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代表機関名：大阪大学免疫学フロンティア研究センター
代表研究者：石井 健

　ヒトをはじめとする高等動物では、病原

体のもつ抗原を認識し、その病原体を排除

しようとする「獲得免疫」がはたらくこと

がよく知られていますが、その前段として

不特定の病原体を排除する「自然免疫」も

はたらいています。自然免疫の研究はここ

10年ほどで急速に進み、特に、これまで

非自己として認識されることはないと考え

られていた核酸（DNA、RNA）が、自然

免疫を引き起こすことが明らかになりまし

た。この免疫機構を理解することで、核酸

ワクチンの製造や、アレルギー疾患やリウ

マチなどの自己免疫疾患の治療が可能にな

つくることには成功しているものの、タン

パク質の純度を上げて結晶化させるのには

苦労しており、微結晶しか得られていませ

ん。このため、結晶化条件をさらに検討す

るとともに、新たに、GFP（緑色蛍光タ

ンパク質）と融合させた受容体タンパク質

も作製し、精製と結晶化を進めています。

　一方、核酸が引き起こす自然免疫の作用

機構の解明では大きな成果をあげていま

す。TLRを介さずに核酸が引き起こす自

然免疫の機構や、DNAワクチンが効果を

発揮するしくみを明らかにしました。さら

に、特筆すべき研究成果としては、インフ

ルエンザワクチンの作用機構を解明しまし

た。インフルエンザワクチンには、弱毒化、

不活性化全粒子、不活性化スプリットの3

種類があります。これらの作用機構を、マ

ウスやヒトの実験系で詳細に解析しまし

た。この成果は、ワクチン開発の方向や接

種すべきワクチンの選択において、非常に

重要になると考えています。

ると期待されます。

　核酸が引き起こす自然免疫は、「Toll様

受容体（TLR：Toll like Receptor）」など

の受容体タンパク質が、病原体に由来する

核酸を認識することが出発点となります。

私たちは、各種疾患への応用可能性や科学

的観点から優先順位を決め、TLR9、

TLR2、RIG-Iを中心に作用機構の解明を

目指しています。

　構造解析のためには、受容体タンパク質

を大量につくり、結晶化させることが必要

です。しかし、私たちは動物細胞を使って、

TLR9をはじめとするタンパク質を大量に

インフルエンザワクチンの作用機構。図版提供：石井 健

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

■ 核酸（DNA、RNA）も自然免疫を引き起こす
■ 自然免疫機構を理解することで、核酸ワクチン製造や自己免疫疾患の治療が
可能になる

■ 核酸のセンサーとなる「Toll様受容体（TLR）」の構造・機能解析が必要

背
景

■ 核酸の自然免疫機構を解明した
■ 核酸ワクチン、インフルエンザワクチンなどの作用機構を解明した
■ TLRの大量精製法を確立し、構造解析に適した結晶づくりを進めている

成
果

インフルエンザウイルス 不活化全粒子ワクチン スプリットHAワクチン
（現在日本で使用されているワクチン）
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「医学・薬学等への貢献」分野

