刹滅するものも出てきた。
・膜タンパク質である回虫 QFR の特異的阻害剤フルトラニルの選択性を 75000 倍にあげる事ができた。
・2 鉄膜タンパク質であるシアン耐性酸化酵素に関し、解析可能な結晶を世界に先駆けて初めて得るこ
とができた。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

2,718

0

物品費（千円）

3,512

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

6,266
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人件費（千円）

2,250

5,376

6,025

6,266

旅費（千円）

業務実施費（千円）

10,357

8,754

6,156

8,634

その他（千円）

間接経費（千円）

3,782

4,239

4,470

4,470

間接経費（千円）

3,355

20,317

合計（千円）

16,390

18,370

19,370

19,370

合計（千円）

14,540

88,040

1,103
303

６
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代表／分担機関の課題名

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発/核酸およびレドックス調節パスウェイ標的酵素群の X 線解析

代 表 ／ 分 担 機 関

京都工芸繊維大学

機関の代表研究者名

原田繁春

１．課題開始時における各機関の達成目標
すでに化学療法剤の標的としての有効性を明確にして
いるトリパノソーマ原虫の核酸および細胞内レドックス
調節パスウェイに関与する８つの酵素群（図１に示す
CPSII、ATC、DHO、DHOD、OMPDC-OPRT、GK、TAO、SQR）を
ターゲットとして立体構造と生理機能を明らかにし、その
情報に基づいて特異的な阻害剤の分子設計を行う。さらに
候補化合物の合成と構造活性相関を通して、実用化に向け
てのリード化合物を見出する事を目的とする。また、SQR
のモデルタンパク質として回虫 QFR も取り上げる。そのた
めに、京都工芸繊維大学では回虫 QFR を含む９つの酵素の
立体構造決定を行い、インシリコによる阻害剤の論理的設
計に必要な構造情報を提供する。また、さらに優れた阻害
剤へと発展させるために、設計・合成された阻害剤との複
合体構造を解析して阻害剤の構造と阻害活性の相関を明
らかにする。

図 1. 抗トリパノソーマ薬を分子設計す
るための核酸およびレドックス調節パ
スウェイの標的酵素群

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
図 2 に示す 5 つの酵素（ATC、DHOD、GK、QFR、TAO）につ
いて構造解析ができた。構造をもとに、アメリカトリパノソーマ
が引き起こすシャーガス病の治療薬開発の標的タンパク質
DHOD については、IC50 がマイクロモルオーダーの化合物から出
発してナノモルオーダーにまで改良することができた。回虫 QFR
についてはフルトラニルがなぜ QFR を特異的（IC50=58 nM）に
阻害し、哺乳類類縁酵素 SQR に対する阻害活性（IC50=46 μM）
が低いかを解明し、フルトラニルよりもさらに優れた阻害剤を見
出した。アフリカトリパノソーマが引き起すアフリカ睡眠病の治
療薬開発の標的タンパク質 TAO については、既に代表機関によ
って見出されているナノモルオーダーの阻害剤との複合体構造
から、阻害剤の構造活性相関を明らかにし、アフリカ現地でも使
いやすくより阻害活性の高い薬剤を開発するための構造生物学

図 2. 構造解析できた標的酵素。

的基盤を確立できた。一方、ATC や GK についてはナノモルオーダーの阻害剤を目指して研究を進めて
いるところである。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
本研究課題で取り上げた９種類のタンパク質のうち、これまでに図 2 に示す 5 つについて（ATC、
DHOD、GK、QFR、TAO；図 1 では赤の縁取りしてある）構造解析を行った。また、図 1 の中で下線を
引いた２つのタンパク質のうち、DHO は精製法の確立が終了し結晶化条件のスクリーニングを行って
いる。SQR については発現系の確立までが終わっている。
ATC はナノモルオーダーの IC50 を示す阻害剤を探索している段階にある。まず、native 体、基質（ア
スパラギン酸、カルバモイルリン酸）および阻害剤 PALA（IC50=21 μM）との複合体構造を決定した。
これらの構造から、ATC の酵素反応機構を明らかにできた。次に、構造に基づいて理化学研究所が生物
機能制御化合物ライブラリー機構から 1031 化合物をインシリコスクリーニングで見出した。この中で
マイクロモルオーダーの IC50 を持つ 5 化合物について複合体構造の解析を行い、T-17277 との複合体構
造を得た。また、理化学研究所と東京大学が設計・合成した 5 化合物についても複合体構造を決定した。
現時点で得られている阻害剤の IC50 は最高でも数十マイクロモルナノモルオーダーでナノモルには至
っていない。しかし、T-17277（IC50=119 μM）と PALA は隣同士の異なる部位に結合していたので、こ
れらをつなぎ合わせた化合物を設計できればナノモルオーダーの阻害剤になり得る可能性がある。これ
までに 13 個の構造を決定し、ナノモルオーダーの IC50 を目指して阻害剤の設計、合成、複合体構造の
解析を行っている。
DHOD はナノモルオーダーの IC50 をもつ阻害剤を見出すことができた。今後、リード化合物として
の有効性を検証する段階にある。最初に native 体や基質、生成物との複合体構造を決定し、DHOD の酵
素反応機構を明らかにした。次に、構造に基づいてインシリコで設計（理化学研究所）、合成（東京大
学）した化合物について、東京大学に協力して阻害活性の測定や複合体構造の解析を行った。図 2 に示
すように、複合体構造から新たな阻害剤を設計・合成し、阻害活性測定と複合体構造を解析するという
論理的な阻害剤設計サイクルを繰り返し、IC50 がマイクロモルオーダーの阻害剤を出発化合物として、
ナノモルオーダーにまで阻害剤の構造を最適化することができた。見出した 2 種類の阻害剤の一方は T.

cruzi DHOD をヒト DHOD よりも数十倍以上、他方は 3000 倍以上強く阻害し、T. cruzi DHOD に対する特
異性の高い阻害剤であることがわかった。ここに至るまでに 65 種類の阻害剤が東京大学によって合成
され、55 種類について複合体構造を決定した。
GK について、東京大学に協力して native 体と基質との複合体構造（6 種類）の構造解析が終了した。
その結果、活性部位とは別の場所に ADP が結合している部位があることが分かった。これは、他の生物
種由来の GK には無い T. brucei GK に固有のものであり、酵素反応を制御する部位である可能性がある。
また、東京大学は阻害剤をスクリーニングするためのアッセイ系を確立し、理化学研究所がインシリコ
スクリーニングで生物機能制御化合物ライブラリー機構の化合物ライブラリーからピックアップした
2000 個の化合物の中から、阻害活性 IC50 が 50 マイクロモル以下のものを 92 個見出した。
回虫 QFR については、東京大学が見出した QFR にきわめて特異的な阻害剤フルトラニル（回虫 QFR に
対する IC50=58 nM、哺乳類類縁酵素 SQR の場合は 46 μM）や東京大学が合成したフルトラニル誘導体、
市販の類似化合物について IC50 の測定と複合体構造の解析を行った。但し QFR は極めて貴重なサンプ
ルなので、構造解析は主にブタ心筋ミトコンドリア中の類縁タンパク質 SQR について
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行った。QFR について 3 つ、SQR について 16 個の複合体構造を決定し、これらの構造からフルトラニル
がなぜ QFR に対して特異的に、しかもナノモルオーダーの阻害活性を示すのか、その要因を明らかにす
ることができた。この知見に基づいて、フルトラニルよりも優れた阻害剤（QFR に対する阻害活性が 5.47
nM とフルトラニルよりも 10 倍上昇したのに対し SQR に対しては 111 μM に低下、その結果、QFR に対す
る特異性がフルトラニルの 800 倍から 20,300 倍に上昇）や、さらに優れた阻害剤（IC50(QFR)=1.2nm、
IC50(SQR)=90 μM、特異性 75,000 倍）を見出した。
TAO について、native 体と阻害剤 AF2779OH との複合体構造を決定した。AF2779OH は IC50 がナノモ
ルオーダーの阻害剤アスコフラノンの誘導体で、同等の IC50 を持っている。この複合体構造から、ア
スコフラノンの構造活性相関が明らかにできた。
以上の研究成果のうち、膜タンパク質である QFR や TAO について、結晶化と界面活性剤の関係につい
て 3 つの論文発表（Acta Cryst. F64, 858-862 (2008)、Acta Cryst. Sect. F65 941-944 (2009)、Acta
Cryst. Sect. F66 275-278 (2010)）を行った。また、ATC（Acta Cryst. Sect. F65 933-936 (2009)）と GK
（Acta Cryst. Sect. F. 66 304-308 (2010)）についても結晶化の論文を発表している。
構造解析については、DHOD について（Biochemistry 47, 10881-10891 (2008)）発表されている。DHOD
以外のタンパク質については、準備中である。また、本課題で見出した QFR や TAO のナノモルオーダー
の阻害剤については代表機関を窓口にして企業と共同研究中なので、論文発表にはもうしばらくの時間
が必要である。

（３）機能解析に関する進捗及び成果
京都工芸繊維大学は複合体構造の解析を担当し、機能解析は東京大学や順天堂大学が中心になっ
て行われた。

３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

25 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

103 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

8件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外○件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

０件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数０件。代表機関が窓口に
なって行っており、京都工芸繊維大学は構造情報の提
供を行っている）

７．当初計画に対する各機関の達成度
本研究課題で取り上げた標的タンパク質のうち 4 つの構造解析を行い、その内の 3 つについては構造
に基づいた阻害剤の論理的設計によって出発化合物より優れた IC50（ナノモルオーダー）を示す阻害剤
を見出した。さらに、2 つについては代表機関が窓口になって企業と実用化に向けた共同研究に着手し
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ている。従って、抗トリパノソーマ薬のリード化合物を探索し，決定する当初の目標は達成できている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本研究がスタートした時から、全機関が年に 3 回程度、東京大学に集まり研究の進捗状況の報告会、
意見の交換会を行った。さらに、月に 2 回程度 SPring-8 や PF で行う X 線回折実験には常に複数の機関
が参加したので、リアルタイムで情報や意見の交換を行うことができた。また、阻害剤の設計、合成、
複合体構造の解析は、必要に応じて各機関同士で連絡を取り合って行ったが、代表機関には全ての情報
が集まるよう配慮した。その他、学会等で会う機会も含めると、かなりな頻度で直接顔を合わせた情報
交換・共有ができた。
９．他の課題との情報共有・連携
阻害剤候補化合物のインシリコスクリーングは理化学研究所が生物機能制御化合物ライブラリー
機構の化合物を対象に行った。京都工芸繊維大学では 1000 個以上、本研究課題全体では 3000 個以上
の化合物の提供を受けた。また、阻害活性の測定についてのアドバイスも受けた。一方、X 線回折強
度データの測定は、ターゲットタンパク研究プログラムが確保しているビームタイムを利用して
SPring-8 や PF で行った。さらに、QFR と TAO の阻害剤については代表機関が窓口になって企業と連
携して実用化に向けた研究を行っている。
１０．人材育成
京都工芸繊維大学では 5 名の学生が関わり、原田がタンパク質の精製、結晶化、構造解析を指導し
た。また、東京大学・北研究室の 3 名のポスドクや大学院生、順天堂大学・青木研究室の研究員に対
しても同様の指導を行った。同時に北研究室や青木研究室からはタンパク質の発現、精製や活性測定
等について指導を受けた。また、課題内での報告会や放射光施設での実験にも参加させ、各学生の研
究に対するモチベーションを上げるとともに様々な知識が獲得できるよう努めた。5 名の内 1 名は学
位を取得し京都工芸繊維大学の研究員になっている。2 名は公務員や化学系会社に就職、1 名は現在
修士 2 年で就職予定、学部 4 年の 1 名は修士課程に進学の予定である。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに述べてきたように、QFR と TAO の阻害剤は実用化に向けて代表機関が企業と共同研究
を進めている。QFR 阻害剤については、少なくとも農薬として実用化できる可能性がある。また、ア
フリカ睡眠病治療薬の標的である TAO 阻害剤は動物実験で注射による効き目が確認されているので、
複合体構造に基づいてアフリカ現地でも使いやすい飲み薬にできれば、有効な抗トリパノソーマ薬に
なる可能性が大きい。また、DHOD の阻害剤については抗トリパノソーマ薬としてではなく、他の病
気に効く可能性をもつ阻害剤も見出されてきた。終了までにそれらとの複合体構造の解析を東京大学
とともに行う。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本研究課題は、抗トリパノソーマ薬の実用化に向けたリード化合物を見出すことで、neglected
tropical disease であるシャーガス病やアフリカ睡眠病を制圧するという国際的な要請に基づいて科
学先進国としてわが国から発信する、基礎研究の成果を実際に結実させる事を目的とした研究である。
TAO や DHOD について得られた成果と現在進めている TAO に関する実用化研究は我が国の国際的な評価に
つながると考える。また、QFR 阻害剤は、従来よりもはるかに少ない使用量で済む安全性の高い農薬の
開発につながると言える。
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１３．特記事項
回虫 QFR、DHOD、TAO について、より優れた阻害剤への改良に成功した。このうち QFR と TAO に
ついては代表機関が実用化に向けた企業との共同研究に着手している。特に、結晶化が困難な膜表在性
タンパク質 TAO の構造解析に世界で初めて成功したことは特筆に値する。TAO はアフリカ睡眠病治療
薬の有望な標的タンパク質であり、ナノモルオーダーの阻害剤との複合体構造は、アフリカ現地で使い
やすい治療薬に改良するための足がかりと言える。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

750

0

155

2,893

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

0

152

0

旅費（千円）

1,021

業務実施費（千円）

15,250

17,000

16,693

14,107

その他（千円）

7,432

間接経費（千円）

4,800

5,100

5,100

5,100

間接経費（千円）

3,346

23,446

合計（千円）

20,800

22,100

22,100

22,100

合計（千円）

14,500

101,600

設備備品費（千円）
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計

2,701
0

Ａ５－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
代表／分担機関の課題名

トリパノソーマのピリミジン生合成パスウェイ酵素群の生理機能

代 表 ／ 分 担 機 関

順天堂大学

機関の代表研究者名

奈良

武司

１．課題開始時における各機関の達成目標
当分担機関は、トリパノソーマ類のピリミジン合成パスウェイ酵素群の構造・機能解析のバック
ボーンとなる生物学的基盤を構築することを達成目標として定め、当初の 3 年間は、①遺伝子組換え
Trypanosoma cruzi を用いた酵素群の生理機能解析、および②細胞生物学的手法を用いた、T. cruzi におけ
る酵素の局在および相互作用の検討を中心に業務を実施した。後半 2 年間については、創薬の観点から
③ピリミジン生合成パスウェイ酵素群を阻害する化合物の、T. cruzi に対する in vitro および in vivo の薬
効評価を実施し、抗原虫効果を示す化合物の特定を達成目標とした。また③に関連して、④褐藻エゾイ
シゲに含まれ、本パスウェイ第 4 酵素ジヒドロオロト酸脱水素酵素（DHOD）を非競合的に阻害すると
ともに原虫の増殖抑制効果を示す成分の同定を目標とした。以下に当課題の研究チーム構成と各機関の
役割分担を示す。

