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２．発表のポイント： 
◆SOD1 と Derlin-1 という 2 つのタンパク質の結合を阻害することで、筋萎縮性側索硬化症

（Amyotrophic Lateral Sclerosis；ALS）の病態が改善することを明らかにしました。 
◆ALS が発症する分子メカニズムに基づいた治療薬の候補として、SOD1 と Derlin-1 のタン

パク質間相互作用を阻害する化合物を見出しました。 
◆本研究成果は、ALS 発症機構に基づいた治療薬の開発に繋がることが期待されます。 
 
３．発表概要： 
筋萎縮性側索硬化症（ALS）は運動神経細胞が選択的に障害を受ける神経変性疾患ですが、

発症メカニズムに基づいた効果的な治療薬・治療方法は明らかになっていません。ALS を引き

起こす原因の一つとして、SOD1 遺伝子（注 1）変異が知られています。東京大学大学院薬学

系研究科の一條秀憲教授らの研究グループは、これまで ALS で発見された変異型 SOD1 が本

来とは異なる構造をとり、小胞体に存在する Derlin-1（注 2）というタンパク質と結合するこ

とで、運動神経細胞死を引き起こすことを明らかにしてきました。しかし、この 2 つのタンパ

ク質の結合を阻害することが、本当に ALS 病態の改善に繋がるかについては不明でした。 
今回同研究グループは、東京大学創薬機構との共同研究により、約 16 万種類の化合物の中

から SOD1 と Derlin-1 の結合を阻害する化合物を見出しました。さらに、本化合物を改良し

た化合物が ALS 病態改善効果を示すことを明らかにしました。本研究成果は、SOD1 と Derlin-
1 のタンパク質間相互作用の阻害が ALS 治療標的になること、分子メカニズムに基づいた ALS
治療薬の開発基盤候補として、SOD1 と Derlin-1 のタンパク質間相互作用を阻害する化合物の

創出に成功したことを示しており、今後発症機構に基づいた新規 ALS 治療薬の開発に繋がる

ことが期待されます。 
本成果は、2018 年 7 月 10 日（英国時間）に、英国の科学雑誌「Nature Communications」

のオンライン版に公開されました。なお本研究は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラム

の一環として、また科学研究費補助金ならびに医薬基盤研究所先駆的医薬品・医療機器研究発

掘支援事業や日本医療研究開発機構（AMED）創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業など

の助成を受けて行われました。 
 
 
 
 



４．発表内容： 
＜研究の背景＞ 
筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis；ALS）は、50 代～70 代にかけた人

生の中盤から後半において発症する割合が高い、運動神経が特異的に障害される神経変性疾患

です。ALS が発症する原因の 1 つとして Cu/Zn superoxide dismutase (SOD1) の遺伝子変異

が知られています。しかしながら、SOD1 遺伝子に変異が入ることで、どのようなメカニズム

で運動神経細胞死が惹起されるのか、その詳細はわかっていません。 
東京大学大学院薬学系研究科の一條秀憲教授らは、これまでの研究により ALS 患者で発見

された変異型 SOD1 が、小胞体に存在する Derlin-1 というタンパク質と結合することを明ら

かにしました。細胞内小器官である小胞体の重要な機能の一つとして、膜タンパク質や分泌タ

ンパク質の品質管理が挙げられます。小胞体内で正しい立体構造を取れなかったタンパク質は

分解されて取り除かれることが知られており、Derlin-1 はこの過程に重要な役割を担っていま

す。本研究により、変異型 SOD1 が Derlin-1 と結合すると Derlin-1 が正常に機能できなくな

り、異常な構造のタンパク質が小胞体内に蓄積した結果、運動神経細胞死が引き起こされるこ

とがわかりました。 
しかしながら、実際にこの結合が ALS の治療標的となるのかはこれまでの研究ではわかっ

ていませんでした。また、一般的にタンパク質同士の結合を化合物によって選択的に阻害する

ことは難しいと考えられており、SOD1 と Derlin-1 の結合を阻害する化合物も見つかっていま

せんでした。 
 
＜研究の詳細＞ 
今回、同研究科の圓谷奈保美大学院学生（研究当時）、本間謙吾特任助教（研究当時）、一

條秀憲教授らの研究グループは、変異型 SOD1 と Derlin-1 の結合を迅速かつ安定的に評価で

きる実験系を樹立しました。本実験系を利用し、東京大学創薬機構が所有する約 16 万化合物

の中から、変異型 SOD1 と Derlin-1 の結合を阻害する化合物の探索を行い、この結合を顕著

に阻害する化合物を見いだすことに成功しました。結合阻害様式に関する解析を行った結果、

この化合物は変異型 SOD1 の Derlin-1 との結合部位と相互作用することで、両者の結合を阻

害していることがわかりました。また、この化合物を改良することで、細胞内で活性を発揮で

きる誘導体の作出に成功しました。 
そこで、改良した化合物を用いて、SOD1 と Derlin-1 の結合阻害が ALS 病態に対して改善

効果を発揮するか検証したところ、本化合物は SOD1 遺伝子に変異を持つ ALS 患者由来 iPS
細胞から作製した ALS 運動神経細胞の細胞死を抑制することができました。さらに、変異型

SOD1 を発現する ALS モデルマウスに本化合物を投与したところ、投与していない群と比較

して病気を発症する時期が遅延し、生存している期間が長くなりました。 
この結果は、変異型 SOD1 と Derlin-1 の結合を阻害することが ALS 病態の改善に繋がるこ

と示唆しています。また、本化合物が 100 種類を超える変異型 SOD1 と Derlin-1 の結合を全

て阻害することができたことから、本化合物は非常に多くの変異型 SOD1 の毒性を抑えること

ができると考えられます。 
以上の結果は、SOD1 と Derlin-1 という 2 つのタンパク質間の結合阻害が SOD1 遺伝子変

異による ALS 病態の治療標的になること示唆しており、さらに、分子メカニズムに基づいた

ALS 治療薬の開発基盤となりうる化合物として、SOD1 と Derlin-1 のタンパク質間相互作用

を阻害する化合物の創出に成功したことを示しています。 
 



＜社会的意義・今後の期待＞ 
本研究成果は、未だ発症機構が明確になっていない ALS の病態発症機構の全容解明と治療

薬の開発に繋がる結果であると考えています。本研究により、SOD1 遺伝子変異による ALS 発

症メカニズムにおいて、変異型 SOD1 と Derlin-1 の結合が運動神経細胞死に重要な役割を担

っていることが示されたことから、今後の新たな治療薬の創出の契機になるとことが期待され

ます。 
さらに、本研究の中で創出された SOD1 と Derlin-1 のタンパク質間相互作用を阻害する化

合物が ALS 病態を改善する効果を示したことから、今後本化合物をさらに改良していくこと

により、発症機構に基づいた ALS 治療薬の開発に繋がることを期待しています。 
 

図 SOD1 と Derlin-1 結合阻害剤による ALS 病態改善効果 
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６．用語解説： 
（注 1）SOD1（Cu/Zn superoxide dismutase）：スーパーオキシドを酸素と過酸化水素へ不

均化する抗酸化酵素です。ALS 患者で高頻度に見られる原因遺伝子であり、160 種類

以上の遺伝子変異が報告されています。 
（注 2）Derlin-1：小胞体内の異常な構造のタンパク質を分解する機構に重要な役割を担う小

胞体膜タンパク質です。 
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