免疫細胞の遊走 免疫細胞の分化

Rac活性化とそれに伴う細胞骨格の再構築

複雑なシグナル分子のネットワーク

免疫細胞の活性化

DHR-1 DHR-2SH3DOCK2

ELMO

抗原受容体ケモカイン受容体

細胞膜

PIP3 Rac

代表機関名：九州大学生体防御医学研究所
代表研究者：福井宣規

免疫は感染に対する生体防御機構です。

その一方で、免疫応答したために自己免疫

疾患や移植時の拒絶反応を起こすこともあ

ります。このような不適切な免疫反応は、

リンパ球などの免疫細胞が標的組織に侵入

することで引き起こされます。このため、

ケモカインというタンパク質を感知し、そ

の信号が細胞内のいくつかの因子をビリヤ

ードの玉のように次々と伝わり、最終的に

Racという分子を活性化させることが必要

です。その因子の1つとして重要な役割を

果たしているのが、私たちの発見した

DOCK2というタンパク質です。私たちは、

DOCK2を中心とした信号伝達経路の詳細

を明らかにする研究を進めてきました。

DOCK2は約1800個のアミノ酸からな

り、いくつかの部品（ドメイン）が組み合

わさっている大きな分子です。私たちは、

DOCK2または各ドメインがほかの分子と

会合している複合体の構造解析を行いまし

た。例えば、DOCK2が機能するために、

SH3ドメインを含むN末端の領域が

ELMO1というタンパク質と結合すること

が重要です。私たちは、DOCK2のN末端

とELMO1タンパク質の結合ドメインの複

合体の結晶化を行い、その構造を決定する

ことに成功しました。

機能面では、好中球という免疫細胞が

動く際、DOCK2の細胞内での位置が2種

類の異なるリン脂質により連続的に制御さ

れていることを発見しました。一方、形質

細胞様樹状細胞と呼ばれる特殊な細胞が、

I型インターフェロンを産生することで、

ある種の自己免疫疾患の発症にかかわるこ

とが知られています。私たちは、DOCK2

が形質細胞様樹状細胞によるI型インター

フェロン産生に重要な役割を演じることを

明らかにするとともに、DOCK2がTリン

パ球において機能し、アレルギー反応の制

御にかかわることも見いだしました。

このようにDOCK2は、細胞の動きばか

りでなく、さまざまな細胞高次機能を制御

しており、不適切な免疫反応を抑制するた

めの標的となると考えられます。これまで

に私たちは、DOCK2からRacへの信号伝

達を阻害する低分子化合物を同定すること

に成功しており、薬の開発に一歩近づくこ

とができました。

細胞内のタンパク質の構造と機能に基づい

て、免疫細胞の動きを制御することができ

れば、自己免疫疾患や拒絶反応の治療や予

防に役立つと考えられます。

免疫細胞（例えばリンパ球）が動くた

めには、細胞表面にある受容体が細胞外の

DOCK2は免疫細胞においてRacを活性化させる分子である。ケモカイン受容体などからのシグナルがDOCK2
を介して伝わり、最終的に細胞骨格のアクチン繊維にはたらきかけて細胞の移動や、分化、活性化が起こる。
 図版提供：福井宣規

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

■ 免疫は必須の生体防御機構だが、免疫応答することにより引き起こされる疾患
もある

■ 細胞運動をはじめ、さまざまな細胞機能は、Racというシグナル分子によって
制御されている

■ DOCK2は免疫細胞におけるRac活性化のマスター分子である
■ DOCK2の構造・機能を解析すると、免疫難病の新しい治療法開発につながる

背
景

■ まるごとのDOCK2およびドメインとほかの分子との複合体の調製、構造解
析を行った

■ DOCK2の信号伝達を阻害する低分子化合物を同定し、免疫難病の新薬開発に
向けて一歩進んだ

■ DOCK2が I型インターフェロンの産生やアレルギー反応の制御にかかわって
いることを発見した

■ 好中球が動く際、DOCK2の細胞内での位置を決定するメカニズムを解明した

成
果
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代表機関：九州大学大学院医学研究院
代表研究者：住本英樹

　神経細胞の死滅は、活性酸素によって引

き起こされます。私たちは、神経細胞で活

性酸素が生成されるしくみを立体構造の視

点から探っています。

　活性酸素を生成するのは、NADPHオ

キシダーゼ（Nox）という酵素です。ヒト

の場合、NoxはNox1～Nox5という5種類

があり、神経細胞ではNox1、Nox2、

Nox4などがはたらいています。Noxは細

胞膜に埋まるような状態で存在しており、

細胞内のNADPHという物質から電子を

受け取り、その電子を細胞の内側から表面

側へと運んで活性酸素を発生させると考え

られています。

タンパク質が協調してNoxにはたらきか

けることで、Noxは活性化されて活性酸素

をつくるようになります。これらの分子の

はたらきを阻害し、活性酸素の生成を防ぐ

物質が、神経変性疾患の治療薬として期待

されます。

　Nox2では、p47phox、p67phox、p40phox、

Racというタンパク質が協調してはたらき

ます。しかし、これらのタンパク質が

Nox2にどのように作用するかについては

ほとんどわかっていません。今回、詳しく

解析した結果、Nox2の活性化には、

p47phoxとp67phoxの一部が重要であること

がわかりました。現在、p47phoxとp67phox

の相互作用に注目して、阻害剤開発に向け

た研究を進めています。

　また、Nox1～Nox4は、図のように

p22phoxというタンパク質と複合体を形成

しており、p22phoxもNoxの活性化に必要

であることが知られています。将来の阻害

剤創成を視野に入れて、この複合体が形成

されるしくみについても調べています。

　私たちはまず、Nox2の構造解析に取り

組み、NADPHがNox2に結合する部位の

立体構造を明らかにしました。Nox本体の

立体構造としては世界で最初の成果です。

そして、この構造情報をもとに、NADPH

の結合に重要なアミノ酸残基を同定し、

NoxとNADPHとの結合様式を明らかに

しました。また、膜タンパク質であるNox

は高難度タンパク質の1つですが、哺乳類

細胞において従来法より100倍近くの効率

で、全長型のNoxを大量生成することに成

功しました。

　一方、Noxはそのままでは不活性な状態

で、活性酸素を生成しません。いくつかの

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

■ アルツハイマー病やパーキンソン病などの「神経変性疾患」は、神経細胞が徐々
に死滅することで発症する

■ そのメカニズムは十分に解明されておらず、確実な治療法はほとんどない
■ 急速な高齢化が進む中、根本的な治療法の確立が望まれている

背
景

■ 神経細胞死に関与する Nox2の重要な部位の立体構造を解明
■ Nox2の活性化に必要なタンパク質の領域を特定。今後の治療薬開発のター
ゲットに

成
果

医薬
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Noxは膜に埋まるように存在する膜貫通型タンパク質で、p22phoxと複合体を形成している（左）。右はNox2の活性化機構。Rac、p40phox、p47phox、p67phoxとの相互作用
によって活性酸素であるO2

