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１．課題開始時における達成目標 

白血球遊走因子ケモカインとその受容体は、様々な慢性炎症性疾患

において新たな治療薬開発の標的分子として注目されている。しかし、

ケモカインシステムの複雑さ故に未解明な部分が多く、阻害剤開発は

難航している。本研究ではケモカイン、ケモカイン受容体に加えて、

新たに我々が発見した受容体シグナル制御分子フロントからなる分子

ネットワークをターゲットタンパクとして機能解析を展開し、分担研

究者が従事してきた構造生物学的手法を駆使して解析を行い、免疫制

御システムを立体構造の見地から解明する。得られた機能的知見と構

造的知見とに基づき，論理的創薬ならびに化合物スクリーニングからの新規作用機序の創薬開発（図１）

を遂行し、慢性炎症性疾患の治療薬の開発という具体的な社会への貢献を本研究の達成目標とする。 
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 
ケモカイン受容体 CCR2 とそのシグナル促進因子フロ

ントの相互作用を標的とした、新しい作用機序の慢性炎

症性疾患治療開発を目指した本課題における、構造解

析・機能解析・創薬開発の各パートの成果項目を図２に

まとめた。構造解析において、①CCR2 上のフロント結

合部位である Pro-C の、フロント結合状態および膜結合

状態の立体構造を決定した。さらに、フロント結合部位

と膜結合部位を同定し、新たな受容体活性化モデルを提

案した。②フロント上の CCR2 結合領域を最適化した結

果、良好な NMR スペクトルを得て、CCR2 結合能を保

持したドメイン(FNT-C)を見出すことに成功した。また、

FNT-C 上の CCR2 Pro-C 結合領域を同定した。さらに、

FNT-C 上の凝集部位を同定し、凝集が抑制された変異体

を得ることに成功した。③全長フロントの発現・精製を検討し、CCR2 Pro-C との結合活性を保持した

全長フロントを得ることに成功した。④昆虫細胞発現系を用いて全長 CCR2 の発現に成功した。ナノデ

ィスクを用いた活性を保持した状態での精製の検討を進めている。⑨FNT-C および全長フロントについ

て、単体および創薬開発で得られた抗炎症薬候補化合物群との複合体の結晶化を進めている。機能解析

において、⑤CCR2 上のフロント結合領域を同定し、⑥新たなフロント会合分子として CCR5 を同定し

た。⑦フロントによる細胞遊走促進機構を明らかにした。⑧フロント遺伝子改変マウスの作出を完了し、

フロントのコンディショナル欠損により各種炎症モデルで炎症が軽減されることを見出した。創薬開発

では、構造・機能解析からの知見を基盤として⑩独自の高効率な創薬スクリーニング系を構築し、フロ

ント-CCR2 相互作用阻害化合物を選択し、細胞毒性に因らず白血球遊走を阻害し、マウス疾患モデルで

抗炎症効果を発揮する化合物を現時点で 5 種獲得した。⑪13 万種以上の化合物のスクリーニング結果よ

り、ヒット化合物の一部に共通する基本骨格を新規に同定した。またヒット化合物の類似体の解析を実

施し、構造活性相関を明らかにした。⑫候補化合物群を用いて安定同位体標識した FNT-C に対して滴

定実験を行い、FNT-C 上の相互作用部位を同定した。さらに FNT-C に結合する塩類を見出し、相互作

用部位を同定した。⑬制御化合物にフロントを加える NMR 滴定実験を行い、化合物上のフロント相互

作用部位を決定した。以上、構造解析と代表機関による機能解析の知見を統合し、動物モデルで抗炎症

効果を示す化合物を得た。他の炎症性疾患モデルでの有効性評価試験を実施し、適応疾患を見極める予

定である。 

図１

図２

517



Ｂ１（医学・薬学等への貢献）代表機関のマネジメント 

 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 
①CCR2 Pro-C の立体構造とフロントおよび膜結合部位の NMR 解析 
CCR2 Pro-C は、CCR2 上のフロント結合部位であり、細胞膜との結合が予

測される。フロントおよび膜と結合した CCR2 Pro-C が共にαへリックス構

造を形成することを、NMR を用いて明らかにした。さらに分担研究者が

開発した転移交差飽和法を用いて、CCR2 Pro-C 上のフロントと膜結合部位

を同定した。両者の結合に重要なアミノ酸残基は共通して疎水性残基であ

った。これらの結果から、CCR2 Pro-C の疎水面が、構造変化によって膜か

らフロントへと結合相手を変える CCR2 活性化モデルを提案した（図３）。 
②FNT-C の立体構造と CCR2 結合部位の NMR 解析 
フロントは C 末端領域において CCR2 と結合する。さまざまな長さの C 末

端領域を解析し、良好な NMR スペクトルを得て、かつ CCR2 結合能を保

持したドメイン(FNT-C)を見出した。均一標識、アミノ酸選択標識、メ

チル基選択標識 FNT-C を調製し、NMR 解析を進めた。転移交差飽和

法と NMR 滴定実験を行い、FNT-C 上の CCR2 Pro-C 結合領域を同定し

た。FNT-C は凝集する性質を有し、NMR 解析や結晶化を困難なものと

していた。最近、FNT-C 上の凝集部位を同定し、凝集が抑制された変

異体を得ることに成功した。NMR スペクトルを図４に示す。この変異

体は、wild type と同様の CCR2 結合活性を保持しており、今後の解析に用いることにした。 
③全長フロントを用いた構造生物学的解析 

N 末端にトリガーファクターを融合し、低温発現系を用いることで、全長フロントの大量発現に成功し

た。また、CCR2 結合能を保持した状態で、高純度に精製する方法を確立した。これにより、アッセイ

系の構築、抗体の取得、さらには構造生物学的解析の適用が可能となった。 
④全長 CCR2 を用いた機能解析と立体構造解析 

昆虫細胞発現系を用いて全長 CCR2 の発現を確認した（生産領域：東大先

端科学技術研究センター・浜窪隆雄先生との共同研究）。また、活性を保持

した CCR2 を取得するため、ナノディスクを用い、生体膜と相互作用した

状態での CCR2 の取得を進めている（図５）。 
（３）機能解析に関する進捗及び成果 

①フロント━CCR2 結合様式の解析 

CCR2 内フロント結合領域（CCR2 Pro-C）を同定し、Helical-Wheel
解析により CCR2 Pro-C がαへリックス構造をとり得ることを明らか

にし、その疎水性面がFNT-Cとの結合に重要であることがわかった（図

６）。これは分担機関での構造解析からの結果と一致した。理化学研究

所・横山茂之先生との連携では、全長 CCR2 の発現・可溶化に成功し、

SPR 法で CCR2 が CCL2 と相互作用することを支持するデータを得た。 

②個体レベルでのフロント機能の解析 

フロントに対する各種抗体を作製し、フ

ロントの発現解析、フロントタンパク結

晶化に活用した。フロント完全欠損マウ

スは胎生致死であることが判明したた

め、コンディショナル欠損マウスを作製

し（図７）、マウス慢性炎症モデルにお

ける予備的な試験において有意な発症

抑制が認められた。 

③フロントネットワークの解析 

フロントは CCR2 に加えて CCR5 にも結合し、シグナルを制御することを明らかにした（図８）。創

薬スクリーニングで得られたヒット化合物は CCR2/CCR5 のデュアルアンタゴニストとして働くことが

判明した。これより現行の単独受容体阻害剤と比べて適応疾患の拡大化と強い抗炎症作用が期待された

（図９）。またフロントによる細胞遊走の分子制御機構の解明に重要な知見を得た（図１０）。さらに他

のケモカイン受容体 CCR1 および CCR3 に対するフロント様制御分子を同定した。 

図４

図５ 

図６ 

図７ 
図８ 

図１０ 図９ 

図３ 
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（４）創薬開発に関する成果 

①フロント━CCR2 相互作用スクリーニング 

HTRF 法を用いたフロント-CCR 相互作用阻害物質のハイスループットスクリ

ーニング（HTS）系を確立し、創薬オープンイノベーションセンターの化合物

ライブラリーについてスクリーニングを実施し（図１１）、再現性試験・カウン

ター試験により特異的阻害物質を選択した。先発 3 万化合物および今年度実施

した後発約 10 万化合物、計 13 万以上の化合物スクリーニングの結果、ヒット

化合物の一部に共通する基本骨格を新たに見出した。SPR により全長フロント

タンパクに対する結合活性で絞り込み、細胞・動物での評価に進めた。 

②細胞レベルでの絞り込みおよび動物炎症モデルでの薬効・薬理試験 

無細胞系ヒット化合物の細胞レベルでの白血球遊走阻害活性および細

胞毒性評価試験をすべて終了し、安定して白血球遊走を阻害し、かつ細

胞毒性のない 87 検体の有望な化合物を得た。動物への投与試験を順次

実施中で、現在までに 5 化合物がマウス腹膜炎モデルにおいてマクロフ

ァージ特異的に浸潤を抑制する抗炎症効果を示した（図１２）。ヒット

化合物の薬理試験、安全性、薬物動態試験を実施した。 

③化合物の最適化と in vitro での化合物プロファイリング  

ヒット化合物の類似体検索・評価を行い、相互作用阻害活性・細胞遊走阻害活性を向上させた。既知生

理活性物質ライブラリーの評価では 3 つのヒット化合物を得た。この誘導体・類似体のフロント-CCR2
相互作用阻害活性および細胞遊走阻害活性を精査した結果、既知の生理活性とは異なる特有の構造活性

相関を見出した。SPR 法により制御化合物は FNT-C 側に結合し、CCR2 との結合を阻害することを明ら

かにした。今回得られた知見に基づいて、制御化合物の論理的創薬および最適化が可能になると考える。

④フロントの結晶解析 

全長フロントについて、単体および CCR2 Pro-C 複合体、抗炎症薬候補化合物複合体の結晶化を行った。

精製度を高めることで、結晶の再現性と成長速度が向上した。FNT-C についても、単体および抗炎症薬

候補化合物複合体の結晶化を進捗中である。なお、FNT-C については、②

に述べた凝集しない変異体の蛋白質濃度を大幅に向上できたことから、こ

の変異体用いて結晶化を行っている。 

⑤フロント上の制御化合物結合部位の同定 
大規模創薬スクリーニングにより見出した制御化合物について、安定同位

体標識した FNT-C に対して滴定実験を行い、FNT-C 上の相互作用部位を同

定した。制御化合物を最適化するため、近傍に結合する低分子化合物を見

出し、リンカーで結ぶことにより親和性・特異性を高めることが出来る。

NMR スクリーニングにより FNT-C に結合する塩類を見出し、相互作用部

位を同定した。結合部位は制御化合物 No.7 の結合部位に隣接する位置であった（図１３）。 

⑥制御化合物上のフロント結合部位の同定 
制御化合物上のフロント結合部位を同定し、フロントとの相互作用に重

要な化学構造を見出すため、NMR 滴定実験により化合物上のフロント相互

作用部位を決定した。動物実験で抗炎症効果が確認できた５種類の候補化

合物はいずれもフロントとの結合が見られ、そのうち３種類は結合に関与

するエピトープを同定することが出来た（図１４）。 

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

造解析したタンパク質数 
２件 

４．課題全体の論文発表件数 ６０件 

５．課題全体の特許出願件数 ４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

ログラム内外含む） 
８件 

（うち産業界との共同研究数２件） 

図１１

図１２

図１４ 

図１３ 
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７．当初計画に対する達成度 

中核・分担機関の密な連携のもと、CCR2 上のフロント結合領域の同定、NMR 法に基づく CCR2 上の

フロント結合部位の立体構造および結合面の決定、フロント上の CCR2 結合ドメインの構造領域の精密

化、フロント上の CCR2 結合部位の同定、全長フロントの調製、全長フロントを構成するドメインの同

定に成功し、さらには高難易度の膜蛋白質である CCR2 全長蛋白質の発現に成功し、結晶化への展開を

図っている。またフロント遺伝子改変マウス作出を完了し、フロントの病態発症・悪化における役割に

ついて知見が得られ始めている。このような基礎的な知見を基盤として、ハイスループット創薬スクリ

ーニング系を構築した。当初計画の 3 万化合物に加えて、創薬オープンイノベーションセンター所有の

評価可能な残り約 10 万化合物の大規模スクリーニングに挑戦し、現在まで動物レベルで抗炎症効果を

発揮する 5 種の有望な化合物を得ている。総計 13 万化合物の 1 次スクリーニングデータより相互作用

阻害と関連する重要な部分構造を同定できたことは計画以上の成果である。代表機関が見出した有望な

候補化合物群について、フロント上の化合物結合部位の決定、化合物上のフロント結合部位の同定に成

功し、さらにはフロントと化合物との共結晶化に取り組んでいる。全体的に見て、他の課題との共同研

究・連携を効果的に実施しながら当課題は当初の計画通り極めて順調に進行している。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

プロジェクト開始以来、代表研究者は代表機関・分担機関が連携して両者の研究計画が円滑に進むよう

にとりまとめ、適切にマネジメントを行った。相互の訪問による課題内の班会議・打合せを２０回以上

行い、さらに日々の電話・メールでの密な情報交換により、構造解析情報と機能解析情報の共有を図り、

密接な連携のもとで研究を推進している。試料送付を２０回以上行うとともに、結果のフィードバック

に基づく相互の実験系の最適化を行っている。特に創薬開発において、代表機関のアッセイ系構築技術

と分担機関の蛋白質調製技術とが有機的に連携し、相互の進捗を促進している。 
９．他の課題との情報共有・連携 
生産領域：東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆雄先生と共同で、ケモカイン受容体 CCR2 の発

現を確認した。また抗ヒト CCR2 抗体をご提供いただき、各種受容体発現細胞の解析に用いた。 

生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、全長フロント蛋白質調製にあたり、小麦胚芽を用いたセ

ルフリータンパク質合成系を検討した。 

生産領域：理化学研究所・横山茂之先生との連携により、発現・可溶化が困難であった全長 CCR2 が、

生産 C で技術開発された哺乳類細胞系によるタンパク質発現システムを用いる事で発現可能になった。

また、SPR 法を用い、CCR2 が CCL2 と相互作用することを示唆するデータを得た。更なる CCR2 発現

量増大への条件検討や、詳細な結合様式解明のための連携研究を進めている。 
制御領域：創薬オープンイノベーションセンター・長野哲雄先生、岡部隆義先生と連携し、創薬スクリ

ーニングを実施中である。 

制御領域：理化学研究所・田仲昭子先生と連携し、カウンターアッセイ系を構築した。 

ターゲットタンパク研究・医学薬学分野：住本英樹代表および福井宣規代表の分担者である、九州大学

生体防御医学研究所・神田大輔教授と連携し、NMR 測定・X 線回折測定を行っている。 

情報プラットフォームへ研究成果等を登録している。 

１０．人材育成 
研究代表者および研究分担代表者が各機関の大学院生およびポスドクについて指導を行っている。日々

のディスカッションや研究室内の定期的な進捗報告会にて、全体計画のもとで具体的な実験計画を自ら

立案し、自主的に進められるよう教育を行っている。分担機関に参加したポスドクと大学院生は、熊本

大学人材育成プログラムに参加し、企業研修、産学連携、産業移転等に関する教育を受けている。来年

度以降にむけて複数の研究費への申請中であるが、本プログラム終了後の進路は現時点で未定である。

１１．終了までの具体的な見通し 
終了までの見通しを図１５ にまとめた。CCR2 Pro-C の立体構造決定が既に終了しており、αヘリック

ス構造をミミックした阻害剤開発への展開が可能である。また、全長フロント蛋白質を提供し、さらな

るアッセイや抗体開発に供する準備が出来ている。高難易度な膜蛋白質である CCR2 の発現に成功した

ことから、全長フロントとの共結晶化に継続的に展開する。また、フロントと制御化合物との相互作用

に関する構造学的データをもとに、化合物の最適化を支援する。以上の結果および見通しに基づき、代

表機関との連携を強化しつつ、ヒット化合物構造の特許化および製薬企業への創薬シーズの導出を検討
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する。後発約 10 万化合物由来のヒットに

ついて動物モデルでの有効性評価を 7 月

中には完遂し、既得 5 化合物に加えて新た

な抗炎症薬候補物質の獲得を目指す。既存

のケモカイン受容体阻害剤との比較によ

り本創薬コンセプトの検証を行うと共に

遺伝子改変マウスを用いた個体レベルで

の機能解析をさらに進める。  
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 
本プロジェクトでは、機能解析と構造解析の密接な連携によって得られた知見を基盤とする創薬開発を

精力的に行ってきた。その結果、多数の抗炎症効果を示す候補化合物を獲得しており、終了後はこれら

について様々な病態モデルでの有効性評価を実施し、有望な化合物について製薬企業への導出を行う予

定である。タンパク・細胞レベルでのスクリーニングデータはすべて創薬オープンイノベーションセン

ターにフィードバックしており、今後の他の標的、特にタンパク間相互作用阻害に関して同ライブラリ

ー化合物を評価する際に、有用な参考データとして活かしていただけると考えられる。また多数の候補

化合物の獲得戦略を他のGPCR受容体とその制御分子にも応用することで、本プロジェクトの成果を様々

な研究分野の創薬開発への発展に還元できるものと確信している。すでに他のケモカイン受容体に対す

る新規制御分子を同定しており、今後はこの分子をターゲットとした創薬開発を展開し、ケモカイン受

容体関連疾患の画期的治療薬創性を目指したい。 
１３．特記事項 
・活性を保持したタンパクの調製および結合部位の決定に成功した：活性を保持した全長および結合領
域タンパク質の調製に成功し、構造解析および機能解
析、さらに創薬スクリーニングの効率的な遂行が可能と
なった。最近の進捗として、フロントC末端領域（FNT-C）
の凝集部位を同定し、凝集しない変異体を得ることに成
功した。これにより、結晶化条件の改善と NMR による
立体構造解析が可能となり、大至急解析を進めている。
交差飽和法や NMR 滴定実験などの NMR 解析により、
アミノ酸残基レベルで結合部位を同定できる系を確立
し、CCR2―フロント間相互作用部位や、フロント上の
阻害剤結合部位、阻害剤上のフロント結合部位を原子レ
ベルで決定することに成功した。 
・独自の創薬コンセプトを検証できた：我々が独自に発

見した分子フロントとケモカイン受容体CCR2の相互作用をターゲットとした創薬スクリーニングをタ

ンパク・細胞・個体レベルで遂行し、抗炎症効果を示す化合物の獲得に成功したことから本創薬コンセ

プトを検証できた。さらにフロント阻害剤は、CCR2 のみならず CCR5 に対しても作用する可能性が示

唆され、強力な抗炎症作用が期待される。 
・評価可能なすべての化合物を評価し、候補化合物を複数獲得した：後発実施分（約 10 万化合物）を

総計して約 13 万化合物についての解析結果を精査することにより、当初の 3 万化合物では抽出できな

かった新規の活性基本骨格を同定した。今後、これらの化合物について高次評価、類似体評価、構造解

析からの化合物の最適化を進めることで、さらに有望な薬剤候補化合物を創出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  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 22,000 27,000 2,732 17,121 物品費（千円） 15,827  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 15,291  

人件費（千円） 2,165 12,420 14,993 18,494 旅費（千円） 929  

業務実施費（千円） 29,681 10,579 33,813 15,923 その他（千円） 2,414  

間接経費（千円） 16,154 15,000 15,462 15,462 間接経費（千円） 10,339 72,417

合計（千円） 70,000 65,000 67,000 67,000 合計（千円） 44,800 313,800

図１５

図１６
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代 表 機 関 の 課 題 名 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 

代 表 機 関 国立大学法人東京大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 松島 綱治 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

白血球遊走因子ケモカインとその受容体は、様々な慢性炎症性疾患

において新たな治療薬開発の標的分子として注目されている。しか

し、ケモカインシステムの複雑さ故に未解明な部分が多く、阻害剤開

発は難航している。本研究ではケモカイン、ケモカイン受容体に加え

て、新たに我々が発見した受容体シグナル制御分子フロントからなる

分子ネットワークをターゲットタンパクとして機能解析を展開し、分

担研究者が従事してきた構造生物学的手法を駆使して解析を行い、免

疫制御システムを立体構造の見地から解明する。得られた機能的知見

と構造的知見とに基づき，論理的創薬ならびに化合物スクリーニングからの新規作用機序の創薬開発

（図１）を遂行し、慢性炎症性疾患の治療薬の開発という具体的な社会への貢献を本研究の達成目標と

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 

成果項目を図２にまとめた。ケモカイン受

容体 CCR2 とそのシグナル促進因子フロン

トの相互作用を標的とした、受容体の細胞

外を狙う従来の手法とは異なる新しい作用

機序の慢性炎症性疾患治療薬開発の基盤と

して、CCR2・フロント両者の結合部位の同

定および立体構造と結合様式を明らかにし

た。新たなフロント会合分子として CCR5
を同定した。一方、フロント遺伝子改変マウスの作出を完了し、フロントのコンディショナル欠損によ

り各種炎症モデルで炎症が軽減されることを見出した。構造・機能解析からの知見を基盤として独自の

高効率な創薬スクリーニング系を構築し、先発 3 万化合物に加えて延長期間内に約 10 万化合物の 1 次

スクリーニングを実施し、総計 13 万以上の解析結果よりヒット化合物の一部に共通する基本骨格を新

規に同定した。ヒットについては順次類似体の解析を実施し、構造活性相関を明らかにした。タンパク、

細胞、動物個体レベルでの絞り込み試験を実施し、マウス疾患モデルで抗炎症効果を発揮する化合物は

現在まで 5 種にのぼる。今後はフロントコンディショナル欠損マウスにおける結果を踏まえ、ヒット化

合物について他の炎症性疾患モデルでの有効性評価試験を実施し、適応疾患を見極める予定である。 
（２）構造解析に関する進捗及び成果 

分担機関の成果報告票において記載。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

①フロント━CCR2 結合様式の解析 

網羅的に作製した 20 種類以上の CCR2 部分欠損変異体発現ベ

クターの解析から、CCR2 内フロント結合領域（CCR2 Pro-C）
を同定した。Helical-Wheel 解析では CCR2 Pro-C は αへリックス

構造をとることを明らかにした。100 種類以上の CCR2 Pro-C の

1 アミノ酸変異体の FNT-C との結合活性解析から、α へリック

スの疎水性面がFNT-Cとの結合に重要であることがわかった（図

図１

図３

図２
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３）。これは分担機関での構造解析からの結果と一致した。理化学研

究所・横山茂之先生との連携では、全長 CCR2 の発現・可溶化に成功

し、SPR 法で CCR2 が CCL2 と相互作用することを支持するデータを

得た。 

②個体レベルでのフロント機能の解析 

フロントに対する各種抗体を作製し、フロント━CCR2
相互作用を阻害する各抗体の認識部位を同定し（図４）、フ

ロントの発現解析、フロントタンパク結晶化に活用した。

フロント遺伝子改変マウスを作製し、フロント完全欠損マ

ウスは胎生致死であることが判明したため、コンディショ

ナル欠損マウスを作製した（図５）。タモキシフェン誘導型

フロント欠損マウスでは、マウス慢性炎症モデルにおける

予備的な試験において有意な発症抑

制が認められた。創薬開発で獲得し

たヒット化合物についても同様に慢

性炎症疾患モデルにおける有効性評

価試験を実施する予定である。 

③フロントネットワークの解析 

フロントはケモカイン受容体

CCR5 にも結合し、シグナルを制御

することを明らかにした（図６）。以下の創薬

開発で得られたヒット化合物は、フロントの

CCR2、CCR5 両者との相互作用を阻害し、CCR2
および CCR5 のそれぞれのリガンドに対する

細胞遊走を阻害する、デュアルアンタゴニストとして働くことが判明

した（図７）。これより現在一般的に開発が進んでいる単独の受容体阻

害剤と比べて適応疾患の拡大化と強い抗炎症作用が期待される（図

８）。またフロントによる細胞遊走の分子制御機構として、フロントが

細胞の遊走仮足形成の方向性を制御することにより、細胞の直線的な動きを促進していることを明らか

にした（図９）。さらに他のケモカイン受容体に対するフロント様分子の探索を実施し、CCR1 および

CCR3 に対する候補分子を同定した。 

（４）創薬開発に関する成果 

①フロント━CCR2 相互作用スクリーニング 

構造解析・機能解析からの成果をもとに、HTRF 法を用いたフロント-CCR2 
Pro-C 間相互作用阻害物質のハイスループットスクリーニング（HTS）系を確

立した。東京大学創薬オープンイノベーションセンターの長野哲雄先生、岡部

隆義先生らとの連携で、3 万化合物についてフロント-CCR2 相互作用阻害活性

よるスクリーニングを実施し（図１０）、再現性試験・カウンター試験により

特異的阻害物質を選択した。さらに今年度、より活性の高い候補物質を得るた

め、新たにこれまで未評価であった同センター所有約 10 万化合物につ

いて相互作用スクリーニングを実施した（図１１）。総計 13 万を超え

る化合物スクリーニングによって、ヒット化合物の一部に共通する基

本骨格を新たに見出した。これらについては SPR により全長フロント

タンパクに対する結合活性で絞り込みを行い（図１２）、細胞・動物で

の評価に進めた。 

②細胞レベルでの絞り込みおよび動物炎症モデルでの薬効・薬理試験 

総計 13 万化合物から絞り込まれたヒット化合物について、細胞レベルでの白血球遊走阻害活性およ

図８ 

図１０

図５ 

図７ 

図９ 

図６ 

図４ 

図１０

図１１
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び細胞毒性評価試験をすべて終了し、安定して白血球遊走を阻害し、かつ