•酵素の発現・精製
•分子間相互作用解析
•in vitro薬効判定

順天堂大学（奈良 武司）
生理機能解析
•遺伝子単離
•DNA組換え原虫作製・解析
•in vitro/in vivo薬効判定

京都工業繊維大学（原田繁春）
構造解析

相互フィードバック

生化学的解析

•酵素結晶化
•X線解析
•立体構造の構築

東京大学（井上将行）
化合物合成

構造科学的アプローチ

生物学的アプローチ

東京大学（北 潔）

理化学研究所（田仲昭子）

in silico解析
•Docking解析
•リード化合物の分子設計

•誘導体の分子設計
•化合物の合成

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
当機関は本研究課題の生物学的解析を担当し、以下の成果を得た。
①DHOD 阻害剤の抗原虫効果について検討し、T. cruzi の細胞内増殖を抑制するものを見いだした。
②ピリミジン合成パスウェイ初段３酵素の相互作用について検討し、CPS II、ATC、DHO が相互作用
を持つことを明らかにした。
③アンチセンス RNA を用いた T. cruzi のタンパク発現抑制系を新規に開発した。
④褐藻エゾイシゲに含まれる DHOD 阻害物質の単離と同定を進め、分子量 480 または 496 の、ポリ
フェノール類の一種である可能性を示唆した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
・褐藻エゾイシゲに含まれる DHOD 阻害物質の単離と同定
エゾイシゲには、DHOD 活性および原虫の感染・増殖を抑制する物質が含まれている。しかしなが
ら、DHOD 阻害物質は非常に不安定であり、構造解析の大きな障害となっている。これを克服すべく
各種保護基の導入を行ない、アセチル基、メチル基および 4-ブロモベンゾイル基を導入した誘導体の

483

Ａ５－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
調製に成功した。この結果、アセチル化体においては 2 次元 NMR スペクトルを含むより詳細な測定
が可能になり、多数の四級炭素が存在すること、フェノール様の部分構造を持つことが示唆された。
また、IR スペクトルの測定によって、フェノール様部分構造の存在が示唆された。さらに、元素分析
の結果、構成元素比は炭素 52.61%、水素 3.58%および酸素 42.59％であることも明らかになり、マス
スペクトル分析の結果、分子量は 480 または 496 であると推定された。以上、阻害物質の構造は完全
には決まっていないが、未知のポリフェノールの一種である可能性が高い。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
・DHOD 阻害剤の抗原虫効果の検定
東大・北グループおよび京都工芸繊維大・原田グ
ループが明らかにした T. cruzi DHOD の X 線構造に
基づき（左図）、理研・田仲グループは in silico 予
測を行ない、オロト酸骨格を持たない候補化合物の
選定を行なった。また、東大・井上グループはオロ
ト酸の２位および 5 位に置換基を導入したオロト酸
誘導体を合成した。化合物との共結晶解析→ in
silico 分析→候補化合物の合成のサイクルを経て
選別された、56 化合物について抗原虫効果を検討
した。このうち、3 化合物は生物機能制御化合物ラ
イブラリー機構より供与され、53 化合物について
は分担機関の東京大学井上グループで合成されたオロト酸誘導体を実験に用いた。
最初に、T. cruzi の哺乳類細胞への感染および細胞内増殖に DHOD 阻害剤が与える影響について解
析した。1×105 のマウス繊維芽細胞（3T3-SWISS Albino）を 24 穴プレートを用いて 48 時間培養し
た後、1×105 の T. cruzi（Tulahuen 株）trypomastigote（感染型）を化合物存在下（100 μM）で感
染させ、72 時間培養した。染色後、細胞数をカウントした。陰性コントロールには DMSO を用い、
抗原虫薬のコントロールとしては benznidazole（10 μM）を用いた。Benznidazole 添加群では原虫
の感染が 100％阻害された。DHOD 阻
害剤添加群については、T. cruzi の感

DMSO

阻害剤 A

染を有意に抑制するものは得られな
かったが、増殖を有意に阻害するオロ
ト酸誘導体が 2 種（A、B）、非オロト
酸化合物が 1 種（C）ヒットし、原虫
の増殖を 40〜50％阻害した。興味深い
ことに、原虫の増殖阻害を誘導したオ
ロト酸誘導体 A、B の IC50 は 5.2 μM
および 3.5 μM であり、DHOD 活性を
より強く阻害する化合物（C；0.5 μM、
D；0.67 μM）では原虫の増殖抑制は認
められなかった。
原虫の増殖抑制効果を示す化合物（次ページ）の構造上の特徴は、DHOD との強い結合に寄与し
ているカルボキシル基（D、E、黒丸部分）が置換されている点（赤丸部分）で、おそらくは膜の透
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過性が向上した（一方で DHOD 阻害活性は低下した）ものと考えられる。これらを踏まえ、現在各
機関と連携して化学誘導、製剤的手法を用いた in vivo 活性の向上を検討している。本課題の当初の
目標である「トリパノソーマ症治療薬のリード化合物に得る」ことに照らすと、以上の成果は目標に
十分到達していると言える。
B)

A)

D)

C)

E)

・ピリミジン合成パスウェイ初段 3 酵素の相互作用
本パスウェイ初段 3 酵素の構造はヒトと T. cruzi の間で
大きく異なり、ヒトでは融合酵素として単一遺伝子でコー
ドされる CAD（CPS II-ATC-DHO）が存在するのに対し、

α-CPS II α-ATC
IP:

A D

C D

α-DHO
C

A

T. cruzi では独立した酵素として存在する。T. cruzi の独立
型酵素が複合体を形成することが明らかになれば、結晶構
造が未だ明らかになっていない CAD のモデル酵素として
極めて有用であると同時に、複合体形成を障害するような
新たな作用点を持つ阻害剤の開発の可能性にもつながる。
本研究では、大腸菌を用いた三重発現系を開発した。相
互作用の検出については、CPS II、ATC、DHO それぞれに
対する特異抗体を用いた免疫沈降を実施し、回収された
タンパクをウエスタン法を用いて検出した。抗 CPS II 抗体
を用いて免疫沈降後、得られた沈降物を抗 ATC 抗体および
抗 DHO 抗体で反応させたところ、予想される分子量にバン
ドが検出された（左図）。同様に、抗 ATC 抗体を用いて得ら
れた沈降物から CPS II および DHO が、抗 DHO 抗体を用い

(C; CPS II, A; ATC, D: DHO)

て得られた沈降物から CPS II および ATC が、それぞれ検出された。検出されたバンドについてゲル
より切り出し、トリプシン消化後、質量分析を行なったところ、予想されたタンパクフラグメントが
検出された。以上から、CPS II、ATC、DHO は相互作用していることが明らかとなった。
・ENA オリゴを用いた T. cruzi 遺伝子発現抑制系の樹立
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タンパクの生理機能解析において、RNA 抑制（RNAi）に基づく発現抑制は極めてパワフルなツー
ルである。T. cruzi では RNAi による発現抑制は残念ながらこれまで観察されていないが、一方でアン
チセンス RNA を用いることによりタンパクの発現抑制が起こることが報告されている。本機関では、
ENA オリゴを用いた発現抑制系の開発に成功した。
ENA オリゴは、培地に添加するだけで原虫に取り
込まれること、S-オリゴに比して高い発現抑制活性を
持つこと、その作用機序として 2 本鎖 DNA に直接作
用して DNA トリプレックスを形成し、転写の抑制
（アンチジーン効果）を引き起こしていることが強く
示唆された。ノックダウン効率だけを見ると不十分
（約 50％のタンパク減少）ではあるが、ヘテロ遺伝子
欠損と同等の効率であり、ヘテロ遺伝子欠損であって
も組換え T. cruzi の作製には 3〜4 ヶ月かかることを
考えると本成果の意義は極めて大きい。これは、従来
発現ノックダウン実験系のなかった T. cruzi 研究にお
いてエポックとなる成果である。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構造解析したタンパク質数

0件

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数

0件

（プログラム内外含む）
７．当初計画に対する各機関の達成度
本課題の最終目標はトリパノソーマ症治療薬開発のためのリード化合物の提供であり、本機関は各機
関の成果（DHOD 阻害剤の設計、合成、DHOD との共結晶を用いた構造解析）に基づいて抗原虫効果
を検定するという重要なパートを担い、ヒトの臓器に傷害を与える発育段階である細胞内寄生型 T. cruzi
の増殖を抑制するオロト酸誘導体の同定に成功した。さらに、ピリミジン合成パスウェイ初段 3 酵素
（CPS II、ATC、DHO）の相互作用解析から、3 酵素間でそれぞれ相互作用を持つことを明らかにした。
このように、当機関の当初の目標は十分に達成されている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本課題は、異なる研究背景を持つ 5 つの研究グループが参加しており、効果的な課題内連携が不可欠
であった。そのため、ターゲットタンパク研究プログラムの WG 班会議、シンポジウム、成果発表会以
外にも、電子メールで恒常的に連絡を取り合い、必要に応じて課題内ミーティングを適宜開催するなど、
効率的な情報共有を図った。このような綿密な連携体制を通じて効果的な研究運営が可能となり、当初
の研究目的であった、リード化合物として有望な TcDHOD 阻害剤の合成を達成できた。
９．他の課題との情報共有・連携
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他の課題との具体的な共同研究については実施に至っていないが、ターゲットタンパク研究プログ
ラムの WG 班会議、シンポジウム、成果発表会を通じて他課題に参加する研究者と積極的に交流し、
今後の研究方針に影響を与える重要な情報共有の機会が得られた。
１０．人材育成
本研究室ではのべ教員 8 名と研究員 2 名の計 9 名が本課題に参加した。それぞれが異なる研究バッ
クグラウンドを持つため課題遂行のためには研究者間の連携が極めて重要であったが、専門領域を超
えて連携をとり、かつ構造生物学に対する造形を深めつつ分担した業務を実施した。この成果を生か
して、現在学内外の研究者との共同研究を進めている。
１１．終了までの具体的な見通し
DHOD 阻害剤の抗原虫効果の検定については、特許取得を視野に入れつつ論文発表を予定してい
る。ENA オリゴを用いた T. cruzi 遺伝子発現抑制系の樹立、ピリミジンパスウェイ初段 3 酵素の相互
作用解析については投稿準備中である。このうち、ENA オリゴを用いた T. cruzi 遺伝子発現抑制系は
RNA 抑制が作動しない T. cruzi においては新規の実験手法として広く世界に還元できる。
褐藻由来の DHOD 阻害物質の同定に関しては、ポリフェノール類であることを突き止めており、本
課題終了までには構造を決定する予定である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本課題最大の成果は、T. cruzi DHOD を選択的に阻害するとともに細胞内寄生原虫の増殖を抑制する
化合物を見いだしたことである。”Neglected diseases（顧みられない病）”と呼ばれ、新規治療薬の
開発が遅々として進まないトリパノソーマ感染症対策にとって極めて大きな一歩であり、我が国から
流行地域への国際貢献として国内外に与える影響は大きい。また、3 酵素複合体の構造はヒトの同融
合酵素 CAD（CPS II-DHO-ATC）のモデルとして極めて重要であり、将来的には 3 酵素複合体の構造
解析と引き続く阻害剤の設計によって、CAD 活性が著しく上昇するガン細胞や免疫系細胞に対する抗
がん剤、免疫抑制剤の開発につながる可能性が高い。
１３．特記事項
本課題は、我が国の国際貢献の枠組みの中で特に重要な感染症対策に関して重要な成果を上げたと
同時に、
「創薬」を念頭に置いた多機関連携を考える上でひとつのモデルとなる。また、トリパノソー
マ類の細胞生物学、分子生物学、および感染実験を全て行なえる研究機関は国内にはほとんどなく、
本成果を機に”Neglected diseases”が研究者から「顧みられる」ようになることを強く期待しています。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

6,300

0

0

0

物品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

3,684

7,601

0

6,438

旅費（千円）

296

業務実施費（千円）

3,016

2,399

10,000

3,562

その他（千円）

401

間接経費（千円）

3,900

3,000

3,000

3,000

間接経費（千円）

2,192

16,900

13,000

13,000

13,000

合計（千円）

9,500

設備備品費（千円）
試作品費（千円）

合計（千円）

２２年度
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代表／分担機関の課題名

「核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬
の開発」
（トリパノソーマのピリミジン生合成パスウェイ酵素の阻害剤の合
成と最適化）

代 表 ／ 分 担 機 関

東京大学

機関の代表研究者名

井上

将行

１．課題開始時における各機関の達成目標
当分担機関では、抗トリパノソーマ薬の開発を目指し、
標的とするピリミジン生合成酵素群に対する阻害剤の化
学合成と構造最適化を目的とした。特に、阻害剤との共結
晶構造がすでに知られており、その遺伝子破壊がトリパノ
ソーマにおいて致死的である T. cruzi ジヒドロオロト酸デ
ヒドロゲナーゼ（TcDHOD）の高選択的阻害剤の合成を遂
行する。
課題開始時までに、5-フルオロオロト酸（図 2）が TcDHOD