-が生成される。p40phoxの構造は解析ずみであり、本プログラムでは、NADPH結合部位の立体構造を決定し、Nox2の活性化に重要なp47phox

とp67phoxの領域を特定した。 図版提供：住本英樹
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全体構造の理解 部分構造、類縁タンパク質の構造解析

活性制御分子の探索と誘導体化

ニカストリン
プレセニリン

Pen-2 Aph-1

γセクレターゼ

SPP
NctEC

低分子化合物 機能抗体の同定 単鎖抗体化

代表機関：東京大学大学院薬学系研究科
代表研究者：富田泰輔

　アルツハイマー病は脳内でAβというペ

プチドが集まってかたまり、これが蓄積さ

れることで引き起こされます。Aβはアミ

ロイド前駆体タンパク質（APP）という

物質から切り出されてできるペプチドで

す。この切り出しの最終段階ではたらくγ

セクレターゼという酵素が、私たちの研究

のターゲットです。γセクレターゼのはた

らきを阻害して、Aβの産生を抑えれば、

アルツハイマー病の発症は食い止めること

ができます。

　しかし、γセクレターゼは膜タンパク質

である上に、4つの因子からなる巨大な複

合体であるため、構造解析は技術的にとて

も難しいのです。しかも、膜に埋まった部

分でAPPを切断するというきわめて珍し

分で、細胞外に突き出た領域をもっていま

す。ニカストリンの細胞外領域を大量につ

くり、精製して、構造解析に適した試料の

調製に成功しました。生化学的な解析と合

わせて、さらなる構造解析を進めています。

　一方、γセクレターゼのはたらきを阻害

する化合物の探索も行っています。「制御

C1」グループと連携して、オリジナル化

合物ライブラリーを樹立し、候補化合物の

選定を進めました。得られた化合物や抗体

を用いて、γセクレターゼの構造と活性の

相関関係を明らかにしようと考えていま

す。また、本課題で得られたγセクレター

ゼの活性制御技術をそのままテストできる

オリジナルのアルツハイマー病モデルマウ

スを確立しました。

　γセクレターゼはAβ産生のほかに、生

物の発生や分化、発がんにかかわるNotch

という重要なタンパク質の切り出しも行っ

ています。アルツハイマー病やがんの治療

という現代社会の大きなニーズに応えられ

るように、今後も引き続きγセクレターゼ

の構造解析と阻害剤の開発を推進していき

ます。

い性質をもつので、γセクレターゼのAβ

切り出しの機構を構造面から説明するよう

な知見は皆無です。

　私たちはγセクレターゼを大量につく

り、精製する方法を創出しました。そして、

電子顕微鏡でさまざまな角度から撮影した

分子の写真を用いてγセクレターゼの全体

構造を明らかにする「単粒子構造解析」を

行っています。また、γセクレターゼと似

た機能をもつ酵素の単粒子構造解析に成功

し、膜の親水性部分で基質の切り出しを行

っている可能性を見いだしました。

　さらに、γセクレターゼの構成因子の1

つであるニカストリンという部分のX線構

造解析を行ってきました。ニカストリンは

γセクレターゼが基質を認識する重要な部

γセクレターゼの全体構造や、ニカストリンの
細胞外領域（NctEC）、類縁タンパク質SPPの
構造を解析するとともに、γセクレターゼの活
性制御分子を探索している。これらの成果を結
集し、γセクレターゼの作動メカニズムに基づ
くアルツハイマー病治療法の開発を目指す。
 図版提供：富田泰輔

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

■ アルツハイマー病の根本的な治療法はまだ存在しない
■ 社会の高齢化が進み、患者は年々増えている
■ 発症メカニズムの解明と、それに基づく確実な治療法の開発が急務である

