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『低分子創薬のフィールドを拡げる手法開発：
タンパク質分解誘導薬と水溶性向上策』

石川 稔 （いしかわ みのる）
東京大学 分子細胞生物学研究所
エピゲノム疾患センター 治療戦略研究分野 准教授

講師：

日時： ２０１８年４月１６日（月） １８：００～２０：３０
場所： 千里ライフサイエンスセンタービル
講演会 ５階 サイエンスホール （１８：００～１９：３０）
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コーディネーター： 中川 晋作（大阪大学大学院薬学研究科 教授）
コーディネーター： 小比賀 聡（大阪大学大学院薬学研究科 教授）
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【要

旨】

低分子医薬品の多くは、標的タンパク質に結合し、その機能を制御する。特定のタンパク
質群に対しては創薬成功例が多い一方で、低分子創薬で対応できるタンパク質は、わずか
数％との報告もある。このフィールドに含まれない例として、疾患との関連が不明のタンパク
質、化合物によって機能を制御できないタンパク質、医薬品らしい性質を有するリガンドが発
見されていないタンパク質などが挙げられる。このことから未来の創薬には、低分子創薬の
フィールドを拡げる創薬手法の開発が重要である。今回は、我々が提案した創薬手法を二つ
紹介する。
一つ目は、標的タンパク質を分解誘導する低分子の創製研究である。生体内には、不要に
なったタンパク質を分解に導く標識（ユビキチン）を付与するタンパク質（ユビキチンリガーゼ）
が存在する。この標識を付与するタンパク質 IAP と疾患原因タンパク質の複合体を人工的に
形成する低分子を設計し、疾患原因タンパク質の標識化・分解に成功した 1) 。 本手法は、
タンパク質の機能に影響を与えないリガンドも利用できるなど、創薬のフィールドを拡張でき
る可能性がある。本手法「タンパク質ノックダウン法」の開発経緯と、根治療法が知られてい
ない神経変性疾患に対する取り組みを中心に紹介する 2) 。
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二つ目は、低分子の物性を改善する手法である。化合物の水溶性は、経口吸収性などに
密接に関与するため、医薬の研究開発において非常に重要な物性である。低分子の水溶性
向上策として、親水性置換基を導入する分子設計が広く用いられているが、万能では無かっ
た。我々は、分子構造の平面性・直線性を崩壊させる構造変換により、分子間相互作用低
下を介して低分子の水溶性を向上できることを示した 3-5) 。この方法は、一見矛盾する物理
化学的性質である、化合物の脂溶性と水溶性の両方を向上し得る特長を有する。
分子間相互作用を 低下さ せる 水溶性向上策
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 著作権法に基づき、講演の映像・音声、ならびに講演要旨は、ブログ・SNS への掲載
等へ、複製または転用するなど、二次利用することを禁じます。
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