図１TcDHOD と阻害剤（オキソン酸）

阻害作用を有することが分かっていたが、その特異性と阻害

の共結晶構造

濃度は医薬のリード化合物として不十分であった。TcDHOD
と阻害剤の共結晶構造において、オロト酸結合部位からは、オロト酸の 2 位方向と 5 位方向に余分な空
間が存在し、新規阻害剤設計に利用できると期待された（図 1）。そこで、本研究では 5-フルオロオロト
酸を基盤とし、オロト酸の 2 位および 5 位に置換基を導入した新規阻害剤の網羅的合成をおこなう（図
2）。合成した化合物を TcDHOD 阻害活性試験（東大医・北）
、T. cruzi 成長阻害実験（順天堂医・青木）
に供し、生物活性への置換基導入効果を評価する。同時に、TcDHOD との X 線共結晶解析（京都工繊大・
原田）をおこない、得られた結晶構造を利用した in silico スクリーニング（理研・田仲）により薬剤分
子設計を改良し、リード化合物としてより有望な TcDHOD 阻害剤を合成する。
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図 2 オロト酸 5 位および 2 位置換体の設計と合成
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２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
東大医グループにより明らかにされたトリパノソーマジヒドロオロト酸脱水素酵素（TcDHOD）の X
線構造に基づき、TcDHOD 選択的な阻害剤の合成を計画した。すなわち、ヒト DHOD の基質結合部位
にはない、ピリミジン環 2 位および 5 位方向のポケットを利用し、オロト酸の 2 位、5 位への疎水性置
換基導入を試みた。

図 3 合成したオロト酸 2 位および 5 位置換体の構造と TcDHOD 阻害活性
はじめに図 3 に示したオロト酸 2 位、5 位置換体を合成し、TcDHOD 阻害活性試験（東大医）および
TcDHOD との X 線共結晶解析（京都工繊大）に供した。その結果、2 位置換体では TcDHOD 阻害効果
がほとんど失われた。一方、5 位置換体は、5-フルオロオロト酸と比べて TcDHOD 阻害効果は減弱し
たものの、5-(2,2-ジメチルブチル)オロト酸（図 3 右端）の X 線共結晶解析で、TcDHOD オロト酸結合
部位周辺構造が変化した新奇の複合体結晶構造（open form）が見出された。すなわち、open form に
おいては、合成阻害剤のオロト酸骨格が TcDHOD の基質結合部位に結合し、さらに立体的に嵩高いア
ルキル側鎖が周辺のループ構造を押し動かし、従来の結晶構造（closed form）では 178Å3 だった結合
ポケットを 1000 Å 3 以上にまで拡大していた（図 4）。

図 4 TcDHOD と 5-フルオロオロト酸（A）、5-(2,2-ジメチルブチル)オロト酸（B）の共結晶構造
Open form の拡大した結合ポケットに対する in silico スクリーニング（理研）により、結合親和性が
より高いと期待されるオロト酸 5 位置換体が設計された。得られた複数の候補化合物を効率的に合成す
るため、図 5 に示したオロト酸 5 位置換体の網羅的合成法を開発した。これにより、市販の種々のアル
キン試薬を、原料の 5-ヨードオロト酸メチルと薗頭カップリングにより連結することで、短段階で効率
的なオロト酸 5 位置換体の網羅的供給が可能となった。
本課題のフィードバックシステム（合成阻害剤の TcDHOD 阻害試験と共結晶解析 → in silico スク
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リーニングによる候補化合物の再選定 → 有機合成による候補化合物の合成）を繰り返すことにより、
現在までにオロト酸を基盤とした 61 種類の新規阻害剤が合成された。この中から、基盤分子である 5フルオロオロト酸の 200 倍以上の TcDHOD 阻害効果を有し、トリパノソーマ／ヒト選択性が 7000 倍
以上のトリパノソーマ特異性を有する新規化合物が見出された（図 6）。

図 5 オロト酸 5 位置換体の網羅的合成法
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x 200

NH
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O
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O

IC50(TcDHOD) 0.67 M
IC50 (HsDHOD) > 5000 M

IC50(TcDHOD) 150 M

図 6 基盤とした 5-フルオロオロト酸（左）と本研究で見出した新規阻害剤（右）
現在、合成阻害剤群から医薬のリード化合物を見出すために、抗トリパノソーマ原虫試験（順天堂）
を指標に、化学誘導、製剤的手法を用いた in vivo 活性の向上を検討している。

（２）構造解析に関する進捗及び成果

オロト酸 5 位置換体を用いた TcDHOD の共結晶構造解析により、基質結合部位が大きく開いた
全く新しい TcDHOD の結晶構造（open form）が見出された。
本課題開始当初は、当時すでに明らかであった、基質結合部位が閉じた closed form の TcDHOD
結晶構造を基に、新規阻害剤を設計する予定であった。しかし、本課題の遂行中に見出された open
form 構造により、強力な阻害活性と高い選択性を有する新規化合物を、効率的に設計・合成するこ
とが可能となった。これは当初の目的以上の成果であると言える。
これらの研究成果は日本薬学会第 129 年会、第 131 年会において口頭発表された。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
TcDHOD の基質結合部位の疎水性ポケットを利用した阻害剤設計により、本課題開始当初に知られて
いた阻害剤より 200 倍以上の TcDHOD 阻害活性を示す新規阻害剤の設計・合成に成功した。特に、阻害
剤の結合によって引き起こされるタンパク質の構造変化で、新たに獲得される結合部位周辺の疎水性ス
ペースが、より高性能の阻害剤設計に利用できることを示せた。すなわち、結合部位周辺の疎水性ポケ
ットは阻害剤の親和性向上のための阻害剤結合部位を提供する機能を有していると言える。

これらの研究成果は日本薬学会第 129 年会、第 131 年会において口頭発表された。
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３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

17 件

PDB 登録の有無にかかわらず構

64 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
当初の計画ではトリパノソーマ類感染症治療薬開発のためのリード化合物を合成することが、本研究
の最終目的であった。現在、すでに医薬のリード化合物として有望な、高い TcDHOD 選択性（ヒト DHOD
に比べて 7000 倍以上）を有する阻害剤の合成に成功している。また、DHOD 以外にも、アスパラギン
酸トランスカルバモイラーゼ（TcATC）阻害剤、回虫成虫複合体 II 阻害剤の合成もおこなった。本研究
の当初の目的は十分に達成されている。
８．課題内の情報共有・連携体制
本課題は、異なる研究背景を持つ 5 つの研究グループが参加しており、効果的な課題内連携が不可欠
であった。そのため、ターゲットタンパク研究プログラムの WG 班会議やシンポジウム以外にも、必要
に応じて課題内ミーティングを適宜開催し、効率的な情報共有を図った。その結果、綿密な連携体制に
より、効果的な研究運営が可能となり、当初の研究目的であった、リード化合物として有望な TcDHOD
阻害剤の合成を達成できた。
９．他の課題との情報共有・連携
ターゲットタンパク研究プログラムの WG 班会議、シンポジウム、成果発表会は、他課題に参加する
研究者との交流の場として機能した。これにより、他課題の研究者とも連携が可能となり、共同研究に
は至ってはいないが、今後の研究方針に影響を与える重要な情報共有の機会が得られた。
１０．人材育成
本研究室からは、学部 4 年生と大学院生を合わせて合計 6 名がターゲットタンパク研究プログラムに
参加した。これらの学生、大学院生は、主に低分子阻害剤の合成実験に携わり、設計化合物の合成、精
製、構造解析と、一連の有機合成化学の方法論を修得した。また、ターゲットタンパク研究プログラム
の成果発表会、シンポジウムの他、課題内のミーティングにも積極的に参加し、本プログラムが包括す
る、化学、生物の広い学術領域に対する見識を深めた。研究遂行は、本プログラムに参加した 3 名の大
学教員（井上教授、松岡助教、上條助教）により遂行された。
プロジェクト期間中の卒業生は博士 1 名、修士 1 名で、ポスドク（米国 Harvard 大学）、企業研究員（ア
ステラス製薬）としてそれぞれ就職した。プロジェクト終了時に卒業する学生は修士 2 名で、企業研究
員（小野薬品工業）、国家公務員に内定している。
１１．終了までの具体的な見通し
新規阻害剤の合成方法は論文化を予定しており、これにより合成技術を広く波及する。また、TcDHOD
阻害剤として合成したオロト酸誘導体群は溶解性が低いため、そのままでは医薬への応用が難しい。そ
こで、現在得られている TcDHOD 阻害剤の中で、最もトリパノソーマ選択性の高い化合物の溶解性の向
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上を検討しており、化学誘導による有機合成的手法に加え、製剤的手法も取り入れて創薬研究につなげ、
社会に還元する予定である。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
トリパノソーマ症は WHO の制圧すべき感染症の一つとして掲げられており、有効な医薬の開発が待
望されている。これに対し、本研究の成果は新しい化学療法剤の分子設計を提供するものであり、実際
に合成した TcDHOD 阻害剤の中には、リード化合物として有望な高いトリパノソーマ選択性を示すもの
があった。この分子を新たな基盤として、改良を重ねることで negrected diseases（顧みられない病気）
の一つであるトリパノソーマ症に、我が国発の医薬を提供できると期待される。
１３．特記事項
日本薬学会第 129 年会において、本研究の成果が講演ハイライトに選出された。
「トリパノソーマ DHOD の阻害剤の合成と複合体構造」飯田真依子、李羅榮、上條真、松岡茂、井上将
行、本間光輝、田仲昭子、稲岡ダニエル健、北潔、2009 年 3 月 28 日、岡山
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

0

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

0

人件費（千円）

0

0

0

0

旅費（千円）

0

業務実施費（千円）

8,000

6,923

6,923

6,923

その他（千円）

0

間接経費（千円）

2,400

2,077

2,077

2,077

間接経費（千円）

0

8,631

合計（千円）

10,400

9,000

9,000

9,000

合計（千円）

0

37,400
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬の
開発（トリパノソーマの核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とす
る阻害剤の、代謝酵素立体構造解析結果に基づくインシリコ予測研究）

代 表 ／ 分 担 機 関

理化学研究所

機関の代表研究者名

田仲昭子

横浜研究所

１．課題開始時における各機関の達成目標
シャーガス病など重篤な疾患をヒトに引き起こすア
メリカ型トリパノソーマにおいて欠くことができない

Gln
HCO 3ATP

代謝系や、アフリカ型トリパノソーマにおいて TAO 阻

Asp

ACT

害剤の作用ターゲットなどを標的として、立体構造解析

DHO

の結果に基づいて、阻害剤をインシリコ予測する。東

る複合体構造解析、東大・井上チームによる最適化化合
物の新規合成の密な研究連携によって、より特異性の高

オロオロト酸複合体の構造が明らかになっており、この
酵素に対する阻害剤の創生が急務である。阻害剤候補化
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い代謝阻害剤を短期間に創生することを目標とする。
本代謝系において、すでに DHOD 単体および５-フル

コハク酸

DHOD

大・北、順天堂大・青木チームによる予測化合物の阻害
活性測定による評価、京都工繊大・原田、北チームによ
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図１．トリパノソーマ類におけるピリミジン合成酵素およびレドックス調
節パスウェイ酵素群の局在．緑のパスウェイは T. bruceiに特異的に
存在する．

合物をインシリコ予測することによって阻害実証研究を加速するとともに、最適化した阻害剤の構造を
予測することによって、新規阻害剤合成研究に論理的方向性を与える。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
研究開始当時すでに 1.9Å の解像度の結晶構造が得られていたジヒドロオロト酸脱水素酵素（DHOD）
は、基質結合サイトの大きさが、178Å3 と非常に小さく、高活性の阻害剤の発見が望めない状況であっ
た。そこで、隣のポケットとの間にわずかに空いた隙間に向けて置換基を出した構造の化合物を合成し、
合成した化合物との複合体結晶構造を解析した。この基質ポケットが広がった構造に基づいて、さらに
高活性の阻害剤候補を論理的に設計し、合成したところ、IC50: 0.15 uM を示す高活性な化合物を見出す
ことに成功した。
コハク酸-ユビキノン還元酵素（SQR）と近い配列を持つ、回虫成虫のキノール-フマル酸還元酵素（QFR）
の構造が解かれ、ブタ SQR の構造と比較しながら、論理的に選択性の高い阻害剤を設計した。
アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼ（ACT）の結晶構造に基づくインシリコスクリーニ
ングを実施した。その結果、IC50: 5 uM 程度を示す阻害剤を複数見出すことに成功した。
グルセロールキナーゼ（GK）は他のキナーゼと非常に違う構造特性があるため、まず、阻害剤情報
を取得するために、protein kinase阻害候補化合物セットを制御ライブラリーから選択し、東大・北グル
ープがアッセイした。この阻害情報を利用して、候補化合物のインシリコスクリーニングを行った。
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（２）構造解析に関する進捗及び成果
担当外です。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
【DHOD】
ジヒドロオロト酸
脱水素酵素（DHOD）
は、ピリミジン合成
と細胞のレドックス
調節の両者に関与す
る鍵酵素であり、研
究開始当時すでに
1.9Åの解像度の結晶
構造が得られてい
た。しかし、この研
究当初の構造は、基
質であるジヒドロオ
ロト酸をループ部分
が完全に包み込むよ
うな形状をしている
ために結合サイトの
大きさが、178Å3と非
常に小さく（closed
form）、高活性の阻害
剤の発見が望めなか
った。そこで、東大・
北グループのリーダ
ーシップのもと、2つ
の戦略を立てた。一つ
はclosed formを元に
したインシリコスク
リーニングを行うこ
とであり、もう一つは
ループ部分のわずか
に空いた空間に向け
て置換基を出した化合物を合成し、合成した化合物との複合体結晶構造を解析し、結合サイトが拡張し
たopen formの構造を取得して、これに基づいてインシリコ高度化設計を行うというものである。
インシリコスクリーニング（closed form）：研究開始時点で構造が解明されていたトリパノソーマ
DHOD の closed form の 7 種類の X 線構造を用いて、その X 線構造から阻害剤の結合に重要なファーマ
コフォアを抽出した。市販の 300 万化合物のデータベースを作成し、抽出したファーマコフォアによる
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インシリコスクリーニングを実施した。46 化合物が選択され、そのうち入手可能であった 26 化合物を
購入して東大・北グループがアッセイを行ったところ、オロト酸類似だが、活性が 10 倍程度向上した
新規阻害剤（IC50: 4 uM）を見出すことに成功した（前頁上図）。
インシリコスクリーニング（open form）：従来のオロト酸複合体の DHOD 構造は、closed form であ
るが、結合サイトの詳細な解析によってオロト酸の 5 位の方向にはわずかな隙間があり、その方向に置
換基を伸ばすことによって、ループを動かし結合サイトを拡張できると予測できた。このような化合物
を東大・井上グループが合成し、東大・北グループが前頁下図のような open form の DHOD の構造を解
くことに成功した。この構造に基づいて、ドッキングによるインシリコスクリーニングを実施し、北グ
ループが活性測定したところ、オロト酸とは異なる骨格を持った阻害剤（IC50: 25 uM）を発見した。
活性向上を目指したインシリコ設計（open form）：open form の DHOD 構造が得られたことによって、
従来のオロト酸誘導体にも置換基を
導入して活性を向上させることが可
能となった。そこで、5 位の置換基と
して、活性を向上させる可能性の高
い合成候補を選択するために、イン
シリコ設計を行った。インシリコ設
計は、以下の 2 つのステップにて行
った。まず、5 位に置換基を導入した
仮想ライブラリーを構築した。東
大・井上グループと連携し、合成可
能な 2170 化合物を計算機上で構築し
た。これらの仮想化合物を制御技術
開発課題で開発した MUSES システ
ムによってドッキング及び活性予測を行い、スコアの高い化合物を東大・井上グループに提案した。提
案した化合物のなから 26 化合物が合成され、置換基なしに比べて 30 倍活性が向上した阻害剤（IC50: 4
uM）を得ることに成功した。さらに、得られた新規阻害剤と DHOD の複合体結晶構造を東大・北グル
ープが決定し、それに基づいて Asn53 と強い結合をすると予測される化合物を、井上グループが合成し、
北グループがアッセイしたところ、IC50: 0.15 uM を示す高活性な化合物を見出した（上図）。
【SQR及びQFR】
相互作用解析：京都工繊大の原田グループによって、トリパノソーマのコハク酸-ユビキノン還元酵
素（SQR）と近い配列を持つ回虫成虫QFRの構造が解かれ、20種類以上の阻害剤を東大・井上グループ
にて合成した。これらの化合物は、ヒトに近い配列を持つブタSQRとの間に、選択性が非常に高い化合
物と低い化合物がある。これらの選択性に関与している残基を制御技術開発課題で開発したMUSESシ
ステムの一部であるaPLIFと呼ばれる記述子を使って解析を行った。その結果、選択性の高い化合物が
特異的相互作用を形成する残基と、選択性の低い化合物が非特異的な相互作用を形成する残基を特定す
ることができ、阻害剤設計に貢献した。
【ACT(ATC)】
インシリコスクリーニング：アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼ（ACTまたはATCと呼
ばれる）の結晶構造が、京都工繊大・原田グループによって解明され、その構造に基づくインシリコス
クリーニングを実施した。候補化合物を原田グループが評価し、IC50: 5 uM程度の阻害剤を複数見出す
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ことに成功した（右図）。
【GK】
Protein kinase阻害候補化合物
セットの選択：グルセロールキ
ナーゼ（GK）は、ATPとグリセ
ロールを結合し、グリセロール
をリン酸化する酵素である。良
く知られたprotein kinaseとはホ
モロジーがなく構造が全く異な
るが、同じATPを基質とすると
ころから、protein kinase阻害候補
化合物セットを制御ライブラリ
ーから選択し、アッセイを依頼
した。東大・北グループはこの
中から、20 uMでGK活性を90%以上阻害する化合物を複数見出し、それらの阻害情報を利用して、次の
インシリコスクリーニングを実施した。
インシリコスクリーニング：Protein kinase阻害候補化合物セットから見出された阻害剤情報を利用し
て、分子記述子類似性検索、及び、3D類似性検索（以上はLAILAPSシステムに実装）、ドッキング（PALLAS
によるドッキング条件最適化を利用）の3種類の方法にてインシリコスクリーニングを行った。現在、
東大・北グループにおいて化合物の阻害活性を評価中である。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構造解析したタンパク質数