背
景

■ γセクレターゼとニカストリンの細胞外領域を大量につくり、精製する方法
を創出

■ γセクレターゼ活性阻害剤を見つけるための化合物ライブラリーを樹立

成
果
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A4



39

ピリミジン生合成とレドックス制御の反応経路。UMPを生合成するピリミジン生合成反応では6つの酵素、
CPSII、ATC、DHO、DHOD、OMPDC-OPRTがはたらいている。レドックス制御反応で重要な酵素SQRは、
ミトコンドリアでの酸化反応ではたらいている。アスコフラノンによるアフリカトリパノソーマの酵素TAOの阻
害効果は、酵素GKを阻害する薬（グリセロール）との併用で高まる。 図版提供：北 潔ほか

コハク酸
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NAD NADH

グリセロール
による阻害

ピリミジン生合成反応経路の酵素の流れ

レドックス制御に重要な反応

薬剤分子設計を進めているタンパク質

結晶化・構造解析を進めているタンパク質

UMP：ウリジン 5’ -リン酸
UQH2：還元型ユビキノン

TCA回路SQR

UQH2

TAO

ミトコンドリア

O2

H2O

アスコフラノンによる阻害

代表機関：東京大学大学院医学系研究科
代表研究者：北 潔

　熱帯に多いトリパノソーマ症は、寄生虫

の一種であるトリパノソーマという原虫が

引き起こす致死性の病気です。アメリカ型

原虫の場合はシャーガス病、アフリカ型原

虫の場合は睡眠病となり、毎年数十万人も

の患者が新たに発生しています。このため、

WHOにより、制圧すべき病気の1つにあ

げられています。地球温暖化や大陸をまた

いだ人の交流により、熱帯だけの病気とは

いえなくなりつつあることや、日本の国際

適応するのに必要な酵素（レドックス調節

経路の酵素）です。

　中でも大きな成果をあげているのは、ア

メリカ型原虫のDHOD（ジヒドロオロト

酸脱水素酵素）の研究です。阻害剤との複

合体の構造解析で得た情報をもとに、コン

ピューターで阻害剤を設計し、実際に合成

しました。これらの化合物と、本プログラ

ムの化合物ライブラリーからの化合物をス

クリーニングし、阻害活性をもつ化合物を

21個発見しました。特筆すべきは、その

うちの11個が、実際にトリパノソーマの

増殖を抑えたことです。

　また、アメリカ型原虫のATC（ピリミ

ジン合成系の酵素）、回虫のQFR（キノー

ル－フマル酸還元酵素）の構造解析にも成

功し、阻害活性をもつ化合物を発見してい

ます。

　アフリカ型原虫については、GK（グリ

セロールキナーゼ）という酵素の構造解析

に成功しています。また、まだどの生物で

も構造解析されたことのないTAO（シア

ン耐性酸化酵素）の結晶化に成功しており、

構造解析を進めています。

　他にも、いくつかの酵素の構造解析に取

り組んでいます。酵素の構造に基づいて見

いだした阻害剤をもとに、トリパノソーマ

症の有効な治療薬がきっと誕生することで

しょう。

貢献という面から、日本での治療薬開発が

望まれています。

　私たちは、トリパノソーマ症治療薬のも

とになる化合物（リード化合物）を見いだ

すことを目的として、原虫が生きていくの

に必要な種々の酵素の構造を解析し、その

酵素のはたらきを阻害する物質を探索して

きました。ターゲットは、核酸（DNAや

RNA）の材料（ピリミジン）をつくるの

に必要な酵素と、原虫が酸素濃度の変化に

医薬
A5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

■ 「トリパノソーマ症」は、寄生虫が引き起こす致死性の病気
■ アフリカや中南米で、毎年数十万人が感染
■ 治療薬の開発が待たれている

背
景

■ トリパノソーマが生きるのに必要なタンパク質（酵素）の構造を解明
■ 治療薬のもとになる化合物を発見した

成
果

アメリカ型原虫のDHODの立体構造。構造に基づい
て阻害剤が設計された。 図版提供：北 潔

活性部位
の拡大図

阻害剤
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S.SS.S アディポネクチン