細胞毒性のない 87 検体の有望な化合物を得た。ヒット化合物について動

物への投与試験を順次実施中で、現在までに 5 化合物がマウス腹膜炎モデ

ルにおいて抗炎症効果を示した。CCR2 欠損マウスと同様に炎症局所への

マクロファージ浸潤を抑制し、好中球の浸潤は抑制しなかった（図１３）。

ヒット化合物の薬理試験、安全性、薬物動態試験を実施した（図１４）。 

③化合物の最適化と in vitro での化合物プロファイリング  

上記動物モデルでの試験で効果のあった化合物について類似化合物

の検索・評価を行い、より強いフロント-CCR2 相互作用阻害活性・細

胞遊走阻害活性を示す化合物を見出した。ジェネラルライブラリーとは

別に既知生理活性物質ライブラリーの評価を実施し、3 つのヒット化合

物を獲得した。この複数の誘導体・類似体のフロント-CCR2 相互作用

阻害活性および細胞遊走阻害活性を精査した結果、既知の生理活性と

は異なる特有の構造活性相関を明らかにした。さらにヒット化合物は

ヒト培養細胞を用いた全長フロント-全長 CCR2 の相互作用を阻害す

ることを確認した。以上の結果から、今回見出された制御化合物が、

FNT-C 側に結合し、CCR2 との結合を阻害することを明らかにした。

今回得られた知見に基づいて、制御化合物の論理的創薬および最適化が可能になると考える。 

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

造解析したタンパク質数 

２件 

４．各機関の論文発表件数 ５７件 

５．各機関の特許出願件数 ４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

（プログラム内外含む） 

８件 

（うち産業界との共同研究数 2件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

本課題では分担機関との密な連携のもと、フロント-CCR2 相互作用様式に関する理解を飛躍的に進め

た。また当初予想していなかったフロント遺伝子欠損の胎生致死性に対してコンディショナル欠損マウ

スを作製することにより解決し、現在フロントの病態発症・悪化における役割について知見が得られ始

めており、フロント－CCR2 相互作用に関する基礎研究に関しては困難を克服しながら計画通り遂行で

きている。このような基礎的な知見を基盤として、従来からの受容体シグナルを細胞外から完全に阻止

しようとするアプローチに対して、ケモカイン受容体の細胞内促進分子フロントとの相互作用を標的と

した新たな慢性炎症性疾患治療薬開発戦略を実現するハイスループット創薬スクリーニング系を構築

した。当初計画の 3 万化合物に加えて、より活性の高い候補物質を得るため、新たにこれまで未評価で

あった創薬オープンイノベーションセンター所有の約10万化合物の大規模スクリーニングを実施した。

総計 13 万化合物のスクリーニングを細胞レベルでの絞り込みまですでに完了し、安定して白血球遊走

を阻害し、かつ細胞毒性のない 87 検体のヒットを得ている。この中から動物レベルで抗炎症効果を発

揮する化合物の絞り込みを行い、現在まで 5 種の有望な化合物を得ており、期間終了までにすべての薬

剤候補化合物の獲得を終了する目処が立っている。これにより本創薬開発のコンセプトおよびカスケー

ドの妥当性を検証することができた。総計 13 万化合物の 1 次スクリーニングデータより相互作用阻害

と関連する重要な部分構造を同定できたことは計画にはなかった成果である。全体的に見て、他の課題

との共同研究・連携を効果的に実施しながら当課題は当初の計画以上に極めて順調に進行している。 

図１２

図１４

図１３
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８．課題内の情報共有・連携体制 

代表研究者は代表機関・分担機関が連携して両者の研究計画が円滑に進むようにとりまとめ、適切にマ

ネジメントを行った。代表機関のアッセイ系構築技術と分担機関の蛋白質調製技術が連携し、相互の進

捗を促進している。試料送付を適宜行い、結果のフィードバックに基づく相互の実験系の最適化を行っ

ている。プロジェクト開始以来、訪問による課題内の班会議・打合せを定期的に行い、さらに日々の電

話・メールでの密な情報交換により、機能解析情報と構造解析情報の共有を図り、密な連携のもとで研

究を推進した。 

９．他の課題との情報共有・連携 

生産領域：東京大学先端科学技術研究センター・浜窪隆雄先生と共同で、ケモカイン受容体 CCR2 の発

現を確認した。また抗ヒト CCR2 抗体をご提供い

ただき、各種受容体発現細胞の解析に用いた。 

生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、全

長フロント蛋白質調製にあたり、小麦胚芽を用い

たセルフリータンパク質合成系を検討した。 

生産領域：理化学研究所・横山茂之先生との連携

により、発現・可溶化が困難であった全長 CCR2
が、生産 C で技術開発された哺乳類細胞系による

タンパク質発現システムを用いる事で発現可能

になった。また、SPR 法を用い、CCR2 が CCL2
と相互作用することを示唆するデータを得た。更なる CCR2 発現量増大への条件検討や、詳細な結合様

式解明のための連携研究を進めている。 

制御領域：創薬オープンイノベーションセンター・長野哲雄先生、岡部隆義先生と連携し、創薬スクリ

ーニングを実施中である。 

制御領域：理化学研究所・田仲昭子先生と連携し、カウンターアッセイ系を構築した。 

ターゲットタンパク研究・医学薬学分野：住本英樹代表および福井宣規代表の分担者である、九州大学

生体防御医学研究所・神田大輔教授と連携し、NMR 測定・X線回折測定を行っている。 

情報プラットフォームへ研究成果等を登録している。（図１５） 

１０．人材育成 

所属する大学院生およびポスドクについては、研究代表者およびグループリーダーが指導を行ってい

る。日々のディスカッションおよび研究室内の定期的な進捗報告会にて、全体計画のもとで具体的な実

験計画を自ら立案し、自主的に進められるよう教育を行っている。来年度以降にむけて複数の研究費へ

の申請を行っているが、本プログラム終了後の進路は現時点で未定である。 

１１．終了までの具体的な見通し 

後発約 10 万化合物についても 2 次/3 次スクリーニングを終了し、現在動物炎症モデルでの評価を実施

中であり、すべての動物炎症モデルでの評価を 7 月中には完遂できる見込みである。約 13 万化合物の

スクリーニングを実施したことにより、特徴的な化合物構造クラスターを同定した。これらの構造に関

しては、順次特許出願準備を進めていく予定である。タンパクレベル、細胞レベルでのスクリーニング

データはすべて創薬オープンイノベーションセンターにフィードバックしており、今後の他の標的、特

にタンパク間相互作用阻害に関して同じライブラリー化合物を評価する際に、有用な参考データとして

活かしていただけると考えられる。期間終了までに約 13 万化合物の 1 次～3 次の結果を統合・精査し、

構造活性相関解析を実施する。今後現在製薬企業で開発が進んでいるケモカイン受容体との比較を通し

て、本創薬コンセプトの検証を行うと共に遺伝子改変マウスを用いた個体レベルでの機能解析をさらに

進める。 

図１５
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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 

本プロジェクトでは多数の抗炎症効果を示す候補化合物を獲得しており、終了後はこれらについて様々

な病態モデルでの有効性評価を実施し、有望な化合物について製薬企業への導出を行う予定である。 

また多数の候補化合物の獲得に成功した本プロジェクトの戦略を、他の GPCR 受容体とその制御分子に

も応用することで、本プロジェクトの成果を様々な研究分野の創薬開発への発展に還元できるものと確

信している。すでに他のケモカイン受容体に対する新規制御分子を同定しており、今後はこの分子をタ

ーゲットとした創薬開発を展開し、ケモカイン受容体関連疾患の画期的治療薬創製を目指したい。 

１３．特記事項 

・オリジナルな分子の新しい標的受容体を同定できた：我々が独自に発見した分子フロントについて本

研究プログラムのネットワーク解析により新た

な標的受容体 CCR5 を同定した。さらに他のケモ

カイン受容体に対する新規細胞内制御分子を同

定した。 
・独自の創薬コンセプトを検証できた：我々が独

自に発見した分子フロントとケモカイン受容体

CCR2の相互作用をターゲットとした創薬スクリ

ーニングをタンパク・細胞・個体レベルで遂行し、

抗炎症効果を示す化合物の獲得に成功した。これ

より本創薬コンセプトを検証できた（図１６）。

さらにフロント阻害剤は、CCR2 のみならず

CCR5 に対しても作用する可能性が示唆され、強

力な抗炎症作用が期待される。 
・評価可能なすべての化合物を評価し、候補化合物を複数獲得した：今年度の新たなスクリーニング実

施分（約 10 万化合物）を総計して約 13 万化合物についての解析結果を精査することにより、当初の 3
万化合物では抽出できなかった新規の活性基本骨格を同定した。今後、これらの化合物について高次評

価、類似化合物評価、構造解析からの化合物の最適化を進めることで、さらに有望な薬剤候補化合物を

創出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  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 5,000  0 2,293 16,957 物品費（千円） 10,383  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 12,711  

人件費（千円） 2,165 12,420  14,993 12,688 旅費（千円） 435  

業務実施費（千円） 16,681 7,579  26,714 12,855 その他（千円） 1,894  

間接経費（千円） 7154 6,000  13,200 12,750 間接経費（千円） 7,627  46,731 

合計（千円） 31,000 26,000  57,200 55,250 合計（千円） 33,050  202,500 

図１６

526



Ｂ１－Ｂ（医学・薬学等への貢献） 

 

分 担 機 関 の 課 題 名 ケモカインシステムの構造解析と創薬支援 

分 担 機 関 国立大学法人 熊本大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 寺沢宏明 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

白血球遊走因子ケモカインとその受容体は、様々な慢性炎症性疾患にお

いて新たな治療薬開発の標的分子として注目されている。しかし、ケモ

カインシステムの複雑さ故に未解明な部分が多く、阻害剤開発は難航し

ている。本研究ではケモカイン、ケモカイン受容体に加えて、新たに我々

が発見した受容体シグナル制御分子フロントからなる分子ネットワー

クをターゲットタンパクとして機能解析を展開し、分担研究者が従事し

てきた構造生物学的手法を駆使して解析を行い、免疫制御システムを立

体構造の見地から解明する。得られた機能的知見と構造的知見とに基づ

き，論理的創薬ならびに化合物スクリーニングからの新規作用機序の創薬開発（図１）を遂行し、慢性

炎症性疾患の治療薬の開発という具体的な社会への貢献を本研究の達成目標とする。国立大学法人熊本

大学では、構造生物学的解析及び創薬支援に関わる研究開発を実施する。 
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 
成果項目を図２にまとめた。構造解析において、①CCR2
上のフロント結合部位である CCR2 Pro-C の、フロント結

合状態および膜結合状態の立体構造を決定した。さらに、

フロント結合部位と膜結合部位を同定し、新たな受容体活

性化モデルを提案した。②フロント上の CCR2 結合領域を

最適化した結果、良好な NMR スペクトルが得られ、CCR2
結合能を保持したドメイン(FNT-C)を見出すことに成功し

た。また、FNT-C 上の CCR2 Pro-C 結合部位を同定した。さらに、FNT-C 上の凝集部位を同定し、凝集

が抑制された変異体を得ることに成功した。③全長フロントの発現・精製を検討し、CCR2 Pro-C との

結合活性を保持した全長フロントを得ることに成功した。④昆虫細胞発現系を用いて全長 CCR2 の発現

を確認した。ナノディスクを用いた活性を保持した状態での精製の検討を進めている。創薬開発に関連

して、⑤FNT-C および全長フロントについて、単体および抗炎症薬候補化合物群との複合体の結晶化を

進めている。⑥候補化合物群を用いて安定同位体標識した FNT-C に対して滴定実験を行い、FNT-C 上

の相互作用部位を同定した。さらに FNT-C に結合する塩類を見出し、相互作用部位を同定した。⑦制

御化合物にフロントを加える NMR 滴定実験を行い、化合物上のフロント相互作用部位を決定した。以

上、構造解析と代表機関による機能解析の知見を統合し、動物モデルで抗炎症効果を示す化合物を得た。

（２）構造解析に関する進捗及び成果 
①CCR2 Pro-C の立体構造とフロントおよび膜結合部位の 
NMR 解析 

CCR2 上のフロント結合部位である CCR2 Pro-C は、細胞膜との

結合が予測される領域である。フロント結合状態および膜結合状態

の CCR2 Pro-C の立体構造を、NMR を用いて決定した。得られた立

体構造は共にαヘックスを形成していた。さらに分担研究者が開発

に従事した転移交差飽和法を用いて、CCR2 Pro-C 上におけるフロン

ト結合部位と膜結合部位を同定することに成功した。フロントおよ

び膜との結合に重要なアミノ酸残基は共通の疎水性残基であった。

これらの結果より、不活性化状態では、CCR2 Pro-C は膜に結合して

おり、リガンドの結合によって膜との結合が緩み、フロントが結合

するモデルを提案した（図３）。 

図１ 

図２ 

図３ 
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図６ 

図８ 

②FNT-C の立体構造と CCR2 結合部位の NMR 解析 
フロントは C 末端領域において CCR2 と結合する。さまざ

まな長さのフロント C 末端領域の蛋白質を調製し、NMR 解

析ならびに HTRF による CCR2 結合活性の検討を行った結

果、良好な NMR スペクトルが得られ、CCR2 結合能を保持

したドメイン(FNT-C)を見出すことに成功した（図４）。 
均一標識、アミノ酸選択標識、メチル基選択標識 FNT-C を調

製し、NMR 解析を進めた。転移交差飽和法と NMR 滴定実験

を行い、FNT-C 上の CCR2 Pro-C 結合領域を同定した（図５）。

FNT-C は凝集する性質を有し、NMR 解析や結晶化を困難な

ものとしていた。最近、FNT-C 上の凝集部位を同定し、凝集

が抑制された変異体を得ることに成功した。 
NMR スペクトルを図６に示す。この変異体は、wild type 
と同様の CCR2 結合活性を保持していることから、今後の解析はこの変異体を用いて行う。 

 

③全長フロントを用いた構造生物学的解析 

大腸菌による各種発現ベクターを構築し、各々の発現系について検討を行った。検討の結果、N 末端

に大腸菌のフォールディングシャペロンであるトリガーファクターを融合させ、さらにコールドショッ

ク発現系を用いることで、全長フロントタンパク質の大量発現に成功した。各種クロマトグラフィーを

用いて精製を行い、SDS-PAGE で単一のバンドとして高純度に精製する方法を確立した。得られた全長

フロントは CCR2 Pro-C との結合活性を保持していた（図７）。これにより、アッセイ系の構築、抗体の

取得、さらには構造生物学的解析の適用が可能となった。 

 

④全長 CCR2 を用いた機能解析と立体構造解析 

全長 CCR2 の昆虫細胞発現系を用いた発現と活性

を保持した状態での精製の検討を進めた（生産領

域：東大先端科学技術研究センター・浜窪隆雄先生

との共同研究）。その結果、昆虫細胞発現系を用いて

全長 CCR2 の発現を確認した。GPCR は脂質二重膜

と相互作用することで高次構造を保持しており、界

面活性剤中では不安定で、活性を失うものがあるこ

とが知られている。そこで、我々は脂質二重膜と相

互作用した状態で CCR2 を精製するため、MSPE3
蛋白質を用いたナノディスクによる活性を保持した状態での精製の検討を進めている（図８）。 

図４ 

図５ 

図７ 

図６ 
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（３）機能解析に関する進捗及び成果 

代表機関の成果報告票において記載 

（４）創薬開発に関する進捗及び成果 
⑤フロントの結晶解析 

全長フロント単体と全長フロント━CCR2 Pro-C 複合体、全長フロント━抗炎症薬候補化合物複合体の

結晶化を行った。全長フロントの精製度を高め、結晶の再現性と成長速度が向上した。FNT-C について

も、単体および FNT-C━抗炎症薬候補化合物複合体の結晶化を進捗中である（図９）。なお、FNT-C に

ついては、②に述べた凝集しない変異体を用いたところ、wild type に比較して結晶化を行う段階での蛋

白質濃度を大幅に向上できたことから、この変異体を用いて結晶化を行っている。 

 

⑥フロント上の制御化合物結合部位の同定 
大規模創薬スクリーニングにより見出された制御化合物

について、安定同位体標識した FNT-C に対して滴定実験

を行い、FNT-C 上の相互作用部位を同定した。制御化合物を最適化するには、結合部位近傍に低分子化

合物が結合する部位を見出し、リンカーで結ぶことにより親和性・特異性を高めることが出来る。NMR
スクリーニングにより FNT-C に結合する塩類を見出し、相互作用部位を同定した。結合部位は制御化

合物 No.7 の結合部位に隣接する位置であった（図１０）。 

 
⑦制御化合物上のフロント結合部位の同定 
制御化合物上のフロント結合部位を同定し、フロントとの相互作用に重要な化学構造を見出すため、制

御化合物にフロントを加える NMR 滴定実験を行った。制御化合物が分子内である程度フレキシブルで

ある場合、図１１に示すように、滴定する蛋白質の分子量の増大に伴い、結合部位において NMR シグ

ナルの線幅が増大する。このような手法を用いて化合物上のフロント相互作用部位を決定した。動物実

験で抗炎症効果が確認できた５種類の候補化合物はいずれもフロントとの結合が見られ、そのうち３種

類は結合に関与するエピトープを同定することが出来た（図１２）。 
 

 
 

図１１ 

図１２ 

図１０ 

図９ 
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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

造解析したタンパク質数 

２件 

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

（プログラム内外含む） 

８件 

（うち産業界との共同研究数２件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

本課題では中核・分担機関の密な連携のもと、フロント-CCR2 相互作用様式に関する理解を飛躍的に進

めた。分担機関では、NMR 法に基づく CCR2 上のフロント結合部位の立体構造および結合面の決定、

フロント上の CCR2 結合ドメインの構造領域の精密化、フロント上の CCR2 結合部位の同定、全長フロ

ントの調製、全長フロントを構成するドメインの同定に成功し、さらには高難易度の膜蛋白質である

CCR2 全長蛋白質の発現を確認し、結晶化への展開を図っている。以上のように、フロント－CCR2 相互

作用に関する構造学的基盤の確立に関して、計画通り遂行できている。このような基礎的な知見を基盤

として、代表機関と共同でハイスループット創薬スクリーニング系を構築した。代表機関が見出した有

望な候補化合物群について、フロント上の化合物結合部位の決定、化合物上のフロント結合部位の同定

に成功し、さらにはフロントと化合物との共結晶化に取り組んでいる。全体的に見て、他の課題との共

同研究・連携を効果的に実施しながら当課題は当初の計画通り極めて順調に進行している。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

プロジェクト開始以来、相互の訪問による課題内の班会議・打合せを２０回以上行い、さらに日々の電

話・メールでの密な情報交換により、構造解析情報と機能解析情報の共有を図り、密接な連携のもとで

研究を推進している。特に創薬開発において、代表機関のアッセイ系構築技術と分担機関の蛋白質調製

技術とが有機的に連携し、相互の進捗を促進している。試料送付を２０回以上行うとともに、結果のフ

ィードバックに基づく相互の実験系の最適化を行っている。 

９．他の課題との情報共有・連携 
生産領域：東京大学先端科学技術研究センター・
浜窪隆雄先生と共同で、ケモカイン受容体 CCR2
の発現に成功した。また抗ヒト CCR2 抗体をご提
供いただき、各種受容体発現細胞の解析に用い
た。 
生産領域：セルフリーサイエンス社と連携し、全
長フロント蛋白質調製にあたり、小麦胚芽を用い
たセルフリータンパク質合成系を検討した。 
生産領域：理化学研究所・横山茂之先生との連携
により、発現・可溶化が困難であった全長 CCR2
が、生産 C で技術開発された哺乳類細胞系による
タンパク質発現システムを用いる事で発現可能
になった。また、SPR 法を用い、CCR2 が CCL2
と相互作用することを示唆するデータを得た。更なる CCR2 発現量増大への条件検討や、詳細な結合様
式解明のための連携研究を進めている。 
制御領域：東京大学生物機能制御化合物ライブラリー機構・長野哲雄先生、岡部隆義先生と連携し、創
薬スクリーニングを実施中である。 
制御領域：理化学研究所・田仲昭子先生と連携し、カウンターアッセイ系を構築した。 
ターゲットタンパク研究・医学薬学分野：住本英樹代表および福井宣規代表の分担者である、九州大学
生体防御医学研究所・神田大輔教授と連携し、NMR 測定・X 線回折測定を行っている。 
情報プラットフォームへ研究成果等を登録している（図１３）。 

図１３ 
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１０．人材育成 
研究代表者および研究分担代表者が各機関に所属する大学院生およびポスドクについて指導を行って

いる。日々のディスカッションおよび研究室内の定期的な進捗報告会にて、全体計画のもとで具体的な

実験計画を自ら立案し、自主的に進められるよう教育を行っている。分担機関に参加したポスドクと大

学院生は、熊本大学人材育成プログラムに参加し、企業研修、産学連携、産業移転等に関する教育を受

けている。来年度以降にむけて複数の研究費への申請を行っているが、本プログラム終了後の進路は現

時点で未定である。 
１１．終了までの具体的な見通し 
終了までの見通しを図１４ にまとめた。CCR2 Pro-C の立体構造決定が既に終了しており、αヘリック

ス構造をミミックした阻害剤開発への展開が可能である。また、全長フロント蛋白質を提供し、さらな

るアッセイや抗体開発に供する準備が出来ている。高難易度な膜蛋白質である CCR2 の発現に成功した

ことから、全長フロントとの共結晶化に継続的に展開する。また、フロントと制御化合物との相互作用

に関する構造学的データをもとに、化合物の最適化を支援する。以上の結果および見通しに基づき、代

表機関との連携を強化しつつ、製薬企業への創薬シーズの導出を検討する。 

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 
本プロジェクトでは、機能解析と構造解析の密接な連携によって得られた知見を基盤とする創薬開発を

精力的に行ってきた。その結果、多数の抗炎症効果を示す候補化合物を獲得しており、終了後はこれら

について様々な病態モデルでの有効性評価を実施し、有望な化合物について製薬企業への導出を行う予

定である。 
また多数の候補化合物の獲得に成功した本プロジェクトの戦略を、他の GPCR 受容体とその制御分子

にも応用することで、本プロジェクトの成果を様々な研究分野の創薬開発への発展に還元できるものと

確信している。すでに他のケモカイン受容体に対する新規制御分子を同定しており、今後はこの分子を

ターゲットとした創薬開発を展開し、ケモカイン受容体関連疾患の画期的治療薬創性を目指したい。 
１３．特記事項 
CCR2 結合活性を保持した全長フロントの調製に成功し、構造解析および機能解析、さらに創薬スクリ

ーニングの効率的な遂行が可能となった。最近の進捗として、フロント C 末端領域（FNT-C）の凝集部

位を同定し、凝集しない変異体を得ることに成功した。これにより、結晶化条件の改善と NMR による

立体構造解析が可能となり、大至急解析を進めている。交差飽和法や NMR 滴定実験などの NMR 解析

により、アミノ酸残基レベルで結合部位を同定できる系を確立し、CCR2―フロント間相互作用部位や、

フロント上の阻害剤結合部位、阻害剤上のフロント結合部位を原子レベルで決定することに成功した。

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 17,000 27,000 439 164 物品費（千円） 5,444  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 2,580  

人件費（千円） 0 0 0 5,806 旅費（千円） 494  

業務実施費（千円） 13,000 3,000 7,099 3,068 その他（千円） 520  

間接経費（千円） 9,000 9,000 2,262 2,712 間接経費（千円） 2,712 25,686 

合計（千円） 39,000 39,000 9,800 11,750 合計（千円） 11,750 111,300 

図１４ 
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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 

機 関 名 筑波大学 大学院生命環境科学研究科 

代 表 研 究 者 名 柳澤 純 

 

１．課題開始時における達成目標 

臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、
肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化疾患患者数
は国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しな
い。この疾患の主要原因は、TGF-β／Smad 経路の異常亢進
である。したがって、TGF-β阻害剤が有効であると考えられ
るが、TGF-β阻害剤の全身投与は副作用が大きく臨床的使用
が困難である。我々は、種々の核内レセプターが Smad と複
合体を形成してその分解を促進し、TGF-β経路を遮断するこ
とを見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異
なるため、このシステムを用いれば疾患臓器でのみ TGF-β
経路を特異的に抑制することが可能となる。そこで、本業務
では、１）核内レセプターと Smad を含むタンパク質複合体の
構造を解析し、２）その情報に基づいて Smad の分解を促進する化合物を設計する。３）さらに、その化合
物を、細胞や動物モデルを用いて評価することにより、線維化疾患に対する副作用の少ない新規治療薬
の開発に資する成果の創出を目指す。 
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 
本研究では腎臓の糸球体硬化症を対象とする線維化疾患とした。腎臓では、ペルオキシソーム増殖

因子活性化受容体 γ（PPARγ）、ビタミンD 受容体（VDR）が高発現しているので、両核内レセプターを標
的とした新規治療薬の開発を、構造解析と機能解析の両面から目指した。申請者らは転写因子である核
内レセプターが転写活性（ジェノミック活性）とは別に、TGF-β シグナルを抑制する機能（ノンジェノミック
活性）を持つことを発見している。平成 19 年度から 21 年度の本研究の成果により、PPARγのリガンドとの
複合体結晶構造解析を完了し、ノンジェノミック活性で腎臓の線維化を抑制する新規リガンド JKPL42 の
同定に成功した。一方で VDR を標的にした解析も進めた。内在性リガンドである活性型ビタミン D3
（1,25(OH)2D3）を用いたところ、VDR のノンジェノミック活性は、PPARγ の同活性の 2 倍以上であったこ
とから、標的分子を VDR とすることによって、より効果的に TGF-β シグナルを抑制できる化合物を得るこ
とができると考えた。その仮説に基づき、VDR についてもセコステロイド群、ノンセコステロイド群のスクリ
ーニングを行い、候補化合物を得ることに成功した。数種の化合物と VDR の複合体結晶構造解析に成
功し、またノンセコステロイド型パーシャルアゴニストである TTYN12 の腎臓線維化に対する治癒効果が
実際に in vivo で発揮されることも発見した。現在は構造・機能の両面の情報からさらに最適化を進めて
おり、より効果の高い新規化合物の創出が期待できる。 
（２）構造解析に関する進捗及び成果 
１．核内レセプターPPARγのリガンド結合部位と化合物との複合体解析  
核内レセプターPPARγのリガンド結合部位の発現・精製条件を検討し、結晶化に必要な純度の

高いサンプルを大量(10 mg 以上)に調整するのに成功した。フェニルプロピオン酸骨格をもつ
種々の化合物を浸漬し、転写活性の高い化合物
（JKPL41,42,53）と低い化合物（JKPL22,35）
との複合体構造解析に 2.1-2.6Å分解能で成功し
た。 
 PPARγは大きな疎水性ポケットを有し、一部
に親水的な領域が存在する。この親水性領域は
すべての化合物に含まれているカルボン酸部分
（一部はチアゾリジン部分）と相互作用してい
た。一方、化合物中の２か所は置換基の嵩高さ
が異なり、嵩高い置換基をもつ化合物は疎水性
ポケットを占有しているため（右図の赤丸で囲
んだ箇所）、安定性が増し転写活性化能が高いこ
とが構造学的に明らかになった。 
２．核内レセプターVDRのリガンド結合部位と化合物との複合体解析 
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標的とする核内レセプターを PPARγから VDR に変更したため発現系の構築、精製条件の検討
を行った。VDR はその大半が不溶性になってしまうため 12 L 培養で 1 mg 程度しかとれない。こ
のためホストや発現領域、培養条件、精製条件を検討し、1 L あたり 1 mg まで収量が改善した。
リガンドとしてセコステロイド型の化合物とノンセコステロイド型の化合物で研究を進めてい
るがマキサカルシトールは前者に TTYN シリーズ(TTYN7, 8, 11, 12)は後者に属する。これらの化
合物と VDR のリガンド結合部位の構造解析を行い、それぞれ 1.3Å、1.8Å-2.0Åという高分解能
で構造を決定した。２つのグループの化合物
は全く異なる骨格を持ちながら、非常によく
似たコンフォメーションをとっているとこ
とを見出した（下図、左）。さらに両グルー
プの化合物とも水酸基がタンパク質側の２
つの His 残基と水素結合をして結合してい
る。また反対側の水酸基も両者とも Arg,Ser
で認識されていた。全体の構造をみてみると
両グループの化合物ともパーシャルアゴニ
ストということもあり大きな構造変化はみられなかった。中央部の骨格部は疎水的な相互作用に
よって認識されている。 
興味深いことにノンセコステロイド型の化合物で転写活性化能が異なるリガンドとの構造を比
べてみると構造的な相違点が観測された(右図)。この相違点が与える影響について検討している
ところである。 
３．Smadの発現・精製条件の検討 

Smad について N 末側ドメイン(MH1）、C 末側ドメイン(MH2)、並びに両者を含んだ領域
(MH1+MH2)の大腸菌による発現系を構築し、発現、精製条件を検討した。MH1 と MH1+MH2 に
関しては十分な発現が認められた。MH1 は精製条件を確立した。MH1+MH2 は分解がみられるた
め現在精製条件を検討しているところである。MH1+MH2 を有する領域と VDR のリガンド結合
ドメインとの相互作用をみるため Pull down assay を行ったところ結合が認められた。 
（３）機能解析に関する進捗及び成果 
１．TGF-β シグナルを遮断する化合物のスクリーニング系の構築と評価  

