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研究成果の概要（和文）：Kinesin spindle protein（KSP）を標的にS-trityl-L-cycteine誘導体の更なる構造
最適化を行った結果、トリチル部Ph基をアルキル鎖で架橋し残りのPh基に置換基を導入することでKSP ATPase・
細胞増殖阻害活性ともにIC50値nMレベルを達成し、ヒトがん移植ヌードマウスでも抗腫瘍効果を確認した。物性
改善のための極性基導入や分子内硫黄原子を炭素原子にした誘導体の合成検討では、C体中間体であるヒダント
イン誘導体に強い細胞増殖阻害活性を認め、これら新規システイン誘導体はKSP阻害に基づく次世代抗がん剤候
補として有望であることを明らかとした。

研究成果の概要（英文）：We performed optimizations of S-Trityl-L-cysteine derivatives using docking 
modeling, which led to the discovery of novel derivatives with fused phenyl rings in the trityl 
group giving low nanomolar range KSP ATPase inhibition. The representative derivatives potently 
inhibited cell growth in correlation with KSP inhibitory activities and significantly suppressed 
tumor growth in the xenograft model. We also performed SARs focused on the amino acid to enhance the
 drug-like properties. As a result, the introduction of various polar groups to the carboxyl group 
on STLC was tolerable. Additionally, we tried to synthesize new chemotype, where the sulfur atom is 
replaced with carbon atom. Although the final compound is not still obtained, the hydantoin 
intermediate showed potent inhibitory activity. Thus, the novel cysteine related derivatives could 
be new lead compounds in the design of clinical candidates for next-generation KSP inhibitors as 
antitumor chemotherapies.

研究分野： 創薬化学
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１．研究開始当初の背景 
キネシンモータータンパク質のひとつで

ある Kinesin Spindle Protein（KSP/Eg5）
は、細胞周期における M 期の進行に重要な機
能を担っている。タキソールやビンクリスチ
ンなど従来の M 期作用薬は、幅広いがん種の
治療薬として臨床現場で用いられているが、
微小管への作用に起因した骨髄毒性や中
枢・末梢神経障害などの副作用が問題である。
KSP は、がん細胞でその機能を阻害すると、
微小管に作用することなく細胞周期(M 期)を
停止、アポトーシス誘導させるため、次世代
抗がん剤開発の新たな標的として注目され
ている。それゆえ現在、KSP 阻害剤の研究開
発は盛んであり、キナゾリン骨格(Ispinesib)
やクロメン骨格(SB-743921)は米国にて第Ⅱ
相試験が進行中であるが、未だ上市された薬
剤はなく、KSP の抗がん薬としての有用性検
証のために、異なる特性（骨格、物性）を持
った阻害剤の研究開発が急務となっている。 
 
２．研究の目的 

KSP を標的に高活性で且つ良好な物性プ
ロファイルを持つ新規リード化合物の創製
を研究目的とする。申請者がこれまで合成し
てきた KSP 阻害作用を有するシステイン
（S-trityl-L-cycteine, STLC）誘導体を in 
vivo モデルで薬効評価検討する上では、以下
の課題がある。すなわち、①in vitro 活性の
強度面（更なる活性の向上：IC50でナノレベ
ル）②難溶解性など物性面での改善が必要で
あることが分かっている。そこで本研究にて
これらの問題点を解決し、更にはその阻害剤
をツールとしたケミカルバイオロジー研究
による KSP 阻害剤を臨床応用・展開するた
めの基礎研究を行う。 
 
３．研究の方法 

申請者がこれまで合成してきたKSP阻害作
用を有するシステイン誘導体をもとに、①活
性向上を指向して、活性に影響するトリチル
部の多様な変換、複素環導入や Ph 基同士を
アルキル鎖で固定化した化合物を合成し、そ
の KSP 阻害・細胞増殖阻害活性を評価する。
②物性改善のため、活性に影響しないカルボ
キシル部への極性基導入やエステル化など
の検討、更に分子内硫黄原子を炭素原子に変
換した誘導体合成を検討し、KSP 阻害剤とし
ての溶解性・安定性の向上を図る。 
 

 

４．研究成果 
(1)新規 STLC 誘導体 2の発見と in silico ド
ッキング解析 
システイン誘導体トリチル部の多様な最

適化として、まずそれぞれの Ph 基への置換
基効果（複数の官能基導入）やピリジン、チ
オフェンなど複素環への変換を検討したが、
いずれの検討も大幅な活性向上は達成でき
なかった。しかし種々誘導体を合成する中で、
1のトリチル部Ph環同士をエチレン鎖で架橋
した化合物 2 は、1 と比べて約 8 倍 ATPase
活性向上することを見出した（図 2. A）。 
そこで本現象を理解する意味で、別に報告