骨格筋肝臓
AdipoR

Ca2+ PPAR

メタボリックシンドローム・糖尿病の改善

糖取り込み脂肪酸燃焼糖新生

APPL1

CaMKKβ AMP

AMPK

ACC

Sirt1

PGC-1α

　ヒトの体内では、アディポネクチンとい

う「善玉分子」が、骨格筋や肝臓などの細

胞膜にあるアディポネクチン受容体

（AdipoR）に結合し、脂肪を燃焼させる

経路を活性化します。肥満になると、アデ

ィポネクチンのはたらきが弱くなり、メタ

ボリックシンドロームや糖尿病につながり

ます。そこで私たちは、AdipoRを介した

難です。しかし、これらのタンパク質を、

単独で、あるいは、複合体として、大量に

つくり、結晶化させ、構造解析に進める努

力をしてきました。また、本プログラム内

の「生産D3」グループとの共同研究も開

始しました。

　 こ れ ま で の お も な 成 果 と し て、

AdipoR1のN末端領域とAPPL1のPTBド

メインという場所とが相互作用しているこ

とを明らかにしました。また、AMPKK

の一種であるCaMMK2とその阻害剤の複

合体の構造解析に成功し、構造に基づいた

阻害剤設計に向けて大きく前進しました。

AMPKのサブユニットの1つAMPKα2の

キナーゼドメインと、AMPK阻害剤

Compound Cの複合体の構造解析にも成

功しました。これをもとに「制御C1」グ

ループとの連携で活性スクリーニングを行

い、ヒット化合物を得ています。

　これらの構造解析と同時に、機能解析も

進めています。すでに私たちはオスモチン

というアディポネクチンの100倍活性が高

い植物由来の物質を見つけています。その

他にもAdipoRと結合し、AMPKを活性化

させる物質があるかを検討しました。その

結果、アディポネクチン以外の生体内の分

子がAMPKを活性化させることを見いだ

しました。

　また、高脂肪食を摂取したときに細胞に

現れるARK５（AMPKファミリーの1つ）

をはたらきにくくしたマウスは、高脂肪食

を摂取しても肥満にならないことも見いだ

しました。さらに、AdipoR１を活性化す

ると、運動をしたときと同じような変化が

細胞内に起きることもわかりました。その

変化とは、細胞内のカルシウム濃度をあげ、

糖・脂質代謝改善に重要なAMPKや長寿

遺伝子SIRT１、ミトコンドリアの生合成

に重要なPGC-1αを活性化することです。

つまり、AdipoR１を活性化させる薬品は、

擬似運動状態をつくるということがわかり

ました。

脂肪燃焼のしくみを解明し、メタボリック

シンドロームや糖尿病の治療薬開発につな

げようと研究を進めています。

　私たちのターゲットは、脂肪燃焼経路の

うちでも、AdipoR、AMPK、AMPKK、

ACCというタンパク質です。中でも、特

殊な膜タンパク質であるAdipoRと三者複

合体であるAMPKは構造解析が非常に困

アディポネクチンは、脂肪燃焼経
路を活性化する。肥満によりその
はたらきが弱くなると、メタボリ
ックシンドロームや糖尿病につな
がる。 図版提供：門脇 孝

医薬
A6

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

■ 肥満はメタボリックシンドロームや糖尿病を引き起こし、心疾患や脳血管疾
患の原因となる

■ 脂肪の燃焼を活発にするアディポネクチンという「善玉分子」がある
■ 脂肪燃焼経路を解明すれば、メタボリックシンドロームや糖尿病の治療薬開
発へとつながる

背
景

■ 脂肪燃焼経路にある主要タンパク質の構造と機能の解析が進んだ
■ メタボリックシンドロームや糖尿病の治療薬となる候補化合物を発見
■ 今後も構造と機能の解析を進め、メタボリックシンドロームや糖尿病のより
よい治療薬候補を探していく

成
果

代表機関：東京大学大学院医学系研究科
代表研究者：門脇 孝

AMPKα2サブユニットキナーゼ
ドメインとCompound C複合体
の立体構造。
 図版提供：門脇 孝、横山茂之ほか
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ケモカイン・ケモカイン受容体・シグナル制御分子
フロントファミリーの構造・機能ネットワーク解析からの
免疫システムの解明および創薬開発

