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研究成果の概要（和文）：新規抗HCV化合物（N-89とN-251）の抗HCV作用機序の解明を目的とした。まず、N-89
やN-251に抵抗性を示す細胞株の樹立を行った。得られた抵抗性細胞と元の感受性細胞を用いて、当該化合物の
作用機序の解析を行い、当該化合物への抵抗性獲得には、ウイルス側と宿主側の両方の因子が同程度に関与して
いる事を明らかにした。抵抗性細胞由来のHCVの遺伝子解析から、抵抗性獲得に関与する可能性のあるアミノ酸
置換を検出した。マイクロアレイ解析により抵抗性獲得に寄与する可能性のある遺伝子候補を特定した。また、
当該化合物が日本脳炎ウイルス、B型およびE型肝炎ウイルスにも増殖抑制効果があることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：We have carried out the study to clarify the anti-hepatitis C virus (HCV) 
mechanism of new anti-HCV compounds (N-89 and its derivative N-251). From N-89- or N-251-sensitive 
HCV-RNA-replicating cells (sensitive cells), we first established the cell lines possessing a N-89- 
or N-251-resistant phenotype (resistant cells). Using the sensitive and resistant cells, we analyzed
 the action mechanism of these compounds. The results appeared that both host and viral factors 
contribute to almost the same degree of the resistance to these compounds. Genetic analysis of HCVs 
derived from the resistant cells detected amino acids substitutions, which might be involved in the 
acquisition of resistance against these compounds. cDNA microarray analysis  selected gene 
candidates, which might contribute to resistant acquisition. In addition, we demonstrated that these
 compounds showed antiviral effects against Japanese encephalitis virus, hepatitis B virus, and 
hepatitis E virus. 

研究分野： ウイルス学、細胞生物学、分子生物学、肝臓学

キーワード： ウイルス　感染症　微生物　抗ウイルス剤　薬理作用機序　遺伝子解析　マイクロアレイ解析
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１．研究開始当初の背景 
 C 型肝炎ウイルス（HCV）感染による C型慢
性肝炎は十数年を経て肝硬変そして肝がん
を発症する。我が国でのこれら疾患よる犠牲
者は年間５万人ほどで、その８割は HCV 感染
に起因する。C 型慢性肝炎の治療は、直接作
用型抗ウイルス薬（DAA）製剤の登場により
最近大きく進展し、その治癒率も先進国では
90%以上になると期待される。しかし、DAA 製
剤による死亡例、DAA に抵抗性を示す HCV の
出現、高額な治療費（治癒１人当たり約１000
万円）等の問題がある。研究代表者らは、HCV
発見当初（1989）から抗 HCV 剤の開発を目指
した基礎研究を長年展開して来た。研究の過
程で、抗 HCV 活性を迅速にかつ定量的に評価
できる複数の細胞株を用いたレポーターア
ッセイ系を独自に開発し（国内特許番号
4009732 と 5535073）、安価に人工合成できる
抗マラリア薬として岡山大学薬学部で開発
中だった環状過酸化化合物（N-89 とその誘導
体 N-251）に強い抗 HCV 活性（数十 nMで HCV 
RNA の複製阻害を示す）を発見した （国内特
許番号 4931162, 2012; PLOS ONE, e72519, 
2013）。N-89（N-251）は投与後、数時間以内
に抗HCV効果が認められ即効性に優れた化合
物であり、単剤処理でも細胞内から HCV RNA
を完全に排除できることも分かっていた。ま
た、抗 HCV 薬であるリバビリンとの併用で相
乗効果を示すことから臨床においても有望
な抗HCV剤となることが期待された。2014年、
臨床研究中核拠点に選定された岡山大学病
院における薬剤シーズに選定された。その後、
First in man に向けての安全性試験が行われ
ている。しかしながら、N-89（N-251）の HCV
やマラリア原虫に対する作用メカニズムは
ほとんど何も分かっていない。抗 HCV 活性に
関しては、それまでに見つかっていた抗 HCV
剤の作用機序（インタフェロン系の活性化、
RNA 変異誘導、酸化ストレスに対する影響、
遺伝子発現プロファイルへの特異的な影響
など）と同じである可能性を追究したが、す
べて否定的な結果しか得られなかった。そこ
で、研究代表者は、独自のアイデアで、これ
らの化合物のHCVに対する作用機序の解明を
目指すこととして新たな研究計画（次項目に
記載）を立案するに至った。 
 