されていた STLC 誘導体(4-Cl 体)の共結晶構
造を基にして AMBER12 による 2 の binding 
mode 解析を行った（図 2. B）。その結果、2 の
システインアミノ酸部は元のリガンド 4-Cl
体と同じ結合様式であり、さらにはトリチル
部 Ph 基もそれぞれ元のリガンドとほぼ同じ
向き、角度で配位することが示された。興味
深いことに STLC に導入したエチレンリンカ
ーは、KSP の Tyr211, Leu214 との間において
新たな van der Waals 相互作用が示唆され、
本寄与が STLC との活性との違いであると考
えられた。本モデルからは、架橋していない
Ph 環への置換基効果が期待できたため、実際
に置換基導入体を合成することとした。 

図 2. 誘導体 2 の構造と KSP へのドッキング
解析 
 
(2)合成 
目的化合物の合成は、以下に示すスキーム

で行った。 

 
市販の臭化アリルを n-BuLi でリチオ化

し対応するケトン 3との反応によりアルコー
ル体 4とした後、TFA 存在下 L-システインと
反応させ目的の誘導体を合成した。 
 
(3)構造活性相関 
合成した誘導体のKSP阻害活性を評価した

結果、化合物 2 の架橋していない Ph 基への
置換基効果を確認することができた（表 1）。

②更なる構造最適化

極性基導入（アミド化等）

C体の合成検討
システイン構造は保持
（KSP阻害作用に必要）

①トリチル部の多様な変換

多様な置換基効果の検討

環の固定化（架橋化）

図1. 新規化合物デザイン
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すなわち申請者が以前に見出していた初期
SARs（1 vs. 1a and 1b）と同様、パラ位へ
適度な大きさと脂溶性のある置換基効果を
確認し、5a-d については KSP ATPase・細胞
増殖阻害ともにナノモルオーダーのIC50値と
ispinesib と同等のポテンシャルを持つこと
が判明した。置換基の位置については、パラ
位以外の位置では立体障害により活性低下
したと推測できた(5e-j)。さらに架橋するア
ルキル鎖については、sp2 炭素原子のエチル
リンカーでも高活性を維持することが判明
した(6a-c)。また炭素－炭素結合を炭素－硫
黄結合または酸素原子に変えても阻害活性
に大きな影響はないことも判明した（5a vs. 
7b and 8b）。興味深いことに環の大きさ、つ
まり架橋する原子数は 2 個が最適であり、1
原子と小さくしても 3 原子に大きくしても
KSP阻害活性は消失する結果となった（ex. 8b 
vs. 8a and 8c）。これらのことから KSP のア
ロステリックサイトにおいてシステイン誘
導体のトリチル部 Ph 基は厳密に認識されて
おり、それぞれが適切なコンフォメーション
でKSPアミノ酸側鎖と疎水的相互作用するこ
とが高活性に繋がることが示された。具体的
には架橋する Ph 環同士をつなぐ原子数は 2
個、架橋していない Ph 基パラ位に脂溶性を
持った適度な大きさの置換基導入が高活性
に繋がることが分かった。 
表 1. 構造活性相関 

 
さらに、これら一連の誘導体間で KSP 

ATPase 阻害と細胞増殖阻害活性（ヒト大腸が
ん HCT-116 細胞株）に良好な相関性がみられ
た（図 3）。このことは、これらの誘導体が
KSP を阻害することにより細胞増殖を阻害し
ていることを示している。 

図 3. KSP ATPase 阻害と細胞増殖阻害活性相
関（Scatter plot of pIC50(log Cytox.) vs. 
pIC50(log KSP ATPase)） 
 
(4)KSP 阻害作用メカニズム解析 
次に合成した新規誘導体を含めたシステ

イン誘導体のKSP阻害作用メカニズム解析と
して、differential scanning fluorimetry
（DSF）解析を行った（表 2）。KSP に化合物
が結合すると複合体の熱安定性が高まるこ
とを利用して、誘導体の KSP へのアフィニテ
ィと ATPase 阻害活性相関を考察した。その
結 果 、 KSP 阻 害 活 性 の な い
dibenzyl-L-cysteine ではTm 0.0 度に対し
て、STLC ではTm 5.0 度と明らかな温度上昇
を確認した。さらにその程度は KSP 阻害活性
が強まるほど上昇することが判明した。以前
の 1b固定化ビーズを用いた競合実験と同様、
本結果からもこれらシステイン誘導体は KSP
と直接結合することが証明でき、また誘導体
の KSP ATPase 阻害活性は KSP へのアフィニ
ティ強度と相関することも確認できた。 
表 2. システイン誘導体 DSF 解析 