　ヒトなど高等動物を感染から守る免疫シ

ステムでは、病原体が侵入したときに白血

球がいち早く集まって攻撃します。このと

き、白血球が集まる（遊走する）ための目

印となる物質がケモカインです。関節リウ

マチや動脈硬化などの慢性炎症性疾患は、

白血球が集まりすぎて炎症が悪化するもの

です。行き過ぎがないよう、ほどよく集め

るためには、ケモカインのはたらきを制御

する必要があります。

　白血球の遊走は、ケモカインが白血球細

胞表面のケモカイン受容体に刺激を与え、

そのシグナルが細胞内を伝わった結果、起

こります。最初のケモカインCXCL8およ

らかにしました（右の図）。今後は、まる

ごとのフロントとケモカイン受容体との複

合体の立体構造解析を目指します。

　機能面では、フロントの細胞およびタン

パク質レベルの解析から、遊走の方向決定

機構に関する知見を得ました。また、フロ

ントは、いずれも炎症反応に重要なはたら

きを担うケモカイン受容体CCR2とCCR5

の両方の機能を制御していることを明らか

にしました。このことから、フロントの機

能を制御する物質には強力な抗炎症効果が

期待されます。さらに、他のケモカイン受

容体でも、フロントのようなシグナル制御

分子が発見される可能性があり、すでに候

補分子をいくつかに絞っています。

　創薬に向けてもめざましい成果を上げて

います。CCR2とフロントの相互作用を特

異的に阻害する分子を探索するため、本プ

ログラムの「制御C1」のグループと共同

で約3万種の化合物によるスクリーニング

を行いました。3次にわたる評価により、

創薬の候補となる5化合物を獲得すること

ができました。これらの化合物は、動物個

体レベルでの炎症疾患モデルを用いた薬効

薬理試験で抗炎症効果が認められたもので

す。現在、化合物を10万種以上に増やし、

より有力な創薬候補を求めてスクリーニン

グを実施しています。

びCCL2を発見するなど、私たちは、20年

以上一貫して免疫システムの制御に関する

研究を展開し、治療薬開発に貢献してきま

した。さらに近年、CCL2の受容体である

CCR2に直接結合し、シグナル活性化に重

要な役割を果たすタンパク質「フロント」

を見いだしました。私たちはケモカイン、

ケモカイン受容体、フロントを「ケモカイ

ンネットワーク」と呼び、その構造と機能

を解析してネットワークを制御できる物質

を探そうとしています（左の図）。

　構造解析ではさまざまな分析手法を駆使

して、ケモカイン受容体のC末端領域がフ

ロントのC末端領域と結合するようすを明

医薬
B1

■ 「ケモカイン」は、炎症の場に白血球を集める物質
■ ケモカインがはたらきすぎると、関節リウマチや動脈硬化などの炎症性疾患
が悪化する

■ ケモカインがはたらきかけても、白血球が過剰に集まらないようにする薬の
開発が期待されている

背
景

■ ケモカイン受容体 CCR2の C末端領域が、シグナル制御分子「フロント」
のC末端領域と結合するようすを明らかにした

■ フロントが別のケモカイン受容体 CCR5のシグナルも制御することを明らか
にするなど、未知の白血球遊走制御分子フロントの機能解析を進めた

■ フロントとケモカイン受容体の機能解析・構造解析の成果を活用して創薬ス
クリーニング系を立ち上げ、慢性炎症性疾患の創薬候補となる化合物を 5種
類獲得

成
果

代表機関：東京大学大学院医学系研究科
代表研究者：松島 綱治

フロント 

ケモカイン 
（CCL2） 

ケモカイン 
受容体 

白血球遊走 

  細胞外 

  
細胞内 

構造・機能解析 

今回の創薬ターゲット 

創薬開発 

従来の創薬ターゲット 

機能ネット 
ワークの 
解析 

PI3K 

  Rho ファミリー 
低分子量 GTPase 

慢性炎症性疾患の治療薬開発に役立てるため、ケモカインネットワークを解析。
ケモカイン受容体CCR2のC末端領域（CCR2 Pro-C）が、フロントのC末
端領域（FNT-C）と結合する立体構造を明らかにした。 図版提供：松島綱治

N

C
細胞内

細胞外 細胞膜
CCR2

フロント

CCR2 Pro-C領域 

フロントCCR2
結合領域 (FNT-C) 