核内レセプター依存的に TGF-βシグナルを遮断する化合物を取得するために、迅速にかつ大量
にアッセイするスクリーニング系の構築を目指した。Luciferase 遺伝子上流に Smad 結合配列また
は核内受容体結合配列を組み込んだレポータープラスミドを 293 細胞に導入し、核内レセプター
のリガンドを処理した際の Luciferase 遺伝子発現量を測定することで、Smad または核内レセプタ
ーの転写活性を迅速に検出するスクリーニング系を構築した。 

次に、新規合成した PPARγのフェニルプロピオン酸系化合物ライブラリー（101 種類）のスク
リーニングを行った。その結果、PPARγの転写活性化と TGF-βシグナルの抑制は、化合物により
分離できることが明らかになった。101 化合物のうち 36 種が TGF-β シグナルを抑制した。さら
に、代表的な PPARγ アゴニストである Rosiglitazone と比較して、PPARγ 転写活性が低く TGB-β
シグナル抑制活性が同等の化合物 JKPL42 の取得に成功した。結晶構造解析を行った結果、PPARγ
を転写活性化する化合物と TGF-βシグナルを抑制する化合物に関しては、定性的な構造活性相関
があることが明らかになった（構造解析に関する進捗および成果欄参照）。 

次に VDR を対象とした化合物スクリーニングを行った。東京大学生物機能制御化合物ライブ
ラリー機構の 8 万化合物から in silico スクリーニングによって得られた 106 候補化合物、既存の
ビタミン D アナログの 6 化合物、ノンセコステロイド系の 17 化合物、およびセコステロイド系
アンタゴニストライブラリー（70 種類）からスクリーニングを行った。PPARγ の場合と同様、
VDR 転写活性と TGF-βシグナル抑制活性は化合物によって分離することができた。また、PPARγ
の場合と比較して、VDR の方がより TGF-β シグナルを強く抑制することも明らかになった。ス
クリーニングの結果、セコステロド系およびノンセコステロイド系候補化合物群を得ることがで
きた。ノンセコステロイド系化合物 LG-190178 の VDR との複合体結晶構造解析に成功し、構造
情報をもとに再合成を行ったところ、数種のノンセコステロイド系パーシャルアゴニストをヒッ
ト化合物として得ることができた。これらヒット化合物の VDR との複合体結晶構造解析にも成
功し（構造解析に関する進捗および成果欄参照）、さまざまな化合物間の構造的相違点に関して
検討中である。現在は構造・機能の両面の情報からさらに最適化を進めており、より効果の高い新規
化合物の創出が期待できる。 
２．細胞レベルでの化合物の評価 

VDR 候補化合物の細胞レベルでの TGF-β 抑制効果を検討した。TGF-β シグナル伝達の指標と
して、細胞培養液中に活性化型ビタミン D3（1,25(OH)2D3）を添加し、細胞内の plasminogen activator 
inhibitor-1（PAI-1）mRNA 量を測定した。PAI-1 mRNA 量が TGF-β添加で上昇し、1,25(OH)2D3で
低下したことから、細胞内で TGF-βシグナルを抑制することを評価する系を確立することができ
たと判断した。次に VDR のセコステロイド型アンタゴニストを添加したところ、TGF-β で誘導
された PAI-1 mRNA 量が低下した。VDR のジェノミック活性の指標である vitamin D3 
24-hydroxylase（Cyp24a）の mRNA 発現は誘導されなかったことから、スクリーニングで得られ
たヒット化合物が VDR のジェノミック活性を持たず、ノンジェノミック活性を持つことを、細
胞レベルで確認することができた。 
３．核内レセプター依存的な TGF-β シグナル抑制の分子機構  
TGF-β抑制に必要な核内レセプターの領域の検討 
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核内レセプター依存的なTGF-βシグナル抑制の分
子機構を解析する目的で、Smad との結合に必要な
核内レセプターの最小領域を検討した。核内レセプ
ターはその分子構造から、AB ドメイン、の C ドメ
イン（DNA 結合領域）、D ドメイン（ヒンジ）、EF
ドメイン（リガンド結合領域）に分けることができ
る。まず、GST 融合 Smad タンパク質を用いて結合
ドメインを解析したところ、Smad は C ドメインを
中心に結合することが明らかになった。次に TGF-β
シグナルの抑制に必要な VDR の領域を検討した。
その結果、Smad との結合に必要な CD ドメインに加
え、VDR のリガンド結合ドメイン内の C 末端領域
が必要であることが明らかになった（右図）。 
VDR-Smad の結合様式の解析 

VDR と Smad 間の相互作用に対するリガンドの影響を検討した。GST 融合 VDR タンパク質に
大腸癌細胞の核抽出液を加え、1,25(OH)2D3 存在化・非存在化における VDR-Smad 間の相互作用
を GST pull-down アッセイで解析した。その結果、VDR と Smad は 1,25(OH)2D3存在化でより強
く結合することが示された。 
さらに抑制メカニズムを解明するために、VDR と Smad の結合領域の検討を行った。VDR-LBD の

GST 融合タンパク質を大腸菌から精製し、同様に精製した
Smad3 の MH1 ドメインを用いて GST pull-down アッセイを行っ
た。その結果、VDRリガンド存在下でVDRと Smad3は結合する
ことが明らかになった。さらに、この結合における種々の化合物
の影響を解析した。その結果、TGF-β 抑制を示す化合物では両
者の結合が強まった。以上の結果から、VDR は Smad3 にリガン
ド依存的に直接結合することによって、TGF-β シグナルを抑制し
ていると考えられた。 
４．線維症モデル動物を用いた in vivo 評価系の確立と化合
物の評価 
片側腎尿管結紮による線維化モデル動物を用いた候補化合物の評価 

核内レセプターの化合物の腎臓線維化に対する効果を判定するためのモデル動物系の確立を
試みた。まず、マウスの片側尿管を結紮することにより腎炎を誘導し、線維化を引き起こす片側
腎尿管結紮（unilateral ureteral obstruction；UUO）モデルの作製を行った。結紮 1 週間後、2 週間
後、4 週間後の腎臓線維化レベルを組織染色（マッソントリクローム染色法）で検討し、1 週間
後のモデルを用いて薬物効果のテストを行うことが時間的、経済的に合理的であると判断した。
上記の系で、PPARγ のフルアゴニスト Rosiglitazone および VDR の生体内リガンド 1,25(OH)2D3
を投与したところ、UUO により誘発された腎臓の線維化が抑制された。これらの結果から、UUO
による線維化モデルマウスを作製できたと判断した。一方で 1,25(OH)2D3 を投与したマウスでは
高カルシウム血症が引き起こされ、顕著な体重の減少が認められた。Rosiglitazone にもさまざま
な副作用が報告されている。以上のことから、核内受容体のノンジェノミック作用によって腎線
維化は改善されるが、ジェノミック作用をもつ化合物では重篤な副作用を引き起こすことが明ら
かになった。 

次にスクリーニングにより得られた PPARγ の候補化合物 JKPL42 の線維化抑制活性を評価し
た。その結果、JKPL42 投与により有意に線維化が抑制された。また、線維化のマーカータンパ
ク質である I 型コラーゲンの蓄積が JKPL42 投与によって緩和されることを確認した（右図）。 

さらに、VDR の化合物の評価を行った。まず、ビタミン D
アナログ（ノンセコステロイド型）の線維化抑制活性を評価し
た。アナログを投与したところ、TGF-β シグナルの抑制効果を
持つ化合物は UUO モデルの腎線維化を抑制し、効果を持たな
い化合物は抑制しなかった。またさらに、スクリーニングで得
られた化合物の評価を行った。スクリーニングで得られたセコ
ステロイド系アンタゴニスト N-09 およびノンセコステロイド
系パーシャルアゴニスト TTYN12 を投与したところ、腎臓組織
の線維化は改善されていた（下図）。線維化マーカータンパク質
であるコラーゲンおよびα平滑筋アクチンの蓄積も低下してお
り、血中カルシウム値の上昇および体重の減少も認められなか
った。 
アデニン誘導型線維化モデル動物を用いた候補化合物の評価 

片側腎尿管結紮では、一過性の過剰な炎症に伴った腎臓線維化を誘導してしまうので、より生
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理条件に近い形で腎臓線維化モデルの評価系確立を試みた。ラットへのアデニン投与により、慢
性の腎不全が誘導されることが知られている。我々は、投与する化合物量を節約するために、マ
ウスにアデニンを投与する系を検討し、慢性腎不全のマウスモデルを作成することに成功した。
次にスクリーニングで得られた VDR の新規ノンセコステロイド型パーシャルアゴニスト
TTYN12 を投与したところ、腎臓の線維化の抑制が組織学的に認められた(右図)。一方、TTYN12
投与により体重の減少や血中カルシウム値の上昇は誘発されなかった。この結果から、TTYN12
は VDR のジェノミック活性を引き起こさずに腎臓の線維化を抑制することが示された。 

現在、最適化を進めたノンセコステロイド型化合物に関しても in vivo の線維化抑制効果と
線維化修復効果を評価している段階であり、より効果の高い新規化合物の創出が期待でき
る。 
３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ４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 

１３件 

４．課題全体の論文発表件数 ４８件 

５．課題全体の特許出願件数 ３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

（プログラム内外含む） 

０件 

（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 

研究全体 平成 19 年度から 21 年度の本研究の成果により、PPARγ のリガンドとの複合体結晶構造解
析を完了し、ノンジェノミック作用で腎臓の線維化を抑制する新規リガンド JKPL42 の同定に成功した。さ
らにより効果的に TGF-β シグナルを抑制できる化合物を得ることために、VDR のアゴニストおよびアンタ
ゴニスト群からスクリーニングを行った。その結果、候補化合物（セコステロイド系アンタゴニスト、ノンセコ
ステロイド系パーシャルアゴニスト）を得ることに成功した。さらに数種のアゴニストとの複合体結晶構造解
析を完了し、動物モデルにおける VDR アゴニスト群の腎臓線維化抑制活性を評価することができた。こ
のように、当初の 3 年間の計画通り、活性情報に基づいた化合物を設計・合成し、細胞や動物モデルを
用いて評価することにより、線維化疾患に対する新規治療薬の開発に資する成果が得られた。平成 22、
23 年度ではその成果をもとにヒット化合物の最適化と評価を進めており、順調に、より効果の高いリード
化合物を得ることができつつある。研究全体の達成度は 90％であると考える。 
構造解析に関して PPARγおよびVDRとスクリーニングで得た化合物との複合体結晶構造を決定し活
性との相関を検討することができた。しかしその一方で、計画にある Smad との複合体の結晶構造解析で
は、結晶化条件を決定することができず、構造解析を達成することができていない。この先、VDR と新規
化合物の結晶構造解析を進めるとともに、Smad-VDR の複合体構造解析を遂行することが課題である。
機能解析に関して  核内レセプターがその転写活性（ジェノミック作用）とは別の、ノンジェノ
ミック作用を持つことを発見し、その分子機構の解析を進めることができた。また、腎臓で高発
現している PPARγや VDR の化合物スクリーニングと細胞レベルでの評価を進め、得た化合物が
in vivo で腎臓線維化を抑制することを示すことができた。今後は、構造情報も参考にし、更に詳
細に分子メカニズムを明らかにするとともに、より抑制活性が高い化合物の取得を目指す。 
８．課題内の情報共有・連携体制 

課題内の情報共有システム  普段から連絡は E-mail を用いて緊密に行っている。中核機関である
筑波大学（柳澤研究グループ）はハブとしての機能を果たし、各研究グループの研究情報を集約
して解析し、得られた情報を各グループに提供して情報共有と研究の効率的推進を計っている。
さらに、研究グループのデータを共有するため、サーバーを借りて情報共有システムを導入した
（セアビス社セサミシステム）。本システムでは、ネットを使用することによって外部のサーバ
ーに大規模なデータを蓄えられるようになっており、パスワードを持った各研究グループがデー
タの引き出しや更新を行えるようになっている。このシステムによって E-mail に添付できないよ
うな大容量のファイルもグループで共有し、討議することが可能となった。 

E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデア
を創出するために、年３回ミーティングを東京の慈恵医科大学で行っている。会議では、各グル
ープの進捗状況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミングを行い、グルー
プの方向性を調整し、プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけている。 
課題内の連携体制  柳澤ら（筑波大学）は、核内レセプターによる TGF-筑抑制メカニズムの解
析と核内レセプター（VDR）に結合し、TGF-βシグナルを抑制する化学物質の探索を行っている。
宮地ら（岡山大学）は、化学物質群を柳澤らへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新
たな化学物質の合成を行う。清水ら（東京大学）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセ
プター複合体の構造を解析し、その情報を宮地らへとフィードバックする。さらに横山ら（慈恵
大学）は疾患モデルマウスを用いて化学物質の評価を行う。 
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９．他の課題との情報共有・連携 
柳澤研究グループでは、核小体に局在する新規因子 Nucleomethylin（NML）を発見し、SIRT1、

SUV39 とタンパク質複合体 eNoSC (energy-dependent Nucleolar Silencing Complex)を形成すること
を見出した。eNoSC は細胞外のエネルギー状態を認識して、エネルギー消費を調節するタンパク
質複合体であることを明らかにした。柳澤研究グループは、ターゲットタンパク研究グループの
基本的な生命の解明分野、清水敏之（東京大学薬学系研究科）との共同研究で、NML の構造を
解析した。上記研究は、Cell に掲載されている。（Cell. (2008) 133:627-639） 

医薬 B4 課題においては平成 22 年度の研究計画として、ビタミン D フルアゴニスト構造を先
導化合物とし、その基本活性構造を基にビタミン D パーシャルアゴニストやビタミン D アンタ
ゴニストを創製する計画である。本計画の実施にあたっては、“制御”グループの研究分担者で
ある、（株）ファルマデザイン社の井上、古谷両先生の支援を受け、医薬 B4 研究で得られた化合
物の構造活性相関を検討し in silico 計算により、ビタミン D パーシャルアゴニストやビタミン D
アンタゴニストの提案、また、医薬 B4 にて提案している化学構造の妥当性検証を共同研究とし
て実施している。 

１０．人材育成 
参加した研究者（ポスドク等）は、６名おり、その現在の所属は以下のとおりである。 
筑波大学３名（国内３名）（内２名は現在学術振興会特別研究員、１名は筑波大学の博士研究員）
東京大学３名（国内３名）（内１名は流動助教、２名は別のプロジェクトの博士研究員） 
１１．終了までの具体的な見通し 

現在までに得られた VDR の化合物群の最適化（合成・活性測定・in vitro 評価）を行う。また、
VDR との結晶構造情報と合わせて構造活性相関性を明らかにする。さらに VDR タンパク質と
Smad タンパク質の複合体形成に必要な最小ドメインを決定し、X 腺結晶構造解析を行うことで
TGF-βシグナル抑制活性を構造科学的に明らかにする。最後に個体レベルでの線維化抑制活性を
評価することによって、前臨床に進められるリード化合物を得ることを目標とする。 

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 
臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線

維化疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しない。この疾患の主要原因は、
TGF-β／Smad 経路の異常亢進である。したがって、TGF-β阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β
阻害剤の全身投与は免疫応答亢進など副作用が大きく臨床的使用が困難である。本プロジェクトにおい
て我々は、核内レセプターが TGF-β経路を遮断する新しいシステムを応用し、低分子化合物によって
糸球体硬化症を治療する可能性に挑戦した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なるため、こ
のシステムを用いれば疾患臓器でのみ TGF-β 経路を特異的に抑制することが可能となり、副作用を低
減させた治療薬になることが期待できる。本プロジェクトでは低分子化合物と核内レセプター複合体機
能ユニットの立体構造を解き、タンパク質構造の視点から、より最適な低分子化合物を創り出すことを
目指した。タンパク質の機能と立体構造情報を基盤として、腎線維化を抑制する化合物を創出した本プ
ロジェクトの成果は、我が国の線維化疾患に対する治療に貢献できると考えられる。プロジェクト終了
後、製薬企業と共同で創薬に進める予定である。 
１３．特記事項 
現在まで本研究計画に関して、受理された代表的な論文は以下の４報である。 
１) Nakajima Y, et al. Science Signaling (2011) 4, ra22  代表者らはエストロゲンがアンドロゲン不応
性となった ERβを発現している前立腺癌の悪性度を高めることを見出した。その原因は、転写因
子 KLF5 は前立腺癌の増殖を抑制するが、エストロゲンは、ERβ、KLF5 とユビキチン化酵素 WWP1
の複合体形成を促進し、KLF5 が分解してしまうためであった。本研究は、化合物により ERβ依
存的な KLF5 の転写活性を制御し、前立腺癌の治療を行う可能性を示唆している。 
２) Goto N, et al. Cancer Science (2011) in publication  ERαがノンジェノミック作用で TGF-βシグ
ナルを遮断し、乳がんの転移を抑制していることを見出した。本研究は乳がん悪性化の過程にお
けるエストロゲンの作用に新たな知見をもたらした。 
３) Ito I, et al. J. Biol. Chem. (2009) 285,14747-55  ERαが C ドメインを中心とした領域で、Smad
と Smurf と結合することにより Smurf 依存的な Smad のユビキチン化と分解を促進することによ
り TGF-βシグナル経路を遮断することを見出した。さらに、TGF-β経路が遮断されることにより
乳癌の浸潤が抑制された。この研究は、核内レセプターの示す non-genomic function に関する最初
の知見である。 
４) Kajiro M, et al. Nature Cell Biol. (2008) 11,312-9  核内レセプターERαを分解するユビキチン化
酵素である CHIP が、転写因子 SRC-3 を分解することにより、Smad の発現量を低下させて TGF-β
シグナルを抑制することを見出した。その結果として乳癌の転移が強力に抑制された。 
１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 461 2,425 2,121 848 物品費（千円） 11,756  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 9,073  
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人件費（千円） 0 9,614 19,888 15,370 旅費（千円） 940  

業務実施費（千円） 47,239 34,883 22,606 22,936 その他（千円） 4,407  

間接経費（千円） 14,310 14,078 13,385 11,746 間接経費（千円） 7,854 61,373 

合計（千円） 62,010 61,000 58,000 50,900 合計（千円） 34,030 265,940 

６
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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 

代 表 ／ 分 担 機 関 筑波大学 大学院生命環境科学研究科 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 柳澤 純 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺
線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化疾患患者数は
国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しな
い。この疾患の主要原因は、TGF-β／Smad 経路の異常亢進で
ある。したがって、TGF-β阻害剤が有効であると考えられる
が、TGF-β阻害剤の全身投与は副作用が大きく臨床的使用が
困難である。我々は、種々の核内レセプターが Smad と複合
体を形成してその分解を促進し、TGF-β経路を遮断すること
を見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異な
るため、このシステムを用いれば疾患臓器でのみTGF-β経路
を特異的に抑制することが可能となる。そこで、本業務では、
１）核内レセプターと Smad を含むタンパク質複合体の構造を
解析し、２）その情報に基づいて Smad の分解を促進する化合物を設計する。３）さらに、その化合物を、細胞や
動物モデルを用いて評価することにより、線維化疾患に対する副作用の少ない新規治療薬の開発に資する成果
の創出を目指す。 
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 
本研究では腎臓の糸球体硬化症を対象とする線維化疾患とした。腎臓では、ペルオキシソーム増殖因子活

性化受容体 γ（PPARγ）、ビタミン D 受容体（VDR）が高発現しているので、両核内レセプターを標的とした新規
治療薬の開発を、構造解析と機能解析の両面から目指した。申請者らは転写因子である核内レセプターが転
写活性（ジェノミック活性）とは別に、TGF-β シグナルを抑制する機能（ノンジェノミック活性）を持つことを発見し
ている。平成 19 年度から 21 年度の本研究の成果により、PPARγのリガンドとの複合体結晶構造解析を完了し、
ノンジェノミック活性により腎臓の線維化を抑制する新規リガンド JKPL42 の同定に成功した。一方で内在性リガ
ンドである活性型ビタミン D を用いたところ、VDR のノンジェノミック活性は、PPARγの同活性の 2 倍以上であっ
た。この実験結果から、標的分子を VDR に変更することによって、より効果的に TGF-β シグナルを抑制できる
化合物を得ることができると考えた。その仮説に基づき、VDR についてもアゴニスト、アンタゴニスト群のスクリー
ニングを行い、候補化合物を得ることに成功した。さらに数種の化合物との複合体結晶構造解析を完了した。ま
た VDR のノンジェノミック機能メカニズムの一端を解明することにも成功している。 
（２）構造解析に関する進捗及び成果 
構造解析に関しては、全て分担機関の清水グループ（東京大学）により行われた。 
核内レセプターPPARγ のリガンド結合部位と化合物との複合体解析 
 核内レセプターPPARγのリガンド結合部位の発現・精製条件を検討し、結晶化に必要な純度の高いサ
ンプルを大量(10 mg 以上)に調整するのに成功した。フェニルプロピオン酸骨格をもつ種々の化合物を
浸漬し、転写活性の高い化合物（JKPL41,42,53）と低い化合物（JKPL22,35, APHM27）との複合体構造
解析に 2.1-2.6Å 分解能で成功した。 
核内レセプターVDR のリガンド結合部位（LBD）と化合物との複合体解析 
 標的とする核内レセプターを PPARγから VDR に変更したため発現系の構築、精製条件の検討を行っ
た。ホストや発現領域、培養条件、精製条件を検討し、1 L あたり 1 mg まで収量が得られた。リガンド
としてセコステロイド型の化合物とノンセコステロイド型の化合物で研究を進めているが、マキサカル
シトールは前者に TTYN11 は後者に属する。これらの化合物と VDR のリガンド結合部位の構造解析を
行い、それぞれ 1.3Å、1.8Å という高分解能で構造を決定した。それぞれの化合物は全く異なる骨格を
持ちながら、非常によく似たコンフォメーションをとっていることを見出した。 
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（３）機能解析に関する進捗及び成果 
1． TGF-β シグナルを遮断する化合物のスクリーニング系の構築と評価  
化合物スクリーニング系の構築と評価 

線維化疾患治療のためには、核内レセプターの転写活性に影響を与えずに、TGF-βシグナルのみを遮
断する化合物の特定が必要である。本研究計画では、核内レセプター依存的に TGF-βシグナルを遮断す
る化合物を取得するために、迅速にかつ大量にアッセイするスクリーニング系の構築を目指した。
Luciferase 遺伝子上流に Smad 結合配列または核内受容体結合配列を組み込んだレポータープラスミド
を 293 細胞に導入し、核内レセプターのリガンドを処理した際の Luciferase 遺伝子発現量を測定するこ
とで、Smad または核内レセプターの転写活性を迅速に検出するスクリーニング系を構築した。 

次に、分担研究者である宮地らが新規合成した PPARγ のフェニルプロピオン酸系化合物ライブラリ
ーのスクリーニングを行った。その結果、PPARγの転写活性化と TGF-βシグナル
の抑制は、化合物により分離できることが明らかになった。101 化合物のうち 36
種が TGF-β シグナルを抑制した。さらに、代表的な PPARγ アゴニストである
Rosiglitazone と比較して、PPARγ 転写活性が低く TGB-β シグナル抑制活性が同等
の化合物 JKPL42 の取得に成功した。結晶構造解析を行った結果 PPARγ を転写活
性化する化合物と TGF-β シグナルを抑制する化合物に関しては、定性的な構造活
性相関があることが明らかになった。 

次に VDR を対象とした解析を行った。東京大学生物機能制御化合物ライブラリ
ー機構の 8 万化合物から in silico スクリーニングによって得られた 106 候補化合
物、既存のビタミン D アナログの 6 化合物、ノンセコステロイド系の 17 化合物、
およびセコステロイド系アンタゴニストライブラリーからスクリーニングを行った。PPARγの場合と同
様、VDR 転写活性と TGF-β シグナル抑制活性は化合物によって分けることができ、PPARγ の候補化合
物群よりも TGF-β シグナルを強く抑制することが明らかになった。セ
コステロイド系アンタゴニスト群の化合物構造情報、VDR-活性化型ビ
タミン D 複合体の結晶構造情報、各化合物の活性情報から、VDR のノ
ンジェノミック活性にとって C 末端の α-ヘリックス（H12）の位置変
換が重要である可能性が示唆された（右図）。VDR の化合物のスクリ
ーニングの結果、ノンセコステロイド系化合物とセコステロイド系ア
ンタゴニストがヒット化合物として取得できた。 
細胞レベルでの化合物の評価 

VDR 候補化合物の細胞レベルでの TGF-β 抑制効果を検討した。
TGF-β シグナル伝達の指標として、細胞培養液中に活性化型ビタミン
D を添加し、細胞内の plasminogen activator inhibitor-1（PAI-1）mRNA
量を測定した。PAI-1 mRNA 量は、TGF-β添加で上昇し、活性化型ビタ
ミン D で低下したことから、細胞内で TGF-β シグナルを抑制することを評価する系を確立することが
できた。次に VDR のセコステロイド型アンタゴニストを添加したところ、TGF-β で誘導された PAI-1 
mRNA 量が低下した（右図）。VDR のジェノミック
活 性 の 指 標 で あ る vitamin D3 24-hydroxylase
（Cyp24a）の mRNA 発現は誘導されなかったこと
から、スクリーニングで得られたセコステロイド型
アンタゴニストは VDR のジェノミック活性を持た
ず、ノンジェノミック活性を持つことが細胞レベル
で評価できた。 

 
2． 核内レセプター依存的な TGF-β シグナル抑制の

分子機構  
TGF-β抑制に必要な核内レセプターの領域の検討 

核内レセプター依存的な TGF-β シグナル抑制の
分子機構を解析する目的で、Smad との結合に必要
な核内レセプターの最小領域を検討した。核内レセプターはその分子構造から、リガ
ンド非依存的な転写活性化領域の AB ドメイン、DNA 結合領域の C ドメイン、ヒンジ
である D ドメイン、リガンド結合領域・リガンド依存的転写活性化領域の EF ドメイ
ンに分けることができる。まず、GST 融合 Smad タンパク質を用いて結合ドメインを
解析したところ、Smad は C と D ドメインを中心に結合することが明らかになった。
次に TGF-βシグナルの抑制に必要な VDR の領域を検討した。その結果、Smad との結
合に必要な CD ドメインに加え、VDR のリガンド結合ドメイン内の C 末端領域のα端
ヘリックス（H12）が必要であることが明らかになった（右図）。 
VDR-Smad の結合様式の解析 

VDR による TGF-β/Smad 経路の抑制機構を解析する目的で、VDR と Smad 間の相互
作用に対するリガンドの影響を検討した。GST 融合 VDR タンパク質に大腸癌細胞の
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核抽出液を加え、活性化型ビタミン D 存在化・非存在化における VDR-Smad
間の相互作用を GST pull-down アッセイで解析した。その結果、VDR と Smad
は活性化型ビタミン D 存在化でより強く結合することが示された（右図）。 

さらに抑制メカニズムを解明するために、VDR と Smad の結合領域の検討を行
った。VDR-LBD の GST 融合タンパク質を大腸菌から精製し、同様に精製した
Smad3のMH1ドメインを用いてGST pull-downアッセイを行った。その結果、VDR
リガンド存在下で VDR と Smad3 は結合することが明らかになった（右図）。さらに、
この結合における種々の化合物の影響を解析した。その結果、TGF-β 抑制を示す化合物では両者の結合が強
まった。以上の結果から、VDRはSmad3にリガンド依存的に直接結合することによって、TGF-βシグナルを抑制
していると考えられた。 
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

