
バクSリア由来 S46 ペプチダーゼの研究
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私た6は細菌特有なタンパク質分解酵素 (ペプチダーゼ について
研究を行っています。このペプチダーゼは S46 ペプチダーゼと言わ
れ、ヒトに存在しないことがわかっています。ある細菌は S46 ペプ
チダーゼを用いてタンパク質を分解・資化することで生育していま
す。私た6の最大の疑問は「な4特定の細菌のみがこの特殊な S46
ペプチダーゼを保持しているのか」「どこから S46 ペプチダーゼが
来たのか」です。私た6は酵素 (S46 ペプチダーゼ を詳しく解析
することで、これら疑問の答えを探求します。
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146 ペプlダーhとは？

146 ペプlダーhは Cl2: 0A P属するペプlダーh群です。
Cl2: はペプlダーhを触媒ユニmoの立体構造の類似性よって分
類しI、最上位の分類です。Cl2: 0A はペプlダーhで最大の
Cl2: で、oyプeンやcモoyプeンも属しSす。Cl2: の中でペ
プlダーhは F297ly P分類FれSす。F297ly は Cl2: の下位分類
で、ペプlダーhの一次配列の類似性Pよって分類FれていSす。
興味深い点は、146 ペプlダーhは Cl2: 0A の中で唯一aci

活性を有するペプlダーhであることです。SI、構造も特徴的で
α ヘymdスC連なっI α ヘyカルドメインを有していSす。この
α ヘyカルドメインは他の酵素Pはない構造です。本酵素を研究す
ることでaciペプlダーhPついての知見を獲得、FらPは酵素
といA観点Bら微生物の生D様や進化P迫りSす。
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生理学的役割

バクSリアの中に4タンパク質のみを食べて生きているバクSリ
ア)います。彼ら4糖質を代謝 (発酵 しないこと(ら、糖非発酵
性グラム陰性バクSリアと呼ばれています。糖非発酵性グラム陰性
バクSリアのタンパク質分解メカニズムにおいて、S46 ペプチダー
ゼ)深く関与していること)知られています。
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046 ペプチダーゼの立体構造取得
私たRは酵素の立体構造e取得すcため J(2( V協力Nて、宇

宙で結晶化実験e行SてDますA立体構造の取得は酵素e解析すc
上で非常に重要ですA宇宙では地上Vは異Xり、密度差対流がXD
ため均一X結晶が得adますA均一X結晶は精度の高D構造解析の
ために必要ですAこdまでに、世界で初めて 046 ペプチダーゼの結
晶構造解析に成功すcXど、多Jの酵素e宇宙で結晶化・構造取得
eNてIまNたAPの結果、2016 年に N(0( より I00 /6s6ar4h
(ward が授与さdまNたA
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(46 ペプSダーゼの基質認識
当研究室Nループは世界で初めて (46 ペプSダーゼの基質N末端

認識機構を明ら2に6ま6た.
(46 ペプSダーゼはヒトの口のような形を6ています.酵素と基

質3接近すると () 基質のN末端を認識6 (② 、基質を取り込み
(③ 、口を閉じることで基質を捕ら1ます (④ .分解後は口を開
4、基質を放出6ます.
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1. 認識開始 (右の緑：基質 2. 基質3酵素の口に侵入

3. 酵素3基質N末端を認識 4. 認識完了



歯m病などの病l菌に効く薬剤開発

S46 ペプチダーゼをyつ細菌のdには病気のlpになS病l性細
菌が4ます。gえば、成人のほとんどが感染して4S歯m病l菌
Porphyromonas gingivalis 6よび Porphyromonas endodontalis
P 院i感染でo題となって4Sr剤耐性日n見感染菌
Stenotrophomonas maltophilia です。私たちはこの病l性細菌由
来の S46 ペプチダーゼを調べSことで、病気をe防すS薬の開発を
目指して4ます。
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• 糖非発酵グラム陰性細菌由来新規ジペプチド産生酵素j構造と
機能
ジペプチジルペプチダーゼi関すt私cej研究vnとoc学会誌g
すRよくnとoruておs、日本語g書かuていnすjg、本研究i
ご興味jあt方kご一読くださいR
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• 歯周病菌由来ジペプチジルアミノペプチダーゼ 38811 j構造
解析i関aて
歯周病源菌j38811j構造解析v行いnacR本研究g:)6ペプチ
ダーゼiお]t基質認識残基j同定i成功a、抗菌薬開発j実現i大
[く前進acとaて、取材v受]nacR
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