２．研究の目的 
 これまでの研究結果から N-89（N-251）の
抗 HCV作用における標的は既知の分子とは異
なると考えた。従って、これまでのピンポイ
ント的な解析ではうまくいかないと考え、
N-89（N-251）に抵抗性を示す全長 HCV-RNA
複製細胞株を樹立することを考えた。そして、
ウイルス側および宿主側の両面について、
N-89（N-251）感受性の全長 HCV-RNA 複製細
胞と詳細に比較検討するで、N-89（N-251）
抵抗性に寄与する分子を特定することとし
た。このような分子を同定することが、
N-89(N-251)の作用機序の解明につながると

考えた。しかし、前項の研究の背景において
も述べたように、N-89（N-251）は強力な抗
HCV 活性を有することから、抵抗性を示す細
胞株を得ることは困難ということも予想さ
れた。そのような場合における打開策として、
N-89（N-251）が HCV と近縁のウイルスでも
抗ウイルス作用を示すかどうかを評価する
こととした。その結果を知ることは、
N-89(N-251)の作用機序の解明にも役立つと
考えた。そこで、レプリコンシステム（RNA
複製）を使用して評価が可能な日本脳炎ウイ
ルス（JEV）やデング熱ウイルス（DENV）の
アッセイ系を他大学の研究者との共同研究
という形で本研究に導入して評価すること
とした。さらに、肝炎ウイルスの仲間として、
HCV と同じ RNA ウイルスである E 型肝炎ウイ
ルス(HEV)と DNA ウイルスである B 型肝炎ウ
イルス（HBV）についても、N-89（N-251）に
抗ウイルス効果が認められるかどうかを明
らかにして、抗 HCV 作用のメカニズム解明に
役立てることとした。 
 N-89(N-251)の作用機序解明を目的として
行う研究をまとめると以下の２項目となる。 
（1）N-89（N-251）に抵抗性を示す全長
HCV-RNA 複製細胞株を樹立して、感受性細胞
との詳細な比較実験を行い、抵抗性獲得に関
与する因子の特定を行う。 
（2）N-89（N-251）が HCV とは異なる RNA ウ
イルスや肝炎ウイルスに対して抗ウイルス
活性を示すかどうかを明らかにする。 
 
３．研究の方法 
（1）N-89（N-251）に抵抗性を示す HCV-RNA
複製細胞を用いた抵抗性獲得機序の解析 
①N-89（N-251）抵抗性 HCV-RNA 複製細胞株
の樹立 
 N-89やN-251に感受性を示すHCV-RNA複製
細胞（ヒト肝癌細胞株 HuH-7 由来の OR6 細胞
とヒト肝癌細胞株 Li23 由来の ORL8 細胞）に
N-89やN-251を長期(約2ヶ月)に渡って投与
し(徐々に濃度を上げていく Step-wise 法や
最初から高い濃度で処理するHigh-dose法を
用いた)、N-89 や N-251 に抵抗性を示す HCV 
RNA 複製細胞株の樹立を行った。 
 
②N-89(N-251)に対する抵抗性が宿主とウイ
ルス側のどちらが関与するかの解析 
 得られた２種類の N-89 或いは N-251 抵抗
性HCV-RNA複製細胞にIFN-γを連続投与する
ことにより、HCV-RNA を排除した治癒細胞を
作成した。別途、N-89 或いは N-251 に感受性
の親細胞(OR6や ORL8)と２種類の抵抗性細胞
(前項で得られた)由来のTotal RNA(この中に
は HCV-RNA が含まれる)を調整した。これら
の Total RNA をエレクトロポレーション法に
より、作成した治癒細胞にそれぞれ導入して、
HCV-RNA を入れ替えたそれぞれ(OR6 由来と
ORL8 由来という意味)4 種類の HCV-RNA 複製
細胞を新たに作成した。得られたこれらの細
胞における HCV-RNA の複製に対する N-89 や