造解析したタンパク質数 

0 件 

４．各機関の論文発表件数 14 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

（プログラム内外含む） 

0 件 

（うち産業界との共同研究数○件） 

７．当初計画に対する各機関の達成度 

核内レセプターがその転写活性（ジェノミック機能）とは別の、ノンジェノミック機能を持つことを
発見し、その分子機構の解析を進めることができた。また、腎臓で高発現している PPARγや VDR の化
合物スクリーニングと細胞レベルでの評価を進め、得た化合物が in vivo で腎臓線維化を抑制することを
示すことができた。今後は、構造情報も参考にし、更に詳細に分子メカニズムを明らかにするとともに、
より抑制活性が高い化合物の取得を目指す。 
８．課題内の情報共有・連携体制 

課題内の情報共有システム 
普段から連絡は E-mail を用いて緊密に行っている。中核機関である筑波大学（柳澤研究グループ）は

ハブとしての機能を果たし、各研究グループの研究情報を集約して解析し、得られた情報を各グループ
に提供して情報共有と研究の効率的推進を計っている。さらに、研究グループのデータを共有するため、
サーバーを借りて情報共有システムを導入した（セアビス社セサミシステム）。本システムでは、ネッ
トを使用することによって外部のサーバーに大規模なデータを蓄えられるようになっており、パスワー
ドを持った各研究グループがデータの引き出しや更新を行えるようになっている。このシステムによっ
て E-mail に添付できないような大容量のファイルもグループで共有し、討議することが可能となった。

E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデアを創出
するために、年３回ミーティングを東京の慈恵医科大学で行っている。会議では、各グループの進捗状
況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミングを行い、グループの方向性を調整し、
プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけている。 
課題内の連携体制 

柳澤ら（筑波大学）は、核内レセプターによる TGF-筑抑制メカニズムの解析と核内レセプター（VDR）
に結合し、TGF-βシグナルを抑制する化学物質の探索を行っている。宮地ら（岡山大学）は、化学物質
群を柳澤らへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新たな化学物質の合成を行う。清水ら（東
京大学）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセプター複合体の構造を解析し、その情報を宮地
らへとフィードバックする。さらに横山ら（慈恵大学）は疾患モデルマウスを用いて化学物質の評価を
行う。 
９．他の課題との情報共有・連携 
柳澤研究グループでは、核小体に局在する新規因子 Nucleomethylin（NML）を発見し、SIRT1、SUV39

とタンパク質複合体 eNoSC (energy-dependent Nucleolar Silencing Complex)を形成することを見出した。
eNoSC は細胞外のエネルギー状態を認識して、エネルギー消費を調節するタンパク質複合体であること
を明らかにした。柳澤研究グループは、ターゲットタンパク研究グループの基本的な生命の解明分野、
清水敏之（東京大学薬学系研究科）との共同研究で、NML の構造を解析した。 

上記研究は、Cell に掲載されている。 
Murayama A, Ohmori K, Fujimura A, Minami H, Yasuzawa-Tanaka K, Kuroda T, Oie S, Daitoku H, Okuwaki 
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M, Nagata K, Fukamizu A, Kimura K, Shimizu T, Yanagisawa J.  Epigenetic control of rDNA loci in response 
to intracellular energy status.  Cell. (2008) 133:627-639 
プログラム内部の他研究課題との連携と共同研究 
 医薬 B4 課題においては平成 22 年度の研究計画として、ビタミン D フルアゴニスト構造を先導化合
物とし、その基本活性構造を基にビタミン D パーシャルアゴニストやビタミン D アンタゴニストを創
製する計画である。本計画の実施にあたっては、“制御”グループの研究分担者である、（株）ファルマ
デザイン社の井上、古谷両先生の支援を受け、医薬 B4 研究で得られた化合物の構造活性相関を検討し
in silico 計算により、ビタミン D パーシャルアゴニストやビタミン D アンタゴニストの提案、また、
医薬 B4 にて提案している化学構造の妥当性検証を共同研究として実施している。 
１０．人材育成 
参加した研究者（ポスドク等）は、３名おり、その現在の所属は以下のとおりである。 

筑波大学３名（国内３名）（内２名は現在学術振興会特別研究員） 
得られた成果を論文で発表できるように指導している。 
１１．終了までの具体的な見通し 
現在までに得られた VDR の化合物群の最適化（合成・活性測定・in vitro 評価）を行う。また、VDR

との結晶構造情報と合わせて構造活性相関性を明らかにする。さらに VDR タンパク質と Smad タンパ
ク質の複合体形成に必要な最小ドメインを決定し、X 腺結晶構造解析を行う。TGF-βシグナル抑制活性
を構造科学的に明らかにする。最後に個体レベルでの線維化抑制活性を評価することによって、前臨床
に進められるリード化合物を得ることを目標とする。 
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 
臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化

疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しない。この疾患の主要原因は、TGF-β／
Smad 経路の異常亢進である。したがって、TGF-β阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β阻害剤の全身
投与は免疫応答亢進など副作用が大きく臨床的使用が困難である。本プロジェクトにおいて我々は、核内レセ
プターが TGF-β経路を遮断する新しいシステムを応用し、低分子化合物によって糸球体硬化症を治療する可
能性に挑戦した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なるため、このシステムを用いれば疾患臓器で
のみTGF-β経路を特異的に抑制することが可能となり、副作用を低減させた治療薬になることが期待できる。
本プロジェクトでは低分子化合物と核内レセプター複合体機能ユニットの立体構造を解き、タンパク質構

造の視点から、より最適な低分子化合物を創り出すことを目指した。タンパク質の機能と立体構造情報を基盤
として、腎線維化を抑制する化合物を創出した本プロジェクトの成果は、我が国の線維化疾患に対する治療に
貢献できると考えられる。プロジェクト終了後、製薬企業と共同で創薬に進める予定である。 
１３．特記事項 
現在まで本研究計画に関して、受理された代表的な論文は以下の４報である。 
１) Nakajima Y, Akaogi K, Suzuki T, Osakabe A, Yamaguchi C, Sunahara N, Ishida J, Kako K,Ogawa S, Fujimura 
T, Homma Y, Fukamizu A, Murayama A, Kimura K, Inoue S, Yanagisawa J.  Estrogen Regulates Tumor Growth 
Through a Nonclassical Pathway that Includes the Transcription Factors ERβ and KLF5.  Science Signaling 
(2011) 4, ra22 
代表者らはエストロゲンがアンドロゲン不応性となった ERβ を発現している前立腺癌の悪性度を高め
ることを見出した。その原因は、転写因子 KLF5 は前立腺癌の増殖を抑制するが、エストロゲンは、ERβ、
KLF5 とユビキチン化酵素 WWP1 の複合体形成を促進し、KLF5 が分解してしまうためであった。本研
究は、化合物により ERβ依存的な KLF5 の転写活性を制御し、前立腺癌の治療を行う可能性を示唆して
いる。 
 
２) Goto N, Hiyoshi H, Ito I, Tsuchiya M, Nakajima Y, Yanagisawa J. Estrogen and antiestrogens alter breast 
cancer invasiveness by modulating TGF-β signaling pathway.  Cancer Science (2011) in publication 

ERαがノンジェノミック作用で TGF-β シグナルを遮断し、乳がんの転移を抑制していることを見出
した。本研究は乳がん悪性化の過程におけるエストロゲンの作用に新たな知見をもたらした。 
 
３) Ito I, Hanyu A, Wayama M, Goto N, Katsuno Y, Kawasaki S, Nakajima Y, Kajiro M, Komatsu Y, Fujimura A, 
Hirota R, Murayama A, Kimura K, Imamura T, Yanagisawa J.  Estrogen inhibits transforming growth factor 
beta signaling by promoting Smad2/3 degradation.  J. Biol. Chem. (2009) 285,14747-55 

ERα が C ドメインを中心とした領域で、Smad と Smurf と結合することにより Smurf 依存的な Smad
のユビキチン化と分解を促進することにより TGF-βシグナル経路を遮断することを見出した。さらに、
TGF-β 経路が遮断されることにより乳癌の浸潤が抑制された。この研究は、核内レセプターの示す
non-genomic function に関する最初の知見である。 

 
４) Kajiro M, Hirota R, Nakajima Y, Kawanowa K, So-ma K, Ito I, Yamaguchi Y, Ohie S, Kobayashi Y, Seino Y, 
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Kawano M, Kawabe Y, Takei H, Hayashi S, Kurosumi M, Murayama A, Kimura K, Yanagisawa J.  The 
ubiquitin ligase CHIP acts as an upstream regulator of oncogenic pathways.  Nature Cell Biol. (2008) 11,312-9 
核内レセプターERαを分解するユビキチン化酵素である CHIP が、転写因子 SRC-3 を分解することに

より、Smad の発現量を低下させて TGF-βシグナルを抑制することを見出した。その結果として乳癌の
転移が強力に抑制された。 
１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 0 0 0 0 物品費（千円） 7,373  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 2,426  

人件費（千円） 0 9,614 11,422 10,145 旅費（千円） 31  

業務実施費（千円） 16,162 8,078 5,401 4,163 その他（千円） 116  

間接経費（千円） 4,848 5,308 5,047 4,292 間接経費（千円） 2,984 22,246 

合計（千円） 21,010 23,000 21,870 18,600 合計（千円） 12,930 96,400 

６
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分担機関の課題名 核内レセプター,Smad,Smurf を含んだ複合体の構造解析 

分担機関 東京大学薬学系研究科 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 清水敏之 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

臓器や組織の過剰な線維化は、糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患を引き起こす。線維化

疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、未だ有効な治療法は存在しない。この疾患の主要原因は、TGF-β／

Smad 経路の異常亢進である。したがって、TGF-β阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β阻害剤の全身

投与は副作用が大きく臨床的使用が困難である。我々は、種々の核内レセプターが Smad と複合体を形成して

その分解を促進し、TGF-β経路を遮断することを見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なる

ため、このシステムを用いれば疾患臓器でのみ TGF-β 経路を特異的に抑制することが可能となる。そこで、

本業務では、１）核内レセプターと Smad を含むタンパク質複合体の構造を解析し、２）その情報に基づいて Smad
の分解を促進する化合物を設計する。３）さらに、その

化合物を、細胞や動物モデルを用いて評価することに

より、線維化疾患に対する副作用の少ない新規治療薬

の開発に資する成果の創出を目指す。 

このため、国立大学法人筑波大学、国立大学法

人東京大学、国立大学法人岡山大学および学校法

人慈恵大学は共同で業務を行う。国立大学法人東

京大学は核内レセプター、Smad, Smurf を含ん

だ複合体の構造解析を実施する。 

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 

本研究では腎臓の糸球体硬化症を対象とする線維化疾患とした。腎臓では、ペルオキシソーム増殖因子活性

化受容体 γ（PPARγ）、ビタミン D 受容体（VDR）が高発現しているので、両核内レセプターを標的とした。まず

核内レセプターPPARγと種々のリガンドとの複合体構造解析を行った。転写活性の高いリガンドは

PPARγが有する疎水性ポケットを大きく占有し、一方転写活性の低いリガンドはその占有率が低い。一

方、核内レセプターVDR とリガンドの複合体構造解析では骨格は異なるものの nonsecosteroid 型も

secosteroid 型と同様な認識が

行 わ れ て い る こ と や

nonsecosteroid 型リガンドで

も異なる認識様式が観測さ

れた。 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 
（１） 核内レセプターPPARγのリガンド結合部位と化合物との複合体解析  
核内レセプターPPARγ のリガンド結合部位の発現・精製条件を検討し、結晶化に必要な純度の高いサ

ンプルを大量(10 mg 以上)に調整するのに成功した。フェニルプロピオン酸骨格をもつ種々の化合物を

浸漬し、転写活性の高い化合物（JKPL41,42,53）と低い化合物（JKPL22,35）との複合体構造解析に

2.1-2.6Å分解能で成功した。 
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PPARγ には大きな疎水性ポケットを

有し、一部に親水的な領域が存在する。

この親水性領域はすべての化合物に含

まれているカルボン酸部分（一部はチ

アゾリジン部分）と相互作用していた。

一方、化合物中の２か所は置換基の嵩

高さが異なり、嵩高い置換基をもつ化

合物は疎水性ポケットを占有している

ため（右図の赤丸で囲んだ箇所）、安定

性が増し転写活性化能が高いことが構

造学的に明らかになった。 
 
（２） 核内レセプターＶＤＲのリガンド結合部位と化合物との複合体解析 
標的とする核内レセプターを PPARγ から VDR に変更したため発現系の構築、精製条件の検討を行っ

た。VDR はその大半が不溶性になってしまうため 12L 培養で 1mg 程度しかとれない。このためホスト

や発現領域、培養条件、精製条件を検討し、1L あたり 1mg まで収量が改善した。リガンドとして

secosteroid 型の化合物と nonsecosteroid 型の化合物で研究を進めているがマキサカルシトールは前者

に TTYN シリーズ(TTYN7,8,11,12)は後者に属する。これらの化合物と VDR のリガンド結合部位の構

造解析を行い、それぞれ 1.3Å、1.8Å-2.0Åという高分解能で構造を決定した。２つのグループの化合

物は全く異なる骨格を持ちながら、非常によく似たコンフォメーションをとっているとことを見出した

（下図、左）。さらに両グループの化合物とも水酸基がタンパク質側の２つの His 残基と水素結合をし

て結合している。また反対側の水酸基も両者とも Arg,Ser で認識されていた。全体の構造をみてみると

両グループの化合物とも partial agonist ということもありタンパク質そのものは大きな構造変化を起

こしていなかった。中央部の骨格部は疎水的な相互作用によって認識されている。興味深いことに

nonsecosteroid 型の化合物で転写活性化能が異なるリガンドとの構造を比べてみると構造的な相違点

が観測された(図、右：図は

TTYN12 と TTYN11)。こ

の相違点が与える影響につ

いて検討しているところで

ある。 

 
（３）Ｓｍａｄの発現・精製条件
の検討 
Smad について N 末側ドメ

イン(MH1）、C 末側ドメイン(MH2)、並びに両者を含んだ領域(MH1+MH2)の大腸菌による発現系を構築

し、発現、精製条件を検討した。MH1 と MH1+MH2 に関しては十分な発現が認められた。MH1 は精製

条件を確立した。MH1+MH2 は分解がみられるため現在精製条件を検討しているところである。

MH1+MH2 を有する領域と VDR のリガンド結合ドメインとの相互作用をみるため Pull down assay を行

ったところ結合が認められた。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

化合物の合成、化合物のスクリーニング、細胞レベルでの化合物の評価、分子機構の検討、線維症モデ

ル動物を用いた in vivo 評価系の確立と化合物の評価機能解析は課題内のグループ（筑波大学、岡山大
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学、慈恵大学）が行っている。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 4 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 

13 件 

４．各機関の論文発表件数 19 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

（プログラム内外含む） 

0 件 

（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 

PPARγと合成リガンドとの複合体解析は計 7 種類のリガンドに関して成功している。この結果 PPARγ
の転写活性の強弱を構造学的に考察できるようになったのは大きな進歩である。またプロジェクトの途

中でターゲットを VDR にしたが、VDR と合成リガンドとの複合体解析も 5 種類成功しており有用な知

見が得られている。このことに関しては当初の計画を上回っている。一方、Smad との複合体の構造解

析に関しては分解の問題もあり、未だ達成されておらず課題として残っている。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

課題内の情報共有システム 

普段から連絡は E-mail を用いて緊密に行っている。中核機関である筑波大学（柳澤研究グループ）は

ハブとしての機能を果たし、各研究グループの研究情報を集約して解析し、得られた情報を各グループ

に提供して情報共有と研究の効率的推進を計っている。 
さらに、研究グループのデータを共有するため、サーバーを借りて情報共有システムを導入した（セア

ビス社セサミシステム）。本システムでは、ネットを使用することによって外部のサーバーに大規模な

データを蓄えられるようになっており、パスワードを持った各研究グループがデータの引き出しや更新

を行えるようになっている。このシステムによって E-mail に添付できないような大容量のファイルも

すべてのグループで共有し、討議することが可能となった。 
E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデアを創出

するために、年３回ミーティングを東京の慈恵医科大学もしくは筑波大学（秋葉原 office）で行ってい

る。会議では、各グループの進捗状況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミング

を行い、グループの方向性を調整し、プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけている。 
課題内の連携体制 

柳澤ら（筑波大学）は、核内レセプターによる TGF-β抑制メカニズムの解析と核内レセプター（PPARγ
と VDR）に結合し、TGF-βシグナルを抑制する化学物質の探索を行っている。宮地ら（岡山大学）は、

化学物質群を柳澤らへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新たな化学物質の合成を行う。清

水ら（東京大学）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセプター複合体の構造を解析し、その情

報を宮地らへとフィードバックする。さらに横山ら（慈恵大学）は疾患モデルマウスを用いて化学物質

の評価を行う。 

９．他の課題との情報共有・連携 

プログラム内部の他研究課題との連携と共同研究 
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 本研究グループのスクリーニングは、東京大学生体機能科学化合物ライブラリー機構（長野先生）と

株式会社ファルマデザインの協力のもと行われている。具体的には化合物ライブラリー機構の化学物質

から、核内レセプターに結合する可能性のあるものをファルマデザインで選択してもらい、宮地らのラ

イブラリー、既存化合物とともに 1 次スクリーニングに用いている。さらにこれらのデータはライブラ

リー機構へとフィードバックされている。 

 本研究グループは、ターゲットタンパク研究グループの基本的な生命の解明分野 西村善文先生のグ

ループと共同で、核小体に局在する新規因子 Nucleomethylin（NML）の構造を解析した。さらに、NML

が、NAD 依存的ヒストン脱アセチル化酵素 SIRT1、ヒストンメチル化酵素 SUV39 とタンパク質複合体

eNoSC (energy-dependent Nucleolar Silencing Complex)を形成し、細胞外のエネルギー状態を認識して、エ

ネルギー消費を調節することを明らかにした。本研究内容は、Cell（133:627-639, 2008）誌に掲載され

た。情報プラットフォームへの研究成果の登録も行っている。 

１０．人材育成 

本プロジェクト遂行にあたり博士研究員を延べ３人雇用した。実際の研究指導は研究代表者が行った。

実験手法等については十分訓練されていたので、研究の進め方などについて十分討議を重ねながら本プ

ロジェクトを遂行していった。すでに２人は別プロジェクトの博士研究員として働き、もう一人は東大

薬学部の流動助教として採用されている。 

１１．終了までの具体的な見通し 

PPARγとリガンドとの構造解析に関しては本プロジェクトを進めていくうちにより効果的な VDR をタ

ーゲットとしたためこれまで行った構造解析で終了させる。一方 VDR とリガンドとの解析においては

VDR 活性、TGFβ抑制活性ともに高い化合物群と VDR 活性は低く、TGFβ抑制活性の高い化合物群の両

者の構造解析に成功している。プロジェクト終了までにより高分解能データを収集するとともに、詳細

な比較を行う予定である。一方 Smad との複合体解明は結合が弱いこともあり難航している。 

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 

本プロジェクトで合成された TTYN12 は比較的 VDR 活性が低く、TGF-β抑制活性の高い化合物である。

この研究をさらに推し進めれば有効な化合物候補となる可能性がある。 

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  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 0 0 0 0 物品費（千円） 2,113  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 4,847  

人件費（千円） 0 0 8,466 5,225 旅費（千円） 201  

業務実施費（千円） 12,308 11,538 2,503 5,313 その他（千円） 377  

間接経費（千円） 3,692 3,462 3,291 3,162 間接経費（千円） 2,262 15,869 

合計（千円） 16,000 15,000 14,260 13,700 合計（千円） 9,800 68,760 
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代表／分担機関の課題名 「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」（TGF-β 抑制作用を有する核内レセプターリガンドの創製） 

代 表 ／ 分 担 機 関 国立大学法人岡山大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 宮地 弘幸 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

TGF-β 抑制作用を有する核内レセプターリガンド

の創製にあたり、構造情報を利用した化合物の設計

及び合成を進め、細胞レベル・個体レベルでの線維

化を抑制する化合物を探索する。 

実際の研究計画においては、線維化疾患の標的臓器

として腎臓を選択し、糸球体硬化症疾患の治療薬創

製を目指した。標的核内受容体として PPARγと VDR

を選択し、細胞レベル・個体レベルでの腎臓の線維

化を抑制する化合物を創製することを達成目標と

した。 

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 

PPARγに関して約 100 種類の PPAR 化合物群を提供できた。機能グループ

によるスクリーニングの成果として、PPARγパーシャルアゴニスト作用と

TGF-βシグナル抑制作用を in vitro で示し、動物グループによるモデル実

験動物を用いた解析で、in vivo レベルにおいても腎臓線維化を抑制する

PPARγアゴニスト(JKPL-42)見出すことに成功した。また何故それらの化合

物が PPARγ活性を示すかの理由を、複数の JKPL 系化合物を構造グループに

提供し、構造グループが PPARγとの複合体 X線結晶構造解析に成功すること

で明らかにできた(右上図)。 

一方、VDR に関しては約 50 種類の VDR 化合物群の提供ができた。機能グループによるスクリーニング

の成果として、VDR フルアゴニスト作用と TGF-βシグナル抑制作用を in vitro で示し、動物グループに

よるモデル実験動物を用いた解析で、腎臓線維化を抑制するノンセコステロイド型 VDR アゴニスト(LG)

見出すことに成功した。また何故ノンセコステロイド型VDRアゴニスト(LG)

や関連化合物が VDR アゴニスト活性を示すかの理由を、複数の TTYN 系化合

物を構造グループに提供し、VDR との複合体 X線結晶構造解析が成されたこ

とで明らかにできた(右下図)。 

さらにノンセコステロイド型 VDR アゴニスト(LG)の副作用を回避した、

ノンセコステロイド型VDRアゴニスト(TTYN-12)を機能グループの評価によ

り見出すことに出すことに成功した。TTYN-12 に関しては TGF-βシグナル抑

制作用を in vitro で示し、動物グループによるモデル実験動物を用いた解析で、動物レベルにおいて

も腎臓線維化を抑制でき、VDR フルアゴニストの副作用として懸念される、高カルシウム血症が起り難

いことが動物評価グループの成果として明らかにされている。 

H3

H12

βシート

PPARγ-JKPL’s
H3

H12

βシート

H3

H12

βシート

PPARγ-JKPL’s
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（２）構造解析に関する進捗及び成果 

PPARγに関して in vivo レベルで腎臓線維化を強く抑制する PPARγアゴニスト群と抑制活性の弱い

PPARγアゴニスト群の違いを、複数の JKPL 化合物と PPARγリガンド結合領域との複合体 X線結晶構造

解析に成功することにより構造生物学的観点から明らかにできた。本成果は論文に纏めつつある。 

一方、VDR に関してはノンセコステロイド型 VDR フルアゴニスト(LG 等)が何故 VDR フルアゴニスト活

性を示すのかの理由を、天然に存在する VDR フルアゴニスト類および LG 類と VDR リガンド結合領域と

の複合体 X線結晶構造解析に複数成功することにより構造生物学的観点から明らかにできた。またノン

セコステロイド型 VDR パーシャルアゴニスト(TTYN-12)が何故パーシャルアゴニスト活性を示すのかに

ついても構造生物学的観点から明らかにできつつある。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

PPARγに関して約 100 種類の PPAR 化合物群の PPARγ活性および TGF-β阻害活性スクリーニングが終

了した。その成果として、PPARγパーシャルアゴニスト作用と TGF-βシグナル抑制作用を in vitro で示

す化合物が複数見出すことに成功した。代表的化合 PPARγアゴニスト(JKPL-42)に関しては、動物グル

ープによるモデル実験動物を用いた解析で、in vivo レベルにおいても腎臓線維化を、対象薬であるロ

シグリタゾンと同等に抑制できることを確認することに成功した。 

一方、VDR に関しては約 70 種類の VDR 化合物群の VDR 活性および TGF-β阻害活性スクリーニングが終

了した。その成果として、VDR フルアゴニスト作用と TGF-βシグナル抑制作用を in vitro で示すノンセ

コステロイド型 VDR アゴニスト(LG)見出すことに成功した。LG に関しては、動物グループによるモデル

実験動物を用いた解析で、in vivo レベルにおいても腎臓線維化を、対象薬である天然の VD と同等に

抑制できることを確認することに成功した。 

さらにノンセコステロイド型 VDR アゴニスト(LG)の懸念される副作用を回避した、ノンセコステロイ

ド型 VDR アゴニスト(TTYN-12) 見出すことにも成功した。TTYN-12 に関しては、動物グループによるモ

デル実験動物を用いた解析で、in vivo レベルにおいても腎臓線維化を、対象薬である天然の VD と同

等に抑制できる一方で、VDR フルアゴニストの副作用として懸念される、高カルシウム血症が起り難い

ことが動物評価グループの成果として明らかにすることができた。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 4 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 

13 件 

４．各機関の論文発表件数 5 件 

５．各機関の特許出願件数 2 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

（プログラム内外含む） 

0 件 

（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 

ほぼ 100%である。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

課題内の情報共有システム 

普段から連絡は E-mail を用いて緊密に実施いる。中核機関である筑波大学（柳澤研究グループ）はハ
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ブ機能を発揮し、各研究グループの研究情報を集約して解析し、得られた情報を各グループに提供して

情報共有と研究の効率的推進を計った。 

さらに、研究グループのデータを共有するため、サーバーを借りて情報共有システムを導入した（セ

アビス社セサミシステム）。本システムでは、ネットを使用することによって外部のサーバーに大規模

なデータを蓄えられるようになっており、パスワードを持った各研究グループがデータの引き出しや更

新を行えるようになっている。このシステムによって E-mail に添付できないような大容量のファイルも

すべてのグループで共有し、討議することが可能となり有益であった。 

E-mail とサーバーによる情報共有の不足分を補い、問題点を討議するとともに新たなアイデアを創出

するために、年数回ミーティングを東京の慈恵医科大学を中心に行った。会議では、各グループの進捗

状況を発表し、問題点と今後の進め方についてブレインストーミングを行い、グループの方向性を調整

し、プロジェクト全体が効率的に進むよう心がけられた。 

課題内の連携体制 

機能評価グループ（筑波大学柳沢グループ）は、核内レセプターによる TGF-β抑制メカニズムの解析

と核内レセプター（PPARγ と VDR）に結合し、TGF-β シグナルを抑制する化学物質の探索ならびに、

代表的化合物の作用メカニズム解析を行った。合成グループ（岡山大学宮地グループ）は、化学物質群

を機能評価グループへと送り、フィードバックされた結果に基づいて新たな化学物質の合成を行った。

構造評価グループ（東京大学清水グループ）は、柳澤・宮地らの情報から化合物・核内レセプター複合

体の構造を解析し、その情報を柳澤・宮地らへとフィードバックした。さらに動物解析グループ（東京

慈恵医科大学横山グループ）は疾患モデルマウスを用いて代表的活性化学物質の評価を、対象薬である

既存の薬物との比較を含め行った。 

９．他の課題との情報共有・連携 
プログラム内部の他研究課題との連携と共同研究 

 本研究グループのスクリーニングにおいては、“制御”の東京大学生体機能科学化合物ライブラリー

機構（長野先生）と、その分担研究者である株式会社ファルマデザインの協力のもと行われた。具体的

には化合物ライブラリー機構の化学物質ライブラリーから、核内レセプターに結合する可能性のあるも

のをファルマデザインで選択してもらい、宮地の所蔵する合成化合物、既存化合物とともに１次スクリ

ーニングに用いた。さらにこれらの活性データはライブラリー機構へとフィードバックされた。 

  