Pro-C領域
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AF-2AF-2

AF-2AF-2 AF-2

P

リガンドA

PPARγ
VDR

脂肪代謝系・
骨代謝系遺伝子

細胞骨格系・細胞外
マトリックス遺伝子

核内受容体結合配列

転写活性

Smad分解

副作用
大腸ポリープ
高カルシウム血症など

リガンドB

Smad結合配列

繊維化の抑制

AF-2

Smad

代表機関：筑波大学大学院生命環境科学研究科
代表研究者：柳澤 純

私たちの体はコラーゲンなどの繊維が

存在するおかげで構造が保たれています。

しかし、これらの繊維が異常に増えると、

肝硬変や肺線維症などの繊維化疾患になっ

てしまいます。繊維化疾患の患者数は国内

で数十万人にものぼりますが、有効な治療

薬はまだ見つかっていません。

異常な線維化が起こるのは、TGF-βと

いう増殖因子がはたらきすぎるためです。

TGF-βの阻害剤は線維化を抑えますが、

ほかの組織での正常なはたらきも抑えてし

まうため、強い副作用が伴い、治療薬とし

ては使えません。そこで、私たちはTGF-

βのシグナルを細胞内で伝えるSmadとい

うタンパク質を分解することを考えまし

た。Smadを分解するのは細胞核にある核

性を強めたり弱めたりする化合物が入り込

んだ状態の構造を詳細に解析しました。

こうした構造面での知見を生かしつつ、

新たに合成した化合物のライブラリーをス

クリーニングしたところ、「PPARγの転

写活性には影響せず、Smad分解だけを強

める化合物」を発見することができました。

一方、VDRについては、本プログラムの「制

御C1」グループとの共同で、8万種類の化

合物から、インシリコスクリーニング（構

造に基づき計算機内で行うスクリーニン

グ）により候補を絞り、Smad分解作用に

ついてスクリーニングを行って多くの候補

化合物を発見しました。さらに、腎臓線維

化疾患モデルマウスをつくり、これらの候

補化合物が実際に効果を示すことを確認中

です。

VDRについては、候補化合物との複合

体の結晶構造解析を進めています。構造解

析を早く成功させ、その構造に基づいて、

よりより治療薬候補化合物を見いだしたい

と思っています。

内レセプターですが、組織ごとに違う核内

レセプターがはたらくので、それをうまく

選んではたらきを高めることができれば、

その組織の線維化だけを抑えることができ

ます。

私たちが対象としているのは、腎臓の

糸状体硬化症です。腎臓では、ペルオキシ

ソーム増殖因子活性化受容体γ（PPARγ）

とビタミンD受容体（VDR）という核内

レセプターが活発にはたらいています。こ

れらは、核内で特定の遺伝子の転写を進め

るはたらき（転写活性）と、Smadを分解

するはたらきをもっているので、Smad分

解だけを強める化合物を見つけなければな

りません。そこで、PPARγのリガンド結

合領域の結晶をつくり、PPARγの転写活

PPARγやVDRといった核内レセプターはSmadを
分解することで線維化を抑えるはたらきをする（右側）
が、遺伝子の転写を活性化する（左側）という重要な
はたらきももつ。核内レセプターの構造と機能を解析
することで、線維化疾患の治療薬候補を開発している。
 図版提供：柳澤 純

医薬
B2

核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた
線維化疾患治療法の開発

■ 組織が異常に線維化すると、肝硬変や肺繊維症などの繊維化疾患になる
■ 線維化疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、有効な治療薬はまだ見つかっ
ていない

■ 線維化疾患の治療薬として、核内レセプターに作用する物質が有効である

背
景

■ 線維化疾患治療薬のターゲットとなるタンパク質の部分構造を解明した
■ 副作用の少ない治療薬の候補化合物を複数発見し、マウスで効果を確認中

成
果

PPARγリガンド結合領域とリガンドの
複合体の構造解析の一例
（PDB ID : 2ZNO）
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Nucleotide Pyrophosphate /
Phosphodiesterase (NPP) family