0件

４．各機関の論文発表件数

3件

５．各機関の特許出願件数

0件

６．各機関における成果を活用した共同研究数（プログラム内外含む） 0 件
７．当初計画に対する各機関の達成度
充分に達成できた。DHOD, ATC, GK 阻害剤のインシリコスクリーニング（protein kinase 阻害候補化
合物セットの選択を含む）を実施し、いずれも阻害剤の発見に貢献している。また、QFR(SQR)での相
互作用解析を実施した。テーマ開始時に、急務であった、DHOD 阻害剤開発に注力し、タンパク質に構
造変化を起こさせる、新規で強力な阻害剤を、活性測定、構造解析、有機合成の担当者との協力で見出
すことができた点が、特に高く評価できる
８．課題内の情報共有・連携体制
研究代表機関の東大・北グループを中心に、2-3 ヶ月に一度、全参加メンバーが集まって、打ち合わ
せを行った。研究進捗を報告するとともに、活発に研究方針を議論した。
また、1-2 週間に一度、メールベースで密接に、X 線構造解析（東大・北グループ、京都工繊大・原
田グループ）、生化学アッセイ（東大・北グループ）、合成（東大・井上グループ）、生物評価（順天堂
大・奈良グループ）の各グループと連絡を取り合っている。

496

Ａ５－Ｅ（医学・薬学等への貢献）
９．他の課題との情報共有・連携
理研内の制御技術開発課題でインシリコスクリーニング技術を開発している研究者と、適宜情報共
有・連携を行い、制御技術開発で生み出された新技術、計算パイプラインを活用した。東大の制御技術
開発課題の研究者に参加頂いて、研究会を開催し、研究討論頂くとともに、化合物供与の支援を受けた。
１０．人材育成
研究担当者については、制御技術開発課題で開発したインシリコスクリーニング・設計技術を教える
とともに、研究の指導を行った。プログラム終了後も、本プログラムでの経験を生かして、理研内の研
究活動に従事することを予定している。
１１．終了までの具体的な見通し
これまでに取得した、精度の良い立体構造と、阻害候補化合物の阻害活性情報に基づいて、グリセ
ロールキナーゼ新規阻害剤のさらなる活性向上のためのインシリコ設計を実施する。化合物の阻害特異
性や物性を改良するために、構造解析、活性評価（東大・北グループ、京都工繊大・原田グループ）や、
合成（東大・井上グループ）と共同し、高活性の阻害剤を取得する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムにおける成果は、新規に見出した、活性の高い DHOD 阻害剤である。論理的な薬剤設
計と、構造解析、有機合成、生物評価の研究者が連携することによって、標的タンパク質の構造変化を
誘起して結合ポケットを広げる、新規で強い活性を持つ阻害剤が取得できた。この連携体制の成功は、
アカデミア発の創薬シード創成が成功可能であることを示し、意義が高い。
ATC、GK、QFR(SQR)、TAO などの他の標的に対する取得阻害剤に関しても、トリパノソーマ感染症
が世界的に重要な課題であることを考慮すると、日本初の重要な研究成果である。これらの成果を社会
へ還元するためには、創薬シードとしての化合物最適化をさらに行い、製薬企業等に導出できるように、
生物活性に関する基礎的なデータを取得することが重要である。
１３．特記事項
DHOD, ATC, GK, QFR(SQR), TAO などの多くのターゲットでの構造解析及び阻害剤の発見を達成し、
大きな成果を上げた。今後は、これらの阻害剤を放置することなく、創薬のシードとして最適化展開す
ることが重要であり、アカデミア発創薬における、そのような枠組みの立ち上げを期待したい。
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

2,515

3,152

3,155

3,291

業務実施費（千円）

185

333

330

194

間接経費（千円）

810

1,045

1,045

3,510

4,530

4,530

人件費（千円）

合計（千円）
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２３年度

計

34
1,080

旅費（千円）

36

その他（千円）

50

1,045

間接経費（千円）

360

4,305

4,530

合計（千円）

1,560

18,660
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課

題

名

メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体
AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治療法開
発

機

関

名

代 表 研 究 者 名

国立大学法人東京大学
門脇

孝

１．課題開始時における達成目標
我国死因一位の心血管疾患の主因はメタボリックシンドローム(MS)・糖尿病と考えられ、それらの激増
の主因はエネルギー蓄積による肥満とそれに伴うインスリン感受性アディポカインであるアディポネ
クチン(Ad)の低下である事を明らかにした。Ad は AdipoR と結合し、AMPK を活性化して、ACC をリ
ン酸化して活性を抑制すること等によって、末梢組織(肝臓や骨格筋等)でエネルギー燃焼等を促進する。
一方中枢神経系では、AdipoR/AMPK 抑制が食欲抑
制等を介して抗肥満に作用する。本業務では、
AdipoR がアゴニスト or アンタゴニストのリード
化合物及び細胞内シグナル分子と結合した状態、
さらに AMPK や ACC の立体構造解析を機能解析
と組合わせて行う事により、最終的に AdipoR or
AMPK or ACC 活性制御剤を得る事を目的とする。
中枢における AdipoR or AMPK の阻害剤、或は末
梢における ACC 阻害剤は、エネルギー燃焼に注目
し MS の鍵分子をターゲットとした新規の治療法
となる。またこれら阻害剤はエネルギー燃焼系の
医学・生命科学分野の全世界の研究に多大に貢献
する。
２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
『構造解析』
【AdipoR】
大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞で
AdipoR1、R2 発現系を作り、良好な発現を確認した。昆虫
細胞とヒト細胞を中心に生産の要素技術（欠損変異、融合
タンパク質作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作
用分子との相互作用解析、立体構造認識抗体作成）を駆使
してスクリーニングや大量調製、結晶化を行った。その結
果、AdipoR2 および AdipoR1/抗体複合体の結晶化に成功し
た。
【AMPKKs】
AdipoR を介したシグナリングの主要な AMPKKs である
CaMKK2 と阻害剤 STO-609 の共結晶化および構造決定に成
功した。さらに、構造に基づいてインシリコスクリーニングを行い、CaMKK2 特異的阻害剤のスクリーニ
ングを開始すると共に、フラグメントヒット化合物との共結晶化に着手した。
『機能解析』
機能解析における主要な成果については、アディポネクチン/AdipoR1 が骨格筋において、運動と同じ
ような作用を発揮することを明らかにし（Nature 434, 1313-1319, 2010）
、概要を右図に示した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
【AdipoR】
アディポネクチン受容体（AdipoR）は 7 回膜貫通型タンパク質であり、結晶化が極めて難しい。生産
C（横山）の協力により、開発された膜タンパク質生産の要素技術を駆使し、結晶化を容易にするため
の様々な改良を試み、結晶化成功へと導くことが出来たことを報告する。
発現系の選定：AdipoR の発現系として、大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞の発現系
を構築した。いずれの発現系においても良好な発現を得ることができ、そのうち昆虫細胞とヒト細胞で
の発現系を中心に、精製条件の検討を行った。
安定性評価：膜画分から可溶化する界面活性剤のスクリーニングと条件の最適化を行い、結晶例が多
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数ある dodecylmaltoside (DDM)により可溶化できた。TLC を用いた脂質分析により、AdipoR に様々な脂
質が結合していること、これら脂質が過剰に除去されるとタンパク質安定性が低下することを見いだし
た。ゲルろ過性状解析から、コレステロールやリン脂質を添加することにより安定性が高まること、各
精製ステップの熱安定性試験(CPM Assay)から、熱安定性向上条件を明らかにした。
変異体：AdipoR 全長での発現、精製を行ったところ、凝集傾向が見られたため、安定化を目的とし
て以下の変異体の作製を行った。
・９種の N 末端欠損変異体を昆虫細胞に発現させ、ゲルろ過性状分析を行い、安定性の高い領域を見い
だした。この領域を昆虫細胞及びヒト細胞に大量発現させ精製し、蒸気拡散法及び脂質メソフェーズ法
により結晶化スクリーニングを行った。脂質メソフェーズ法には生産で開発された自動分注機を用い広
範囲なスクリーニングを行うことができ、結果として AdipoR2 の結晶（最長 50 µm 程度）が得られてい
る（図１）。
図 1. AdipoR の精製お
・GPCR
・
での結晶化例を参考にし、T4 Lysozyme との融合
よび結晶化
タンパク質を作製した。AdipoR1 の各ループ部分に T4
(左) AdipoR2 の
Lysozyme を挿入した変異体のゲル濾過性状比較等によ
192.8
SDS-PAGE およびゲ
り、細胞内第 2 ループに挿入した変異体が安定なこと
117.9
ルろ過プロファイル
を見いだした。
99.3
(右) AdipoR2 の結晶写
・ 抗体との共結晶化：更に、同じく安定化を目的とし、
真
54.1
立体構造認識抗体の調製を行った。親水性領域増大に
よる膜タンパク質の疎水的性質の改善、正しいフォー
37.8
ルディングの維持、抗体分子による結晶パッキングの
強化が期待できる。特異抗体は、生産 D3 課題（岩田）
29.5
と生産 C 課題（横山）の連携研究により作製した。結
合能の高い IgG が複数得られ、AdipoR と Fab および Fv
20.2
領域の共結晶化スクリーニングを行った。Fv 領域は、
ハイブリドーマ細胞よりクローニングを行い、
Brevibacillus 発現系により分泌発現させた。AdipoR1 と
Fv 領域との複合体について、結晶（長辺 100µ 以上）
が得られている。
相互作用分子との共結晶化：脂質に再構成した AdipoR
が、相互作用因子である Adiponectin、Osmotin、APPL1 PTB
ドメインと結合することを、生産 C が開発した活性評価
系を用いて確認した（図 2）。様々な AdipoR1 の N 末端
領域を大腸菌無細胞合成系で発現させ、プルダウン法に
より APPL1 PTB ドメインと結合する AdipoR1 の N 末端
図 2. AdipoR1 と ligand の相互作用解析
領域を同定した。以上の結果から、相互作用分子との共
結晶化に適した変異体を選択し、親水性領域増大による
結晶化促進を目的に共結晶化を行っている。
【AMPKKs】
CaMKK2 について、大腸菌無細胞合成系を用いてキナーゼドメインを精製し、結晶化の条件検討を行っ
た。その結果、CaMKK 特異的阻害剤 STO-609 の共存下で構造解析に足る結晶を得ることができた。得
られた結晶について、SPring-8 を利用して 2.4 Å 分解能の Native データ収集を行い、分子置換法により、
CaMKK2・STO-609 複合体の構造決定に成功した。構造解析の結果、STO-609 は ATP 結合ポケット内に
存在する CaMKK 特異的残基を介して、水素結合および疎水的相互作用により CaMKK2 に結合してい
ることが明らかになった（図 3）。また、CaMKK2 は他の多くのキナーゼと異なり、活性化ループのリ
ン酸化に依存しない活性型構造をとるこ
とを明らかにした。さらに、決定した立体
構造に基づいて、CaMKK2 の構造機能相関
の解析を行った。CaMKK2 の STO-609 結
合ポケットに位置するプロリン（Pro274）
は他の多くのキナーゼではグルタミン酸
であることに着目し、Pro274 を Glu に変え
た CaMKK2（P274E）変異体を作成した。
野生型および変異型 CaMKK2 キナーゼド
メインの STO-609 による活性阻害を比較
した結果、P274E 変異体では野生型と比較
図 3. CaMKK2 キナーゼドメインと阻害剤 STO-609 の共結晶構造
して STO-609 による活性阻害の大幅な低
下が認められた。このことから、CaMKK2 の Pro274 が STO-609 による選択的阻害に重要な役割を果た
していることを示された。
CaMKK2 において、既知阻害剤と X 線構造に基づいてインシリコスクリーニングを行い、市販の 600
万化合物から約 1 万化合物を選択した。また、制御領域の支援研究により、フラグメントヒット化合物
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を取得し、購入後、共結晶作成に着手した。
LKB1 のキナーゼドメインは、通常の方法では可溶性タンパク質試料を得ることが困難であったが、バ
キュロウイルス発現系を用いてシャペロンタンパク質 Cdc37 との共発現を行った結果、可溶性タンパク
質として LKB1 キナーゼドメインを調製することができた。
【AMPK】
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメインの
リン酸化状態類似変異体(T172D)と選択的阻害剤
である Compound C との複合体の立体構造を解明
した。その立体構造を用いたインシリコスクリー
ニングとアッセイを行うことにより、新規阻害作
用化合物を見いだした。見いだされた新規阻害作
用化合物を用いて、AMPK α2 サブユニットキナー
ゼドメイン(T172D)との複合体として立体構造を
解明することができた。この立体構造は、より特
異性の強い新規阻害候補化合物の探索に使用した
（図 4）
AMPK の X 線構造に基づいてインシリコスクリー
図 4. AMPK キナーゼドメインと低分子複合体
ニングを行い、133 化合物を選択した。その中から
10 個程度の阻害剤が発見
図 5. AMPK の X 線構造に基づく
され、最も活性の高いも
インシリコスクリーニング
ので IC50: 70 nM の阻害
剤を発見した（図 5）。
細胞を用いたアッセイ
により、さらに特異性を
向上させた阻害剤を見出
すことができた。3 種類
の化合物について、共結
晶化法により、AMPK と
低分子との複合体の結晶
が得られた。そのうち 1
種類については 1.75 Å ま
での反射データが得ら
れ、立体構造決定に成功
した。
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)とその C 末端にある自己阻害ドメインを含ん
だ領域について、単結晶を得ることができた。
ヒト AMPK αβγ三者複合体について、ターゲットタンパク生産との連携により、サブユニット、領域、
変異体のさまざまな組み合わせで大腸菌無細胞発現系を用いて大量調製をして組合せを選び、さらにシ
ャペロンを添加することによって、安定性の高いサンプルを得ることができた。
【ACC】
ACC2 の CT はアポ体の結晶が得られており、新規阻害作用化合物との複合体での結晶化を目指して
いる。ACC1 の CT は単結晶が得られており、分解能をあげるためにさまざまな方法を試みている。
ACC2 については、全長タンパク質ではなく、大量に調製しやすい CT ドメインを用いて活性部位へ
結合する阻害剤候補化合物をアッセイするために、制御領域で開発した阻害剤蛍光法を用いることと
し、蛍光プローブを設計し、東大福山研で５種のプローブ化合物を合成した。これらの蛍光相関分光用
プローブとしての適合性を評価し、１プローブを選定した。制御領域で理研が開発した PALLAS システ
ムによるインシリコスクリーニングを東大制御化合物ライブラリー15 万化合物に対して実施した。約
1200 の候補化合物の結合活性をアッセイした結果、結合化合物を発見した。その後、制御領域の支援研
究により、IC50:300nM の競合結合化合物を取得した。今後、箕越研において細胞評価を実施するとと
もに、横山研において共結晶を取得して、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、福山研にお
いて新規化合物の合成を進めることを計画している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
アディポネクチン受容体 AdipoR1 の骨格筋における作用の解析において、その成果を Nature (434,
1313-1319, 2010)に発表した。本成果は、アディポネクチンが AdipoR を介して細胞内カルシウム（Ca2+）
濃度の上昇と AMP キナーゼ（AMPK）/長寿遺伝子 SIRT1 の活性化の両方をもたらし、運動を同じよう
な効果を発揮することを明らかにした（Nature 434, 1313-1319, 2010）。また、東京大学生物機能制御化
合物ライブラリー機構の長野グループ及び、理化学研究所の田仲グループとの連携により、AdipoR ア
ゴニストのスクリーニングを行い、候補化合物を複数得た（未発表データ）。スクリーニングを進め、
有用な化合物については、構造解析に供する。
理化学研究所・横山グループが明らかにした AMPK 活性型変異体 の立体構造の情報をもとに、理
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化学研究所・本間、田仲のグループにおいて in silico 解析により 266 種類の母核化合物を選択した。
この内、東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の長野グループとの連携により 133 化合物を入
手し、生理研・箕越のグループと理化学研究所・田仲のグループの両グループにおいて AMPK 活性へ
の効果を調べた。その結果、AMPK 活性を抑制する２種類の化合物を得た。しかし、これらの化合物
の内一つは、AMPK に対する阻害活性は強いものの、細胞に作用させた場合には非特異的な代謝抑制作
用も認められた。そこで、この化合物情報をもとにさらに 56 化合物を選び、AMPK 活性阻害効果を調
べた。その結果、5 種類の候補化合物を得た（2 次スクリーニング）。これらの化合物は、当初得られた
２種類の化合物よりも細胞毒性が少なく、AMPK に選択的であった。さらに、東大・福山グループとの
連携により、上記候補化合物を母核として置換基を導入した化合物を合成、選択性のより高いと思われ
る候補化合物を得た（3 次スクリーニング）。
Homology model を用いた ACC2 阻害剤の探索を開始し、東京大学のライブラリー機構にある化合物
から ACC2 生化学 スクリーニング用化合物ライブラリーを選択、活性スクリーニングを開始した。
機能解析に関する論文発表は、4 件、また、特許出願は、2 件である。
機能解析に関しては、予想以上の成果を挙げ、また、AdipoR、AMPK という分子の生理的役割を明
らかにした点では、scientific に非常に重要な意味を持つと考える。また、本課題における成果（Nature
(434, 1313-1319, 2010)）について、2010 年 4 月 1 日、東京大学よりプレスリリースを行った。また、そ
の内容については、毎日新聞等多くの報道機関から発信・報道された。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