N-251の効果を定量的RT-PCR法により評価し
た。 
 
③N-89(N-251)に抵抗性を示す HCV-RNA 複製
細胞由来の HCV の遺伝子解析 
 N-89或いはN-251に抵抗性を示す２種類の
HCV RNA 複製細胞由来の Total RNA から
RT-PCR 法により HCV-RNA の NS3-NS5B までの
領域（約 6 kb で HCV-RNA の複製に必要なウ
イルスタンパク質: NS3, NS4A, NS4B, NS5A, 
NS5B がコードされている）を増幅して、遺伝
子解析用のプラスミドベクターに組み込み、
それぞれ 10 クローンについて塩基配列を決
定した。親細胞（OR6 と ORL8）由来の HCV-RNA
の塩基配列と比較した。 
 
④N-89(N-251)感受性細胞（ORL8）と抵抗性
細胞（ORL8 由来）を用いた cDNA マイクロア
レイ解析 
 親細胞の ORL8 細胞と ORL8 細胞由来の
N-251 抵抗性 HCV-RNA 複製細胞由来の Total 
RNA を用いて、それぞれの cDNA アレイを作成
して、マイクロアレイ解析を行った。 
 
（2）HCV 近縁 RNA ウイルスや肝炎ウイルスに
対する N-89（N-251）の抗ウイルス活性評価 
①デング熱ウイルス(DENV) 
 DENV については、京都大学ウイルス研究所
の日紫喜博士より DENV レプリコン RNA をコ
ードするプラスミドの供与を受けた。プラス
ミドをトランスフェクションし、培養上清中
のルシフェラーゼ活性を測定することによ
り一過性に増殖した DENV の RNA 量を定量で
きるシステムである（Kato F et al, Jpn. J. 
Infect. Dis., 67:209-212, 2014）。このア
ッセイ系を利用して、N-89 と N-251 の効果を
測定した。DENV レプリコン プラスミドをハ
ムスター腎臓由来の BHK-21 細胞にトラスフ
ェクションにより導入し、同時に N-89 など
の薬剤も添加した。３日後に上清中の
Gaussia ルシフェラーゼ活性を NEB 社の
BioLux Gaussia ルシフェラーゼ アッセイ 
キットにて測定し、N-89 などの抗 DENV 活性
を評価した。細胞毒性については、抗 DENV
活性のアッセイスケジュールと同じ期間
N-89 等を添加して、WST-1 アッセイにより測
定した。 
 
②日本脳炎ウイルス(JEV) 
 JEV については、獨協医科大学の石川、増
田両博士より BHK-21 細胞由来の JEV レプリ
コン複製細胞（Ishikawa T et al, Virus Res, 
195:153-161, 2015）の供与を受けた。この
細胞内の Firefly ルシフェラーゼ活性をル
シフェラーゼアッセイキット (Promega)で
測定することにより細胞内で増殖している
JEV レプリコンRNAの定量ができるシステム
である。このアッセイシステムを利用して、
N-89 と N-251 の抗 JEV 活性を測定した。細胞
に N-89 等を添加して 3 日後にルシフェラー

ゼ活性を測定した。細胞毒性については、抗
DENV 活性のアッセイスケジュールと同じ期
間 N-89 等を添加して、WST-1 アッセイにより
測定した。 
 
③E型肝炎ウイルス(HEV) 
  HEV については、国立感染研究所の石井博
士がHEVレプリコン複製細胞を開発していた
ので、石井博士に N-89 と N-251 の抗 HEV 活
性についてアッセイを依頼した。 
 
