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【要

旨】

DNA のメチル化やヒストンのメチル化，アセチル化などクロマチンの後天的修飾による遺伝子の発
現制御はエピジェネティクスと呼ばれている。このエピジェネティクス制御は細胞の分化や機能発現
に重要な役割を演じていることが知られている。さらにエピジェネティクス制御異常は、癌を含め種々
の疾患の発症・悪性化の原因となっている。一方、RNA もメチル化を含めて多様に修飾されているこ
とは以前より知られていた。しかし RNA 修飾制御の分子機構や分子生物学的意義に関しては最近
まで不明な点が多く残されていた。
我々は前立腺癌の術後検体を用いた解析により、非癌部に比べ癌部で高発現する遺伝子をクロー
ニングし、prostate cancer antigen-1 (PCA-1)と命名した。PCA-1 は大腸菌タンパク質 AlkB と高い相動
性ある domain を有していた。その後この domain は、2-oxoglutarate を co-substrate、Fe(II)を co-factor
としてメチル化 DNA やメチル化 RNA を酸化的脱メチル化という全く新たな機序により酵素活性を発
現することが明らかとなり、PCA-1 は現在 AlkB homolog 3 (ALKBH3)と呼ばれている。一方、RNA を
メチル化する酵素やメチル化 RNA を認識するタンパク質も最近同定され、RNA の後天的修飾は
RNA の安定性、移行性、翻訳制御など多様な機能を制御していることが示されてきた。そして RNA
の後天的修飾によるタンパク質の翻訳制御はエピトランスクリプトミクスという新しい概念の創出に繋
がった。このエピトランスクリプトミクスの制御に関わる酵素である ALKBH3 は、前立腺癌以外に膵
癌、非小細胞肺癌や腎癌でも高発現し、予後不良性と相関する。また ALKBH3 の発現抑制はこれら
癌細胞の増殖を抑制することから、その酵素活性阻害剤は first-in-class の癌治療薬となることが期
待されている。さらに ALKBH ファミリー分子は、現在 9 種類（ALKBH1-ALKBH8、FTO）の存在が知
られており、特徴的な RNA 修飾酵素活性を発現し癌の発症や悪性化に関わっていることから、治療
標的分子として注目されている。
アカデミアではこのように新たな疾患治療標的分子が発見されるが、創薬研究を展開するためには
種々の大きな関門があった。そこで国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）はアカデミ
ア創薬を推進するため、創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業（平成 29～33 年度）を立ち上げた。
大阪大学は薬学研究科が中心となりこの事業の採択を受け、化合物ライブラリー・スクリーニングセ
ンターを設置し、疾患標的分子の探索、ハイスループットスクリーニング系構築、化合物ライブラリー
の提供支援を開始している。また製薬企業から druggable 化合物ライブラリーの提供を受け、それら
を活用する画期的な仕組みも構築している。さらに創薬センター構造展開ユニットでは、製薬企業の
第一線のメディシナルケミストが大阪大学に出向して誘導体展開支援を行うなど、まさに産官学が一
体となってアカデミア創薬研究を躍進させている。これによりヒット化合物を医薬品開発候補化合物
へと磨き上げる仕組みが充実した。さらに創薬センターに薬物動態・安全性試験ユニットも立ち上げ、
in vivo 薬物動態や安全性試験の支援も開始している。このように大阪大学では創薬を展開するシー
ムレスな研究支援体制を構築しており、アカデミア創薬の革新的進展と戦略的イノベーションの創出
へと繋げる拠点となっている。
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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。

4