2件

PDB 登録の有無にかかわらず構

14 件

造解析したタンパク質数

４．課題全体の論文発表件数

7件

５．課題全体の特許出願件数

2 件（うち国外 2 件）

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

4件

ログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する達成度
年々予算が縮小されていく中で、研究の進捗速度のみならず、研究の質・量共に維持していくことの
困難さは、想像をはるかに超えている。しかしながら、そのような状況下で、アディポネクチン・AdipoR
において、世界をリードしてきた地位は本プロジェクトスタート時より守っており、さらに 2010 年 4
月、アディポネクチン・AdipoR1 の成果の一部が Nature 誌の中でも “Article”に掲載されたことは、
アディポネクチン・AdipoR が糖尿病・メタボリックシンドロームの治療という観点から、世界的に大き
な期待と評価を受けていることの実証であると考える。AdipoR はその性質上、構造解析は極めて困難で
あり、その難易度は、存在するタンパク質の中でも群を抜いていることは言うまでもないが、確実に前
進しており、本プロジェクト期間中の構造決定を目指せる段階まで到達している。さらに AdipoR 以外
のタンパク質については、構造解析・阻害剤の探索等、確実に成果を挙げている。
８．課題内の情報共有・連携体制
東京大学・門脇グループ、福山グループ、理化学研究所・横山グループ、生理学研究所・箕越グループ
のメンバーが集まり、研究の進捗状況・問題点に関する情報交換を行うと共に、今後の研究内容に関し
て打ち合わせを行っている。必要に応じて、mail・電話等で情報・進捗状況を共有し、効率的な連携を
図っている。
９．他の課題との情報共有・連携
・生産 C1（横山）との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、N 末端欠損変異体、T4 lysoyme
融合タンパク質の作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、相互作用分
子との共結晶化、立体構造認識抗体作製用の抗原調製、抗体フラグメントとの共結晶化、脂質メソフェ
ーズ法を用いた結晶化スクリーニングを行った。
・生産 D3（岩田）との連携研究により、AdipoR1 及び AdipoR2 に対する結晶構造解析用マウスモノクロ
ーナル抗体の作製を目的に、昆虫細胞から大量調製した AdipoR1 及び AdipoR2 をリポソームに再構成し
て免疫した。理研から京都大学へ実験者を派遣し共同で実験を行った。
・制御 C（長野）との連携により、東大ライブラリー機構よりデータベースおよび化合物の供与を受け、
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スクリーニングを進めた。
・解析 C との連携により、新しく開発されたビームラインを用いて AdipoR 結晶の改質を行っている。
１０．人材育成
東京大学における人材育成の取り組みとして、代表者は、本プログラムに参加するメンバーが研究者と
して自立し、本プログラムの研究を主体的に進められるような体制を提供できるよう調整・運営をして
いる。本プログラム参加当時、大学院生またはポスドクであった者については、現在、両名とも大学の
特任助教として、引き続き研究に参画している。
大学院生及び本プログラムで雇用したポスドクは、研究者として自立できるよう、教授である箕越が責
任を持って教育を行っている。本プログラムで雇用したポスドクの内、1 名は、平成 23 年度より他大
学の助教となり勤務している。また、大学院生の 1 名は、当機関の非常勤研究員として引き続き研究に
参画している。その他の大学院生は、当機関において引き続き研究に参画している。
１１．終了までの具体的な見通し
AdipoR の立体構造解析については、本プロジェクト期間内に終了予定であり、機能解析においても
推進する。
AdipoR の立体構造が解明された際は勿論のことながら、現時点で見出している AdipoR アゴニストの
候補化合物に関しても新規の糖尿病治療薬としての応用・実現化を視野に入れた企業等との共同開発が
進行しつつある。
AdipoR2 の N 末欠損変異体の結晶化条件展開を行い、大きな結晶へ成長させる事を試みると同時に、
SPring-8 BL32XU のマイクロビームを用いて微結晶の回折データ取得及び構造解析を目指す。本年度調
製終了予定の立体構造認識抗体を複数種用いた AdipoR1 及び AdipoR2 との共結晶化を継続し、結晶品
質の改善を図ると共に回折データ取得を目指す。相互作用分子との共結晶化、抗体・AdipoR・相互作用
分子の三者複合体の結晶化も試みる。
AMPK 三者複合体の発現系の末端領域の見直しや結晶化条件展開を行い、構造解析可能な結晶を得る
ことを試みる。SPring-8 BL32XU のマイクロビームを用いて得られた結晶の回折データ取得及び立体構
造解析を目指す。
AMPK キナーゼドメインと新規阻害剤との複合体の立体構造解析を終了させ、得られた立体構造情報
をもとに、さらに効果的な新規阻害剤を同定する。
ACC の結晶に新規結合化合物をソーキングすることで複合体の結晶を作成する。同時に共結晶化も試
みる。得られた複合体結晶の立体構造を解析し、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、新規
化合物の合成を進める。
CaMKK2 と新規阻害候補化合物の共結晶の構造決定を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムの成果がそのまま実用化に応用することは極めて困難であると考える。応用するために
は、もう一段階ステップアップした研究費の仕組みを作ることが必要ではないかと考える。また、同時
に大学と産業界を結びつける共同研究の枠組みを新たに構成していくことが重要である。本プロジェク
トの成果は、生活習慣病の画期的新規治療薬の開発に直結し、また、世界的なニーズも極めて高いと考
える。
１３．特記事項

１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

5,524

1,830

0

0

物品費（千円）

8,361

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

19,902

人件費（千円）

9,954

19,498

27,416

20,547

旅費（千円）

業務実施費（千円）

41,445

31,749

22,584

24,607

その他（千円）

3,382

間接経費（千円）

17,077

15,923

15,000

13,546

間接経費（千円）

9,692

71,238

合計（千円）

74,000

69,000

65,000

58,700

合計（千円）

42,000

308,700

設備備品費（千円）
試作品費（千円）
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代 表 機 関 の 課 題 名

メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体
AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治
療法開発