④B型肝炎ウイルス(HBV) 
  HBV については、HepG.2.2.15 細胞の培養
上清を濃縮して感染性HBV粒子を調整し、HBV
受容体である NTCP を発現させた HepG2 細胞
(HepG2/NTCP 細胞)に感染させ、1日後に培地
を交換してその後 8日間培養して HBVを増殖
させた。培養上清中のHBVのDNAレベルをPCR
法により定量することによりHBVの増殖レベ
ルを評価した。N-89 等の薬剤は、感染１日後
に加えて、感染 9日目の培養上清中の HBV の
DNA レベルの定量により抗 HBV 活性を評価し
た。HBV の感染から初期の転写までを評価す
るシステムとして、国立国際医療研究センタ
ー研究所の下遠野博士より供与された
HBV/NL（HBV 感染後に起こる HBV の RNA の転
写量をナノルシフェラーゼ活性を測定する
ことで定量できるレポーターアッセイ）を用
いて、N-89等の抗HBV活性を評価した。HBV/NL
感染後の N-89 等の阻害活性を調べるために
は、感染１日後に N-89 等を培地に添加し、
感染 10 日目にナノルシフェラーゼ活性を測
定した。N-89 等が HBV/NL 感染を阻害するか
どうかを調べるためには、N-89 等を感染前日
に添加して、感染１日後に除き、感染４日後
にナノルシフェラーゼ活性を測定した。 
 
４．研究成果 
（1）N-89（N-251）に抵抗性を示す HCV-RNA
複製細胞を用いた抵抗性獲得機序の解析 
①N-89（N-251）抵抗性 HCV-RNA 複製細胞株
の樹立 
 OR6 や ORL8 細胞に N-89 や N-251 を連続的
に投与する Step-wise 法により、N-89 に抵抗
性を示す OR6細胞由来の細胞株と N-251 に抵
抗性を示す ORL8 細胞由来の細胞株の樹立に
成功した。どちらの細胞でも N-89 あるいは
N-251 の EC50値が 10 倍ほど高くなっていた。 
また、N-89 に抵抗性を示す細胞は N-251 にも
抵抗性を示し、N-251 に抵抗性を示す細胞は
N-89 にも抵抗性を示したことから、両化合物
の抗HCV標的は同じであることが示唆された。 
 
②N-89(N-251)に対する抵抗性が宿主とウイ
ルス側のどちらが関与するかの解析 
 2 種類の HCV-RNA 複製細胞（親細胞）とそ
れらの親細胞から得られたN-89或いはN-251
に抵抗性を示す２種類の細胞（抵抗性細胞）
由来のHCV-RNAを入れ替えた計8種類のHCV- 
RNA 複製細胞を用いて、N-89 や N-251 に対す



る感受性のレベルを定量的に評価した。その
結果、抵抗性の細胞由来の治癒細胞を用いて
新たにHCV-RNA複製細胞を作成した場合と抵
抗性の細胞由来の Total RNA（HCV-RNA を含
む）を用いて新たに HCV RNA 複製細胞を作成
した場合で、抵抗性細胞と比較して、N-89 或
いは N-251 に対する抵抗性度合いは、いずれ
も半分ほどになることが分かった。これらの
結果から、N-89 や N-251 に対する抵抗性の獲
得には、ウイルス側と宿主側の両方の因子が
同程度に関与しているという結論が得られ
た。 
 
③N-89(N-251)に抵抗性を示す HCV RNA 複製
細胞由来の HCV の遺伝子解析 
 N-89 や N-251 に抵抗性を示す細胞由来の
HCV RNA の塩基配列を感受性の細胞(親細胞)
由来のものと比較した。解析した 10 クロー
ン中２クローン以上で検出された場合（親細
胞からは検出されず）を抵抗性獲得に関与す
る可能性があると判断する基準にした。その
結果、抵抗性獲得に関与する可能性のあるア
ミノ酸置換は10カ所（NS3領域に１カ所、NS4A
領域に１カ所、NS4B 領域に２カ所、NS5A 領
域に４カ所、NS5B 領域に 2 カ所）となった。
今後、これらのアミノ酸置換が N-89 や N-251
抵抗性の獲得に寄与するかどうかを point 
mutagenesis 法を用いて１つ１つ検討して行
く予定である。 
 
④N-89(N-251)感受性細胞（ORL8）と抵抗性
細胞（ORL8 由来）を用いた cDNA マイクロア
レイ解析 
 親細胞と抵抗性細胞を用いた cDNA マイク
ロアレイ解析により抵抗性の獲得に寄与す
る可能性のある遺伝子候補（抵抗性細胞にお
いて２倍以上発現が上昇する 22 種類と 1/2
以下に発現が低下する17種類）を特定した。
これらの遺伝子についても、過剰発現させた
場合やsiRNAを用いて特異的に発現を抑制さ
せた場合に、N-89(N-251)に対する抵抗性が
どう変化するかを、それぞれの遺伝子につい
て今後検討して行く予定である。 
 
