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研究成果の概要（和文）：我々は、受容体型チロシンキナーゼc‑Metを標的とした新規低分子標的薬の創製研究
を進めてきた。本研究では、c‑Metのキナーゼ触媒部位（ATP結合部位）への親和性化合物の探索と、アロステリ
ック部位に結合してキナーゼ活性を抑制制御するペプチドVpepの構造解析を行った。また、新規アロステリック
阻害剤(Allosteric Inhibitor: Ai)の開発に向けたデザイン設計強化と従来型キナーゼ阻害剤(Catalytic
Inhibitor: Ci)の改良とを組み合わせ、更に強い阻害活性を持つデュアル・インヒビターの創製を進めてきた。
現在、最終的な創薬に向けて更なる検討を行っている。

研究成果の概要（英文）：We have developed new small molecules which target c‑Met receptor type
tyrosine kinase. In this study, we searched new compounds showing high affinity to c‑Met kinase
catalytic domain (ATP binding site), and performed the structural analysis of Vpep peptide that
bound allosteric site of c‑Met catalytic domain and suppressed its kinase activity. We also have
strengthened the designing strategy of c‑Met inhibitors and proceeded the creation of
dual
inhibitors
by combining allosteric inhibitors (Ai) and catalytic inhibitors (Ci). Currently, we
are further improving the design of drugs to develop final inhibitor molecules for c‑Met.

研究分野： 腫瘍生物学
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１．研究開始当初の背景
（1）癌治療法開発におけるc-Metチロシンキ
ナーゼの役割
c-Metは受容体型チロシンキナーゼで、リガ
ンドであるHGF/SFが結合するとシグナルを経
膜的に細胞内に伝達する。HGF/SF-c-Met系は、
腫瘍の増殖、原発巣からの遊走、浸潤、転移、
定着、転移巣での血管新生など、癌の発育進展
に重要な全てのステップに関与するマスター
的なシグナル伝達系であり、その全貌解明は
癌の生物学的理解に重要な位置を占める。多
くの癌種において、腫瘍細胞のc-Met発現がそ
の悪性度や予後不良と相関することが示され
ており、我々の解析でも、卵巣癌や胃癌の予後
と有意に相関することを見出している。した
がって、c-Metは新規癌治療法開発における極
めて重要なターゲット分子であると考えられ
る。
我々はこれまでに、c-Metの二量体化を阻害
するドミナントネガティブMetやデコイMetの
有用性について言及してきたほか、Met RNAi
によるc-Met発現抑制法の開発で米国特許（US
7,872,117 B2）を取得している。また、HGF/SF
過剰発現トランスジェニックマウスを用いた
研究で、高HGF/SF環境が悪性度の強い肝細胞
癌を早期に発癌させることを見出しており、
HGF/SF遺伝子をコードする染色体の複製が
腫瘍増殖を促進させていることを突き止めた。
このような癌は悪性度が高く、未治療のマウ
スモデルでは生命的な予後は不良であるが、
面白いことにc-Met分子標的治療には高い感
受性を示す。したがって、より有効なc-Met標
的治療を開発することの重要性は高いと考え
られる。
（2）In silico創薬手法と結晶構造解析の組み合
わせによる新規抗癌治療薬の創製
癌治療における低分子阻害薬の探索では、
これまで試行錯誤的に膨大な化合物ライブラ
リーからハイスループット・スクリーニング
系を用いて選別する方法が取られてきた。そ
の選定段階は非効率的であるばかりでなく、
阻害低分子化合物の最適化の点でも問題が生
じる。我々はこのような課題を克服する新し
いコンセプトとして『タンパク質分子の活性/
抑制ドメイン（ホットスポット）に対して最適
結合ペプチドをin silicoで分子設計し、その結
合立体配座を基に低分子化合物への変換設計
を行い、それを自動最適化する』という創薬方
法論を立案し、それを実装する新規分子設計
手法を開発し特許を取得した（COSMOS法：特
許第4612270号）。そして、立体構造をベース
とした薬剤開発理論を構築し、いくつかの癌
標的分子について既に実装的な実験を実践し
てきている。
このCOSMOS法を用いて、我々はこれまで
にc-Met キナーゼの触媒部位を標的とした新
規c-Met低分子阻害薬（Ci：Catalytic inhibitor）
開発のためのリード化合物の創製研究を進め
てきた。その途上で、c-Metに結合能を有し、
その活性を抑制するペプチドVpepを見出した。