１０．人材育成 

合成グループ（岡山大学宮地グループ）においては、学部性、大学院生、ポスドクを研究に従事させ

ていなかった。したがって人材育成に関する内容は含んでいない。 

 

１１．終了までの具体的な見通し 

現在ノンセコステロイド型VDRパーシャルアゴニストTTYN-12を次なるリード化合物としてノンセ

コステロイド型ＶＤＲアンタゴニストへの構造転換を実施している。本年度中にはＶＤＲアンタゴニス

ト活性を有する化合物を見出す。今回の研究で見出された、JKPL-42, LG, TTYN-12 等核内重要体のノン

ゲノミックな作用に基ずく新規線維化疾患治療薬に関する知見は、学会発表や論文投稿発表を通して公

知とし、技術移転を目的とした共同研究に繋げ、また他分野、特に他の核内受容体を標的とした研究者

に対して情報公開し、成果活用推進を図る。 
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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 

本プログラムにおいて、 

１）核内受容体のノンゲノミックな作用としての TGF-βシグナル阻害作用の一般性の発見 

２）腎線維化疾患治療薬としての PPARγアゴニスト、VDR アゴニストという新医薬用途の発見 

が成された。 

１）の発見は、種々の核内受容体に関してそれぞれに固有の、または重複したノンゲノミックな機能

の存在可能性を示唆するものである。今後核内受容体機能の全容解明という基礎科学の進展を加速化

させる成果である。 

２）に関しては直接的には既存 PPARγアゴニストや VDR アゴニストの、腎線維症治療薬としての適

応拡大を促進する。また間接的には、特定臓器組織における線維化疾患（例えば肝硬変、肺線維症、

全身性強皮症）治療薬の創出に関して、新たなアプローチ（メカニズム）による医薬創製という、

医薬産業界にインパクトを与える成果である。 

今後製薬企業やベンチャー企業との共同研究の推進により、大学における研究成果を産業界で橋渡し

できるものと考える。 

 

１３．特記事項 

 

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  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 0 1750 1810 0 物品費（千円） 2111  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 1800  

人件費（千円） 0 0 0 0 旅費（千円） 142  

業務実施費（千円） 9230 6711 6236 6846 その他（千円） 100  

間接経費（千円） 2770 2539 2414 2054 間接経費（千円） 1247 11024 

合計（千円） 12000 11000 10460 8900 合計（千円） 5400 47760 
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代表／分担機関の課題名 「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」（線維化モデル動物を用いた薬剤スクリーニングと臨床応用）

代 表 ／ 分 担 機 関 学校法人 慈恵大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 医学部 講師 横山啓太郎  

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

糸球体硬化症、肝硬変、肺線維症などの線維化疾患は線維化疾患患者数は国内で数十万人にのぼるが、未だ

有効な治療法は存在しない。この線維化の主要原因は、TGF-β／Smad 経路の異常亢進である。したがって、

TGF-β阻害剤が有効であると考えられるが、TGF-β阻害剤の全身投与は副作用が大きく臨床的使用が困難であ

る。研究代表者の柳澤教授は、種々の核内レセプターが Smad と複合体を形成してその分解を促進し、TGF-β

経路を遮断することを見出した。核内レセプターは種類によって発現組織が異なるため、このシステムを用い

れば疾患臓器でのみTGF-β経路を特異的に抑制することが可能となる。そこで、本研究では、１）核内レセプ

ターと Smad を含む蛋白質複合体の構造を解析し、２）その情報に基づいて Smad の分解を促進する化合物を

設計する。３）さらに、その化合物を、細胞や動物モデルを用いて評価することにより、線維化疾患に対する

副作用の少ない新規治療薬の開発を目指した（下図左）。研究体制は下図右のようになっている。 

 

分担者は構造解析および機能解析によって線維化を抑制する期待が高い新規化合物を実際に線維化マ

ウスモデルで腎線維化抑制効果を評価した。そのために、先ず、線維化抑制効果をスクリーニングする

のに適切な線維化マウスモデル作成を行った。並行して、コントロール薬剤による繊維化治癒の評価法

の確立を目指した。 

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 
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①  線維化モデル動物の最適化 
平成２０年度は Jcl：ICR マウス 4 週齢 ♂を用いて尿管結さつ 1 週間による腎臓線維化モデル動

物を作製した。このモデル動物に活性型ビタミン D 類似化合物や宮地グループが合成した新規化合

物の腎臓線維化抑制効果の評価をした。既存の活性型ビタミン D 類似化合物および、宮地グループ

が合成した新規化合物では、腎臓線維化抑制効果に差異が認められた。しかし、柳澤グループが行

ったレポータージーンアッセイで TGF-β を抑制することが明らかになった化合物でも尿管結さつマ

ウスでは、腎臓線維化モデル動物としての均一性に問題が残ることも確認された。尿管結さつマウ

スでは、腎臓線維化モデル動物としての均一性に問題が残ったため、アデニンマウスでのモデル作

製を行った。アデニンマウスを以下のプロトーコールで腎線維化を評価した。 

試験５群

試験６群

試験７群

n=42

試験１群

試験２群

試験３群

試験４群

n=6

n=6

；採血・採材

採
材

採
材

n=6

体
測

体
測

アデニン0.25%CE-2給餌

  CE-2給餌

CE-2給餌CE-2給餌 アデニン0.25%CE-2給餌

CE-2給餌

体
測

n=6

n=6

n=6

n=6 CE-2給餌   CE-2給餌

採
材

CE-2給餌

CE-2給餌
アデニン0.25%

CE-2給餌

CE-2給餌 アデニン0.25%CE-2給餌

CE-2給餌   CE-2給餌

採
材

体
測

群
分
け

14861 104 1311 1273 52 9馴化期間

体
測

；体重測定

C57BL/6NJcl 9週齢 ♂=49

0

体
測アデニン0.25%CE-2製造

 
その結果、アデニン投与により、腎線維化は顕著になることが明らかになった。さらに、その休止に

より、腎線維化は回復するため、新規化合物が、線維化修復過程効果を有するかを評価することが可能

なモデルであることも明らかになった。 
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②  コントロール薬剤による線維化治癒の評価法の確立 

まず、既存の活性型 VD 製剤の腎線維化治癒を評価した。柳澤グループの機能解析では下図のよ

うにパリカルシトールとマキサカルシトールがロカルトロールに比べジェノミック作用すなわ

ち VDR 転写活性が低いもののノンジェノミック作用（TGFβ 活性抑制）が同等であることが明

らかになった（下図左）。VDR 転写活性から、活性型 VD 製剤の投与量を決定し、既存の活性型

VD 製剤の腎線維化治癒を評価した。これらの活性型 VD 製剤はセコステロイド型である。 

  
宮地グループ、清水グループおよび柳澤グループの構造解析および機能解析の結果では、セコステロ

イド型ともにノンセコステロイド型の線維化抑制効果を評価した。先ず、ノンセコステロイド型の LG

を腎臓線維化モデルに投与した。しかし、高 Ca 血症を認めた。分担者の検討で、既存の活性型 VD 

製剤であるマキサカルシトールが腎臓線維化モデル高 Ca 血症を呈さないことが、明らかになったの

で、清水グループが VDR リガンド結合領域とマキサカルシトール複合体の結晶化構造解析を行っ

た。その結果ノンジェノミック作用（TGFβ活性抑制）を有するには H12 が必要であることが明ら

かになった。H12 の構造変換によりジェノミック作用とノンジェノミック作用を分離することに成

功した柳澤グループおよび宮地グループから供給されたノンセコステロイド型TTYN12をアデニンマ

ウスに投与した。TTYN12 は血清 Ca を上昇させなかった。
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さらに、TTYN25 と TTYN34 も同様に線維化抑制効果を有していた。さらに、TTYN34 はアデニン

投与後の線維化修復過程効果を有することが明らかになった。下図に示すように TTYN34 投与群では、

Contorol に比べ、血清尿素窒素(UN)、血清クレアチニン(Cr)が低値を示していた。 

 

（２）構造解析に関する進捗及び成果 

宮地グループ、清水グループ、柳澤グループによる構造解析と分担者の研究の関係性を上述した。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

柳澤グループよる機能構造解析と分担者の研究の関係性を上述した。 

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

造解析したタンパク質数 

0 件 

４．各機関の論文発表件数 10 件 

５．各機関の特許出願件数 2 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

（プログラム内外含む） 

0 件 

（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 

アデニンマウスによる線維化モデル動物の最適化は当初の計画を粗達成している。新規化合物によ

る線維化治癒の評価は確立されつつあるが、薬物動態、副作用については未だ評価を行っていない。 

８．課題内の情報共有・連携体制 

上述のように宮地グループ、清水グループ、柳澤グループの構造解析および機能解析と分担者のアデ

ニンマウスによる線維化モデル動物の実験は情報を共有が必須であった。当該研究の推進会議にて各

研究室内の知財管理を行うためのソフト（SesameFileNavi）を導入した。 

９．他の課題との情報共有・連携 

特記すべきことありません。 

１０．人材育成 

特記すべきことありません。 

１１．終了までの具体的な見通し 

宮地グループ、清水グループおよび柳澤グループの構造解析および機能解析の結果から、よりジェノ

ミック作用とノンジェノミック作用が分離されたノンセコステロイド型の新規化合物の生成が期待

できる。供給された新規化合物は既に線維化モデル動物において血清 Ca を上昇させずに線維化を抑

制している。今後は、薬物動態および副作用を評価し、臨床応用可能な新規化合物の生成に努めたい。

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 

ジェノミック作用とノンジェノミック作用が分離して、in vivo の評価を成し得ている研究は極めて少

なく、適切な新規化合物を in vivo で線維化抑制を評価することは臨床応用の可能性が高い。 

１３．特記事項 

現在、我が国において慢性腎臓病、肝線維症、肺線維症などの患者数は数十万人であるが潜在的に

はに及ぶと考えられる。in vivo の新規化合物の線維化治癒の評価法の確立は極めて有用である。 

１４．研究費一覧 

 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 461 675 311 848 物品費（千円） 159  

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） 567  

業務実施費（千円） 9,539 8,556 8,466 6,614 その他（千円） 3,813  

間接経費（千円） 3,000 2,769 2,633 2,238 間接経費（千円） 1,361 12,002 

合計（千円） 13,000 12,000 11,410 9,700 合計（千円） 5,900 52,010 
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代表／分担機関の課題名 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 

代 表 機 関 国立大学法人東北大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 青木淳賢 

 

１． 課題開始時における達成目標 

 NPP（Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase）ファ

ミリータンパク質は NPP1から NPP7の７種類のメンバー

が知られており、細胞外のヌクレオチドやリゾリン脂質を

分解し、がん浸潤・転移、骨形成、ミエリン形成など、様々

な生命現象・疾病に関与する。本研究では、NPPファミリ

ータンパク質の中で、NPP1、NPP2、NPP6に関して、機

能・構造解析を行い、さらに阻害剤のスクリーニング、設

計を行い、最終的に創薬シーズの産出を目指すことを目的

とする。 

 このため、青木グループ（国立大学法人東北大学）、濡木グループ（国立大学法人東京工業大学、平

成２０年度からは東京大学）、高木グループ（平成２２年度から参画）が共同で業務を行う。青木グル

ープは NPPファミリー分子の発現、NPPファミリー分子の機能解析、阻害剤のスクリーニング、阻害

剤の有機合成を実施する。濡木グループは NPPファミリー分子の結晶化と構造解析、阻害剤との共結

晶構造の解析を実施する。高木グループは NPPファミリー分子の発現を実施する。 

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 

 平成２３年５月末時点における東北大学、東京大学、大阪大学の事業計画に対する研究成果について

下表にまとめる。 

 構造解析 阻害剤開発 機能解析 

NPP2 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.0Åの解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。 

東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、４
種のヒット候補化合物を得た（東北大
学）。このうち、２種類に関して共結晶
構造を決定し（東京大学）、この情報に
基づき合成展開し（東京大学長野研、
東北大学）、１リード化合物を得た。本
阻害剤は、個体レベルでも NPP2阻害活
性を持つことが示され（東北大学）、最
近、企業への導出に成功した。 

NPP2 が難治性疾患間質性
肺炎の進展の重要な因子で
あることを明らかにした
（東北大学）。ゼブラフィッ
シュをモデル系として
NPP2-LPA 系が発生期の血
管形成の新規制御因子であ
ることを明らかにした（東
北大学）。 

NPP6 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
た（大阪大学）。 

東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、複
数のヒット化合物を得た（東北大学）。
このうち２種類の化合物に関して合成
展開を行い（東京大学長野研、東北大
学）、２リード化合物を得た。 

NPP6 KOマウスは脂肪肝に
なり易く、ミエリン形成に
異常を持つことを明らかに
した。 

NPP1 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.7Åの解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。 

現時点では行っていない。 構造情報に基づき、基質で
ある核酸の結合様式を解析
している（東北大学、東京
大学、大阪大学）。 
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（２）構造に関する進捗及び成果（構造解析と阻害剤開発を相補的に行ったので並行して記述する）。 

NPP2 

NPP2は、血中に存在するリゾホスファチジルコリン（LPC）を加水分解し、リゾホスファチジン酸

（LPA）を産生する酵素タンパク質である。LPAは脂質メディエーターとして注目されているシグナル

伝達分子であり、Gタンパク質共役型受容体である LPA受容体に作用し、細胞増殖や遊走、創傷治癒、

脳神経系の発達・分化、血管形成など様々な生命現象に関わっている。一方、元来 NPP2は悪性腫瘍が

分泌し、自身の細胞運動性を促進する因子として発見されたタンパク質であり、実際に乳がん、肺がん、

脳腫瘍など様々ながん細胞において NPP2の発現亢進が報告されている。また、がん以外にも、動脈硬

化、神経因性疼痛など様々なヒト疾患に関与していることも報告されている。しかし、タンパク質の構

造に基づく分子レベルでの NPP2の LPA産生メカニズムの詳細は未解明であった。 

構造解析  

本研究では、まず、マウス、ヒト、ラット由来の NPP2

をバキュロウイルス発現系にて発現精製を行った。得ら

れた数 mg オーダーの精製タンパク質を用い結晶化の試

みを行ったが、結晶化には至らなかった。そこで、ほ乳

類細胞を用いた発現系に変更した。具体的には GlcNac 

Tn-1欠損（糖鎖形成不全）HEK293にマウス由来の NPP2

を発現させ、ターゲットタグ精製系にてリコンビナント

NPP2 を精製した。さらに、脂肪酸種の異なる 5 種類の

LPA の複合体の立体構造を X 線結晶構造解析によって

決定した（図１）。その結果、これまで機能がよくわか

っていなかったソマトメジン B 様ドメインとヌクレア

ーゼ様ドメインが触媒ドメインの両側から相互作用し、

触媒ドメイン中の疎水性ポケットの構造を安定化して

いることが明らかになった。5種類の LPA複合体構造中

で、LPA分子の脂肪酸はそれぞれ異なる形に折れ曲がっ

て疎水性ポケットに結合していることが明らかになっ

た（図２）。これらの構造から、NPP2 が複数種の LPC

を基質として切断する分子メカニズムが解明された。予

想外なことに、活性部位に通じる疎水性チャンネルが存

在し、そこに内在性の LPA が結合していることを同定

した。疎水性チャネルを塞ぐような変異体酵素を作製し、解析したところ、LPA産生活性は保持されて

いる一方で、細胞運動性促進活性が著しく低下していることを見出した。この結果から、NPP2 によっ

て産生された LPA は溶液中に遊離した後に LPA 受容体に作用するのではなく、NPP2 のもつ疎水性チ

ャンネルを通って効率的に LPA受容体へと受け渡される（shuttlingされる）ことが示唆された。すなわ

ち、NPP2は LPA産生酵素としてだけなく、LPA輸送タンパク質としても機能しているというモデルが

提唱された。 

阻害剤開発  

国立大学法人東京大学の化合物ライブラリーチームの長野研究室との共同研究により、NPP2 に対す

るハイスループットスクリーニングを行い、複数のヒット化合物を得た。NPP2 はゼブラフィッシュ胚
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に過剰発現すると二股心臓の表現型を示した。そこで、二股心臓

の表現型を抑制する活性を指標に複数のヒット化合物の２次スク

リーニングを行い、化合物の絞り込みを行った。このうち２種の

阻害剤に関してNPP2との共結晶複合体の構造を 2.1 Å分解能で決
定し、阻害剤が LPAポケットを占拠し、触媒活性を阻害する機構

を原子分解能レベルで解明することに成功した（図３）。さらに、

本共結晶構造から得られた情報をもとに阻害剤の合成展開を行

い、最終的に個体レベルで NPP2 の活性を抑制することの出来る

創薬リード化合物の創出に成功した。最近、大手製薬会社との共同研究契約締結が決まり、初の大学発

の薬剤開発の道が開けた。 

 

NPP6 

NPP6 はコリンを極性頭部に有する LPC やグリセロホスホリルコリン（GPC）に基質特異性を示し、

ホスホリルコリンを産生する。そのため生体内のコリン代謝に関わることが予想されるがその機能は全

く不明である。 

構造解析  

まず、バキュロウイルス系にて NPP6の発現を試みた。His tagを利用し、数 mgオーダーのリコンビ

ナント NPP6 が得られたが、結晶化には至らなかった。現在、NPP2, NPP1 で上首尾であった HEK293

細胞を用いた発現系でのリコンビナントタンパク質の発現並びに結晶化を試みている。 

阻害剤開発  

また、東大化合物ライブラリーと東北大学ライブラリーを用い、NPP6の阻害剤

探索を行った。複数のヒット化合物を得て、このうち、２つに絞り合成展開を行

った。最終的に、nMオーダーで NPP6を阻害する化合物（図４）を得た。 

 

NPP1 

NPP1は ATPなどの核酸のホスホジエステル結合を加水分解する膜貫通型の酵素である。ノックアウ

ト（KO）マウスの解析から、骨代謝に機能していることが示

されている。またヒトにおける変異が報告され、骨石灰化や

II型糖尿病との関連が示唆されている。 

構造解析  

マウス NPP1 に NPP2 のシグナル配列を付けかえたリコン

ビナントを作製し、HEK293T細胞で大量調製を行い、ターゲ

ットタグ精製系にてリコンビナント NPP1 を精製した。AMP

や AMPCPPとの複合体の結晶構造を 2.7 Å分解能で決定する
ことに成功した（図５）。その結果、NPP2 で欠失していた挿

入ループが基質の認識特異性を発揮していることを明らかに

した。NPP1は骨石灰化や II型糖尿病の原因となるタンパク質

であり、本研究で得られた立体構造情報は、これらの疾病に対する阻害剤開発の基盤となることが期待

される。 
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（３）機能解析に関する進捗及び成果 

NPP2 

NPP2 選択的なモノクローナル抗体３種をマウスに投与すると、マウス

血中の NPP2の活性を阻害することができる。また、さまざまなヒト臨床

サンプル中の NPP2 活性を測定し、NPP2 の発現が特発性間質性肺炎で亢

進していることを見いだした。そこで、特発性間質性肺炎のマウスモデル

であるブレオマイシンモデルにおける抗 NPP2モノクローナル抗体効果を

試したところ、肺の繊維化が、抗体処理により劇的に抑制されることが分

かった（図６）。 

また、これまでに KOマウスの解析から NPP2が発達期の血管形成に機能

していることが示されていたが、その機構の詳細は不明であった。我々はゼ

ブラフィッシュを用いてその解析を行った。ゼブラフィッシュは哺乳類の遺

伝子のほとんどが保存されている、体が透明で血管の可視化が容易である、

複数の遺伝子のノックダウンができるといった利点がある。ゼブラフィッシ

ュにおいて NPP2をノックダウンしたところ、体節間血管が背側まで伸びず

結合してしまうという表現型が見られた（図７）。この表現型はこれまで知

られている変異体やノックダウンで見られる発生期の血管形成の表現型と

は異なり、NPP2/LPAが新しい血管形成制御因子である可能性が示唆された。

さらに LPA1、LPA4を同時にノックダウンしたところ、NPP2ノックダウンと類似の表現型を示し、NPP2

の下流で LPA1と LPA4が血管形成に機能していることが明らかとなった。 

NPP6 

NPP6 はコリンリン酸を含むコリンホスホジエステルに対し高い特異性を有する。まず、NPP6 は肝

臓の肝類洞内皮細胞、脳のミエリンに高発現していることがわかった。NPP6 KOマウスを解析し、NPP6 

KOマウスは、コリン欠乏による脂肪肝を起こし易いこと、ミエリンの構

造が大きく乱れていること（図８）が明らかになった。培養細胞の解析か

ら、NPP6を発現する培養細胞はコリン源として GPCを利用できるように

なったことから、NPP6は GPCなどのコリンホスホジエステルを分解し、

細胞にコリンを供給する役割があることがわかった。肝臓において肝類洞

内皮細胞には GPC を産生するリパーゼが局在することもこの仮説を支持

する。 

３.タンパク質の構造解析件数 

PDB登録数 6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 

10件 

４. 課題全体の論文発表件数 1件 

５. 課題全体の特許出願件数 1 件（うち国外 0 件）（現在製薬会社を通じて出願予定） 

６. 課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

2件 

（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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 個々の分子に対する研究計画の達成度は以下の表のとおりである。全体的には、新規に構造決定した

タンパク質２つ（NPP2, NPP1）、新規に見いだしたリード化合物２つ（NPP2 阻害剤、NPP6 阻害剤）、

新規に見いだした機能４つ（NPP2の肺線維症における機能、NPP2の発生期血管形成における新規機能、

NPP6のミエリン形成における機能、NPP6の脂肪肝抑制機能）に関して研究を進めることができた。特

に、NPP2に関しては製薬企業への導出に成功した点は予想外の成果として評価できる。 
 構造解析 

構造の決定に至ったか？ 
阻害剤開発 

スクリーニングを実施し、リー
ド化合物を得たか？ 

機能解析 
新規の機能を発見したか？ 

NPP2 ◎ ◎ ◎ 
NPP6 △ ○ ○ 
NPP1 ○ × × 
 ◎十分達成できた ○ある程度達成できた △不十分であった ×全く達成できなかった 

８. 課題内の情報共有・連携体制 
構造解析グループ、機能解析グループは互いにチームごとに連携し、それぞれの研究室において 2~3
時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し、すでに共著の論文を発表してい
る。グループ全体の進捗状況は e-mailを用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはかっ
ており、実質的な共著論文としての成果も上げてきた。 
９。他の課題との情報共有・連携 
生産拠点である国立大学法人大阪大学（高木研究室）および国立大学法人東京大学の化合物ライブラリ
ーチーム（長野研究室）との共同研究により、研究を大きく進展させることに成功した。 
１０. 人材育成 
学部生、大学院生の研究教育は、雇用されているポスドクおよび助教、准教授、教授が、直接に実験を
指導し、また週 2回のセミナー・ディスカッションを通じて徹底的に行っている。 
１１. 終了までの具体的な見通し 
すでに構造解析の終了している NPP1に関しては、基質選択機構に着目して論文をまとめる。さらに、
NPP6に関しても、動物細胞を用いて大量調製に成功しており、結晶構造解析および機能解析を進める。 
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 
本プログラム終了後も、チームの連携・共同研究を維持し、生産拠点、化合物ライブラリー拠点とも連
携し、大学発の立体構造に基づく創薬開発（SBDD）を推進する計画である。すでに、大手製薬会社と
の共同研究契約も締結しており、新規のメカニズムによる、がん、線維症、糖尿病、骨石灰化に関する
効果的な薬剤を開発し、医療分野で社会に貢献する日も近いと期待している。 

１３. 特記事項 
１.第５回日本学術振興会賞受賞（2009年 3月）（濡木理） 
２. 21年度持田記念学術賞受賞（2009年 10月）（濡木理） 
３.22年度木原記念財団学術賞受賞（2010年 5月）（濡木理） 
４.第 27回井上学術賞受賞（2011年 2月）（濡木理） 
５.2011 年に Nat. Struct. Mol. Biol.に発表した論文“Crystal structure of autotaxin and insight into GPCR 
activation by lipid mediators”は、東京大学新聞（2011年 2月 1日付け）、読売新聞（2011年 1月 17日付
け）に掲載された。 
１４。研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 19,703 17,118 9,240 13,107 物品費（千円） 15,810  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 7,611  

人件費（千円） 469 714 3,181 8,113 旅費（千円） 400  

業務実施費（千円） 21,366 20,629 23,733 17,908 その他（千円） 370  

間接経費（千円） 12,462 11,539 10,846 11,738 間接経費（千円） 7,202  

合計（千円） 54,000 50,000 47,000 50,866 合計（千円） 31,450 233,316 
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代表／分担機関の課題名 がんや様々な疾患に関与する NPPファミリータンパク質の機能構造解析か

ら創薬まで 

代 表 ／ 分 担 機 関 国立大学法人東北大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 青木淳賢 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

 NPP（Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase）ファミリータンパク質は NPP1から NPP7の７種

類のメンバーが知られており、細胞外のヌクレオチドやリ

ゾリン脂質を分解し、がん浸潤・転移、骨形成、ミエリン

形成など、様々な生命現象・疾病に関与する。本研究では、

NPPファミリータンパク質の中で、NPP1、NPP2、NPP6

に関して、機能・構造解析を行い、さらに阻害剤のスクリ

ーニング、設計を行い、最終的に創薬シーズの産出を目指

すことを目的とする。 

 このため、青木グループ（国立大学法人東北大学）、濡

木グループ（国立大学法人東京工業大学、平成２０年度からは東京大学）、高木グループ（平成２２年

度から参画）が共同で業務を行う。青木グループは NPP ファミリー分子の発現、NPP ファミリー分子

の機能解析、阻害剤のスクリーニング、阻害剤の有機合成を実施する。 

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 

平成２３年５月末時点における東北大学の事業計画に対する研究成果について下表にまとめる。 

本表には全体の成果を記載したが、このうち赤字の部分が東北大グループの関わった成果である 

 構造解析 阻害剤開発 機能解析 

NPP2 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.0Åの解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。 

東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、４
種のヒット候補化合物を得た（東北大
学）。このうち、２種類に関して共結晶
構造を決定し（東京大学）、この情報に
基づき合成展開し（東京大学長野研、
東北大学）、１リード化合物を得た。本
阻害剤は、個体レベルでも NPP2阻害活
性を持つことが示され（東北大学）、最
近、企業への導出に成功した。 

NPP2 が難治性疾患間質性
肺炎の進展の重要な因子で
あることを明らかにした
（東北大学）。ゼブラフィッ
シュをモデル系として
NPP2-LPA 系が発生期の血
管形成の新規制御因子であ
ることを明らかにした（東
北大学）。 

NPP6 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
た（大阪大学）。 

東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、複
数のヒット化合物を得た（東北大学）。
このうち２種類の化合物に関して合成
展開を行い（東京大学長野研、東北大
学）、２リード化合物を得た。 

NPP6 KOマウスは脂肪肝に
なり易く、ミエリン形成に
異常を持つことを明らかに
した。 

NPP1 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.7Åの解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。 

