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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文
分子 X-Y 結合阻害化合物について、分子 X-Y 結合阻害活性を SPR、化合物の分子 X への結合を
ITC で確認した。ヒット化合物の構造類縁化合物について細胞を用いたレポーターアッセイで分子 X
阻害活性を有する化合物を取得し、それら化合物で、マクロファージの分子 X 特異的な ATP 産生を
抑制する化合物を 2 種類取得。マウスメラノーマ転移モデルでの化合物の検討を行っており、1 回目
の実験では 1 種類の化合物が有意に転移を抑制している。また、Alpha スクリーニングではコストが
かかりすぎるため大規模な化合物スクリーニングが行えないことから、分子 X-Y の結合を可視化す
る細胞を作製することで、イメージングベースでのスクリーニング系の立ち上げに着手した。
英文
We confirmed that some hit compounds by the Alpha screening inhibited molecule X-Y
interaction and bound to molecule X by the SPR and ITC assays, respectively. Among the hit
compounds and their derivatives, some compounds inhibited molecule X function in a reporter
assay using cells. Two compounds specifically inhibited ATP production via molecule X in
macrophages. We have started the in vivo examination of these two compounds by the mouse
melanoma lung metastasis model, and one compound inhibited lung metastasis of mouse
melanoma cells significantly in the first experiment. In parallel with these confirmations of
candidate compounds, because the Alpha screening costs so much for large compound libraries,
we have stated to set up another cell-based screening system by using cells where the molecule
X-Y interaction is visualized.
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