そして、三次元類似構造の検索（3D Similarity
Search）解析によりVpepミメティック低分子
化合物を得てそれらの結合予測を行ったとこ
ろ、ATP結合部位（キナーゼ触媒部位）に結合
するのではなく、アロステリック部位に結合
する（Ai：Allosteric inhibitor）ことを明らかに
した。c-Metの結晶構造から予測されるこれら
の触媒部位とアロステリック部位は近傍に位
置している。したがって、それぞれの部位に特
異的に結合してc-Met阻害効果を表す低分子
化合物が設計できれば、それらを連結させる
ことにより1分子で双方向（デュアル）の阻害
効果を有する新規薬剤の開発が可能となると
考えられる。このことから、Ai-Ci複合体結晶
構造解析を基に、新規デュアル・インヒビター
（双方向阻害剤）の創製研究の着想に至った。
２．研究の目的
我々はこれまでに、癌の発育進展の全ステッ
プに関与するマスター的シグナル伝達分子 cMet（受容体型チロシンキナーゼ）を標的とし
た新規分子標的薬のリード化合物の創製研究
を進めてきた。その途上で、c-Met の ATP 結合
部位（キナーゼ触媒部位）以外に結合してキナ
ーゼ活性を抑制する新規ペプチド Vpep を見出
し、さらに我々が開発した in silico 創薬手法で
ある COSMOS 法を用いて、Vpep ミメティック
低分子化合物 Ai を創製した。また、この Vpep
及び Ai がアロステリック部位に結合し、既存
の ATP 結合部位を標的とする c-Met 分子標的
阻害薬の作用を増強することを明らかにした
（科研費基盤 B 平成 23 年～25 年度）
。
そこで本研究では、(1)このアロステリック
部位への Vpep 及び Ai の結合様式の X 線結晶
解析による解析、(2)Ai 存在下での既存の触媒
部位標的型 c-Met 阻害剤 Ci の阻害効果の変化
の解析、(3)Ai/Ci デュアル結合様式の X 線結晶
構造解析、(4)Ai/Ci-c-Met 複合体結晶構造を基
にした Ai/Ci の最適化及び Tethering 設計など
を行い、新規デュアル・インヒビターの創製を
目指す（図１）。本研究の主眼は、c-Met アロス