現時点では行っていない。 構造情報に基づき、基質で
ある核酸の結合様式を解析
している（東北大学、東京
大学、大阪大学）。 

 
（２）構造解析に関する進捗及び成果 

NPP2 

NPP2 は、血中に存在するリゾホスファチジルコリン（LPC）を加水分解し、リゾホスファチジン酸

（LPA）を産生する酵素タンパク質である。LPAは脂質メディエーターとして注目されているシグナル
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伝達分子であり、Gタンパク質共役型受容体である LPA受容体に作用し、細胞増殖や遊走、創傷治癒、

脳神経系の発達・分化、血管形成など様々な生命現象に関わっている。一方、元来 NPP2は悪性腫瘍が

分泌し、自身の細胞運動性を促進する因子として発見された

タンパク質であり、実際に乳がん、肺がん、脳腫瘍など様々

ながん細胞において NPP2 の発現亢進が報告されている。ま

た、がん以外にも、動脈硬化、神経因性疼痛など様々なヒト

疾患に関与していることも報告されている。しかし、タンパ

ク質の構造に基づく分子レベルでの NPP2 の LPA 産生メカニ

ズムの詳細は未解明であった。 

構造解析  

本研究では、まず、マウス、ヒト、ラット由来の NPP2をバ

キュロウイルス発現系にて発現精製を行った。得られた数 mg オ

ーダーの精製タンパク質を用い結晶化の試みを行ったが、結晶化

には至らなかった。そこで、大阪大学、東京大学との共同で、GlcNac 

Tn-1 欠損（糖鎖形成不全）HEK293 にマウス由来の NPP2 を発現

させ、ターゲットタグ精製系にてリコンビナント NPP2を精製し、

NPP2の立体構造を X線結晶構造解析によって決定した（図 1）。

触媒ポケット内において基質の脂肪酸の収まる疎水ポケットが形

成されていたが、他の NPP では 19 アミノ酸からなるループがあ

って、このポケットが塞がれていることが予想された（図 2）。NPP2

はそのループを欠損している。そこで NPP2 に NPP1 のループを

挿入した変異体を作製したところ核酸に対する活性を維持したま

ま、LPC に対する活性が大きく減弱した（図 2）。このことか

ら、NPP2 が脂質を基質とする構造上の根拠が明らかとなっ

た。また、触媒ポケット中に脂質と思われる分子の結合が確

認されたので、質量分析機により調べた所、LPA が結合して

いることが確認された（図 3）。そこで鎖長や不飽和度の異な

る様々な LPA分子種と共結晶をとったところ、脂肪酸鎖が触

媒ポケット内に収まる様子が明らかとなった。さらに LPAと

相互作用していると予想されたアミノ酸の変異体を作製し、酵

素活性や細胞運動促進活性を測定した所、N230や Y306といっ

たアミノ酸が酵素活性に重要であることが明らかとなった（図

4）。 

阻害剤開発  

国立大学法人東京大学の化合物ライブラリーチームの長野研

究室との共同研究により、NPP2に対するハイスループットスク

リーニングを行い、複数のヒット化合物を得た。NPP2 はゼブラフィッ

シュ胚に過剰発現すると二股心臓の表現型を示した（図 5）。そこで、

二股心臓の表現型を抑制する活性を指標に複数のヒット化合物の２次

スクリーニングを行い、化合物の絞り込みを行った。このうち２種の阻
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害剤に関して NPP2との共結晶複合体の構造を 2.1 Å分解能で決定し、阻害剤が LPAポケットを占拠し、

触媒活性を阻害する機構を原子分解能レベルで解明することに成功した

（図 6）。さらに、本共結晶構造から得られた情報をもとに阻害剤の合成展

開を行い、最終的に個体レベルで NPP2の活性を抑制することの出来る創

薬リード化合物の創出に成功した（図 7）。最近、大手製薬会社との共同研

究契約締結が決まり、初の大学発の薬剤開発の道が開けた。 

 

NPP6 

NPP6 はコリンを極性頭部に有する LPC やグリセロホスホリルコリン

（GPC）に基質特異性を示し、ホスホリルコリンを産生する。そのため生体内のコリン代謝に関わるこ

とが予想されるがその機能は全く不明である。 

構造解析  

まず、バキュロウイルス系にて NPP6の発現を試みた。His tagを利用し、数 mgオーダーのリコンビ

ナント NPP6 が得られたが、結晶化には至らなかった。現在、NPP2, NPP1 で上首尾であった HEK293

細胞を用いた発現系でのリコンビナントタンパク質の発現並びに結晶化を試みている。 

阻害剤開発  

また、東大化合物ライブラリーと東北大学ライブラリーを用い、NPP6の阻

害剤探索を行った。複数のヒット化合物を得て、このうち、２つに絞り合成

展開を行った。最終的に、nMオーダーで NPP6を阻害する化合物を得た（図

8）。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 

NPP2 

NPP2 選択的なモノクローナル抗体３種をマウスに投与すると、マウ

ス血中の NPP2の活性を阻害することができる。また、さまざまなヒト

臨床サンプル中の NPP2 活性を測定し、NPP2 の発現が特発性間質性肺

炎で亢進していることを見いだした。そこで、特発性間質性肺炎のマウ

スモデルであるブレオマイシンモデルにおける抗NPP2モノクローナル

抗体効果を試したところ、肺の繊維化が、抗体処理により劇的に抑制さ

れることが分かった（図 9）。 

また、これまでに KOマウスの解析から NPP2が発達期の血管形成に機能してい

ることが示されていたが、その機構の詳細は不明であった。我々はゼブラフィッシ

ュを用いてその解析を行った。ゼブラフィッシュは哺乳類の遺伝子のほとんどが保

存されている、体が透明で血管の可視化が容易である、複数の遺伝子のノックダウ

ンができるといった利点がある。ゼブラフィッシュにおいて NPP2をノックダウン

したところ、体節間血管が背側まで伸びず結合してしまうという表現型が見られた

（図 10）。この表現型はこれまで知られている変異体やノックダウンで見られる発

生期の血管形成の表現型とは異なり、NPP2/LPA が新しい血管形成制御因子である

可能性が示唆された。さらに LPA1、LPA4を同時にノックダウンしたところ、NPP2

ノックダウンと類似の表現型を示し（図 10）、NPP2 の下流で LPA1と LPA4が血管

形成に機能していることが明らかとなった。 
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NPP6 

NPP6はコリンリン酸を含むコリンホスホジエステルに対し高

い特異性を有する。まず、NPP6は肝臓の肝類洞内皮細胞、脳の

ミエリンに高発現していることがわかった。NPP6 KOマウスを

解析し、NPP6 KOマウスは、コリン欠乏による脂肪肝を起こし

易いこと（図 11）、ミエリンの構造が大きく乱れていること（図

12）が明らかになった。培養細胞の解析から、NPP6 を発現する培

養細胞はコリン源として GPCを利用できるようになったことから、

NPP6は GPCなどのコリンホスホジエステルを分解し、細胞にコリ

ンを供給する役割があることがわかった。肝臓において肝類洞内皮

細胞には GPC を産生するリパーゼが局在することもこの仮説を支

持する。 

 

 

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 9 件 

５．各機関の特許出願件数 1 件（うち国外 0 件）（現在製薬会社を通じて出願予定） 

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） 

2 件 

（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 

 個々の分子に対する研究計画の達成度は以下の表のとおりである。全体的には、新規に構造決定した

タンパク質２つ（NPP2, NPP1）、新規に見いだしたリード化合物２つ（NPP2 阻害剤、NPP6 阻害剤）、

新規に見いだした機能４つ（NPP2の肺線維症における機能、NPP2の発生期血管形成における新規機能、

NPP6のミエリン形成における機能、NPP6の脂肪肝抑制機能）に関して研究を進めることができた。特

に、NPP2 に関しては製薬企業への導出に成功した点は予想外の成果として評価できる。東北大グルー

プが特に貢献をした部分について赤字で示す。 

 構造解析 

構造の決定に至ったか？ 

阻害剤開発 

スクリーニングを実施し、リー

ド化合物を得たか？ 

機能解析 

新規の機能を発見したか？ 

NPP2 ◎ ◎ ◎ 

NPP6 △ ○ ○ 

NPP1 ○ × × 
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 ◎十分達成できた ○ある程度達成できた △不十分であった ×全く達成できなかった 

８. 課題内の情報共有・連携体制 

構造解析グループ、機能解析グループは互いにチームごとに連携し、それぞれの研究室において 2~3

時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し、すでに共著の論文を発表してい

る。グループ全体の進捗状況は e-mailを用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはかっ

ており、実質的な共著論文としての成果も上げてきた。 

９．他の課題との情報共有・連携 

生産拠点である国立大学法人大阪大学（高木研究室）および国立大学法人東京大学の化合物ライブラリ

ーチーム（長野研究室）との共同研究により、研究を大きく進展させることに成功した。 

１０．人材育成 

学部生、大学院生の研究教育は、雇用されているポスドクおよび助教、准教授、教授が、直接に実験を

指導し、また週 2回のセミナー・ディスカッションを通じて徹底的に行った。雇用ポスドクは研究期間

中助教に昇格した。 

１１．終了までの具体的な見通し 

すでに構造解析の終了している NPP1に関しては、基質選択機構に着目して論文をまとめる。さらに、

NPP6に関しても、動物細胞を用いて大量調製に成功しており、結晶構造解析および機能解析を進める。

NPP2阻害剤が病態モデルにおいて有効かを示す。成果を論文の形にまとめる。 

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 

本グループは、構造、機能、有機化学の研究者がタッグを組むことにより、アカデミア発創薬が十分可

能であることを明確に示した。本プログラム終了後も、チームの連携・共同研究を維持し、生産拠点、

化合物ライブラリー拠点とも連携し、大学発の立体構造に基づく創薬開発（SBDD）を推進する予定で

ある。すでに、大手製薬会社との共同研究契約も締結しており、新規のメカニズムによる、がん、線維

症、糖尿病、骨石灰化に関する効果的な薬剤を開発し、医療分野で社会に貢献する日も近い。さらに、

大学発治験等の発展により、アカデミア発創薬は着実に成長するものと期待できる。 

１３．特記事項 

2011 年に Nat. Struct. Mol. Biol.に発表した論文“Crystal structure of autotaxin and insight into GPCR 

activation by lipid mediators”は、東京大学新聞（2011年 2月 1日付け）、読売新聞（2011年 1月 17日付

け）に掲載された。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 10,525 10,498 9,240 11,992 物品費（千円） 10,657  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 3,418  

人件費（千円） 469 714 3,181 2,583 旅費（千円） 400  

業務実施費（千円） 16,698 15,711 14,502 10,733 その他（千円） 178  

間接経費（千円） 8,308 8,077 8,077 7,592 間接経費（千円） 4,340  

合計（千円） 36,000 35,000 35,000 32,900 合計（千円） 19,050 157,950 
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代表／分担機関の課題名 「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」（NPP ファミリータンパク質の結晶構造解析） 

代 表 ／ 分 担 機 関 東京大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 濡木理 

 

１． 課題開始時における各機関の達成目標 

 NPP（Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase）ファ

ミリータンパク質は NPP1 から NPP7 の７種類のメンバー

が知られており、細胞外のヌクレオチドやリゾリン脂質を

分解し、がん浸潤・転移、骨形成、ミエリン形成など、様々

な生命現象・疾病に関与する。本研究では、NPP ファミリ

ータンパク質の中で、NPP1、NPP2、NPP6 に関して、機

能・構造解析を行い、さらに阻害剤のスクリーニング、設

計を行い、最終的に創薬シーズの産出を目指すことを目的

とする。 

 このため、青木グループ（国立大学法人東北大学）、濡木グループ（国立大学法人東京工業大学、

平成２０年度からは東京大学）、高木グループ（平成２２年度から参画）が共同で業務を行う。青木グ

ループは NPP ファミリー分子の発現、NPP ファミリー分子の機能解析、阻害剤のスクリーニング、阻

害剤の有機合成を実施する。濡木グループは NPP ファミリー分子の結晶化と構造解析、阻害剤との共

結晶構造の解析を実施する。高木グループは NPP ファミリー分子の発現を実施する。 

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 

 平成２３年５月末時点における東京大学の事業計画に対する研究成果について下表にまとめる。 

本表には全体の成果を記載したが、このうち赤字の部分が東大グループの関わった成果である。 

 構造解析 阻害剤開発 機能解析 

NPP2 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.0�の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。 

東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、４
種のヒット候補化合物を得た（東北大
学）。このうち、２種類に関して共結晶
構造を決定し（東京大学）、この情報に
基づき合成展開し（東京大学長野研、
東北大学）、１リード化合物を得た。本
阻害剤は、個体レベルでも NPP2 阻害活
性を持つことが示され（東北大学）、最
近、企業への導出に成功した。 

NPP2 が難治性疾患間質性
肺炎の進展の重要な因子で
あることを明らかにした
（東北大学）。ゼブラフィッ
シュをモデル系として
NPP2-LPA 系が発生期の血
管形成の新規制御因子であ
ることを明らかにした（東
北大学）。 

NPP6 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
た（大阪大学）。 

東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、複
数のヒット化合物を得た（東北大学）。
このうち２種類の化合物に関して合成
展開を行い（東京大学長野研、東北大
学）、２リード化合物を得た。 

NPP6 KOマウスは脂肪肝に
なり易く、ミエリン形成に
異常を持つことを明らかに
した。 

NPP1 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.7�の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。 

現時点では行っていない。 構造情報に基づき、基質で
ある核酸の結合様式を解析
している（東北大学、東京
大学、大阪大学）。 

 
（２）構造・機能解析に関する進捗及び成果（構造解析と機能解析を相補的に行ったので並行して記述
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する） 

NPP2 

NPP2 は、血中に存在するリゾホスファチジルコリン（LPC）を加水分解し、リゾホスファチジン酸

（LPA）を産生する酵素タンパク質である。LPA は脂質メディエーターとして注目されているシグナル

伝達分子であり、G タンパク質共役型受容体である LPA 受容体に作用し、細胞増殖や遊走、創傷治癒、

脳神経系の発達・分化、血管形成など様々な生命現象に関わっている。一方、元来 NPP2 は悪性腫瘍が

分泌し、自身の細胞運動性を促進する因子として発見されたタンパク質であり、実際に乳がん、肺がん、

脳腫瘍など様々ながん細胞において NPP2 の発現亢進が報告されている。また、がん以外にも、動脈硬

化、神経因性疼痛など様々なヒト疾患に関与していることも報告されている。しかし、タンパク質の構

造に基づく分子レベルでの NPP2 の LPA 産生メカニズムの詳細は未解明であった。 

構造解析 

本研究では、まず、マウス、ヒト、ラット由来の NPP2

をバキュロウイルス発現系にて発現精製を行った。得ら

れた数 mg オーダーの精製タンパク質を用い結晶化の試

みを行ったが、結晶化には至らなかった。そこで、ほ乳

類細胞を用いた発現系に変更した。具体的には GlcNac 

Tn-1 欠損（糖鎖形成不全）HEK293 にマウス由来の NPP2

を発現させ、ターゲットタグ精製系にてリコンビナント

NPP2 を精製した。さらに、脂肪酸種の異なる 5 種類の

LPA の複合体の立体構造を X 線結晶構造解析によって

決定した（図１）。その結果、これまで機能がよくわか

っていなかったソマトメジン B 様ドメインとヌクレア

ーゼ様ドメインが触媒ドメインの両側から相互作用し、

触媒ドメイン中の疎水性ポケットの構造を安定化して

いることが明らかになった。5 種類の LPA 複合体構造中

で、LPA 分子の脂肪酸はそれぞれ異なる形に折れ曲がっ

て疎水性ポケットに結合していることが明らかになっ

た（図２）。これらの構造から、NPP2 が複数種の LPC

を基質として切断する分子メカニズムが解明された。予

想外なことに、活性部位に通じる疎水性チャンネルが存

在し、そこに内在性の LPA が結合していることを同定し

た。疎水性チャネルを塞ぐような変異体酵素を作製し、解析したところ、LPA 産生活性は保持されてい

る一方で、細胞運動性促進活性が著しく低下していることを見出した。この結果から、NPP2 によって

産生された LPA は溶液中に遊離した後に LPA 受容体に作用するのではなく、NPP2 のもつ疎水性チャン

ネルを通って効率的に LPA 受容体へと受け渡される（shuttling される）ことが示唆された。すなわち、

NPP2 は LPA 産生酵素としてだけなく、LPA 輸送タンパク質としても機能しているというモデルが提唱

された。 

阻害剤開発 

国立大学法人東京大学の化合物ライブラリーチームの長野研究室との共同研究により、NPP2 に対す

るハイスループットスクリーニングを行い、複数のヒット化合物を得た。NPP2 はゼブラフィッシュ胚
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に過剰発現すると二股心臓の表現型を示した。そこで、二股心臓

の表現型を抑制する活性を指標に複数のヒット化合物の２次スク

リーニングを行い、化合物の絞り込みを行った。このうち２種の

阻害剤に関して NPP2 との共結晶複合体の構造を 2.1 �分解能で決

定し、阻害剤が LPA ポケットを占拠し、触媒活性を阻害する機構

を原子分解能レベルで解明することに成功した（図３）。さらに、

本共結晶構造から得られた情報をもとに阻害剤の合成展開を行

い、最終的に個体レベルで NPP2 の活性を抑制することの出来る創

薬リード化合物の創出に成功した。最近、大手製薬会社との共同研究契約締結が決まり、初の大学発の

薬剤開発の道が開けた。 

 

NPP6 

NPP6 はコリンを極性頭部に有する LPC やグリセロホスホリルコリン（GPC）に基質特異性を示し、

ホスホリルコリンを産生する。そのため生体内のコリン代謝に関わることが予想されるがその機能は全

く不明である。 

構造解析 

まず、バキュロウイルス系にて NPP6 の発現を試みた。His tag を利用し、数 mg オーダーのリコンビ

ナント NPP6 が得られたが、結晶化には至らなかった。現在、NPP2, NPP1 で上首尾であった HEK293

細胞を用いた発現系でのリコンビナントタンパク質の発現並びに結晶化を試みている。 

 

NPP1 

NPP1 は ATP などの核酸のホスホジエステル結合を加水分

解する膜貫通型の酵素である。ノックアウト（KO）マウスの

解析から、骨代謝に機能していることが示されている。また

ヒトにおける変異が報告され、骨石灰化や II 型糖尿病との関

連が示唆されている。 

構造解析 

マウス NPP1 に NPP2 のシグナル配列を付けかえたリコンビナ

ントを作製し、HEK293T 細胞で大量調製を行い、ターゲット

タグ精製系にてリコンビナント NPP1 を精製した。AMP や

AMPCPP との複合体の結晶構造を 2.7 � 分解能で決定するこ

とに成功した（図５）。その結果、NPP2 で欠失していた挿入

ループが基質の認識特異性を発揮していることを明らかにした。NPP1 は骨石灰化や II 型糖尿病の原因

となるタンパク質であり、本研究で得られた立体構造情報は、これらの疾病に対する阻害剤開発の基盤

となることが期待される。 

（３）機能解析に関する進捗及び成果 
本チームは構造解析チームであるが，変異体解析などの機能解析は行っており，これらの結果に関して

は，構造解析と付随しているため(2)に記述した. 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 6 件 
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PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

10 件 

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）（現在製薬会社を通じて出願予定）

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） 

2 件 

（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 

 個々の分子に対する研究計画の達成度は以下の表のとおりである。全体的には、新規に構造決定した

タンパク質２つ（NPP2, NPP1）、新規に見いだしたリード化合物２つ（NPP2 阻害剤、NPP6 阻害剤）、

新規に見いだした機能４つ（NPP2 の肺線維症における機能、NPP2 の発生期血管形成における新規機能、

NPP6 のミエリン形成における機能、NPP6 の脂肪肝抑制機能）に関して研究を進めることができた。特

に、NPP2 に関しては製薬企業への導出に成功した点は予想外の成果として評価できる。東大グループ

が特に貢献をした部分について赤字で示す。 

 構造解析 

構造の決定に至ったか？ 

阻害剤開発 

スクリーニングを実施し、リー

ド化合物を得たか？ 

機能解析 

新規の機能を発見したか？ 

NPP2 ◎ ◎ ◎ 

NPP6 △ ○ ○ 

NPP1 ○ × × 
 ◎十分達成できた ○ある程度達成できた △不十分であった ×全く達成できなかった 
 
構造解析グループと機能解析グループは互いにチームごとに連携し，それぞれの研究室において 2〜3
時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し，すでに共著の論文を発表してい
る．グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはかっ
ており，実質的な共著論文としての成果も上げてきた． 

９．他の課題との情報共有・連携 
生産拠点である国立大学法人大阪大学（高木研究室）および国立大学法人東京大学の化合物ライブラリー
チーム（長野研究室）との共同研究により，研究を大きく進展させることに成功した． 

１０．人材育成 
学部生，大学院生の研究教育は，雇用されているポスドクおよび助教，准教授，教授が，直接に実験を
指導し，また週 2 回のセミナー・ディスカッションを通じて徹底的に行っている．雇用されているポス
ドクは，現在特任准教授であるが，パーマネントの助教のポジションに就く順番を待っている． 
１１．終了までの具体的な見通し 
 すでに構造解析の終了している NPP1 に関しては，基質選択機構に着目して論文をまとめる．また，
国立大学法人東京大学の化合物ライブラリーチーム（長野研究室）により特異的阻害剤が同定されてお
り，NPP2 と同様の戦略で，骨石灰化，II 型糖尿病に対する薬剤の設計を行う．さらに，NPP6 に関し
ても，動物細胞を用いて大量調製に成功しており，結晶構造解析および国立大学法人東北大学の青木研
究室との共同研究により並行した機能解析を進める． 

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 
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本プログラム終了後も，チームの連携・共同研究を維持し，生産拠点，化合物ライブラリー拠点とも連
携し，大学発の立体構造に基づく創薬開発（SBDD）を推進する計画である．すでに，大手製薬会社と
の共同研究契約も締結しており，新規のメカニズムによる，がん，線維症，糖尿病，骨石灰化に関する
効果的な薬剤を開発し，医療分野で社会に貢献する日も近いと期待している． 

１３．特記事項 
１．第５回日本学術振興会賞受賞（2009 年 3 月）（濡木理） 
２． 21 年度持田記念学術賞受賞（2009 年 10 月）（濡木理） 
３．22 年度木原記念財団学術賞受賞（2010 年 5 月）（濡木理） 
４．第 27 回井上学術賞受賞（2011 年 2 月）（濡木理） 
５．2011 年に Nat. Struct. Mol. Biol.に発表した論文“Crystal structure of autotaxin and insight 
into GPCR activation by lipid mediators”は，東京大学新聞（2011 年 2 月 1日付け）に掲載された．

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 9,178(千円) 6,620(千円) 0 0 物品費（千円） 2,384(千円)  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 4,193(千円)  

人件費（千円） 0 0 0 5,530(千円) 旅費（千円） 0  

業務実施費（千円） 4,668(千円) 4,918(千円) 9,231(千円) 3,701(千円) その他（千円） 192(千円)  

間接経費（千円） 4,154(千円) 3,462(千円) 2,769(千円) 2,769(千円) 間接経費（千円） 2,031(千円)  

合計（千円） 18,000(千円) 15,000(千円) 12,000(千円) 12,000(千円) 合計（千円） 8,800(千円) 65,800(千円)
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代表／分担機関の課題名 「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」／（NPP ファミリータンパク質の発現と精製） 

代 表 ／ 分 担 機 関 東北大学／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 

 NPP（Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase）フ

ァミリータンパク質はNPP1からNPP7の７種類のメンバ

ーが知られており、細胞外のヌクレオチドやリゾリン脂

質を分解し、がん浸潤・転移、骨形成、ミエリン形成な

ど、様々な生命現象・疾病に関与する。本研究では、NPP

ファミリータンパク質の中で、NPP1、NPP2、NPP6 に関

して、機能・構造解析を行い、さらに阻害剤のスクリー

ニング、設計を行い、最終的に創薬シーズの産出を目指

すことを目的とする。 

 このため、青木グループ（国立大学法人東北大学）、濡木グループ（国立大学法人東京工業大学、

平成２０年度からは東京大学）、高木グループ（平成２２年度から参画）が共同で業務を行う。青木グ

ループは NPP ファミリー分子の発現、NPP ファミリー分子の機能解析、阻害剤のスクリーニング、阻

害剤の有機合成を実施する。濡木グループは NPP ファミリー分子の結晶化と構造解析、阻害剤との共

結晶構造の解析を実施する。高木グループは NPP ファミリー分子の発現を実施する。 

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 

平成２３年５月末時点における大阪大学の事業計画に対する研究成果について下表にまとめる。 

本表には全体の成果を記載したが、このうち赤字の部分が阪大グループの関わった成果である。 

 構造解析 阻害剤開発 機能解析 

NPP2 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.0�の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。 

東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、４
種のヒット候補化合物を得た（東北大
学）。このうち、２種類に関して共結晶
構造を決定し（東京大学）、この情報に
基づき合成展開し（東京大学長野研、
東北大学）、１リード化合物を得た。本
阻害剤は、個体レベルでも NPP2 阻害活
性を持つことが示され（東北大学）、最
近、企業への導出に成功した。 

NPP2 が難治性疾患間質性
肺炎の進展の重要な因子で
あることを明らかにした
（東北大学）。ゼブラフィッ
シュをモデル系として
NPP2-LPA 系が発生期の血
管形成の新規制御因子であ
ることを明らかにした（東
北大学）。 

NPP6 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
た（大阪大学）。 

東京大学長野研と共同で、約８万化合
物に対してスクリーニングを行い、複
数のヒット化合物を得た（東北大学）。
このうち２種類の化合物に関して合成
展開を行い（東京大学長野研、東北大
学）、２リード化合物を得た。 

NPP6 KOマウスは脂肪肝に
なり易く、ミエリン形成に
異常を持つことを明らかに
した。 

NPP1 

HEK293 細胞を用いた発
現系でリコンビナントタ
ンパク質を発現・精製し
（大阪大学）、2.7�の解像
度での X 線構造解析を行
った（東京大学）。 

現時点では行っていない。 構造情報に基づき、基質で
ある核酸の結合様式を解析
している（東北大学、東京
大学、大阪大学）。 
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（２）構造解析に関する進捗及び成果 

