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SBDD研究の現場から期待するもの 
 
第一製薬株式会社 創薬開拓研究所研究グループ長 片倉晋一 
 
１９９０年を境にタンパク質の構造情報は急速に増加し、更に近年のゲノム解読の終了

は､膨大な数のタンパク質を提供するに至っている。創薬の標的という視点からみると、

GPCR のような膜貫通型受容体の構造解析は未だ困難であるが、酵素や核内受容体に関し
ては、多くの立体構造情報が利用可能な状況にある。製薬企業の研究の現場においては、

標的蛋白質の立体構造情報の利用は、もはや特別なアプローチではない。 
蛋白質の結晶化は簡単な作業ではなく、特に創薬に多くの情報を与える化合物との複合

体の結晶化は一律にいくものではない。しかしながら、条件がそろえば数週間で複合体の

詳細な相互作用の情報を得ることができ、化合物のデザインの妥当性を逐次構造情報によ

り検証することが可能である。 
化合物と蛋白質との複合体の構造情報は、化合物の構造変換に関して適切な方向を提供

してくれる。同時に、複合体の構造情報によって明らかに不適な方向を知ることができ、

無駄な化合物群の合成を排除することができる。その一方で構造情報をもとにデザインし

た個々の化合物の生物活性の予測は、まだ十分でなく、実際に合成した化合物の活性値と

予測値との乖離は未だ存在する。その原因は結合エネルギー計算の精度の問題や蛋白質側

の動きに起因すると考えられるが、残念ながら、問題を完全に解決するような計算手法は

ない。これらの問題に対するソリューションの出現が、SBDD を今より更に実践的な手段
に導くことは言うまでもない。 
これまでで最も現場から計算化学への期待が高まっている時代に来ていると思う。より

精度の高い相互作用エネルギーの計算が、科学的な側面はもちろん、実際の創薬の現場か

ら切望されている。こうした時代の要求が製薬企業と大学、IT 企業との緊密な協力関係を
築き、より現実的な協業として進んでいくことを期待したい。 
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What a researcher in pharmaceutical company expects from Structure-Based Drug 
Design 
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Drug Discovery Research Laboratory, Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. 

 
The information of protein structures has been growing since 1990 and the 

completion of the decoding of human genome has brought us new protein sequences as a 
candidate of drug target. The structural information of a membrane protein like GPCR 
remains difficult to be obtained. However a lot of information about the crystal 
structures of enzyme and nuclear receptor has been available now. Therefore, the drug 
discovery research based on the structural information of a target protein is no longer 
special.  

The co-crystallization of a protein and a compound, which is essential to drug 
discovery research based on Structure-Based Drug Design (SBDD), does not always 
succeed. In the case of a suitable protein for crystallization, it takes only a few weeks to 
obtain the structural information of its complex with a compound, which means that a 
researcher can use the information routinely in drug discovery process. 

During “hit to lead” process, the structural information can provide appropriate 
direction to optimize a compound and allow us to recognize an inactive compound. 
However the compound designed to be active by molecular modeling and docking 
simulation often turns out to be less active. This discrepancy may derive from 
inadequate evaluation of binding energy and induced fit. A new method overcoming 
these issues will make SBDD to be more practical technology for drug discovery.  

Many researchers in pharmaceutical company are looking forward to emergence of 
such a new computational method, which can provide more accurate evaluation of the 
binding energy. I hope that their strong request can lead to the closer relationship 
among universities, IT companies and pharmaceutical companies and the creation of a 
new method. 