（2）HCV 近縁 RNA ウイルスや肝炎ウイルスに
対する N-89（N-251）の抗ウイルス活性評価 
 HCV 近縁のフラビウイルスであるデング熱
ウイルス(DENV)と日本脳炎ウイルス(JEV)、
肝炎ウイルスで HCV同様 RNAウイルスである
E型肝炎ウイルス(HEV)とDNAウイルスである
B 型肝炎ウイルス(HBV)の４種類のウイルス
に対する N-89 と N-251 の抗ウイルス活性を
評価した。その結果を以下に示す。 
 
①デング熱ウイルス(DENV) 
 N-89（細胞毒性が認められる2.5 μMまで）
と N-251（細胞毒性が認められる 5 μMまで）
には、抗 DENV 活性はまったく観察されなか
った。N-89 と N-251 は DENV のゲノム複製を
阻害しないことが分かった。 

 
②日本脳炎ウイルス(JEV) 
 N-89 と N-251 について、それぞれ 20μM（細
胞増殖が 50%程度抑制かかる濃度）までの濃
度範囲で抗 JEV 活性を評価した。その結果、
N-89とN-251に弱いながらも抗JEV活性を有
することが分かった。50%阻害濃度（EC50 値）
は N-89 で 14μM、N-251 で 15μM であった。
但し、HCV に対する N-89 や N-251 の EC50 値
は 50 nM〜1μM の間であることから、HCV と
比較すると、１桁以上弱い抗ウイルス活性で
あることが分かった。 
 
③E型肝炎ウイルス(HEV) 
 N-89 と N-251 について、それぞれ 4, 20, 
100μM の濃度で抗 HEV 活性を評価した。その
結果、N-89 では 20 μM 程度で 50%阻害され
ること、N-251 では 4 μM ではほとんど阻害
されないが、20 μM程度でほぼ 100％阻害さ
れることが分かった。20μM までの濃度での
細胞毒性はほとんど認められなかった。これ
らの結果から、N-89 の EC50値は 20 μM 程度
で、N-251については、4〜20μM程度となり、
やはり HEV についても、抗 HCV 活性に比較す
ると、１桁以上弱い抗ウイルス活性であるこ
とが分かった。 
 
④B型肝炎ウイルス(HBV) 
 HBVを感染させたHepG2/NTCP細胞を用いて、
HBVの増殖に対するN-89とN-251の効果を調
べた。その結果、N-89 と N-251 に抗 HBV 活性
が検出され、EC50 値は、それぞれ 3.2μM と
1.9μMであった。これらの値は、抗 HCV 活性
の EC50値よりは高いものの、HBV の DNA ゲノ
ムの複製を阻害する可能性が高いことが分
かった。この実験と並行して、HBV/NL を用い
て、HBV 感染に対する阻害効果についても検
討した。その結果、N-89 は 10μM程度で、そ
して N-251 は 20μM 程度で HBV の感染も 50%
ほど阻害することが分かった。しかし、HBV
感染後起こる初期の転写による HBVの RNA 産
生についてはまったく阻害しなかった。以上
の結果、N-89 や N-251 は 10μM以上の高濃度
になるとHBVの感染を阻害するが、主な抗HBV
活性は感染後に起こる HBVの DNA ゲノムの複
製以降の段階に作用するためであることが
示唆された。HBV の生活環のどの段階かを特
定するためには、更なる解析が必要である。 
 以上の結果から、N-89 と N-251 の抗ウイル
ス活性は、HCV に対して最も強く、HBV、HEV
あるいは JEV の順番で DENV にはまったく効
果がないことが分かった。このように、N-89
や N-251 が HCV にだけ効果があるという結果
ではなかったことは、それぞれのウイルスの
増殖に利用されている宿主因子に一部共通
性があるのではないかと予想される。この点
については、更なる解析が必要である。一方、
N-89やN-251抵抗性獲得に必要な因子が同定
されれば、その答えが導き出される可能性も
ある。 
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