NPP2 

NPP2 は、血中に存在するリゾホスファチジルコリン（LPC）を加水分解し、リゾホスファチジン酸

（LPA）を産生する酵素タンパク質である。LPA は脂質メディエーターとして注目されているシグナル

伝達分子であり、G タンパク質共役型受容体である LPA 受容体に作用し、細胞増殖や遊走、創傷治癒、

脳神経系の発達・分化、血管形成など様々な生命現象に関わっている。一方、元来 NPP2 は悪性腫瘍が

分泌し、自身の細胞運動性を促進する因子として発見されたタンパク質であり、実際に乳がん、肺がん、

脳腫瘍など様々ながん細胞において NPP2 の発現亢進が報告されている。また、がん以外にも、動脈硬

化、神経因性疼痛など様々なヒト疾患に関与していることも報告されている。しかし、タンパク質の構

造に基づく分子レベルでの NPP2 の LPA 産生メカニズムの詳細は未解明であった。 

構造解析 

バキュロウイルス発現系により発現・精製したタンパク

質は結晶化には至らないという情報に基づき、ほ乳類細胞

を用いた発現系を行った。具体的には GlcNac Tn-1 欠損（糖

鎖形成不全）HEK293 にマウス由来の NPP2 を発現させ、

ターゲットタグ精製系にてリコンビナント NPP2 を精製し

た。さらに、脂肪酸種の異なる 5 種類の LPA の複合体の

立体構造を X 線結晶構造解析によって決定した（図１）。

その結果、これまで機能がよくわかっていなかったソマト

メジン B 様ドメインとヌクレアーゼ様ドメインが触媒ド

メインの両側から相互作用し、触媒ドメイン中の疎水性

ポケットの構造を安定化していることが明らかになっ

た。5 種類の LPA 複合体構造中で、LPA 分子の脂肪酸は

それぞれ異なる形に折れ曲がって疎水性ポケットに結合

していることが明らかになった（図２）。これらの構造か

ら、NPP2 が複数種の LPC を基質として切断する分子メカ

ニズムが解明された。予想外なことに、活性部位に通じ

る疎水性チャンネルが存在し、そこに内在性の LPA が結

合していることを同定した。疎水性チャネルを塞ぐよう

な変異体酵素を作製し、解析したところ、LPA 産生活性

は保持されている一方で、細胞運動性促進活性が著しく低下していることを見出した。この結果から、

NPP2 によって産生された LPA は溶液中に遊離した後に LPA 受容体に作用するのではなく、NPP2 のも

つ疎水性チャンネルを通って効率的に LPA 受容体へと受け渡される（shuttling される）ことが示唆され

た。すなわち、NPP2 は LPA 産生酵素としてだけなく、LPA 輸送タンパク質としても機能しているとい

うモデルが提唱された。 

NPP6 

NPP6 はコリンを極性頭部に有する LPC やグリセロホスホリルコリン（GPC）に基質特異性を示し、

ホスホリルコリンを産生する。そのため生体内のコリン代謝に関わることが予想されるがその機能は全

く不明である。 
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構造解析 

現在、NPP2, NPP1 で上首尾であった HEK293 細胞を用いた発現系でのリコンビナントタンパク質の発

現並びに結晶化を試みている。 

 

NPP1 

NPP1 は ATP などの核酸のホスホジエステル結合を加水分解する膜貫通型の酵素である。ノックアウ

ト（KO）マウスの解析から、骨代謝に機能していることが示されている。またヒトにおける変異が報

告され、骨石灰化や II 型糖尿病との関連が示唆されている。 

構造解析 

マウス NPP1 に NPP2 のシグナル配列を付けかえたリコンビナ

ントを作製し、HEK293T 細胞で大量調製を行い、ターゲットタグ

精製系にてリコンビナント NPP1 を精製した。AMP や AMPCPP

との複合体の結晶構造を 2.7 �分解能で決定することに成功した

（図５）。その結果、NPP2 で欠失していた挿入ループが基質の認

識特異性を発揮していることを明らかにした。NPP1 は骨石灰化

や II 型糖尿病の原因となるタンパク質であり、本研究で得られた

立体構造情報は、これらの疾病に対する阻害剤開発の基盤となる

ことが期待される。 

（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 

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 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

（プログラム内外含む） 

０件 

（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 

 個々の分子に対する研究計画の達成度は以下の表のとおりである。全体的には、新規に構造決定した

タンパク質２つ（NPP2, NPP1）、新規に見いだしたリード化合物２つ（NPP2 阻害剤、NPP6 阻害剤）、

新規に見いだした機能４つ（NPP2 の肺線維症における機能、NPP2 の発生期血管形成における新規機能、

NPP6 のミエリン形成における機能、NPP6 の脂肪肝抑制機能）に関して研究を進めることができた。特

に、NPP2 に関しては製薬企業への導出に成功した点は予想外の成果として評価できる。阪大グループ

が特に貢献をした部分について赤字で示す。 

 

 構造解析 阻害剤開発 機能解析 
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NPP2 ◎ ◎ ◎ 

NPP6 △ ○ ○ 

NPP1 ○ × × 
 ◎十分達成できた ○ある程度達成できた △不十分であった ×全く達成できなかった 

８. 課題内の情報共有・連携体制 

構造解析グループ、機能解析グループは互いにチームごとに連携し、それぞれの研究室において 2〜3

時間の共同研究打ち合わせを月に一度程度の割合で定期的に実施し、すでに共著の論文を発表してい

る。グループ全体の進捗状況は e-mail を用いた情報交換により効率的に研究全体の進捗の調整をはか

っており、実質的な共著論文としての成果も上げてきた。 

９．他の課題との情報共有・連携 

 

 

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

題にかかわった助教が他機関の独立准教授に昇進し、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 

すでに構造解析の終了している NPP1 に関しては、基質選択機構に着目して論文をまとめる。さらに、

NPP6 に関しても、動物細胞を用いて大量調製に成功しており、結晶構造解析および機能解析を進める。

NPP2 阻害剤が病態モデルにおいて有効かを示す。成果を論文の形にまとめる。 

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 

本グループは、構造、機能、有機化学の研究者がタッグを組むことにより、アカデミア発創薬が十分可

能であることを明確に示した。本プログラム終了後も、チームの連携・共同研究を維持し、生産拠点、

化合物ライブラリー拠点とも連携し、大学発の立体構造に基づく創薬開発（SBDD）を推進する予定で

ある。すでに、大手製薬会社との共同研究契約も締結しており、新規のメカニズムによる、がん、線維

症、糖尿病、骨石灰化に関する効果的な薬剤を開発し、医療分野で社会に貢献する日も近い。さらに、

大学発治験等の発展により、アカデミア発創薬は着実に成長するものと期待できる。 

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  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 0 0 0 1,115 物品費（千円） 2,769  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 0  
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人件費（千円） 0 0 0 0 旅費（千円） 0  

業務実施費（千円） 0 0 0 3,474 その他（千円） 0  

間接経費（千円） 0 0 0 1,377 間接経費（千円） 831 2,208 

合計（千円） 0 0 0 5,966 合計（千円） 3,600 9,566 

６
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課 題 名 「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」 

機 関 名 大阪大学 

代 表 研 究 者 名 熊ノ郷 淳 

 

１．課題開始時における達成目標 

セマフォリンファミリーは 1990 年代初頭から神経ガイダンス因子として同定されてきた分子群であるが、
近年、神経再生、血管新生・脈管形成、癌の進行、骨代謝疾患、免疫疾患への関与が明らかとなり、生
体の組織構築と恒常性の維持に重要な分子群と考えられている。我々はこれまでセマフォリン及びその
受容体分子群の神経系、免疫系、血管・脈管系、骨代謝における役割を明らかにしてきた（Nature1995, 
Immunity 2000, Immunity 2000, Neuron 2002, Nature 2002, Nat. Rev. Immunol. 2003, Nat Cell Biol. 2004, 
Immunity 2005, Nat Neurosci. 2005, Nat Cell Biol. 2006, Nature 2007）。現在セマフォリンの多彩な生物学
的活性に着目した神経再生、血管新生、がん抑制、骨代謝疾患制御、感染に対する免疫増強、自己免疫
疾患治療などの試みもなされ、疾患治療の新た
な創薬ターゲットとして期待されている。しか
しながら、これらの分子群は糖鎖修飾に富む大
きな細胞外領域を持った細胞表面膜タンパク質
であり、その構造はこれまで殆ど解明されてお
らず構造解析が非常に困難であることが知られ
ている。しかも、機能解明や創薬に重要な複合
体の構造に関しても全く未知である。  
本研究グループでは免疫、神経、血管・脈管系
の機能解析・薬理研究者と構造生物学研究者が
研究チームを構成して、非常な困難が予想され
るセマフォリン分子群の構造・機能解析に挑戦
するとともに、明らかにされた基本構造をもと
にタンパク質間相互作用を制御する化合物の探
索を行い、セマフォリン関連分子をターゲット
にした治療法の開発に資する成果に繋げること
を目的とする。 
２．これまでの研究成果 

（１）成果概要 
(構造解析成果概要)  
Sema6A の細胞外領域は 2.5Å 分解能で、Sema6A の受容体 Plexin-A2 の細胞外領域は 2.1Å 分解能で、
それぞれ単体の立体構造の決定に成功した。更に Sema6A-Plexin-A2 のリガンド・受容体複合体の結晶
化と 3.6Å 分解能の立体構造の決定にも世界で初めて成功した (Nature 467:1123-7, 2010)。得られた構造
は細胞上の生理的コンフォーメーションを反映するとわれる二量体であり、受容体結合に関する構造的
に示唆に富むものであった。セマフォリン 3A についても、Sema6A：plexin-A2 複合体の構造情報から、
受容体への結合に関与する残基を予想し、これに変異を加えることで生物活性が失われることを確認し
ている。 
(機能解析成果概要） 
１）免疫機能解析：セマフォリン分子及びセマフォリン受容体分子がアトピーや多発性硬化症を含む
種々の免疫病態に関与していることの詳細を明らかにするとともに（Nat Immunol. 9:17-23.2008, Int 
Immunol. 20:413-20.2008, J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008)。更に最新のイメージング・可視化技術を用
いた解析により、セマフォリンが免疫細胞移動のナビゲーターであることも明らかにしている（Nat 
Immunol. 11: 594-600, 2010）。また、その中で好塩基球制御に関わる新規セマフォリン Seam4B を同定し、
アレルギー疾患制御の標的と成り得ることを示した（J. Immunol. 186:2881-2888, 2011）。 
２）心・血管系機能解析：心・脈管系形成におけるセマフォリンのガイダンス作用が初めて明らかにな
った（Dev Biol, 321:251-262, 2008）。 
３）神経系における機能解析では、Sema3A が cyclic nucleotide-gated channel を活性化し軸索反発作用を
引き起こすことを明らかにした (Neuron 58:694-707, 2008)。Sema3A 遺伝子欠損マウスの表現型解析か
ら、Sema3A シグナルが細胞極性の決定を制御することを明らかにした (J Comp Neurol, 516:360-375, 
2009)。また新たな Sema3A シグナル伝達経路としてチロシンキナーゼ Fyn による CRMP2 のチロシン
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32 のリン酸化修飾過程が存在することを証明した (J Biol Chem, 284:27393-27401, 2009).  

（２）構造解析に関する進捗及び成果 
（セマフォリン構造決定） 
どのセマフォリンがどの受容体と最も安定に結合するか、そしてそれぞれが最も結晶化し易い溶液挙動
をとるコンストラクトは何かという点について時間をかけて調べた結果、クラス６の Sema6A と、
plexin-A2 の組み合わせが最も有望であることを突き止め、さらにそれぞれについてタグ配列の付加や
truncation 部位の最適化を通して最終候補コンストラクトを決定し、安定発現細胞を作成して組み換え
蛋白質を得た。まず Sema6A の細胞外領域断片は 2.5Å 分解能で、受容体側の plexin-A2 の細胞外領域断
片は 2.1Å 分解能で、それぞれ立体構造決定に成功した。（図１、２）さらに両者を混合して複合体の結
晶化を行い、これについても 3.6Å 分解能の構造を決定した（図３）。両者の相互作用面に存在するアミ
ノ酸残基を変異させたところ、これら変異体は互いに結合できなくなることが細胞を用いたアッセイに
より確認され、今回の構造の正統性が確認された。また、今回の構造からシグナルを伝える前のプレキ
シンは head-on 二量体だが、シグナルを伝える際にはこれが解離して別々にセマフォリンに結合するこ
とがわかり、「プレキシン分子の膜上での配向の大きな変化が細胞内のＧＡＰ活性の変化を引き起こす」
というシグナル伝達機構に関する仮説を提唱することができた（図４）。さらには、立体構造情報をも
とにして、構成的に二量体化する sema6A 変異体を作り出し、野生型と比べて１００倍も活性の高い
hyper-active sema6A をデザインした。 

 
 

 
 
 

また、セマフォリンシグナルを担う細胞質側の因子である CRMP1 および CRMP2 については、大腸
菌発現系により 15N 安定同位体で標識し、二次元 NMR 法で観測した。その結果、これらは立体構造を
保ちながら単量体と多量体の間の平衡状態にあることが分かった。これは、CRMP が四量体で存在する
というこれまでの推測を支持していた。 
（セマフォリン関連蛋白質の生産と構造機能解析） 
開発した精製タグ(Target タグ、eTEV タグ）を用いたシステムにより、セマフォリン関連分子群の構

造解析をさらに高速かつ高精度で行うための基盤を確立した。具体的には、sema6A, sema6D, sema4A, 
plexinA2, neuropilin-1 については細胞外領域のフラグメントを動物細胞発現系で生産し、一部について
は結晶化と構造解析に成功した。機能解析のための試料としては、sema6A, sema3A（野生型および各種
変異体）の可溶性フラグメントをアルカリフォスファターゼ融合タンパク質として大量に調製し、
plexinA2 およびその変異体を発現する細胞株を樹立してこれに対する相互作用試験を行った。sema3E, 
sema4A, sema4D, sema7A, についてもコンストラクトの作製を進めた。阻害候補化合物をスクリーニン
グするための試料としては、plexinA2 のセマフォリン結合領域の組み換え蛋白質を大量に生産した。そ
してこの試料を用いて未標識の化合物の結合を評価できる実験系（リアルタイム PCR 装置を用いた蛋
白質変性温度シフトアッセイ）を確立した。これと同時に、セマフォリンシグナルの細胞を用いた解析
を行うためセマフォリンについて細胞への結合をライブセルで観察し、リガンド結合の阻害というより
直接的な指標で行うために cutinase タグを用いた可溶性セマフォリンの細胞結合アッセイを確立した。
 
（動物細胞を用いた生産・精製システムの実用
化と蛍光標識タグシステムの開発） 

これまでに開発した、動物細胞を用いた組み換
え蛋白質発現系の生産・精製システムを用いて、
複数の蛋白質の生産を並列的に進めた。このパ
イプラインをプログラム内の他課題へ技術供与
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し、一部の課題においては生産の分担も担った。さらに、未精製蛋白質を特異的に蛍光標識するタグシ
ステム(cutinase タグ）の確立に成功し、動物細胞発現系でのみ生産可能な細胞外リガンドや受容体ドメ
インの結合を高速でスクリーニング、およびイメージングすることを可能にした。 
 
（３）機能解析に関する進捗及び成果 
＊免疫機能の解析については、セマフォリン分子及
びセマフォリン受容体分子のアトピーや多発性硬
化症を含む種々の免疫病態への関与の詳細を明ら
かにしている（Nat Immunol. 9:17-23.2008）。特に６
型セマフォリンの受容体である Plexin-A4 分子はそ
の遺伝子欠損マウスにおいて免疫反応が著しく亢
進しており、加えて多発性硬化症動物モデル EAE
の系で、コントロールマウスに比べて症状が重篤と
なっていたことから、免疫反応を負に制御する分子
であることが明らかになっている (Int Immunol. 
20:413-20.2008)。 

 
画期的な成果として、末梢組織での見張り番役で

ある樹状細胞が T 細胞に SOS 信号を伝えるために
リンパ節に移動する際、セマフォリンシグナルが樹状細
胞移動をナビゲーションしているとの知見を新たに得た
（Nat Immunol. 11: 594-600, 2010）。炎症やがんの転移など
は何れも細胞が移動することによって引き起こされてお
り、我々の知見はセマフォリンシグナルの制御により、炎
症、自己免疫、がんの転移などを制御できることを示唆し
ている（図）。 

 
＊心・血管系における機能解析では、６型セマフォリン分
子群及び受容体 Plexin-A 分子群の機能を血管内皮細胞お
よび心・脈管系の発生システムを用いて検討し、心・脈管
系形成におけるセマフォリンの重要な役割も明らかにている（Dev Biol, 321:251-262, 2008）（図）。 
 
＊神経系における機能解析では、Sema3A が cyclic nucleotide-gated channel を活性化し軸索反発作用を引
き起こすこと (Neuron 58:694-707, 2008)、アトピー性皮膚炎においてセマフォリン 3A の皮膚への適用
が皮疹を改善することを見いだした（J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008）。また Sema3A のアトピー性皮膚
炎治療への応用は、この皮膚炎の病態として、itch-scratch cycle（掻痒—掻破 サイクル）が存在し、掻
破により角化細胞から NGF が分泌され、これによって皮内に伸展した知覚神経が皮膚の過敏状況を生
むという考えから着想された。Sema3A の皮内投与
は、アトピー性モデルマウスの掻破行動を抑制し、
皮疹を改善した。組織学的には、Sema3A 投与部位
に限局して、知覚神経の突起伸長の抑制効果（図）、
ならびに肥満細胞、IL-4, CD4 陽性細胞の浸潤の抑
制効果が観察された。またアレルギー性鼻炎モデル
マウスにおいては、Sema3A 溶液の点鼻によって炎
症反応やアレルギー症状が改善することを見出し
た（未発表データ）。Sema3A は、広く免疫アレル
ギー疾患に適応しうる可能性が示された。 
＊東京大学化合物ライブラリー（制御領域）から従
来報告されている Sema3A 結合化合物 SM-216289
と構造の類似した一連の化合物の提供を受け、成長
円錐退縮活性および Sema3A作用の修飾活性の有無
を検討した。その結果、単独で成長円錐退縮効果を
示す化合物 A および、Sema3A と併用した際に増強効果を示す B を見いだした。これらに加え、SM
化合物関連する構造を有する化合物を中心に数を広げ、すでに確立しているアッセイ系を用いたスクリ
ーニングを進行中である。 
３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ３件 
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PDB 登録の有無にかかわら

ず構造解析したタンパク質

数 

４件 

４．課題全体の論文発表件数 ３０件 

５．課題全体の特許出願件数 ５件 

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

３８件（内産業界との共同研究３件） 

７．当初計画に対する達成度 
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チー

ム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラス６
セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の
構造決定という成果に結実した（Nature 467:1123-7, 2010）。この成果こそまさに「非常な困難が予想さ
れるタンパクの構造解析へのチャレンジ」を掲げる「ターゲットタンパクプログラム」のミッションの
下に結集した、免疫・血管・神経の機能研究者と構造生物学研究者の密接な連携の賜（たまもの）と考
えている。様々な疾患の鍵分子でもあるセマフォリンの構造解析は製薬企業を中心に精力的に行われて
おり、今回の成果はきわめて大きなインパクトを持つ。 
８．課題内の情報共有・連携体制 
代表研究者の強力なリーダシップの下、代表機関の大阪大学（熊ノ郷、高木、豊福、池上）と分担機

関の横浜市立大学（五嶋）とは日常密接にメールなどで連絡を取り合いながら研究を進めるとともに、
大阪大学、横浜市立大学を相互に訪問しての本プロジェクト推進のための meeting を行っている（計 6
回）。また定期的な会合も持っている（計 15 回）。加えて、代表機関（阪大蛋白研）において構造解析
を目指して生産・精製した Sema3A, Sema6A, plexin 蛋白質は、分担機関において神経細胞に与える影響
を調べる機能試験や、モデル動物を用いた実験にも使用しており、情報だけでなく試料レベルでの連
携・共有が有機的に行われている。このような研究チーム内の密接な情報共有・試料提供結果・連携体
制の結果、研究開始後わずか３年半足らずでクラス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, 
Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の構造決定という成果に結実した。しかも構造情報
に基づいた神経系及び免疫系での機能解析も行うなど密接な連携が行われている。また免疫・神経の異
なる分野の機能研究者（熊ノ郷、五嶋）の本課題を契機とした研究交流・情報共有・相互啓発により機
能解析の面でも、「アトピー疾患における神経・免疫クロストーク」が明らかとなり、アトピー治療に
対する新たな治療標的の発見として大きく取り上げられ社会的にも大きな反響を呼んでいる。 
９．他の課題との情報共有・連携 
セマフォリン、およびその受容体群の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提供し、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結
果、非常な困難が予想されたセマフォリン構造解析に短期間で成功した。さらに、制御領域の東京大学、
ファルマデザイングループと共同で、プレキシン結合化合物のインシリコスクリーニング、およびそれ
を元にしたライブラリー化合物のウェットスクリーニングを行った。 
１０．人材育成 
研究期間内に研究交流会、熱海での合宿などを通じて、分野の垣根を越えた知識・考え方を若手研究

者に伝えることが出来た。その成果として、期間内に独立ポストを得た者（１名）、海外の研究機関で
留学する者（２名）、助教ポスト（２名）を得たもの、大手企業の研究所にポストを得たものなど、若
手研究者が誕生している。 
１１．終了までの具体的な見通し 
本研究は平成２２年度で終了しているが、上記のように本課題は非常に重要な構造解析に成功し、し

かもそれにつづく構造解析ターゲットも研究終了後も進んでいる。 
１．セマフォリンのシグナル伝達機構の解明 
今回得られたような二量体構造がセマフォリンの一般的特徴だとすると、この二量体が果たしてシグナ
ル伝達能を担うユニットなのか、あるいは逆に抑制された状態に相当するのか、を明らかにすることが
重要になる。原子分解能の構造が手に入ったので、たとえば二量体化を制御するような変異体をデザイ
ンし、その挙動を調べることによってシグナル伝達機構を明らかにする。これまでプレキシンの活性化
を簡便に測定する細胞アッセイ系が存在しなかったが、細胞形状変化を指標にしたアッセイ系を確立
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し、この目標に挑む。 
２．制御化合物の実験的、およびインシリコ探索 
これまでセマフォリンシグナルを制御する化合物は、Sema3A において偶然に見つかった一つが存在す
るだけである。セマフォリン・受容体複合体の構造を用い、ラショナルなインシリコデザインと、組み
換えタンパク質とライブラリー化合物を用いた実験的相互作用スクリーニングを併用して、極めて高い
信頼度の化合物選択を行っていく。 
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 
セマフォリンは種々のヒト疾患の鍵分子であるが、免疫、神経、血管系のさまざまなモデル実験系（多
発性硬化症、アトピー性皮膚炎、腸管アレルギー、網膜色素変性症、パーキンソン病、アルツハイマー
病など）を確立しているので、これまでに得られたセマフォリン蛋白、セマフォリン抗体、制御化合物
を用いて疾患治療を目指した研究が現在製薬メーカーを捲きこんで進行中である。 

１３．特記事項 
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チ

ーム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラ
ス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世
界初の構造決定という成果に結実した（Nature 467: 1123-7, 2010）。 

・アトピー性皮膚炎に対する新しい治療法として毎日新聞、日刊工業新聞、神奈川新聞に発表された。
また一般向け科学雑誌「ニュートン」、子供向け科学ニュース（www.kagakunavi.jp）（科学技術振興事
業団）、その他、多くのウェブサイトに取り上げられた。また９月１７日に東京で開かれたイノベー
ションジャパンでは５社から共同研究開発の相談が持ち込まれている。 

・セマフォリンの免疫細胞ナビゲーションが解明され（Nat Immunol. 11: 594-600, 2010）、細胞の動きを
ターゲットにした疾患治療の幕開けとして、NHK 朝のニュース、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、
日本経済新聞、産経新聞など全国主要紙に記事が掲載された。 

・本研究の成果は免疫サマースクール（2009 年 7 月）で発表されている。今後も一般向けの場での広報
活動を積極的に行っていく予定である。追加：今年 9 月のドイツで開催された日独免疫セミナーでも
発表されたが、その様子はドイツの地元紙でも「免疫の新しい風」として全参加者の写真入りで掲載
された。 

・セマフォリンに機能解析が評価され、研究代表者熊ノ郷は、平成 22 年第 28 回大阪科学賞、平成 23
年度文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門）を受賞している。 

１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 31,877 780  0  8,562 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  3,704  7,207 21,754 旅費（千円） ―  

業務実施費（千円） 10,431 34,767  29,716 28,728 その他（千円） ―  

間接経費（千円） 12,692 11,776  11,077 17,713 間接経費（千円） ― 53,258 

合計（千円） 55,000 51,027  48,000 76,757 合計（千円） ― 230,784 
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代表／分担機関の課題名 「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」/（セマフォリン分子群の免疫系、血管系での機能

解析と構造解析および組み換え蛋白質生産技術の実用化） 

代 表 ／ 分 担 機 関 大阪大学/大阪大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 熊ノ郷 淳 

 

１．課題開始時における達成目標 

セマフォリンファミリーは 1990 年代初頭から神経ガイダンス因子として同定されてきた分子群であるが、
近年、神経再生、血管新生・脈管形成、癌の進行、骨代謝疾患、免疫疾患への関与が明らかとなり、生
体の組織構築と恒常性の維持に重要な分子群と考えられている。我々はこれまでセマフォリン及びその
受容体分子群の神経系、免疫系、血管・脈管系、骨代謝における役割を明らかにしてきた（Nature1995, 
Immunity 2000, Immunity 2000, Neuron 2002, Nature 2002, Nat. Rev. Immunol. 2003, Nat Cell Biol. 2004, 
Immunity 2005, Nat Neurosci. 2005, Nat Cell Biol. 2006, Nature 2007）。現在セマフォリンの多彩な生物学
的活性に着目した神経再生、血管新生、がん抑制、骨代謝疾患制御、感染に対する免疫増強、自己免疫
疾患治療などの試みもなされ、疾患治療の新た
な創薬ターゲットとして期待されている。しか
しながら、これらの分子群は糖鎖修飾に富む大
きな細胞外領域を持った細胞表面膜タンパク質
であり、その構造はこれまで殆ど解明されてお
らず構造解析が非常に困難であることが知られ
ている。しかも、機能解明や創薬に重要な複合
体の構造に関しても全く未知である。  
本研究グループでは免疫、神経、血管・脈管系
の機能解析・薬理研究者と構造生物学研究者が
研究チームを構成して、非常な困難が予想され
るセマフォリン分子群の構造・機能解析に挑戦
するとともに、明らかにされた基本構造をもと
にタンパク質間相互作用を制御する化合物の探
索を行い、セマフォリン関連分子をターゲット
にした治療法の開発に資する成果に繋げること
を目的とする。 
２．これまでの研究成果 

（１）成果概要 
(構造解析成果概要)  
Sema6A の細胞外領域は 2.5Å 分解能で、Sema6A の受容体 Plexin-A2 の細胞外領域は 2.1Å 分解能で、
それぞれ単体の立体構造の決定に成功した。更に Sema6A-Plexin-A2 のリガンド・受容体複合体の結晶
化と 3.6Å 分解能の立体構造の決定にも世界で初めて成功した (Nature 467:1123-7, 2010)。得られた構造
は細胞上の生理的コンフォーメーションを反映するとわれる二量体であり、受容体結合に関する構造的
に示唆に富むものであった。セマフォリン 3A についても、Sema6A：plexin-A2 複合体の構造情報から、
受容体への結合に関与する残基を予想し、これに変異を加えることで生物活性が失われることを確認し
ている。 
(機能解析成果概要） 
１）免疫機能解析：セマフォリン分子及びセマフォリン受容体分子がアトピーや多発性硬化症を含む
種々の免疫病態に関与していることの詳細を明らかにするとともに（Nat Immunol. 9:17-23.2008, Int 
Immunol. 20:413-20.2008, J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008)。更に最新のイメージング・可視化技術を用
いた解析により、セマフォリンが免疫細胞移動のナビゲーターであることも明らかにしている（Nat 
Immunol. 11: 594-600, 2010）。また、その中で好塩基球制御に関わる新規セマフォリン Seam4B を同定し、
アレルギー疾患制御の標的と成り得ることを示した（J. Immunol. 186:2881-2888, 2011）。 
２）心・血管系機能解析：心・脈管系形成におけるセマフォリンのガイダンス作用が初めて明らかにな
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った（Dev Biol, 321:251-262, 2008）。  