テリック部位を主標的としたこれまでにない
デュアル・インヒビターの創製であり、極めて
独創性に富んだ研究として、学術的にも社会的
にも重要な意義を持つと考えられる。
３．研究の方法
デュアル・インヒビション効果を持つ c-Met 特
異的分子標的薬創製の創薬戦略
我々はこれまでに、c-Met の ATP 結合部位で
はなく、アロステリック部位に結合すると予測
されるペプチド Vpep のミメティック低分子化
合物 Ai を、三次元類似構造検索解析により見
出している。本研究では、前ページの図１に示
すように、c-Met-Ai/Ci 複合体 X 線結晶構造解
析データをもとに、新規デュアル・インヒビタ
ーを創製することを主目的とし、c-Met を分子
標的とした新たな癌治療戦略を提供すること
を目指す。当初計画としては、以下の 8 項目を
挙げた。
1. X 線結晶解析による Vpep 及び Ai のアロス
テリック部位への結合様式の決定
2. Ai 存在下での既存の ATP 結合型 c-Met 阻害
剤 Ci の阻害効果の変化の解析
3. X 線結晶解析による Ai/Ci デュアル結合様
式の決定
4. Ai/Ci-c-Met 複 合 体 結 晶 構 造 を 基 に し た
Ai/Ci の最適化
5. Tethering 設計による新規デュアル・インヒ
ビターの創製
6. 生物学的活性の評価（c-Met キナーゼ阻害
効果の確認、培養癌細胞系による増殖・浸
潤抑制及びアポトーシス誘導効果の検証）
7. フィードバックによる薬剤設計のさらなる
最適化
8. 最も高いキナーゼ阻害効果を示すデュア
ル・インヒビターの担癌動物実験系におけ
る抗腫瘍効果の確認など in vivo における有
効性の評価
そこで、まずは COSMOS 法を用いた in silico
による薬剤デザインとして、デュアル・インヒ
ビション効果を持つ新規 c-Met 阻害薬の開発
スキームに従って、1)～5)までの実験を行い新
規デュアル・インヒビターのリード化合物を創
製することとした。
1) X 線結晶解析による Vpep 及び Ai のアロス
テリック部位への結合様式の決定
c-Met 分子標的薬の作用を増強する Vpep（図
２）が c-Met（不活性型）のアロステリック部
位にどのように結合するのかを c-Met-Vpep 複
合体結晶構造解析により決定する。同様の実験
を Vpep ミメティック低分子化合物 Ai におい
ても実施する。
2) Ai 存在下での既存の ATP 結合型 c-Met 阻
害剤 Ci の阻害効果の変化の解析
1)で決定した Ai-c-Met 複合体構造を用いて、
ATP 結合部位に対してバーチャル・スクリーニ
ングを実施することによって Ci を得る。これ
までに報告がある種々の c-Met キナーゼ阻害
剤に対する活性の確認を行っており（図３）、

生物学的活性と母核が持つ特性の比較から、ど
のような母核をもとに修飾・変換設計するのが
より効果的なのかについて考察することによ
り、Ci の最適化分子設計にフィードバックす
る。
3) X 線結晶解析による Ai/Ci デュアル結合様
式の決定
2)の詳細な in vitro c-Met キナーゼ阻害実験
の結果と、その阻害剤と c-Met アロステリック
及び触媒部位への結合様式を基に、Ai と Ci を
選定する。この Ai/Ci デュアル結合様式を、複
合体結晶構造解析により決定する。
4) Ai/Ci-c-Met 複 合 体 結 晶 構 造 を 基 に し た
Ai/Ci の最適化
3)で新たに決定された Ai/Ci-c-Met 複合体結
晶構造の解析により、Ai 及び Ci 単独での複合
体結晶構造とは微細に異なるこれまでにない
Ai/Ci 結合配座が得られることになる。この独
自の配座を用いて、Ai 及び Ci の最適化設計を
行い、それぞれ c-Met キナーゼ阻害活性を評価
する。
5) Tethering 設計による新規デュアル・インヒ
ビターの創製
4)で最適化された Ai 及び Ci を用いて Tethering
設計を行う。(i) Ai と Ci が近傍に位置する場合
は、2 つの分子を Tethering 手法で連結し、1 剤

