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学位論文題名 

Purine nucleotide biosynthesis pathway as a drug target: Identification of  
novel IMPDH and GMPR from Trypanosoma congolense, and an inhibitor screening 

study of Cryptosporidium parvum and human type II IMPDH 
 (薬物標的としてのプリンヌクレオチド生合成：Trypanosoma congolense 由来の新

規 IMPDH 及び GMPR の同定, 並びに Cryptosporidium parvum 及び 
ヒト II 型 IMPDH 阻害剤の探索研究) 

 
 本論文は英文 104 頁，図 46，表 11，2 章からなり,参考論文 1 編が付されている． 
 生物に必須の分子機構であるプリンヌクレオチド生合成系は，新たに核酸を合成

する de novo 経路と核酸分解産物を回収する salvage 経路から成っている．イノシ

ン一リン酸脱水素酵素（IMPDH）ならびにグアノシン一リン酸リダクターゼ

（GMPR）はそのいずれにおいても細胞内のグアノシン／アデノシンレベルの調節

を行う鍵酵素として機能している．このため，これらの酵素はしばしば薬剤開発の

重要な分子標的とされる．本研究は，寄生性原虫における新たな GMPR，IMPDH
の発見と，原虫 IMPDH ならびにヒト IMPDH に対する新規阻害剤の探索について

の結果をまとめたものである． 
 
1)  Trypanosoma congolense からの新規 GMPR ならびに IMPDH の同定 
 T. congolense はウシなどの家畜の血液に感染し，トリパノソーマ症を引き起こす

寄生性原虫である．T. congolense はその核酸合成を salvage 経路のみに依存してい

るため，その IMPDH や GMPR はトリパノソーマ症治療に向けた良い薬剤標的にな

ると期待される．著者は T. congolense ゲノムから IMPDH 遺伝子の探索を行い，

IMPDH 様遺伝子として TcIL3000_5_1940 を見出した．系統樹解析の結果，当該遺

伝子が IMPDH よりもむしろ GMPR との高い類似性を示したことから，その酵素学

的な機能解析を行った．TcIL3000_5_1940 がコードするタンパクを大腸菌において

異種発現・精製した後，その IMPDH ならびに GMPR 活性を評価した．その結果，

系統樹の示唆した通り当該酵素は IMPDH活性を示さずGMPR活性のみを示すこと

を明らかにした（以降 TcGMPR）．次いで TcGMPR の kcat，ならびに基質である GMP
と NADPH に対する Km の解析を行い，哺乳動物 GMPR（HsGMPR, BtGMPR）との

特性の比較を行った．その結果，TcGMPR の kcat は哺乳動物 GMPR と同等である一

方，GMP に対する Kmは哺乳動物 GMPR より高く，NADPH に対する Km は低いこ



 
 
とを見出した．これらの結果は TcGMPR が哺乳動物 GMPR とは異なる薬剤応答を

示すことを示唆するものであり，TcGMPR を標的とした薬剤開発において大いに貢

献する知見である．また，T. congolense ゲノムから別途 IMPDH 遺伝子 BAT336621.1
を見出し，同様に酵素学的な解析を行っている（TcIMPDH）．これらの比較から，

高い類似性を持つ IMPDH と GMPR において Leucine-Serine dyad が GMPR の指標

となることを提案している． 
 
2) ハイスループットスクリーニングを用いた IMPDH 阻害剤の探索 
 II 型ヒト IMPDH（hIMPDH II）は原虫 IMPDH と同様に，様々な疾病治療の分子

標的となり得る．著者は hIMPDH II ならびに原虫 Cryptosporidium parvum 
IMPDH(CpIMPDH)を標的とする新たな阻害剤の探索を行った．探索手法としてマ

ルチウェルプレートとセミオートメーションを組み合わせたハイスループットス

クリーニング系を用い，探索対象として３，２００種の化合物から成る化合物ライ

ブラリーを用いた．段階的な選抜により，３種の既知化合物（disulfiram, bronopol, 
ebselen）と３種の合成核酸類縁体を，新たな IMPDH 阻害剤として見出した．３種

の既知化合物について阻害様式の解析を行った結果，disulfiram, bronopol は IMPDH
の IMP 結合サイトを標的に不可逆的に阻害し，ebselen は同サイトに可逆的に結合

することを見出している．また，還元剤の添加実験と計算化学的手法により，

disulfiram と ebselen は hIMPDH II の Cys331 を標的とするという示唆を得ている．

上記の３化合物については，いずれも IMPDH 阻害剤としての活性はこれまで報告

が無く，本研究によって改めて見出されたものである．これらの成果は新たな

IMPDH 阻害剤の開発へ向けた重要な知見を与えるのみならず，既存薬剤の活性再

発掘の成功例として当該分野に大きく寄与するものである． 

 
 以上，本研究では IMPDH ならびに GMPR を薬剤開発の分子標的と捉え，分子生

物学的・酵素学的な手法を用いることで，新たな標的酵素の発見と阻害剤の発見を

達成することが出来た．以上の成果は，プリンヌクレオチド生合成を標的とする薬

剤開発に大きく寄与するものである． 
 よって審査員一同は，Albertus Eka Yudistira Sarwono が博士（農学）の学位を受

けるのに十分な資格を有するものと認めた． 
 