（２）構造解析に関する進捗及び成果 
（セマフォリン構造決定） 
どのセマフォリンがどの受容体と最も安定に結合するか、そしてそれぞれが最も結晶化し易い溶液挙動
をとるコンストラクトは何かという点について時間をかけて調べた結果、クラス６の Sema6A と、
plexin-A2 の組み合わせが最も有望であることを突き止め、さらにそれぞれについてタグ配列の付加や
truncation 部位の最適化を通して最終候補コンストラクトを決定し、安定発現細胞を作成して組み換え
蛋白質を得た。まず Sema6A の細胞外領域断片は 2.5Å 分解能で、受容体側の plexin-A2 の細胞外領域断
片は 2.1Å 分解能で、それぞれ立体構造決定に成功した。（図１、２）さらに両者を混合して複合体の結
晶化を行い、これについても 3.6Å 分解能の構造を決定した（図３）。両者の相互作用面に存在するアミ
ノ酸残基を変異させたところ、これら変異体は互いに結合できなくなることが細胞を用いたアッセイに
より確認され、今回の構造の正統性が確認された。また、今回の構造からシグナルを伝える前のプレキ
シンは head-on 二量体だが、シグナルを伝える際にはこれが解離して別々にセマフォリンに結合するこ
とがわかり、「プレキシン分子の膜上での配向の大きな変化が細胞内のＧＡＰ活性の変化を引き起こす」
というシグナル伝達機構に関する仮説を提唱することができた（図４）。さらには、立体構造情報をも
とにして、構成的に二量体化する sema6A 変異体を作り出し、野生型と比べて１００倍も活性の高い
hyper-active sema6A をデザインした。 

 
 

 
 
 

また、セマフォリンシグナルを担う細胞質側の因子である CRMP1 および CRMP2 については、大腸
菌発現系により 15N 安定同位体で標識し、二次元 NMR 法で観測した。その結果、これらは立体構造を
保ちながら単量体と多量体の間の平衡状態にあることが分かった。これは、CRMP が四量体で存在する
というこれまでの推測を支持していた。 
（セマフォリン関連蛋白質の生産と構造機能解析） 
開発した精製タグ(Target タグ、eTEV タグ）を用いたシステムにより、セマフォリン関連分子群の構

造解析をさらに高速かつ高精度で行うための基盤を確立した。具体的には、sema6A, sema6D, sema4A, 
plexinA2, neuropilin-1 については細胞外領域のフラグメントを動物細胞発現系で生産し、一部について
は結晶化と構造解析に成功した。機能解析のための試料としては、sema6A, sema3A（野生型および各種
変異体）の可溶性フラグメントをアルカリフォスファターゼ融合タンパク質として大量に調製し、
plexinA2 およびその変異体を発現する細胞株を樹立してこれに対する相互作用試験を行った。sema3E, 
sema4A, sema4D, sema7A, についてもコンストラクトの作製を進めた。阻害候補化合物をスクリーニン
グするための試料としては、plexinA2 のセマフォリン結合領域の組み換え蛋白質を大量に生産した。そ
してこの試料を用いて未標識の化合物の結合を評価できる実験系（リアルタイム PCR 装置を用いた蛋
白質変性温度シフトアッセイ）を確立した。これと同時に、セマフォリンシグナルの細胞を用いた解析
を行うためセマフォリンについて細胞への結合をライブセルで観察し、リガンド結合の阻害というより
直接的な指標で行うために cutinase タグを用いた可溶性セマフォリンの細胞結合アッセイを確立した。
 
（動物細胞を用いた生産・精製システムの実用
化と蛍光標識タグシステムの開発） 

これまでに開発した、動物細胞を用いた組み換
え蛋白質発現系の生産・精製システムを用いて、
複数の蛋白質の生産を並列的に進めた。このパ
イプラインをプログラム内の他課題へ技術供与
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し、一部の課題においては生産の分担も担った。さらに、未精製蛋白質を特異的に蛍光標識するタグシ
ステム(cutinase タグ）の確立に成功し、動物細胞発現系でのみ生産可能な細胞外リガンドや受容体ドメ
インの結合を高速でスクリーニング、およびイメージングすることを可能にした。 
 
（３）機能解析に関する進捗及び成果 
＊免疫機能の解析については、セマフォリン分子及
びセマフォリン受容体分子のアトピーや多発性硬
化症を含む種々の免疫病態への関与の詳細を明ら
かにしている（Nat Immunol. 9:17-23.2008）。特に６
型セマフォリンの受容体である Plexin-A4 分子はそ
の遺伝子欠損マウスにおいて免疫反応が著しく亢
進しており、加えて多発性硬化症動物モデル EAE
の系で、コントロールマウスに比べて症状が重篤と
なっていたことから、免疫反応を負に制御する分子
であることが明らかになっている (Int Immunol. 
20:413-20.2008)。 

 
画期的な成果として、末梢組織での見張り番役で

ある樹状細胞が T 細胞に SOS 信号を伝えるために
リンパ節に移動する際、セマフォリンシグナルが樹状細
胞移動をナビゲーションしているとの知見を新たに得た
（Nat Immunol. 11: 594-600, 2010）。炎症やがんの転移など
は何れも細胞が移動することによって引き起こされてお
り、我々の知見はセマフォリンシグナルの制御により、炎
症、自己免疫、がんの転移などを制御できることを示唆し
ている（図）。 

 
＊心・血管系における機能解析では、６型セマフォリン分
子群及び受容体 Plexin-A 分子群の機能を血管内皮細胞お
よび心・脈管系の発生システムを用いて検討し、心・脈管
系形成におけるセマフォリンの重要な役割も明らかにている（Dev Biol, 321:251-262, 2008）（図）。 
 
 
３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ３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 

４件 

４．課題全体の論文発表件数 ２０件 

５．課題全体の特許出願件数 ５件 

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

２６件（内産業界との共同研究２件） 

７．当初計画に対する達成度 
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チー

ム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラス６
セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の
構造決定という成果に結実した（Nature 467:1123-7, 2010）。この成果こそまさに「非常な困難が予想さ
れるタンパクの構造解析へのチャレンジ」を掲げる「ターゲットタンパクプログラム」のミッションの
下に結集した、免疫・血管・神経の機能研究者と構造生物学研究者の密接な連携の賜（たまもの）と考
えている。様々な疾患の鍵分子でもあるセマフォリンの構造解析は製薬企業を中心に精力的に行われて
おり、今回の成果はきわめて大きなインパクトを持つ。 
８．課題内の情報共有・連携体制 
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代表研究者の強力なリーダシップの下、代表機関の大阪大学（熊ノ郷、高木、豊福、池上）と分担機
関の横浜市立大学（五嶋）とは日常密接にメールなどで連絡を取り合いながら研究を進めるとともに、
大阪大学、横浜市立大学を相互に訪問しての本プロジェクト推進のための meeting を行っている（計 6
回）。また定期的な会合も持っている（計 15 回）。加えて、代表機関（阪大蛋白研）において構造解析
を目指して生産・精製した Sema3A, Sema6A, plexin 蛋白質は、分担機関において神経細胞に与える影響
を調べる機能試験や、モデル動物を用いた実験にも使用しており、情報だけでなく試料レベルでの連
携・共有が有機的に行われている。このような研究チーム内の密接な情報共有・試料提供結果・連携体
制の結果、研究開始後わずか３年半足らずでクラス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, 
Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の構造決定という成果に結実した。しかも構造情報
に基づいた神経系及び免疫系での機能解析も行うなど密接な連携が行われている。また免疫・神経の異
なる分野の機能研究者（熊ノ郷、五嶋）の本課題を契機とした研究交流・情報共有・相互啓発により機
能解析の面でも、「アトピー疾患における神経・免疫クロストーク」が明らかとなり、アトピー治療に
対する新たな治療標的の発見として大きく取り上げられ社会的にも大きな反響を呼んでいる。 
９．他の課題との情報共有・連携 
セマフォリン、およびその受容体群の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提供し、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結
果、非常な困難が予想されたセマフォリン構造解析に短期間で成功した。さらに、制御領域の東京大学、
ファルマデザイングループと共同で、プレキシン結合化合物のインシリコスクリーニング、およびそれ
を元にしたライブラリー化合物のウェットスクリーニングを行った。 
１０．人材育成 
研究期間内に研究交流会、熱海での合宿などを通じて、分野の垣根を越えた知識・考え方を若手研究

者に伝えることが出来た。その成果として、期間内に独立ポストを得た者（１名）、海外の研究機関で
留学する者（２名）、助教ポスト（２名）を得たもの、大手企業の研究所にポストを得たものなど、若
手研究者が誕生している。 
１１．終了までの具体的な見通し 
本研究は平成２２年度で終了しているが、上記のように本課題は非常に重要な構造解析に成功し、し

かもそれにつづく構造解析ターゲットも研究終了後も進んでいる。 
１．セマフォリンのシグナル伝達機構の解明 
今回得られたような二量体構造がセマフォリンの一般的特徴だとすると、この二量体が果たしてシグナ
ル伝達能を担うユニットなのか、あるいは逆に抑制された状態に相当するのか、を明らかにすることが
重要になる。原子分解能の構造が手に入ったので、たとえば二量体化を制御するような変異体をデザイ
ンし、その挙動を調べることによってシグナル伝達機構を明らかにする。これまでプレキシンの活性化
を簡便に測定する細胞アッセイ系が存在しなかったが、細胞形状変化を指標にしたアッセイ系を確立
し、この目標に挑む。 
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 
セマフォリンは種々のヒト疾患の鍵分子であるが、免疫、神経、血管系のさまざまなモデル実験系（多
発性硬化症、アトピー性皮膚炎、腸管アレルギー、網膜色素変性症、パーキンソン病、アルツハイマー
病など）を確立しているので、これまでに得られたセマフォリン蛋白、セマフォリン抗体、制御化合物
を用いて疾患治療を目指した研究が現在製薬メーカーを捲きこんで進行中である。 

１３．特記事項 
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チ

ーム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラ
ス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世
界初の構造決定という成果に結実した（Nature 467: 1123-7, 2010）。 

・セマフォリンの免疫細胞ナビゲーションが解明され（Nat Immunol. 11: 594-600, 2010）、細胞の動きを
ターゲットにした疾患治療の幕開けとして、NHK 朝のニュース、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、
日本経済新聞、産経新聞など全国主要紙に記事が掲載された。 

・本研究の成果は免疫サマースクール（2009 年 7 月）で発表されている。今後も一般向けの場での広報
活動を積極的に行っていく予定である。追加：今年 9 月のドイツで開催された日独免疫セミナーでも
発表されたが、その様子はドイツの地元紙でも「免疫の新しい風」として全参加者の写真入りで掲載
された。 

・セマフォリンに機能解析が評価され、研究代表者熊ノ郷は、平成 22 年第 28 回大阪科学賞、平成 23
年度文部科学大臣表彰・科学技術賞（研究部門）を受賞している。 
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１４．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 21,698 0  0  8,562 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  3,737 18,269 旅費（千円） ―  

業務実施費（千円） 7,533 26,175  20,878 21,598 その他（千円） ―  

間接経費（千円） 8,769 7,852  7,385 14,528 間接経費（千円） ― 38,534 

合計（千円） 38,000 34,027  32,000 62,957 合計（千円） ― 166,984 

６
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代表／分担機関の課題名 「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」/（セマフォリンシグナルの機能解析及び Sema3A

アゴニスト、アンタゴニストのスクリーニングとドラッグデザイン） 

代 表 ／ 分 担 機 関 大阪大学/横浜市立大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 五嶋 良郎 

 

１．課題開始時における達成目標 

セマフォリンファミリーは 1990 年代初頭から神経ガイダンス因子として同定されてきた分子群であるが、
近年、神経再生、血管新生・脈管形成、癌の進行、骨代謝疾患、免疫疾患への関与が明らかとなり、生
体の組織構築と恒常性の維持に重要な分子群と考えられている。我々はこれまでセマフォリン 3A を中
心に、その受容体分子と細胞内情報媒介分子 CRMP 分子群の主として神経系における役割を明らかに
してきた（Nature1995, Nat Neurosci 2001, Neuron 2002, Nature 2003, Nat Med 2006, J Neurosci 2007, J 
Invest Dermatol 2008, Nature 2010, Sci Signal 2010,  Nat Cell Biol 2010）。現在セマフォリンの多彩な生
物学的活性に着目した神経再生、血管新生、がん抑制、骨代謝疾患制御、感染に対する免疫増強、自己
免疫疾患治療などの試みもなされ、疾患治療の
新たな創薬ターゲットとして期待されている。
しかしながら、これらの分子群は糖鎖修飾に富
む大きな細胞外領域を持った細胞表面膜タンパ
ク質であり、その構造はこれまで殆ど解明され
ておらず構造解析が非常に困難であることが知
られている。しかも、機能解明や創薬に重要な
複合体の構造に関しても全く未知である。  
本研究グループでは免疫、神経、血管・脈管系
の機能解析・薬理研究者と構造生物学研究者が
研究チームを構成して、非常な困難が予想され
るセマフォリン分子群の構造・機能解析に挑戦
するとともに、明らかにされた基本構造をもと
にタンパク質間相互作用を制御する化合物の探
索を行い、セマフォリン関連分子をターゲット
にした治療法の開発に資する成果に繋げること
を目的とする。 
２．これまでの研究成果 

（１）成果概要 
(化合物スクリーニング概要)  
東京大学化合物ライブラリー（制御領域）から従来報告されている Sema3A 結合化合物 SM-216289 と
構造の類似した一連の化合物の提供を受け、成長円錐退縮活性および Sema3A 作用の修飾活性の有無を
検討した。その結果、単独で成長円錐退縮効果を示す化合物 A および、Sema3A と併用した際に増強
効果を示す B を見いだした。これらに加え、SM 化合物関連する構造を有する化合物を中心に数を広げ、
すでに確立しているアッセイ系を用いたスクリーニングを進行中である。一方、新たに細胞形態変化を
指標に確立した機能アッセイ系において、化合物ライブラリーより、Sema3A 様の活性を示す数種の化
合物見出した。さらに受容体複合体 NRP1/PlexA4 を発現させた細胞における Sema3A-AP の結合阻害活
性の有無により、これらが候補化合物の受容体複合体への直接作用の有無を判定したところ、同受容体
複合体に直接作用しない化合物が含まれることが判明した。現在までに、より大量のサンプルについて
直接相互作用する化合物を評価することが可能な、リコンビナント Sema3A および NRP1 を用いた in 
vtiro における結合実験の条件を確立した。 
 (機能解析成果概要) 
神経系における機能解析では、Sema3A が cyclic nucleotide-gated channel を活性化し軸索反発作用を引き
起こすこと (Neuron 58:694-707, 2008)、アトピー性皮膚炎においてセマフォリン 3A の皮膚への適用が
皮疹を改善することを見いだした（J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008）。また Sema3A のアトピー性皮膚炎
治療への応用は、この皮膚炎の病態として、itch-scratch cycle（掻痒—掻破 サイクル）が存在し、掻破に
より角化細胞から NGF が分泌され、これによって皮内に伸展した知覚神経が皮膚の過敏状況を生むと
いう考えから着想された。Sema3A の皮内投与は、アトピー性モデルマウスの掻破行動を抑制し、皮疹
を改善した。組織学的には、Sema3A 投与部位に限局して、知覚神経の突起伸長の抑制効果（図）、なら
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びに肥満細胞、IL-4, CD4 陽性細胞の浸潤の抑制効果が観察され、Sema3A が、神経と免疫系の双方に作
用することにより、その症状を顕著に改善することを示した。またアレルギー性鼻炎モデルマウスにお
いては、Sema3A 溶液の点鼻によって炎症反応やアレルギー症状が改善することを見出した（未発表デ
ータ）。Sema3A は、広く免疫アレルギー疾患に適応しうる可能性が示された。さらに、ヒトのアトピ
ー性皮膚炎および尋常性乾癬の罹患部において、Sema3A 発現レベルが低下するなど、Sema3A 及びそ
の受容体分子がアトピーやアレルギー性鼻炎などの免疫アレルギー疾患を含む種々の病態に関与して
いることを明らかにしつつある（未発表データ）。  
（２）Sema3A シグナル伝達に関する進捗及び成果 
 Sema3A シグナルの下流分子として同定した CRMP(Collapsin Response Mediator Protein)に着目して検
討を行った。CRMP ファミリーの一つである CRMP2 は、Sema3A シグナルの下流で 522 番目のセリン
残基（S522）がリン酸化されることが知られている。そこで in vivo における S522 のリン酸化の意義を
調べるため、522 番目のセリン残基をアラニンに置換した非リン酸化変異体を発現するノックインマウ
ス（crmp2ki/ki）を作製し、表現型解析を行った。 
代償作用を考慮し、CRMP ファミリーメンバーの
一つである CRMP1 遺伝子欠損マウス（crmp1-/-）
との掛け合わせ実験を行った結果、大脳皮質にお
いて、curling phenotype と定義した、従来知られて
いない、異常形態を示す表現型を見出すことに成
功した（右図、J Neurosci., under revision）。この表
現型は、sema3A 遺伝子欠損マウスで環認められな
い表現型であるため、Sema3A にとどまらず、複数
のシグナル分子からの情報の伝達異常が生じた結
果見出された表現型の可能性が高い。本プログラ
ムにより、CRMP 結合分子の網羅的スクリーニン
グを行っており、ここから同定された結合タンパ
クの機能解析から、curling phenotype が生じるメカ
ニズムが明らかにされることが期待される。 
CRMP 結合タンパクの機能解析において、著しい進捗が認められたのは、Filamin-A との相互作用解析
についてである。本課題では、マウス脊髄後根神経節細胞での CRMP-Filamin-A の相互作用について検
証した。Sema3A 刺激に伴い CRMP1 と Filamin-A は成長円錐内で共局在し、さらにこの局在とアクチン
線維(Phalloidin)の凝集も重なった（図 A）。 
この結果は、Sema3A がアクチン骨格を動かす細
胞内情報伝達に CRMP1 と Filamin-A が関与する
ことを示唆した。次に CRMP1 と Filamin-A の結
合領域解析を、ドットブロット法により行い、
Filamin-A のＮ末端アクチン結合領域(ABD)、中
央とＣ末端のイムノグロブリン様反復配列
（Ig6-10、Ig21-24）に CRMP1 が結合することを
見いだした（図 B）。このうち ABD に対して も
強い結合を示した。また CRMP1 を部分断片化し
て同様の結合解析を行い、225-256 アミノ酸の領
域が Filamin-A に結合することを見いだした。さ
らに CRMP1 全長に対してこの領域内 245-251 の
アラニン変異スキャンを行った結果、R245, I246, 
H247, Y251 アミノ酸が、Filamin-A との結合に関
与すると考えられた。245-247 のアミノ酸はαへ
リックス(H7)からβシート(s15)へ移行する部分
に存在する（図 C 黄色のアミノ酸）。またこの
領域の近傍にはCRMP1のＣ末端へ移行する領域
が存在する（図 C 左側矢印）。 
CRMP1 のＣ末端は Cdk5 リン酸化により構造変化を起こして CRMP1 主要部分から解離し、この 245 前
後の Filamin-A 結合領域が露出すると予想される。一方 Y251 は報告された CRMP1 の結晶構造(1KCX)
では内部に位置することから、245〜252 付近の構造が変化し、Filamin-A への結合ポケットが形成され
ると考えられた。Filamin-A はアクチン線維を網状に架橋する分子として機能する。Filamin-A の複数の
領域に CRMP1 が結合することと CRMP1 が４量体で存在することから、CRMP1 は Filamin-A の構造を
大きく変形させ、それに伴いアクチン線維を変形、凝集させる作用を現すと予想された。 
 Sema3A のシグナル伝達解析において、実験遂行の障壁になっていることの一つに、Sema3A に対す
る有用な特異抗体が存在しないことが挙げられる。これを解決するため、ADLib®システム(Autonomously 
Diversifying Library システム)を用いて、Sema3A に特異的なモノクローナル抗体の樹立を試みた結果、
その樹立に成功した。本抗体は、免疫染色などの基礎研究に使用できるだけでなく、Sema3A シグナル
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の中和抗体として作用することも併せて分かった。そこで、Sema3A をターゲットとした医療応用を行
うため、マウス抗体へのキメラ化を行い、病態モデルマウスを用いた臨床応用へ向けての検討にも着手
した（後述）。 
 
 
（３）Sema3A 作用解析に関する進捗及び成果 
 機能解析成果概要に記したとおり、本課題研究の遂行の過程で、アトピー性皮膚炎においてセマフォ
リン 3A の皮膚への適用が皮疹を改善することを見いだした（J Int Dermatol, 128:2842-9, 2008）。Sema3A
の臨床応用の適用範囲はアトピー性皮膚炎にとどまらず、同じく神経線維の浸潤、ならびにアレルギー
性の過敏反応を発症気序として有するアレルギー性鼻炎の治療にも効果があることを見出した。また、
アトピー性皮膚炎と類似した発症気序を有する尋常性乾癬の罹患部において、Sema3A 発現レベルが低
下することを明らかにした。 
  
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

らず構造解析したタンパ

ク質数 

０件 

４．課題全体の論文発表件数 ２０件 

５．課題全体の特許出願件数 ５件 

６．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

２６件（内産業界との共同研究２件） 

７．当初計画に対する達成度 
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チー

ム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラス６
セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世界初の
構造決定という成果に結実した（Nature 467:1123-7, 2010）。この成果こそまさに「非常な困難が予想さ
れるタンパクの構造解析へのチャレンジ」を掲げる「ターゲットタンパクプログラム」のミッションの
下に結集した、免疫・血管・神経の機能研究者と構造生物学研究者の密接な連携の賜（たまもの）と考
えている。また、本研究を契機に、セマフォリン分子が様々な疾患に関与し、疾患モデル動物における
症状の改善に著効を示すことが明らかとなった。様々な疾患の鍵分子でもあるセマフォリンの構造解析
は製薬企業を中心に精力的に行われており、今回の成果はきわめて大きなインパクトを持つ。 
８．課題内の情報共有・連携体制 
代表研究者の強力なリーダシップの下、代表機関の大阪大学（熊ノ郷、高木、豊福、池上）と分担し、

日常密接にメールなどで連絡を取り合いながら研究を進めるとともに、大阪大学、横浜市立大学を相互
に訪問しての本プロジェクト推進のための meeting を行っている（計 6 回）。また定期的な会合も持って
いる（計 15 回）。加えて、代表機関（阪大蛋白研）において構造解析を目指して生産・精製した Sema3A, 
Sema6A, plexin 蛋白質は、分担機関において神経細胞に与える影響を調べる機能試験や、モデル動物を
用いた実験にも使用しており、情報だけでなく試料レベルでの連携・共有が有機的に行われている。こ
のような研究チーム内の密接な情報共有・試料提供結果・連携体制の結果、研究開始後わずか３年半足
らずでクラス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにお
いても世界初の構造決定という成果に結実した。しかも構造情報に基づいた神経系及び免疫系での機能
解析も行うなど密接な連携が行われている。また免疫・神経の異なる分野の機能研究者（熊ノ郷、五嶋）
の本課題を契機とした研究交流・情報共有・相互啓発により機能解析の面でも、「アトピー疾患におけ
る神経・免疫クロストーク」が明らかとなり、アトピー治療に対する新たな治療標的の発見として大き
く取り上げられ社会的にも大きな反響を呼んでいる。 
９．他の課題との情報共有・連携 
制御領域の東京大学より化合物ライブラリーの供与をうけ、細胞形態変化を指標として約数千化合物の
スクリーニングを行い、セマフォリンの効果を修飾あるいは模倣する化合物候補を同定した。セマフォ
リン、およびその受容体群の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
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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
クターを提供し、精製と構造解析に 適なコンストラクトをシステマティックに検討し結果、非常な困
難が予想されたセマフォリン構造解析に短期間で成功した。さらに、制御領域の東京大学、ファルマデ
ザイングループと共同で、プレキシン結合化合物のインシリコスクリーニング、およびそれを元にした
ライブラリー化合物のウェットスクリーニングを行った。 
１０．人材育成 
研究期間内に研究交流会、熱海での合宿などを通じて、分野の垣根を越えた知識・考え方を若手研究

者に伝えることが出来た。その成果として、期間内に独立ポストを得た者（１名）、助教ポスト（１名）
を得たもの、大手企業の研究所にポストを得たものなど、若手研究者が誕生している。 

１１．終了までの具体的な見通し 
本研究は平成２２年度で終了しているが、上記のように本課題は非常に重要な構造解析に成功し、し

かもそれにつづく構造解析ターゲットも研究終了後も進んでいる。またこうした知見を踏まえて、セマ
フォリンのシグナル伝達を修飾する化合物候補を見いだしている。応用面においては、セマフォリン 3A
が様々な免疫疾患モデルにおいて有効であることが示されつつある。 
１．セマフォリンのシグナル伝達機構の解明 
今回得られたような二量体構造がセマフォリンの一般的特徴だとすると、この二量体が果たしてシグナ
ル伝達能を担うユニットなのか、あるいは逆に抑制された状態に相当するのか、を明らかにすることが
重要になる。本研究においては、セマフォリン 3A のシグナル伝達に CRMP の酸化依存性のリン酸化過
程が関わること、Cav2.3 カルシウムチャネルの発現を介して細胞極性を制御すること、アクチン結合タ
ンパク質フィラミンとの相互作用部位を決定するなどの成果を得ており、これらと受容体との構造機能
相関を明らかにする。 
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 
セマフォリンは種々のヒト疾患の鍵分子であるが、免疫、神経、血管系のさまざまなモデル実験系（多
発性硬化症、アトピー性皮膚炎、腸管アレルギー、網膜色素変性症、パーキンソン病、アルツハイマー
病など）を確立しているので、これまでに得られたセマフォリン蛋白、セマフォリン抗体、制御化合物
を用いて疾患治療を目指した研究が現在製薬メーカーを捲きこんで進行中である。 

１３．特記事項 
研究開始前から非常な困難が予想されたセマフォリン蛋白の結晶化・構造解析であったが、研究チ

ーム内の密接な連携・情報共有・試料提供・条件検討などにより、研究開始後実質僅か 3 年半でクラ
ス６セマフォリン Sema6A, Sema6A 受容体 Plexin-A2, Sema6A-Plexin-A2 複合体いずれにおいても世
界初の構造決定という成果に結実した（Nature 467: 1123-7, 2010）。 

・アトピー性皮膚炎に対する新しい治療法として毎日新聞、日刊工業新聞、神奈川新聞に発表された。
また一般向け科学雑誌「ニュートン」、子供向け科学ニュース（www.kagakunavi.jp）（科学技術振興事
業団）、その他、多くのウェブサイトに取り上げられた。また９月１７日に東京で開かれたイノベー
ションジャパンでは５社から共同研究開発の相談が持ち込まれている。 

 
 
１４．研究費一覧 （横浜市大分を入力、差し替え） 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 10,179 780 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  3,704 3,469 3,485 旅費（千円） ―  

業務実施費（千円） 2,898 8,593 8,838 7,130 その他（千円） ―  

間接経費（千円） 3,923 3,923  3,692 3,185 間接経費（千円） ― 14,723 

合計（千円） 17,000 17,000 16,000 13,800 合計（千円） ― 63,800 
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