として特異性と親和性を有するデュアル・イン
ヒビターを創製する。(ii) Ai と Ci が離れてい
る場合は、2 剤併用(合剤)における特異性と親
和性を評価する（2 剤の組み合わせ）
。
４．研究成果
（1）デュアル・インヒビション効果を持つ cMet 特異的分子標的薬の創製
デュアル・インヒビション効果を持つ c-Met
特異的分子標的薬の創成に当たっては、結晶
構造を解析するべく c-Met キナーゼドメイン
のコンストラクトを
構築し、小麦胚芽を
利用した無細胞発現
系により蛋白を作成
した。発現した蛋白
は予想どおり、約
34.8kDa の分子量を
示す分画として認識
できた（図４）。総蛋
白を利用して Met キ
ナーゼ活性のアッセ
イ系に当てはめた
ところ、目的とする
キナーゼドメイン
の含量は約 1%であることが分かった。そこで、
His-tag を利用して精製し蛋白純度を高め、結
晶解析に利用した。しかしながら、収量並び
に純度が低かったために予定していた実験を
滞りなく進めることができず、コンストラク
ト再構築を行っている。現在、新たなシステ
ムにより c-Met キナーゼ部分蛋白の大量精製、
結晶の作成、構造解析を進めており、これま
でにデザインした低分子 c-Met 阻害剤との結
合様式について更なる解析の準備を行ってい
る。
したがって、デュアル・インヒビターの構
築については、現在、理論構造の域を出てい
ないが、実証実験を進行することができれば、
理論構築の制度の検証に当てられるものと考
えられる。そこで、当面の間、有効な c-Met 阻
害剤のスクリーニング法を検索すべく機械学
習に基づいた方法の有効性について検討する
こととした。
（2）構造の類似性と機械学習に基づいた cMet 阻害剤のスクリーニング
図５の流れに従って、構造の類似性と機械
学習に基づいた化合物のスクリーニングを行
い、その活性を検証した。まず、スクリーニン
グライブラリーとして 4,345,558 個の化合物
から化合物特性のフィルターにより 3,830,069
個に候補を絞ったのち、構造の類似性をもと
にバーチャル・スクリーニングにより 2,192 個
まで絞り込んだ。それを機械学習ベースでの
バーチャル・スクリーニングを行い、128 化合
物を得た。このうち、約 85%は共通の oxindole
構造を有していた（図６）
。これらのうち、3
つの新規化合物（図７）は著明な c-Met キナ
ーゼ抑制活性を有しており、その中でも OX-

02 が最も強力な抑
制活性を示した（図
８）
。これは、OX-02
が 特 徴 的 な
oxindole 構 造 を 背
景骨格とするため
と考えられ、結合解
析から OX-02 が cMet の DFG-out
conformation (Type
II)に結合すること
が予測された。この
ようなことから、
oxindole 骨 格 を 有
する化合物が新規
Type II の c-Met 阻
害剤となりうるこ
とが示された。

以上のことは、我々の用いた化合物スクリ
ーニングの方法が、阻害活性を有する低分子
化合物のスクリーニングに適した方法である
ことを示唆する。
（3）MET4 抗体による Helicobacter pylori 陽
性胃癌症例の予後予測
術前化学療法を行うことなく根治手術を施
行した 201 症例の胃癌患者について、その予
後を H. pylori 感染の有無に分けて検討した。
胃癌組織の c-Met 発現については、特に免疫
組織染色で実績報告のある MET4 抗体を用い
た。Kaplan–Meier 法による予後曲線は、全体
予後、疾患非再発予後ともに MET4 (+)の症例
で低い傾向を示した（全体予後 P = 0.02; 疾患
非再発予後 P = 0.06：図９A）。これを H. pylori
陽性症例に限って調べたところ、MET4 (+)の
症例は有意に予後不良であることが分かった
（全体予後 P = 0.005; 疾患非再発予後 P =
0.01：図９B）。しかし、H. pylori 陰性例では
MET4 の染色の如何に関わらず予後に全く有
意差はなかった。さらに、MET4 と HGF/SF の
染色性について調べたところ、両者陽性の群
が最も予後不良である傾向を示した（図 10）
。
このことは、HGF/SF-Met 系が胃癌細胞の増
殖・進展に深く関わって生命予後に影響する
とともに、HGF/SF-Met 系によって活性化され
る細胞内シグナルが H. pylori 感染により刺激
される可能性を示唆する。

そこで、MKN-7 胃癌細胞培養系に H. pylori を
添加することにより、細胞内シグナルが活性化
されるかどうかを検証したところ、HGF/SF-Met
系の下流シグナルである p44/42MAPK 並びに
Akt が活性化されることが明らかになった（図
11）
。さらに、胃癌細胞の細胞増殖とアポトーシ
ス阻害をみたところ、H. pylori 感染により胃癌
細胞にこれらの機能が誘発されることが明ら
かとなった（data not shown）。
以上のことから、胃癌における H. pylori 感染
の有無は癌細胞の生物活性を左右し、更には分
子標的薬の有効性に影響を与えると考えられ
る重要な指標であることが明らかとなった。
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