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ミクロな分子過程に基づき、細胞機能などのマクロな状態を記述・制御する新たな
生物学を、分野をまたぐ議論と調査研究により推進し、創薬への展開を目指す。

共通 シンポジウム開催、ＲＡ制度などによる人材交流、基礎講座

AIST
構造生物学（NMR）・
生化学・オミックス解析
・創薬科学

筑波大
AI活用、数理的モデル、発生

東大
オミックス解析・
細胞内局在解析

KEK
構造生物学（X線）

ミクロ マクロ

分子
細胞
個体

様々な専門性を持つ生物学者が共通のテーマで切磋琢磨する“場”を作る！

シンシナティー大
個体レベル解析

東海大：進化

慶應大：メタボノーム

GTP研究会 TCreDo

調査研究の目的・概要

生物学的な理解にとどまらず創薬への応用を目指す。



具体的な連携・研究計画の一例

GTP検知機構を標的としたミクロとマクロの融合研究と創薬展開

GTP

・ATPとならぶ細胞のエネルギー物質であるGTPに着目

・GTPはシグナル伝達やタンパク質合成に必須な分子

・１アミノ酸を伸ばすのにGTP
２分子が必要

・何もしなければ細胞内のGTP
プールは10秒で枯渇

・増殖する細胞はGTP濃度を検知し、
制御するセンサーに依存？

https://www.dnalc.org/resources/3d/16-translation-advanced.html



細胞内GTPセンサーの発見

GTP結合タンパク質の網羅的同定

GTPセンサー候補の機能・構造解析

GTP非感受性変異体による機能解明
構造逆遺伝学

ミクロとマクロを繋ぐことで細胞内GTPセンサーを発見することに成功

Molecular Cell (2016)

FEBS J (2016)



GTPセンサーPIP4Kとp53変異がん

・p53変異は約50%のがん患者に見られる
（ p53変異型乳がん：国内に9万人、全世界120万人）

・ p53変異を伴うがんにおいてはPIP4Kが
高発現している。

・p53変異を伴うがんは一般的に予後が悪い

・p53変異がんに対する治療薬の開発は急務

・p53 KOにより引き起こされる腫瘍形成を
PIP4K KOが顕著に抑制・生存率を改善
(Cell, (2013), 155, 844, 佐々木ら)

p53 KO
PIP4K KO

・PI5P4Kの特異的阻害は、p53変異がんに
おける新規抗がん標的



PIP4Kを標的とした創薬
・既に確立した競争力のある技術プラットフォームを活用

・p53変異がんで腫瘍形成を促進するPI54Kに対する特異的阻害剤を速やかに取得

マクロからミクロへ：p53変異型のがんを標的とする新たな薬剤を創出

生化学・構造生物学・生物学的 技術プラットフォーム

産総研 高エネ機構 東大・筑波大



2,000,000 化合物

構造ベースのスクリーニングと検証
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<1 μMの特異的阻害活性を持つ化合物を複数取得
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化合物複合体の結晶構造解析

Comp A (マゼンタ) Comp B(シアン)

グアニン塩基と重なる グアニン塩基の隣接位置

結晶構造解析により化合物が異なる位置に結合することを確認

LINK

両方の結合位置をカバー

LINK15

LINK17

→これらの化合物を融合した化合物も取得（LINK15, LINK17)



化合物リンキングによる活性改善

活性増強

LINK17

LINK化合物はPI5P4Kβに対し、強い阻害活性を持つ



LINK化合物による細胞内PI(5)Pの蓄積

・細胞においてPI5P4Kβの阻害に伴う
PI(5)Pの蓄積が確認された. 

・LINK17の活性は LINK15より強かった. 



サブタイプ特異性

LINK17は優れたファミリー内特異性を示した
（γ isotypeはβと比較して活性が100分の１）

>100 fold 
activity



キナーゼパネルによるオフターゲット評価

・Kiの20倍以上である20 μMでオフターゲット阻害効果を検証。
・オフターゲット阻害は軽微であり、ともに良好な標的特異性を示した。
⇒T-CReDo (筑波大学つくば臨床医学研究開発機構)シーズAに採択

S(35) = 0.00 S(35) = 0.04



細胞内GTPセンサーの発見・創薬・その先へ

化合物の有無によるオミックス解析

ミクロからマクロへ：GTPセンサー特異的阻害剤による機能の理解

PIP4K

GTP



機能メカニズムの解明へ
PI5P4Kβ KOとGTP非感受性変異体発現細胞で共通したトランスクリプトーム変化

特異的化合物によりPI5P4Kβの機能を阻害するとどうなる？



PI5P4Kβ KO, DMSO , 血清（－）

WT, DMSO, 血清（－） WT, LINK17, 血清（－）

PI5P4Kβ KO, LINK17 , 血清（－）

LINK17はリソソームの機能を低下させる



LINK17は飢餓応答におけるLC3-IIの
オートファジー小胞への集積を阻害

of Link17 (20h)of DMSO (20h)



リソソーム活性化
オートファジー

がん細胞における腫瘍形成

PI(5)P

PI5P4KβはGTP濃度を検知し、オートファジーを亢進

PI5P4Kβ
阻害剤

PI5P4Kβ阻害剤はオートファジーの亢進を抑制し腫瘍形成を阻害？



オートファジーは腫瘍形成に寄与する

of Link17 (20h)of DMSO (20h)

・オートファジーが腫瘍形成を常に促進するか？
については議論が分かれている。

・クロロキン（リソソーム阻害）が悪性腫瘍に対する増殖
抑制効果を示すと報告。 (J Clin Invest.117, 326-336(2007))

・がん細胞ではリソソーム機能が亢進しておりエ
ネルギー恒常性において重要な役割を果たす。
（Nature. 524, 361–365 (2015)

クロロキンによるがん増殖抑制

膵臓がんにおけるリソソームの亢進

正常細胞に対する副作用の可能性や、p53との関係は？



PI5P4Kβ阻害剤はがんに特有の
亢進（暴走）した代謝状態を標的にする？

エネル
ギー
産生

分解 生合成

正常細胞

エネル
ギー
産生

がん細胞

グルコース
代謝↑

ATP↑

p53

グルコース代謝

ATPGTP

PI5P4Kβ AMPK

p53↓

GTP↑

PI5P4Kβ↑ AMPK↓

がん化やp53変異は代謝バランスが亢進しており、PI5P4Kβへの依存性が高い。

生合成生合成分解分解

エネルギー
産生

生合成

PI5P4Kβは分解をエネルギー産生と生合成に対してバランスする役割を果たす。

IMPDH2↑

HIF-1↑

PI5P4Kβ
阻害剤



結論

AIST
構造生物学（NMR）・
生化学・オミックス解析
・創薬科学

筑波大
AI活用、数理的モデル、発生

東大
オミックス解析・
細胞内局在解析

KEK
構造生物学（X線）

ミクロ マクロ

分子
細胞
個体

原子レベルでの構造解析（ミクロ）と細胞・個体レベルでの機能解析（マクロ）
まで様々な専門性を持つ生物学者が共通のテーマで切磋琢磨する“場”ができた。

シンシナティー大
個体レベル解析

東海大：進化

慶應大：メタボノーム

GTP研究会 TCreDo

生物学的な理解にとどまらず創薬応用への展開を行った。

昆虫ステロイドホルモン生合成制御や古生物タンパク質の
立体構造(ミクロ)から生体内基質や機能（マクロ）を探る研究も