H2N 

H2N 

H2N 

H2N 

COOH 

COOH 

COOH 

COOH 

HOOC 

HOOC 

HOOC 

NH2 

NH2 

NH2 

NPP6

細胞外 細胞内 分子名 

NPP4

NPP5

NPP7

NPP1

NPP2

NPP3

オリゴデンドロサイト
コリン代謝

ユビキタス
？

ユビキタス
？

ユビキタス
骨形成・インスリン代謝

ユビキタス
細胞遊走・血管形成

脳
？

腸管
？

ソマトメジン B様
ドメイン

触媒部位 ヌクレアーゼ様
ドメイン

存在場所
機能

7種類のNPPとその機能。
 図版提供：青木淳賢

がんや様々な疾病に関与する
NPPファミリータンパク質の機能構造解析から創薬まで

　細胞外の物質の代謝にかかわるNPPタ

ンパク質群は、近年の研究によって、がん

などの疾病にもかかわっていることがわか

ってきました。NPPには、NPP1から

NPP7までの7種類があります。

　例えばNPP2はがん細胞の増殖や浸潤、

転移にかかわり、また、リンパ球のトラキ

ング、神経因性疼痛の促進などさまざまな

疾患、生理現象に関与しています。NPP6

は、生体にとって必須のコリンという栄養

成分をつくります。コリンが欠乏すると、

脂肪肝や脳神経の発達異常が引き起こされ

ます。私たちは7種類のNPPにある程度の

　また、機能面では、NPP2、NPP6の生

体内でのはたらきを詳細に解明しました。

特に、NPP2の機能を阻害する抗体が、マ

ウス間質性肺炎／突発性肺線維症モデルに

おいて著しい治療効果を示すことを明らか

にし、NPP2が重要な治療ターゲットであ

ることを見いだしました。

　NPP2とNPP6の阻害物質を探索するた

め、まず東北大学薬学部が所有する約

3500種類の化合物を用いてスクリーニン

グを行い、それぞれに特異的な阻害活性を

もつ物質を見いだしました。さらに、「制

御C1」のグループとの共同による阻害物

質探索も行っています。NPP6については、

機能面から約49000種のスクリーニングを

行い、90%阻害以上を示す化合物を2つ見

いだしました。NPP2についても同様の手

法で阻害物質の探索を行う予定です。さら

に、以上のスクリーニングから得られた阻

害剤候補の効果を、生体（ゼブラフィッシ

ュ）において調べる実験を進めています。

優先順位をつけつつ、構造・機能解析から

創薬につなげる研究を行ってきました。

　これまでに大腸菌XacのNPPの結晶構

造は明らかにされていますが、高等生物の

NPPの構造は明らかにされていません。

私たちは哺乳類のNPP2とNPP6につい

て、構造解析において必要なミリグラムレ

ベルでタンパク質を大量に生産できる発現

系を構築しました。そのうちNPP2につい

ては、精製してタンパク質の粗結晶を得る

ところまで進んでいます。引き続き、構造

解析が可能な大きさの結晶が得られるよ

う、条件検討を行っています。

医薬
B3

■ 細胞外の物質の代謝にかかわる NPPというタンパク質群がある
■ 近年、NPPはがんやさまざまな疾病にも関係することがわかってきた
■ NPPの阻害剤を探索し、創薬につなげることが求められる

背
景

■ NPP2阻害剤が、間質性肺炎／突発性肺線維症モデルにおいて著しい治療効
果を示した

■ NPP2と NPP6の阻害剤を見いだし、生体において効果を調べている
■ NPP2の粗結晶を得た。よりよい結晶をつくり、構造解析に進みたい

成
果

代表機関：東北大学大学院薬学研究科
代表研究者：青木淳賢

NPPの結晶構造
（PDB ID：2GSU）
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代表機関：大阪大学微生物病研究所（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）
代表研究者：熊ノ郷 淳

　セマフォリンは、「セマドメイン」と呼

ばれるアミノ酸配列をもったタンパク質の

グループです。神経再生・血管新生・がん

の進行・骨代謝疾患・免疫疾患などに関与

していることが知られており、さまざまな

治療薬のターゲットとして注目されていま

す。しかし、糖鎖に富んだ大きな細胞外領

域をもつ膜タンパク質であるため、立体構

造解析がとても難しく、研究の進展が阻ま

れていました。

　そこで、私たちはセマフォリンの構造解

析に挑戦しました。さまざまな検討を重ね、

まず、Sema6Aの細胞外領域の立体構造解

析に成功しました。これは6型セマフォリ

がん時を含む種々の免疫病態にどのように

関与しているかを詳細に解明しました。ま

た、６型セマフォリン分子群およびプレキ

シン-A分子群が、心・血管系発生の際に

重要なはたらきをすることを世界で初めて

証明しました。

　さらに、マウスによる実験で、Sema3A

を皮内注射するとアトピー性皮膚炎の症状

が改善することを確かめました。アトピー

性皮膚炎では、皮膚のかゆいところを掻く

とそこに神経が伸び、伸びた神経のせいで

かゆみに対して過敏になり、また掻いてし

まうという悪循環が起きます。この悪循環

には、神経が伸びるのを抑えるSema3Aが

効くのではないかという発想が見事に的中

しました。この成果は多くのメディアで取

り上げられています。また、私たち自身も、

これを創薬に発展させるべく、「制御C1」

グループと共同でライブラリーのスクリー

ニングを行い、Sema3Aと同様のはたらき

をする物質や、Sema3Aのはたらきを強め

る物質を見いだしています。

ンとしては、世界で初めてのことです。そ

の後、解析の精度を高め、Sema6A細胞外

領域が二量体の状態で存在することと二量

体形成のしくみを明らかにしました。また、

Sema6Aの受容体であるプレキシン-A2の

細胞外領域の構造決定にも成功し、

Sema6Aとプレキシン-A2の複合体の構造

も解析が進んでいます。これらにより、セ

マフォリンと受容体の間のシグナル伝達の

しくみが明らかになり、シグナル伝達を制

御する化合物を合理的に設計できるように

なると期待しています。

　機能解析では、セマフォリンおよび受容

体がアトピー性皮膚炎、多発性硬化症、担

Sema3Aはアトピー性皮膚炎表皮へ神経が伸びるのを抑え、かゆみが強くなるの
を防ぐ。 図版提供：横浜市立大学医学研究科 五嶋良郎（分担研究者）

医薬
B4

セマフォリン及びセマフォリン受容体分子群を
ターゲットにした構造・機能解析と治療法開発

■ セマフォリンというタンパク質群は、神経再生・血管新生・がんの進行など
に関与している

■ セマフォリン研究により、多様な疾患の治療薬を開発できる可能性がある

背
景

■ Sema6Aの細胞外領域の立体構造解析に世界で初めて成功した
■ 免疫機能と心・血管系発生におけるセマフォリンの重要な役割を解明した
■ マウス実験で、Sema3Aがアトピー性皮膚炎を改善することを確認

成
果

Sema6Aの細胞外領域の結晶構造。
図版提供：大阪大学蛋白質研究所
高木淳一（分担研究者）
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