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研究成果の概要（和文）：RNAアプタマーは有用な創薬ツールであるが、低分子化合物のRNAアプタマー取得は挑
戦的課題である。この課題に対し「低分子化合物の三次元構造を変えない新しい結合方法（エーテル ライゲー
ション法・申請者オリジナル）」と「計算科学を用いた低分子化合物と樹脂の結合した化合物設計」を研究軸
に、研究計画に即した実験を展開した結果、おおよそ目的の研究成果を得ることが出来た。すなわち、エーテル
ライゲーション法では、担持する樹脂の官能基、ローディング数、粒子系が重要であることが分かった。また、
分子力学計算により設計した、ジアセチルスペルミジン及びハイプシンの樹脂への担持も順調に進んだ。

研究成果の概要（英文）：RNA aptamer is a useful method for drug discovery and RNA aptamer for small 
molecular compound is a challenging research topic now. To overcome this problem, we performed this 
research based on “development of novel ether bond formation” and “computational design of 
conformationally equivalent small molecular compound binding on solid supports ”. As the results, 
we obtained some expected results. In binding study between small molecular and solid support, it is
 important to think about functional group, loading amount and size of solid support. In 
computational study, we succeeded to obtain conformationally equivalent small molecular compound 
binding on solid supports and we will accomplish their synthesis soon.

研究分野： 創薬化学

キーワード： 薬学　有機化学　核酸
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１．研究開始当初の背景 
	 生体内生理活性物質ポリアミン(プトレ
スシン、スペルミジン、スペルミン、ハイ
プシン)は細胞増殖因子として細胞機能に
大変重要である。特にRNAとの相互作用を
通じて翻訳制御に関わることから、ポリア
ミンが標的とする生体分子の同定を目指し
て世界中で競争的な研究が展開されている。
例えば、ハイプシン (Hypusine) は真核生
物翻訳開始因子5A(elF5A)に含まれており、
タンパク質生合成の最初のペプチド結合の
形成を促進する。ハイプシン残基の周辺の
領域は保存性が高く、eIF-5Aの機能に必須
である。そのため、ハイプシンとeIF-5Aは
真核細胞の生存と増殖に不可欠であると考
えられている。 
	 一方、RNA アプタマーはタンパク質な
どの標的分子に対して抗体の様な高い親和
性と高い特異性を有する RNA 分子で、化
学合成で大量合成が可能で改良も容易であ
るといった抗体にはない特徴を持っている。
そのため医薬品や工業への応用が期待され、
実用化に向けた研究が精力的に行われてい
る。しかし、ポリアミン誘導体を始めとす
る生体内生理活性物質（低分子）を標的と
する RNA アプタマーの取得については、
ほとんど報告されてない。これは、低分子
化合物の RNA アプタマー取得が高分子化
合物のアプタマー取得よりも困難であるか
らと考えられている。 
 

RNA アプタマーの特徴	 
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! 免疫排除が生じない 
! 化学合成で容易に作製可能 
! 修飾や改変が容易 

! 機能のON/OFFの調整が容易 

! 抗体が機能しない温度、溶液条件で
も機能する 

RNA aptamer 

! 標的の構造の微細な差異を認識できる 

• RNAが“かたち”をつくり標的の構造
を認識して結合 

＝ 核酸抗体 

RNAアプタマーの応用 
! 研究用試薬 
! 体外薬（診断等） 
! 体内薬 
 

! 大きな選択母集団の準備が可能 
（１０１４～１０１５；ファージディス 
　プレイで１０９～１０１１) 
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RNA アプタマーの応用	 
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２．研究の目的 
	 本研究では、標的低分子化合物の最安定
三次元構造を変える事無く、樹脂上に担持
することを目的としており、申請者らが現
在取り組んでいる新しいエーテル ライゲ
ーション法を樹脂等の固相上で完成させ、

生体内低分子化合物の RNA アプタマー取
得する新しい方法を開発する。 
 
３．研究の方法 
A、生体内生理活性物質の三次元構造をほと
んど変える事なく樹脂上に担持する新しい
結合方法（エーテル ライゲーション法）を
開発する。	  
B、「１」の方法を用いてがんマーカとなり
うるジアセチルスペルミジン及びハイプシ
ンを樹脂上に担持する。	  
	 
４．研究成果	 
A、生体内生理活性物質の三次元構造をほ
とんど変える事なく樹脂上に担持する新し
い結合方法（エーテル ライゲーション法）
を開発する。 
	 種々検討した結果、液相上では、生体内
生物活性物質と別の機能性化合物をエーテ
ル結合でつなぐ反応条件を見いだすことに
成功した。続いて、この条件を固体上にも
適応しようとしたが、固体上での反応性が
著しく低かった。現在、反応条件の最適化
を検討中である。これまでに、樹脂の官能
基、ローディング量、粒子系が重要である
ことが分かっている。なお、目的の化合物
が担持されていることを確認するため、大
阪大学産業科学研究所の固体 NMRを用い
た。 
B、「１」の方法を用いてがんマーカとなり
うるジアセチルスペルミジン及びハイプシ
ンを樹脂上に担持する。 
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	 計算化学を用いて、ジアセチルスペルミ
ジン及びハイプシンと樹脂との結合部位を
探索し、合成表的化合物（1, 2）を設計した。
また、樹脂上に担持するジアセチルスペル
ミジン誘導体（1）及びハイプシンの誘導体
（2a）の合成について検討した結果、何れ
の化合物もあと数工程で合成できる段階に



到達した。 
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