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１． 本課題の研究の背景、目的、関係するプロジェク
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２． 具体的な利用内容、計算方法
上記に述べた 4 つの具体的研究について個々に
記載する。
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set of putative epitope to HLA-DP5.
(4) CYP3A4-Tolterodine
CYP3A4 が化合物を代謝する際、化合物が活性
中心であるヘムに近づく必要がある。化合物のど
の原子がヘムに近づきやすいかを、MD を用いて検
証した。適用例として、CYP3A4 と化合物として
代謝部位が実験的に報告されている Tolterodine
を使用した。ドッキング計算により、27 つの複合
体モデルを作成し、AMBER12 による MD 計算を
10 ナノ秒実施し、シミュレーション中の化合物の
結合自由エネルギー、ヘム鉄と化合物原子の距離、
化合物とアミノ酸残基の水素結合有無を解析した。

３． 結果
上記で述べた 4 つの具体的研究について個々に
記載する。
(1) PAD4-Stereptonigrin 複合体
Preliminary analysis of the system shows a
highly dynamical behavior of the ligand within
the pocket. The ligand explores different poses
within the proximity of the canonical binding
pocket (Fig. 1). Long MD simulations and the
use of several replicates will give insight of the

Fig. 1 PAD4 結合部位のスナップショットと残

nature and stability of these "transient" binding

基間距離の変化

modes. If validated, these different interactions
will give some insights on the mechanisms of

(2) IKKa キナーゼ
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developing improved selective PAD inhibitors,

13 構造と 8 つの X 線構造に対して、既知阻害化合

aside the already known ones.

物をテストセットとしたインシリコスクリーニン
グの効率を調べた結果、MD 計算由来の構造は X
線構造由来の構造と同等のスクリーニング効率を
もつことがわかった。検出できた化合物の詳細な
解析が必要だが、X 線構造のみでは得られがたい阻
害化合物を得られている可能性がある。
(3) HLA-DP5 ペプチド複合体
Preliminary results show the importance of
the inclusion of protein flexibility in the
understanding of the recognition mechanism of
this class II HLA allele. But more importantly,
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this protein dynamism helps to distinguish
between binder and non-binder peptides. The
analysis provides quantitative information of the
likelihood for different amino acids, or at least
the general nature of them, for each position in
the studied peptides. This fact could potentially
have implications in the design of specific
vaccines for HLA-DP5.
(4) CYP3A4-Tolterodine
解析は完全に終了していないが、Tolterodine の
実際の代謝部位がヘム鉄に近づく結果が一部得ら
れている。

４． まとめ
RICC の利用により、いずれの研究においても長
時間、または複数モデルによる MD 計算が実施可
能となり、研究室の計算資源のみでは計算実行が
難しかったタンパク質構造と化合物のふるまいを
明らかにすることができた。制御分子を探索する
標的タンパク質や ADME に関与するタンパク質が
構造解析されているとは必ずしも限らず、また構
造解析されていても適切な複合体が得られるとは
限らないため、MD 計算を含む大規模計算によって、
インシリコスクリーニングや化合物デザインに適
したタンパク質構造を見いだせることが今後期待
される。

５． 今後の計画・展望
本研究室の主要テーマである低分子阻害剤の探
索研究において、RICC を利用することで新たな解
析手法を検証できること、複数の標的タンパク質
に関して研究を進める際に計算機の不足による研
究速度の鈍化が低減されることが期待される。化
合物の代謝部位予測に関しては、他の化合物や
CYP3A4 以外の CYP ファミリーでも代謝部位予測
が可能かを検討する予定である。