代

表

機

関

機関の代表研究者名

国立大学法人東京大学
門脇

孝

１．課題開始時における各機関の達成目標
我国死因一位の心血管疾患の主因はメタボリックシンドローム(MS)・糖 尿 病 と 考 え ら れ 、そ れ ら
の激増の主因はエネルギー蓄積による肥満とそれに伴うインスリン感受性アディポカイン
で あ る ア デ ィ ポ ネ ク チ ン (Ad)の 低 下 で あ る 事 を 明 ら か に し た 。Adは AdipoRと 結 合 し 、AMPK
を 活 性 化 し て 、 ACCを リ ン 酸 化 し
て活性を抑制すること等によっ
て 、 末 梢 組 織 (肝 臓 や 骨 格 筋 等 )で
エネルギー燃焼等を促進する。一
方 中 枢 神 経 系 で は 、AdipoR/AMPK
抑制が食欲抑制等を介して抗肥満
に 作 用 す る 。 本 業 務 で は 、 AdipoR
がアゴニストorアンタゴニストのリー
ド化合物及び細胞内シグナル分子と結
合した状態、さらにAMPKやACCの立
体構造解析を機能解析と組合わせて行
う事により、最終的にAdipoR or AMPK
or ACC活性制御剤を得る事を目的と
する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析においては、AdipoR について、AdipoR1、
AdipoR2 共に結晶を得る段階まで到達し、AMPK、AMPKK
については、構造決定後、その成果の一部は、論文発表を
行った。
また、機能解析においては、AdipoR について、特に骨
格筋における AdipoR1 の作用を明らかにし、論文発表を
行い、その概要は、右図に示した。
本年度は、AdipoR の構造決定ならびに新規 AdipoR 機
能の解明に基づいた AdipoR 活性化薬開発を主要な目標と
し、次年度以降への発展的・実用型研究へと移行できるよ
う、本プロジェクトを推進する。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
【AdipoR】
アディポネクチン受容体（AdipoR）は 7 回膜貫通型タンパク質であり、結晶化が極めて難しい。生産
C（横山）の協力により、開発された膜タンパク質生産の要素技術を駆使し、結晶化を容易にするため
の様々な改良を試み、結晶化成功へと導くことが出来た。
発現系の選定：AdipoR の発現系として、大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞の発現系
を構築した。いずれの発現系においても良好な発現を得ることができ、そのうち昆虫細胞とヒト細胞で
の発現系を中心に、精製条件の検討を行った。
安定性評価：膜画分から可溶化する界面活性剤のスクリーニングと条件の最適化を行い、結晶例が多
数ある dodecylmaltoside (DDM)により可溶化できた。TLC を用いた脂質分析により、AdipoR に様々な脂
質が結合していること、これら脂質が過剰に除去されるとタンパク質安定性が低下することを見いだし
た。ゲルろ過性状解析から、コレステロールやリン脂質を添加することにより安定性が高まること、各
精製ステップの熱安定性試験(CPM Assay)から、熱安定性向上条件を明らかにした。
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変異体：AdipoR 全長での発現、精製を行ったところ、凝集傾向が見られたため、安定化を目的とし
て以下の変異体の作製を行った。
・９種の N 末端欠損変異体を昆虫細胞に発現させ、ゲルろ過性状分析を行い、安定性の高い領域を見い
だした。この領域を昆虫細胞及びヒト細胞に大量発現させ精製し、蒸気拡散法及び脂質メソフェーズ法
により結晶化スクリーニングを行った。脂質メソフェー
図 1. AdipoR の精製お
ズ法には生産で開発された自動分注機を用い広範囲な
よび結晶化
スクリーニングを行うことができ、結果として AdipoR2
(左) AdipoR2 の
192.8
の結晶（最長 50 µm 程度）が得られている（図１）。
SDS-PAGE およびゲ
117.9
・・GPCR での結晶化例を参考にし、T4 Lysozyme との融
ルろ過プロファイル
99.3
合タンパク質を作製した。AdipoR1 の各ループ部分に
(右) AdipoR2 の結晶写
T4 Lysozyme を挿入した変異体のゲル濾過性状比較等
真
54.1
により、細胞内第 2 ループに挿入した変異体が安定な
ことを見いだした。
37.8
・ 抗体との共結晶化：更に、同じく安定化を目的とし、
29.5
立体構造認識抗体の調製を行った。親水性領域増大に
よる膜タンパク質の疎水的性質の改善、正しいフォー
20.2
ルディングの維持、抗体分子による結晶パッキングの
強化が期待できる。特異抗体は、生産 D3 課題（岩田）
と生産 C 課題（横山）の連携研究により作製し、現在、東大では、これらの抗体の機能解析について
検討している。結合能の高い IgG が複数得られ、AdipoR と Fab および Fv 領域の共結晶化スクリーニ
ングを行った。Fv 領域は、ハイブリドーマ細胞よりクローニングを行い、Brevibacillus 発現系により
分泌発現させた。AdipoR1 と Fv 領域との複合体について、結晶（長辺 100 µ 以上）が得られている。
【AMPKKs】
CaMKK2 について、大腸菌無細胞合成系を用いてキナーゼドメインを精製し、結晶化の条件検討を行
った。その結果、CaMKK 特異的阻害剤 STO-609 の共存下で構造解析に足る結晶を得ることができ、そ
の成果は、J.Biol.Chem.（2011, published online）に報告した。得られた結晶について、SPring-8 を利用し
て 2.4 Å 分解能の Native データ収集を行い、分子置換法により、CaMKK2・STO-609 複合体の構造決定
に成功した。構造解析の結果、STO-609 は ATP 結合ポケット内に存在する CaMKK 特異的残基を介して、
水素結合および疎水的相互作用により CaMKK2 に結合していることが明らかになった（図 3）
。また、
CaMKK2 は他の多くのキナーゼと異なり、活性化ループのリン酸化に依存しない活性型構造をとること
を明らかにした。さらに、決定した立体構造に基づいて、CaMKK2 の構造機能相関の解析を行った。
CaMKK2 の STO-609 結合ポケットに位置するプロリン（Pro274）は他の多くのキナーゼではグルタミ
ン酸であることに着目し、Pro274 を Glu に変えた CaMKK2（P274E）変異体を作成した。野生型および
変異型 CaMKK2 キナーゼドメインの STO-609 による活性阻害を比較した結果、P274E 変異体では野生
型と比較して STO-609 による活性阻害の大幅な低下が認められた。このことから、CaMKK2 の Pro274
が STO-609 による選択的阻害に重要な役割を果たしていることを示された。
【AMPK】
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメインのリン酸化状態類似変異体（T172D）と選択的阻害剤で
ある Compound C との複合体の立体構造を解明した。その立体構造を用いたインシリコスクリーニング
とアッセイを行うことにより、新規阻害作用化合物を見いだした。見いだされた新規阻害作用化合物を
用いて、AMPK α2 サブユニットキナーゼ
ドメイン(T172D)との複合体として立体構
造を解明することができた。この成果は、
Acta Crystallogr D BiolCrystallogr. 67,
480-487, 2011 に発表した。この立体構造
は、より特異性の強い新規阻害候補化合物
の探索に使用した（図 4）
AMPK の X 線構造に基づいてインシリコ
スクリーニングを行い、133 化合物を選択
した。その中から 10 個程度の阻害剤が発
見され、最も活性の高いもので IC50: 70 nM
図 3. CaMKK2 キナーゼドメインと阻害剤 STO-609 の共結晶構造
の阻害剤を発見した。
細胞を用いたアッセイにより、さらに特
異性を向上させた阻害剤を見出すことができた。3
種類の化合物について、共結晶化法により、AMPK
と低分子との複合体の結晶が得られた。そのうち 1
種類については 1.75 Å までの反射データが得ら
図 4. AMPK キナーゼドメインと低分子複合体
れ、立体構造決定に成功した。
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)とその C 末端にある自己阻害ドメインを含ん
だ領域について、単結晶を得ることができた。

504

Ａ６－Ａ（医学・薬学等への貢献）
【ACC】
ACC2 の CT はアポ体の結晶が得られており、新規阻害作用化合物との複合体での結晶化を目指して
いる。ACC1 の CT は単結晶が得られており、分解能をあげるためにさまざまな方法を試みている。
ACC2 については、全長タンパク質ではなく、大量に調製しやすい CT ドメインを用いて活性部位へ
結合する阻害剤候補化合物をアッセイするために、制御領域で開発した阻害剤蛍光法を用いることと
し、蛍光プローブを設計し、東大福山研で５種のプローブ化合物を合成した。これらの蛍光相関分光用
プローブとしての適合性を評価し、１プローブを選定した。制御領域で理研が開発した PALLAS システ
ムによるインシリコスクリーニングを東大制御化合物ライブラリー15 万化合物に対して実施した。約
1200 の候補化合物の結合活性をアッセイした結果、結合化合物を発見した。その後、制御領域の支援研
究により、IC50:300 nM の競合結合化合物を取得した。今後、箕越研において細胞評価を実施するとと
もに、横山研において共結晶を取得して、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、福山研にお
いて新規化合物の合成を進めることを計画している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
アディポネクチン受容体 AdipoR1 の骨格筋における作用の解析において、その成果を Nature （434,
1313-1319, 2010）に発表した。骨格筋特異的 AdipoR1 欠損マウスの骨格筋においては活性化した PGC-1α
の量が約 25%まで低下し、ミトコンドリア含量と機能の低下、運動持久力の低下が認められ、更に個体
レベルでの耐糖能障害、インスリン抵抗性が認められた。更に、骨格筋においてアディポネクチン
/AdipoR1 が細胞内 Ca2+濃度及び AMP 濃度を上昇させるなど、運動を模倣するシグナルを有することが
明らかとなったため、骨格筋特異的 AdipoR1 欠損マウスに２週間の運動治療を行い、その効果を解析し
た結果、ミトコンドリア含量と機能の低下は完全に回復し、個体レベルでのインスリン抵抗性も完全に
回復した（Nature 464, 1313-1319, 2010）。
本成果は、アディポネクチンが AdipoR を介して細胞内カルシウム（Ca2+）濃度の上昇と AMP キナー
ゼ（AMPK）/長寿遺伝子 SIRT1 の活性化の両方をもたらし、運動を同じような効果を発揮することを
明らかにした。
また、東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構の長野グループ及び、理化学研究所の田仲グル
ープとの連携により、AdipoR アゴニストのスクリーニングを行い、候補化合物を複数得た（未発表デ
ータ）。スクリーニングを進め、有用な化合物については、構造解析に供する。
機能解析に関する論文発表は、4 件、また、特許出願は、2 件である。
機能解析に関しては、予想以上の成果を挙げ、また、AdipoR、AMPK という分子の生理的役割を明
らかにした点では、scientific に非常に重要な意味を持つと考える。また、本課題における成果（Nature
434, 1313-1319, 2010）について、2010 年 4 月 1 日、東京大学よりプレスリリースを行った。また、その
内容については、毎日新聞等多くの報道機関から発信・報道された。
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

4件

５．各機関の特許出願件数

2 件（うち国外 2 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

2件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
年々予算が縮小されていく中で、研究の進捗速度のみならず、研究の質・量共に維持していくことの
困難さは、想像をはるかに超えている。しかしながら、そのような状況下で、アディポネクチン・AdipoR
において、世界をリードしてきた地位は本プロジェクトスタート時より守っており、さらに 2010 年 4
月、アディポネクチン・AdipoR1 の成果の一部が Nature 誌の中でも “Article”に掲載されたことは、
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アディポネクチン・AdipoR が糖尿病・メタボリックシンドロームの治療という観点から、世界的に大き
な期待と評価を受けていることの実証であると考える。AdipoR はその性質上、構造解析は極めて困難で
あり、その難易度は、存在するタンパク質の中でも群を抜いていることは言うまでもないが、確実に前
進しており、本プロジェクト期間中の構造決定を目指せる段階まで到達している。さらに AdipoR 以外
のタンパク質については、構造解析・阻害剤の探索等、確実に成果を挙げている。
８．課題内の情報共有・連携体制
東京大学・門脇グループ、福山グループ、理化学研究所・横山グループ、生理学研究所・箕越グルー
プのメンバーが集まり、研究の進捗状況・問題点に関する情報交換を行うと共に、今後の研究内容に関
して打ち合わせを行っている。必要に応じて、mail・電話等で情報・進捗状況を共有し、効率的な連携
を図っている。
９．他の課題との情報共有・連携
・制御 C（長野）との連携により、東大ライブラリー機構よりデータベースおよび化合物の供与を受け、
スクリーニングを進めた。
・生産 C1（横山）との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、N 末端欠損変異体、T4 lysoyme
融合タンパク質の作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、相互作用分
子との共結晶化、立体構造認識抗体作製用の抗原調製、抗体フラグメントとの共結晶化、脂質メソフェ
ーズ法を用いた結晶化スクリーニングを行った。
・生産 D3（岩田）との連携研究により、AdipoR1 及び AdipoR2 に対する結晶構造解析用マウスモノクロ
ーナル抗体の作製を目的に、昆虫細胞から大量調製した AdipoR1 及び AdipoR2 をリポソームに再構成し
て免疫した。
１０．人材育成
東京大学における人材育成の取り組みとして、代表者は、本プログラムに参加するメンバーが研究者
として自立し、本プログラムの研究を主体的に進められるような体制を提供できるよう調整・運営をし
ている。本プログラム参加当時、大学院生またはポスドクであった者については、現在、両名とも大学
の特任助教として、引き続き研究に参画している。
１１．終了までの具体的な見通し
AdipoR の立体構造解析については、本プロジェクト期間内に終了予定であり、機能解析においても
推進する。
AdipoR の立体構造が解明された際は勿論のことながら、現時点で見出している AdipoR アゴニストの
候補化合物に関しても新規の糖尿病治療薬としての応用・実現化を視野に入れた企業等との共同開発が
進行しつつある。
AdipoR2 の N 末欠損変異体の結晶化条件展開を行い、大きな結晶へ成長させる事を試みると同時に、
SPring-8 BL32XU のマイクロビームを用いて微結晶の回折データ取得及び構造解析を目指す。本年度調
製終了予定の立体構造認識抗体を複数種用いた AdipoR1 及び AdipoR2 との共結晶化を継続し、結晶品
質の改善を図ると共に回折データ取得を目指す。相互作用分子との共結晶化、抗体・AdipoR・相互作用
分子の三者複合体の結晶化も試みる。
AMPK 三者複合体の発現系の末端領域の見直しや結晶化条件展開を行い、構造解析可能な結晶を得る
ことを試みる。SPring-8 BL32XU のマイクロビームを用いて得られた結晶の回折データ取得及び立体構
造解析を目指す。
AMPK キナーゼドメインと新規阻害剤との複合体の立体構造解析を終了させ、得られた立体構造情報
をもとに、さらに効果的な新規阻害剤を同定する。
ACC の結晶に新規結合化合物をソーキングすることで複合体の結晶を作成する。同時に共結晶化も試
みる。得られた複合体結晶の立体構造を解析し、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、新規
化合物の合成を進める。
CaMKK2 と新規阻害候補化合物の共結晶の構造決定を目指す。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
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本プログラムの成果がそのまま実用化に応用することは極めて困難であると考える。応用するために
は、もう一段階ステップアップした研究費の仕組みを作ることが必要ではないかと考える。また、同時
に大学と産業界を結びつける共同研究の枠組みを新たに構成していくことが重要である。本プロジェク
トの成果は、生活習慣病の画期的新規治療薬の開発に直結し、また、世界的なニーズも極めて高いと考
える。
１３．特記事項
本グループは、ターゲット 3000 から参画し、その発展型研究として、ターゲットタンパクに参加し
てきた。今後、本グループを含めたこれらのプログラムの膨大な成果を社会に還元させることを実現化
する研究を推進することが極めて重要であると考え、貢献したいと希望している。
１４．研究費一覧

１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

1,830

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

5,196

12,867

11,742

旅費（千円）

業務実施費（千円）

32,019

22,830

15,258

13,335

その他（千円）

1,926

間接経費（千円）

9,606

8,956

8,437

7,523

間接経費（千円）

5,215

39,648

合計（千円）

41,625

38,812

36,562

32,600

合計（千円）

22,600

172,199
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成果報告票（ターゲットタンパク研究・各機関）
代表／分担機関の課題名

「メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体
AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治療
法開発」
（メタボリックシンドロームの制御に関わるタンパク質の複合体構
造解析と制御化合物の設計）

代 表 ／ 分 担 機 関

独立行政法人理化学研究所

機関の代表研究者名

横山 茂之

１．課題開始時における各機関の達成目標
我国死因一位の心血管疾患の主因はメタボリックシンドローム(MS)・糖尿病と考えられ、それらの激
増の主因はエネルギー蓄積による肥満とそれに伴うインスリン感受性アディポカインであるアディポ
ネクチン(Ad)の低下であることを明らかにした。Ad は AdipoR と結合し、AMPK を活性化して、ACC
をリン酸化して活性を抑制すること等によって、末梢組織(肝臓や骨格筋等)でエネルギー燃焼等を促進
する。一方中枢神経系では、AdipoR/AMPK 抑制が食欲抑制等を介して抗肥満に作用する。本研究では、
AdipoR がアゴニストまたは、アンタゴニストのリード化合物及び細胞内シグナル分子と結合した状態、
さらに AMPK や ACC の立体構造解析を機能解析と組み合わせて行うことにより、最終的に AdipoR ま
たは、 AMPK または、 ACC の活性制御剤を得ることを目的とする。独立行政法人理化学研究所では、
タンパク質試料の調製、複合体形成、結晶化、X 線構造解析、ならびに阻害剤のインシリコスクリーニ
ングに関わる研究を実施する。
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
【AdipoR】
大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞で AdipoR1、R2 発現系を作り、良好な発現を確認
した。昆虫細胞とヒト細胞を中心に生産の要素技術（欠損変異、融合タンパク質作成、安定化脂質・界
面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、立体構造認識抗体作成）を駆使してスクリーニング
や大量調製、結晶化を行った。その結果、AdipoR2 および AdipoR1/抗体複合体の結晶化に成功した。
【ACC】
ACC2について既知阻害剤との複合体の結晶構造解析が成功した。インシリコスクリーニングとアッセ
イの結果、IC50:300nMの競合結合化合物を取得した。ACC1の結晶化に成功した。
【AMPK】
大腸菌無細胞合成系を用いて安定なAMPK三者複合体のサンプルの調製に成功し、結晶化に成功した。
AMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)と既知阻害剤Compound Cとの複合体の立体構造を決
定した。この構造は、より特異性の強い新規阻害候補化合物の探索に使用し、インシリコスクリーニン
グを行い、最も活性の高いものでIC50: 70 nMの阻害剤を発見した。細胞を用いたアッセイにより、さら
に特異性を向上させた阻害剤を同定した。これらのうち2化合物について複合体の結晶構造を決定した。
ヒトAMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)とそのC末端にある自己阻害ドメインを含んだ
領域について、単結晶を得た。
【AMPKKs】
AdipoR を介したシグナリングの主要な AMPKKs である CaMKK2 と阻害剤 STO-609 の共結晶化およ
び構造決定に成功した。さらに、構造に基づいてインシリコスクリーニングを行い、CaMKK2 特異的阻
害剤のスクリーニングを開始すると共に、フラグメントヒット化合物との共結晶化に着手した。
（２）構造解析に関する進捗及び成果
【AdipoR】
アディポネクチン受容体（AdipoR）は7回膜貫通型タンパク質であり、結晶化が極めて難しい。生産
C（横山）の協力により、開発された膜タンパク質生産の要素技術を駆使し、結晶化を容易にするため
の様々な改良を試み、結晶化成功へと導くことが出来たことを報告する。
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発現系の選定：AdipoRの発現系として、大腸菌無細胞合成系、酵母、昆虫細胞、ヒト細胞の発現系を
構築した。いずれの発現系においても良好な発現を得ることができ、そのうち昆虫細胞とヒト細胞での
発現系を中心に、精製条件の検討を行った。
安定性評価：膜画分から可溶化する界面活性剤のスクリーニングと条件の最適化を行い、結晶例が多
数あるdodecylmaltoside (DDM)により可溶化できた。TLCを用いた脂質分析により、AdipoRに様々な脂
質が結合していること、これら脂質が過剰に除去されるとタンパク質安定性が低下することを見いだし
た。ゲルろ過性状解析から、コレステロールやリン脂質を添加することにより安定性が高まること、各
精製ステップの熱安定性試験(CPM Assay)から、熱安定性向上条件を明らかにした。
変異体：AdipoR全長での発現、精製を行ったところ、凝集傾向が見られたため、安定化を目的として
以下の変異体の作製を行った。
・９種のN末端欠損変異体を昆虫細胞に発現させ、ゲルろ過性状分析を行い、安定性の高い領域を見い
だした。この領域を昆虫細胞及びヒト細胞に大量発現させ精製し、蒸気拡散法及び脂質メソフェーズ法
により結晶化スクリーニングを行った。脂質メソフェーズ法には生産で開発された自動分注機を用い広
範囲なスクリーニングを行うことができ、結果としてAdipoR2の結晶（最長50 µm程度）が得られている
（図１）。解析Cで新しく開発されたビ
ームラインを用いて結晶の改質を行って
いる。
・ GPCRでの結晶化例を参考にし、T4
192.8
117.9
Lysozymeとの融合タンパク質を作製し
99.3
た。AdipoR1の各ループ部分にT4
Lysozymeを挿入した変異体のゲル濾過
54.1
性状比較等により、細胞内第2ループに挿
37.8
入した変異体が安定なことを見いだし
た。
29.5
抗体との共結晶化：更に、同じく安定
20.2
化を目的とし、立体構造認識抗体の調製
を行った。親水性領域増大による膜タン 図 1. AdipoR の精製および結晶化
パク質の疎水的性質の改善、正しいフォ (左)AdipoR2 の SDS-PAGE およびゲルろ過プロファイル
ールディングの維持、抗体分子による結
(右)AdipoR2 の結晶写真
晶パッキングの強化が期待できる。特異
抗体は、生産D3課題（岩田）と生産C課
題（横山）との連携研究により作製した。結合能の高いIgGが複数得られ、AdipoRとFabおよびFv領域
の共結晶化を行った。Fv領域は、ハイブリドーマ細胞よりクローニングを行い、Brevibacillus発現系に
より分泌発現させた。AdipoR1とFv領域との複合体について、結晶（長辺100μm以上）が得られている。
相互作用分子との共結晶化：脂質に再構成し
た AdipoR が、相互作用因子である Adiponectin、
Osmotin、APPL1 PTB ドメインと結合すること
を、生産 C が開発した活性評価系を用いて確
認した（図 2）。様々な AdipoR1 の N 末端領
域を大腸菌無細胞合成系で発現させ、プルダウ
ン法により APPL1 PTB ドメインと結合する
AdipoR1 の N 末端領域を同定した。以上の結
果から、相互作用分子との共結晶化に適した変
異体を選択し、親水性領域増大による結晶化促
進を目的に共結晶化を行っている。
図 2. AdipoR1 と ligand の相互作用解析
【AMPKKs】
CaMKK2 について、大腸菌無細胞合成系を用いてキナーゼドメインを精製し、結晶化の条件検討を行
った。その結果、CaMKK 特異的阻害剤 STO-609 の共存下で構造解析に足る結晶を得ることができた。
得られた結晶について、SPring-8 を利用して 2.4 Å 分解能の Native データ収集を行い、分子置換法によ
り、CaMKK2・STO-609 複合体の構造決定に成功した。構造解析の結果、STO-609 は ATP 結合ポケット
内に存在する CaMKK 特異的残基を介して、水素結合および疎水的相互作用により CaMKK2 に結合し
ていることが明らかになった（図 3.1）。また、CaMKK2 は他の多くのキナーゼと異なり、活性化ループ
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のリン酸化に依存しない活性型構造をとることを明らかにした。さらに、決定した立体構造に基づいて、
CaMKK2 の構造機能相関の解析を行った。CaMKK2 の STO-609 結合ポケットに位置するプロリン
（Pro274）は他の多くのキナーゼではグルタミン酸であることに着目し、Pro274 を Glu に変えた CaMKK2
（P274E）変異体を作成した。野生型および変異型 CaMKK2 キナーゼドメインの STO-609 による活性
阻害を比較した結果、P274E 変異体では野生型と比較して STO-609 による活性阻害の大幅な低下が認め
られた（図 3.2）。このことから、CaMKK2 の Pro274 が STO-609 による選択的阻害に重要な役割を果た
していることを示された。

図 3.1

図 3.2

CaMKK2 キナーゼドメインと阻害剤

STO-609 による野生型（WT）お

よび P274E 変異型 CaMKK2 の活性阻害

STO-609 の共結晶構造

CaMKK2 テーマへの制御領域の支援研究により、既知阻害剤と X 線構造に基づいてインシリコスク
リーニングを行い、東大制御ライブラリーから約 1 万の候補化合物を選択し、CaMKK2 および CaMKK1
に対する特異的阻害評価系を構築して、阻害剤スクリーニングを開始した。また、制御領域の支援研究
により、フラグメントヒット化合物を取得し、購入後、共結晶作成に着手した。
LKB1 のキナーゼドメインは、通常の方法では可溶性タンパク質試料を得ることが困難であったが、
バキュロウイルス発現系を用いてシャペロンタンパク質 Cdc37 との共発現を行った結果、可溶性タンパ
ク質として LKB1 キナーゼドメインを調製することができた。
【AMPK】
ヒト AMPK α2 サブユニットキナー
ゼドメインのリン酸化状態類似変異
体 (T172D) と 選 択 的 阻 害 剤 で あ る
Compound C との複合体の立体構造を
解明した。その立体構造を用いたイン
シリコスクリーニングとアッセイを
行うことにより、新規阻害作用化合物
を見いだした。見いだされた新規阻害
作用化合物を用いて、AMPK α2 サブ
ユニットキナーゼドメイン(T172D)と
の複合体として立体構造を解明する
ことができた。この立体構造は、より
特異性の強い新規阻害候補化合物の
探索に使用した（図 4）。
図 4. AMPK キナーゼドメインと
AMPK の X 線構造に基づいてイン
低分子複合体
シリコスクリーニングを行い、133 化
合物を選択した。その中から 10 個程
度の阻害剤が発見され、最も活性の高いもので IC50: 70 nM の阻害剤を発見した（図 5）。
細胞を用いたアッセイにより、さらに特異性を向上させた阻害剤を見出すことができた。3 種類の化
合物について、共結晶化法により、AMPK と低分子との複合体の結晶が得られた。そのうち 1 種類につ
いては 1.75 Å までの反射データが得られ、立体構造決定に成功した。現在構造精密化中である。
ヒト AMPK α2 サブユニットキナーゼドメイン(T172D)とその C 末端にある自己阻害ドメインを含ん
だ領域について、単結晶を得ることができた。
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ヒト AMPK αβγ三者複合体につい
て、ターゲットタンパク生産との連携
により、サブユニット、領域、変異体
のさまざまな組み合わせで大腸菌無細
胞発現系を用いて大量調製をして組合
せを選び、さらにシャペロンを添加す
ることによって、安定性の高いサンプ
ルを得ることができた。
【ACC】
ACC2 の CT はアポ体の結晶が得ら
れており、新規阻害作用化合物との複
合体での結晶化を目指している。ACC1
の CT は単結晶が得られており、分解
能をあげるためにさまざまな方法を試
みている。
図 5. AMPK の X 線構造に基づくインシリコスク
ACC2 については、全長タンパク質
リーニング
ではなく、大量に調製しやすい CT ド
メインを用いて活性部位へ結合する阻
害剤候補化合物をアッセイするために、制御領域で開発した阻害剤蛍光法を用いることとし、蛍光プロ
ーブを設計し、東大福山研で５種のプローブ化合物を合成頂いた。これらの蛍光相関分光用プローブと
しての適合性を評価し、１プローブを選定した。制御領域で理研が開発した PALLAS システムによるイ
ンシリコスクリーニングを東大制御化合物ライブラリー15 万化合物に対して実施した。約 1200 の候補
化合物の結合活性をアッセイした結果、結合化合物を発見した。その後、制御領域の支援研究により、
IC50:300nM の競合結合化合物を取得した。今後、箕越研において細胞評価を実施するとともに、横山
研において共結晶を取得して、その情報を利用して化合物の高度化設計を進め、福山研において新規化
合物の合成を進めることを計画している。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
機能解析グループからの報告参照
３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

2件

PDB 登録の有無にかかわらず構

14 件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

2件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 0 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
s であ K や主要な AMPKKs である CaMKK2 の化合物との複合体構造決定に成功し、インシリコおよび
阻害剤スクリーニングが順調に進行しており、その他のタンパク質群についても結晶化に成功している
ことから構造解析が見込まれ、当初の計画を十分に達成している。
８．課題内の情報共有・連携体制
箕越研でのスクリーニングに結果に基づき選定した化合物を、福山研で合成し、横山研で結晶化を行
った。課題の各メンバーが集まり、研究の進捗状況・問題点に関する情報交換を行うと共に、今後の研
究内容に関して打ち合わせを行っている。必要に応じて、mail・電話等で情報・進捗状況を共有し、効
率的な連携を図っている。
９．他の課題との情報共有・連携
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・生産 C1（横山）との連携研究により、生産で開発した要素技術を応用し、N 末端欠損変異体、T4 lysoyme
融合タンパク質の作成、安定化脂質・界面活性剤の同定、相互作用分子との相互作用解析、相互作用分
子との共結晶化、立体構造認識抗体作製用の抗原調製、抗体フラグメントとの共結晶化、脂質メソフェ
ーズ法を用いた結晶化スクリーニングを行った。
・生産 D3（岩田）との連携研究により、AdipoR1 及び AdipoR2 に対する結晶構造解析用マウスモノク
ローナル抗体の作製を目的に、昆虫細胞から大量調製した AdipoR1 及び AdipoR2 をリポソームに再構
成して免疫した。理研から京都大学へ実験者を派遣し共同で実験を行った。
・制御 C（長野）との連携により、東大ライブラリー機構よりデータベースおよび化合物を供与いただ
き、構造情報に基づく CaMKK2 のインシリコスクリーニングを実施するとともに、阻害候補化合物と
の共結晶化に着手している。
・解析 C との連携により、新しく開発されたビームラインを用いて AdipoR 結晶の改質を行っている。
１０．人材育成
本課題においてターゲットとしているタンパク質群は、最も解析が難しいと考えられている研究課題対
象のタンパク質で極めて難易度の高い試料であり、本課題に従事することそのものが人財・育成に資す
るものであると考えられる。この分野の最前線の機能解析グループと構造解析グループとの連携研究に
従事することとなり、さらに生産 C1 課題との連携によってタンパク質生産技術の開発を行い、このよ
うな最先端の技術開発を用いていることから、研究者として今後有用な経験になるに違いないと考えて
いる。
１１．終了までの具体的な見通し
メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体 AdipoR/AMPK/ACC タンパク群
について、それぞれ構造解析に向け順調に進んでいる。特に CaMKK2、AMPK については化合物複合
体の構造決定に成功し、インシリコおよび阻害剤スクリーニングが順調に進行していることから、新規
阻害剤が見出されることが期待される。それ以外のタンパク質についても複合体結晶等の構造解析が見
込めることから、機能解析へとつながり、メタボリックシンドローム・糖尿病の発症メカニズムの解明
に寄与する。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
本プログラムの成果により、各タンパク質群の複数の阻害剤候補が得られていることから、世界的ニ
ーズが極めて高く、多くの製薬企業においては重点分野となっている生活習慣病（メタボリックシンド
ローム・糖尿病）分野の疾病の理解や薬剤の開発に直結し、大きく貢献することが期待できる。