 
これら新規誘導体は、1a, 1b同様他のキネ

シンには作用せず KSP 選択的に ATPase を阻
害することを確認している。細胞への影響に
ついては、増殖阻害活性の他に細胞周期 M期
で止める有効濃度（MI50）を算出した。その
結果化合物の MI50値は細胞増殖阻害活性 IC50
値と同程度であり、また KSP 阻害特有の表現
型を確認することもできた（図 4）。 

図 4. 誘導体 5a, 6aの表現型 
 
(5)in vivo 動物モデルでの薬効 
動物モデルでの評価に際しては、これらシ

ステイン誘導体の溶解性が問題であった。し

Compound X R
KSP ATPase
IC50, (nM) 温度差 (°C)

dibenzyl-L-cysteine - - > 20,000 +0.0

1 (STLC) - - 1899 ± 232 +5.0

2 -CH2CH2- H 209 ± 34 +8.0

1b - 4-OMe 166 ± 8.8 +9.0

5b -CH2CH2- 4-OMe 14 ± 1.2 +12.0

S

OH

O

H2N

X

R



かしその高い in vitro 活性から評価に付す
ことにした。まず、分子内のカルボン酸に着
目しそのナトリウム塩を調製することで KSP
阻害活性に影響せず溶解性が向上すること
を確認した。STLC エチレン鎖架橋体 2 と
vitro 活性向上した 5a-d, 6aについて、ヒト
大腸がん（HCT116 細胞）移植ヌードマウスモ
デルにて i.v. 投与での薬効を試験した（表
2）。その結果、2, 5a, 6a については投与量
依存的な抗腫瘍効果を確認でき、さらにその
効果は in vitro KSP 阻害活性と相関するこ
とも確認できた。 
表 3. 新規誘導体のヒト大腸がん（HCT116 細
胞）移植ヌードマウスモデルでの薬効 

a T/C (%) = (mean tumor weight of treated 
group) / (mean tumor weight of control 
group) x 100 
 
本評価結果は投与量・投与ルート・投与タ

イミング等の検討を含めた最適化は行って
いないため、今後より詳細な評価条件検討は
必要である。しかし今回の in vivo 初期薬理
評価でも強力な抗腫瘍活性を確認すること
ができたことは、新規システイン誘導体の
KSP 阻害に基づく抗がん剤候補としての可能
性が示されたと考えられる。 
 
(6)更なる構造最適化 
(6)‐① 極性基導入 
分子内のカルボン酸をナトリウム塩とす

ることにより溶解度向上するもののリード
候補として十分とは言えないため、高活性な
KSP 阻害システイン誘導体の更なる医薬品候
補としての可能性を上げる意味で、物性改善
に向けた検討を行った。具体的にはこれまで
に得た SARs、すなわち KSP ATPase 阻害活性
に影響しないカルボキシル部についてエス
テルやアミド結合を介した種々の極性基導
入を検討した。化合物 5a, 5b を出発原料と
して、アミノ基や水酸基を有する種々の極性
基を導入し、評価した結果、カルボキシル部
にモルホリノ基を導入した誘導体 9, 10では、
KSP ATPase 阻害・細胞増殖阻害活性（ヒト大
腸がん HCT-116 細胞株）共に IC50値ナノモル
レベルの高活性を維持していることが判明
し、分子全体の極性バランスにバリエーショ
ンを持たせた高活性KSP阻害剤を創製するこ
とができた（図 5）。 

図 5. 極性基導入した新規誘導体 9, 10 の構
造と KSP 阻害活性 
 
(6)‐② C 体合成検討 
システイン誘導体の代謝安定性を高める

意味で分子内の Sを生物学的等価体 Cに変換
した誘導体合成を検討した。まず Target と
して化合物5bのC体13の合成に取り組んだ。
（２）の合成項で示した、従来合成法の中間
体でもあるトリチルアルコール 4を出発原料
とし、アリル基(C3 ユニット)の導入と続くオ
レフィンの還元、酸化によりアルデヒド体 11
へと導いた。現在、アルデヒド体に KCN, 
(NH4)2CO3 を用いたヒダントイン体 12 の合成
まで完了することが出来ており、今後適切な
加水分解反応条件を確立し、目的化合物とす
る（図 6）。 
 

図 6. C 体合成スキームと中間体（11, 12）
の KSP ATPase 阻害活性 
 
これらの中間体を in vitro 評価したとこ

ろ、興味深いことにヒダントイン体 12の KSP 
ATPase阻害はIC50値ナノモルレベルと高活性
であった。本知見は、これまでの SARs とド
ッキングシミュレーションでは説明し難い
結果であり、今後共結晶解析を含めたより詳
細な構造活性相関研究を実施する。 
 
以上、本研究成果からこれら新規システイン
誘導体はKSP阻害に基づく次世代抗がん剤候
補として有望であることを明らかとした。 
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