１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

設備備品費（千円）

0

0

0

0

物品費（千円）

4,060.639

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

4,676.104

人件費（千円）

9,954.263

9,503.505

9,565.702

10,153.858

旅費（千円）

629.06

業務実施費（千円）

4,276.507

3,765.726

2,934.298

2,153.835

その他（千円）

249.582

間接経費（千円）

4,269.230

3.980.769

3,750

3,692.307

間接経費（千円）

18,500

17,250

16,250

16,000

合計（千円）

１３．特記事項
該当なし
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２３年度

合計（千円）

計

2,884.615
12,500

80,500

Ａ６－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
代表／分担機関の課題名

「メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体
AdipoR/AMPK/ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び治療
法開発」（AMPKK/AMPK/ACC タンパク群の立体構造情報に基づいた活性調節
機構の解析）

代 表 ／ 分 担 機 関

大学共同利用機関法人自然科学研究機構生理学研究所

機関の代表研究者名

箕越靖彦

１．課題開始時における各機関の達成目標
中枢におけるAMPK の阻害剤、或は末梢におけるACC 阻害剤は、エネルギー燃焼に注目しメタボリック
シンドローム・糖尿病の鍵分子をターゲットとした新規の治療法となる。またこれら阻害剤はエネルギ
ー燃焼系の医学・生命科学分野の全世界の研究に多大に貢献する。そこでAMPKやACCの立体構造解析を
機能解析と組合せて行う事により、最終的にナノモルオーダーのAMPK及びACC 活性制御剤を得る事を達
成目標とする。下図は、課題開始時の年次計画である。当機関では、AMPKK/AMPK/ACCタンパク群
の立体構造情報に基づいた活性調節機構の解析を行い、これらの分子を標的とした創薬のための基礎的
データを得ることを達成目標とする。
平成19年度
第１ 段階

ACC
AMPK

平成20年度
第2 段階

平成21年度
第3 段階

立体構造の解析

ケミカルライブラリー
スクリーニング

リード化合物の
構造展開

大量調製・結晶化

立体構造の解析

ケミカルライブラリー
スクリーニング

平成22年度
第4 段階

平成23年度
第5 段階

2次スクリーニング

リード化合物の
構造展開

個体レベルでの
治療法の開発

2次スクリーニング

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果
（１）成果概要
構造解析に関する進捗及び成果
① ヒト AMPKα2 サブユニット触媒部位とのその C 末端にある自己阻害ドメインを含んだ領域について
単結晶を得ることに成功し、既知 AMPK 阻害剤 Compound C との複合体の立体構造を解明した。また、ヒ
ト AMPK αβγ三者複合体について、安定性の高い試料を得ることができた。
② AMPKK の一つである Ca2+/calmodulin (CaM)-dependent protein kinase kinase β (CaMKKβ)とそ
の阻害剤である STO-609 との複合体の立体構造を解明した。
機能解析に関する進捗及び成果
① AMPK 活性制御候補化合物のスクリーニングと培養細胞を用いた解析
AMPKα2 触媒サブユニットの立体構造情報に基づいてインシリコ・スクリーニングを行い、133 化合物
を選択した。この情報を基に、国立大学法人東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構、国立大学
法人東京大学大学院薬学系研究科分子薬学専攻医薬化学講座から化合物の供給を受け、1 次-4 次スクリ
ーニングを行った。その結果、既知阻害剤である Compound C よりも低濃度（ナノモルオーダー）で
阻害作用を惹起し、特異性も高く、且つ培養細胞において効果的に AMPK 活性を阻害する新規化合物
を得た。
② AMPKの生理機能に関する研究（AMPKによる摂食調節機構の解析）
視床下部室傍核AMPKが、食餌嗜好性を調節することを明らかにした。この研究成果は、ストレスに伴
う炭水化物食の摂取や肥満における脂肪食の摂取に、同神経核AMPKが重要な調節作用を営むことを示
唆しており、摂食調節の研究に大きく貢献すると考えられる。
③ ACCの立体構造情報に基づいた化合物スクリーニング
独立行政法人理化学研究所・横山チームリーダーのグループにおいて選択した新規候補化合物につい
て、当機関が確立した測定系を用いて ACC 阻害活性を調べた。既知化合物 TOFA などの阻害活性を確
認するとともに、阻害活性を持つ新規化合物を 1 種類得た。
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Ａ６－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
（２）構造解析に関する進捗及び成果
① ヒト AMPKα2 サブユニット触媒部位とのその C 末端にある自己阻害ドメインを含んだ領域について
単結晶を得ることに成功し、既知 AMPK 阻害剤 Compound C との複合体の立体構造を解明した。Compound
C は、AMPKα2 サブユニットに結合することによって活性化ループの構造を大きく変え、さらに AMPK の
ATP 結合部位に一部結合することによって阻害効果を引き起こすことを見出した。本研究成果は、Acta
Cryst D67:480, 2011 に発表した。また、ヒト AMPK αβγ三者複合体について、ターゲットタンパク生
産との連携により、大腸菌無細胞発現系を用いてサブユニット、領域、変異体のさまざまな組み合わせ
を各々大量に調製し、最適な組合せを選んだ。さらにこれにシャペロンを添加することによって、安定
な試料を得ることができた。
② AMPKKの一つであるCa2+/calmodulin (CaM)-dependent protein kinase kinase β (CaMKKβ)とその
阻害剤であるSTO-609との複合体の立体構造を解明した。本研究成果は、J Biol Chem, 2011 (印刷中)
に発表した。
（３）機能解析に関する進捗及び成果
① AMPK活性制御候補化合物のスクリーニングと培養細胞を用いた解析
AMPKα2触媒サブユニットの立体構造情報に基づいて、独立行政法人理化学研究所・横山チームリーダ
ーのグループにおいてインシリコ・スクリーニングを行い、133化合物を選択した。国立大学法人東京
大学生物機能制御化合物ライブラリー機構から化合物の供与を受け、当機関においてAMPK活性への阻害
効果を調べた。その結果、2種類の候補化合物を得た。平成21年度、2種類の候補化合物の構造情報を基
に、理化学研究所・横山チームリーダーのグループにおいてインシリコ・スクリーニングによって新た
に56化合物を選び、AMPK活性阻害効果を調べた（2次スクリーニング）
。その結果、5種類の候補化合
物を得た。平成22年度、国立大学法人東京大学大学院薬学系研究科分子薬学専攻医薬化学講座おいて、
これらヒット化合物の基本骨格を維持しながら、残基を修飾した16化合物を合成、これを用いてスクリ
ーニング（3次スクリーニング）を行い、2種類の有用な化合物を得た。得られた候補化合物のIC50値
は既知阻害剤Compound Cとほぼ同じであったが、AMPKに特異性の高いことが分かった。さらに、
2-deoxyglucoseなどAMPKを活性化する様々な薬物を培養細胞に作用させ、新規化合物がAMPKの活性
化を選択的に阻害することを明らかにした。平成23年度、国立大学法人東京大学大学院薬学系研究科分
子薬学専攻医薬化学講座おいてさらに19化合物を合成、これらを用いて当機関にてスクリーニングを行
った（4次スクリーニング）。結果、22年度に得た化合物よりも、より低濃度でAMPK活性を抑制し、
且つAMPKを選択的に阻害する新規化合物を得た。この化合物は、Compound Cよりも低濃度（ナノモ
ルオーダー）で阻害作用を引き起こし、且つ特異性も高いことから、今後のAMPK研究において必須の
ツールになると確信する。本研究成果は、本年度中に発表あるいは投稿できると考えている。
一方、本研究の過程で、放射性化合物を用いないで、酵素法によって2-deoxyglucoseの細胞内への取
り込み量を測定する方法を開発し、論文に発表した（Anal Biochem 2011）。生理学研究所ホームペー
ジにもその成果を発表した。さらに、国内の企業と提携し、同測定方法を用いたキットを開発、販売を
開始した。
② AMPKの生理機能に関する研究（AMPKによる摂食調節機構の解析）
当機関では、これまでに、視床下部AMPKが摂食を調節することを明らかにしている。本研究では、
レンチウイルスを用いてマウス視床下部の各神経核に活性型AMPKを発現させ、摂食に及ぼす効果を調
べた。その結果、視床下部室傍核に活性型AMPKをマウスに発現させると、炭水化物に対する嗜好性が
亢進して摂食量が増加し、肥満することを見出した。これに対して肥満動物では、室傍核AMPK活性が
反対に低下しており、そのため脂肪食に対する嗜好性が亢進することを見出した。さらに、視床下部室
傍核に発現する神経ペプチドの役割を調べた結果、CRHニューロンのAMPKが食餌嗜好性の調節に関
わることを見出した。この研究成果は、ストレスに伴う炭水化物食の摂取や肥満における脂肪食の摂取
に、同神経核AMPKが調節作用を営むことを示唆しており、摂食調節に関する今後の研究に大きく貢献
すると考えられる。AMPKの選択的阻害剤は、このようなストレスに伴う過食の制御に、将来役立つ可
能性がある。これらの実験成果をまとめて論文に投稿し、現在、再投稿のための追加実験を行っている。
③ ACCの立体構造情報に基づいた化合物スクリーニング
部分生成したACCを用いて、化合物のACC阻害活性を調べる測定系を当機関で確立した。理化学研
究所・横山チームリーダーのグループが選択した7つの新規候補化合物の内、購入できた5種類のACC
阻害活性をこの測定法を用いて調べた。その結果、既知化合物の阻害活性を確認するとともに、阻害活
性を持つ新規化合物を1種類得た。阻害活性は既知阻害剤であるTOFAと同程度であった。
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３．タンパク質の構造解析件数
PDB 登録数

0件

PDB 登録の有無にかかわらず構

0件

造解析したタンパク質数

４．各機関の論文発表件数

5件

５．各機関の特許出願件数

0 件（うち国外 0 件）

６．各機関における成果を活用した共同研究数

4件

（プログラム内外含む）

（うち産業界との共同研究数 1 件）

７．当初計画に対する各機関の達成度
AMPKの活性制御候補化合物のスクリーニングは当初計画を達成している。ACC2の立体構造情報に基
づいた化合物スクリーニングは、ACC2立体構造の解析が困難であった為、現在、２次スクリーニング
に入る段階である。機能解析は、当初計画をほぼ達成している。
８．課題内の情報共有・連携体制
「研究成果」の項で明らかなように、AMPK、ACCの活性制御候補化合物のスクリーニングは、課題
内における各機関の情報共有及び緊密な連携体制によってなされた。また、AMPK及びCaMKKの結晶
化、さらにはヒトAMPK αβγ三者複合体の効率的な精製に、当機関からの情報提供が貢献している。
９．他の課題との情報共有・連携
酵素法を用いて2-deoxyglucoseの細胞内への取り込み量を測定する方法は、国内企業と連携し測定キッ
トとして販売を開始している。今後、海外にも販売する予定である。AMPKの選択的阻害剤は、論文に
発表後、国内外の研究者に化合物を提供する。
１０．人材育成
大学院生及び本プログラムで雇用したポスドクは、研究者として自立できるよう、教授である箕越が責
任を持って教育を行っている。本プログラムで雇用したポスドクの内、1名は、平成23年度より他大学
の助教となり勤務している。また、大学院生の1名は、当機関の非常勤研究員として引き続き研究に参
画している。その他の大学院生は、当機関において引き続き研究に参画している。
１１．終了までの具体的な見通し
AMPKの選択的阻害剤は、本プロジェクト期間内に論文を投稿予定である。論文発表後、東京大学大学
院薬学系研究科分子薬学専攻医薬化学講座と連携して同化合物を他研究者に提供したい。また、これを
用いて摂食への効果を調べる予定である。AMPKの機能解析については、本プロジェクト期間内に終了
予定。ACCの選択的阻害剤の探索については、本プロジェクト終了後も予算が許せば続けたいと考えて
いる。
１２．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について
AMPKの選択的阻害剤は、論文発表後、東京大学大学院薬学系研究科分子薬学専攻医薬化学講座と連携
して同化合物を他研究者に提供する。本プロジェクトで見出した阻害剤は、既知AMPK阻害剤と比べて
はるかに特異性が高く、且つ低濃度で効果を発揮する。従って、今後のAMPKの機能解析に必須の研究
ツールになると考えている。さらに、AMPKとその関連タンパク質は、生活習慣病と密接に関係してい
ることから、本研究成果は生活習慣病における新規治療薬の開発に大きく貢献すると考えられる。
１３．特記事項
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Ａ６－Ｃ（医学・薬学等への貢献）
１４．研究費一覧
１９年度

２０年度

２１年度

２２年度

5,524

0

0

0

物品費（千円）

試作品費（千円）

0

0

0

0

人件費・謝金（千円）

人件費（千円）

0

4,799

5,577

806

業務実施費（千円）

5,149

5,153

3,799

6,963

その他（千円）

1,120

間接経費（千円）

3,202

2,986

2,813

2,331

間接経費（千円）

1,592

12,923

13,875

12,938

12,188

10,100

合計（千円）

6,900

56,001

設備備品費（千円）

合計（千円）

２３年度

旅費（千円）

計

3,986
0
202

６
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