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研究成果の概要（和文）：C型肝炎ウイルス(HCV)の治療効果因子としてインターフェロン(IFN)により誘導され
るIFN誘導遺伝子(ISG)からコードされる宿主蛋白に注目し解析を行った。研究者は(1)新たなHCVレプリコン増殖
細胞(Huh7/Rep-Feo)を樹立することに成功し、次に(2)ISG:GBP-1,IFI-6-16,IFI-27がHCV増殖を制御することを
確認した。ISG発現蛋白とHCV蛋白との相互作用について解析を行い、(3)GBP-1蛋白とNS5B蛋白が相互作用を示し
た。さらに解析を進めGBP-1のGTPaseドメインとNS5B fingerドメインが相互作用をすることを確認することを確
認した。

研究成果の概要（英文）：We have focused on interferon stimulated genes (ISGs), which were involved 
in efficacy of interferon (IFN)-based therapy for chronic hepatitis C, and investigated regulatory 
effects of ISG on viral replication in hepatitis C virus (HCV). (1) We have produced newly 
established cell lines, HCV subgenomic replicon (Huh7/Rep-Feo), which were in-vitro models 
simulating cellular autonomous replication of HCV genomic RNA. (2) We showed that GBP-1, IFI-6-16, 
and IFI-27 had directly inhibited subgenomic replication and virus production of HCV. (3) 
Investigation of molecular interaction of the ISGs with HCV proteins showed that GBP-1 bound 
HCV-NS5B directly. A protein truncation assay showed that the guanine binding domain of GBP-1 and 
the finger domain of NS5B were involved in the interaction.

研究分野： 肝臓病学
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１．研究開始当初の背景 
C 型肝炎ウイルス(HCV)感染者は国内に約
150 万人の慢性感染者が存在し、多くが肝硬
変・肝細胞癌に進展する。肝細胞癌は我が国
の癌死因疾患として男女ともに多い。そのた
め慢性肝炎の段階で治療を行い、肝硬変へ進
行させず発癌リスクを減少させる重要性が
あり、インターフェロン(IFN)を主軸とした
治療が行われてきたが、いまだ十分な治療効
果とはいえない。IFN治療への抵抗性因子と
して、宿主由来因子とウイルス由来因子が多
いに関わっていることが指摘されていた。宿
主のどの因子とウイルスのどの因子が関わ
っているかを研究者たちは解明し、そこで得
られた知見を基に新規抗ウイルス治療を可
能にする学術的基盤を形成したいと研究を
開始した。 
 
２．研究の目的 
HCVの治療効果因子として IFNにより誘導
される IFN 誘導遺伝子(ISG)からコードされ
る宿主蛋白や HCV 遺伝子変異に注目し、
⑴HCV感染・増殖細胞系の作成、(2)HCV増
殖細胞系への ISG 蛋白の抗ウイルス機構の
解析、(3)ISG蛋白とウイルス蛋白の直接相互
作用の解析を行った。これらの研究によって、
HCV による宿主の自然免疫応答からの回避
に関する分子機構を解明し、得られた知見を
基に、新規抗ウイルス薬開発、あるいは抗ウ
イルス薬の薬理作用解明のための学術基盤
を形成することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)新たなHCVレプリコン増殖細胞の作成 
ネオマイシン耐性遺伝子とルシフェラーゼリポ
ーター遺伝子の融合遺伝子を発現するキメラリ
ポーターHCV レプリコン(Rep-Feo)RNA を
Huh7細胞に導入し，G418選択によりFeoレプ
リ コ ン 恒 常 発 現 細 胞 株 を 樹 立 す る
(Huh7/Rep-Feo)。Huh7/Rep-Feo を用いウイル
ス複製増殖レベルをレポーターアッセイにより
高精度･高効率に検出する。レプリコンRNA・ウ
イルス蛋白発現は northern・western blotting
より確認する。また，HCV genotype として，
genotype 1b, 2aがこれまで報告されており，研
究者らは genotype 1b 由来のキメラリポーター
HCVレプリコン増殖細胞は作成しているので，
新たに genotype 2a 由来のキメラリポーター
HCVレプリコン増殖細胞を作成する。 
(2)ISG 発現プラスミドベクターの構築及びレポ
ーターアッセイ	 
Human Liver cDNA library発現プラスミドを
用いて，PCR法により遺伝子を増幅し，ISG発
現プラスミドベクターを構築する。解析する
ISG(予定)：IP10, IL8, MxA, PKR, GBP-1, 
IFI-56K, 25OAS, IFP35, IRF-9, 	 IFI-6-16, 
ISG15, IFI-27, PLSCR1, TRAIL, LMP7-E, 9-27, 
RIG-G,	 IRF-1。構築した ISG 発現プラスミド
ベクターを，培養細胞（Huh7, 293T）へ遺伝子
導入し，回収した蛋白質を用いて，western 

blottingで蛋白発現の有無を確認する。 
(3)ISG発現によるHCVレプリコン増殖細胞への影
響の解析	 
今回新たに作成した genotype 2a 由来のキメラ
リポーターHCVレプリコン増殖細胞にISG発現
プラスミドベクターを強制発現させる。レプリコ
ン細胞内蛋白を回収して、レポーターアッセイを
行い、HCV増殖制御を定量的に解析する。 
(4)ISG発現によるHCV感染培養系への影響の解析	 
Genotype 2a JFH1株由来HCV感染培養細胞に
ISG発現プラスミドベクターを遺伝子導入し，細
胞内HCV−RNAにはリアルタイムPCRを行い、
細胞内蛋白には HCV コア蛋白による western 
blotを行いHCV増殖抑制効果を解析する。 
(5)	 ISG 発現を抑制するsiRNA の作成とHCV 感染
培養系への影響	 
ISG mRNAを標的とするsiRNA(shRNA発現プ
ラスミド)を作成する。作成した siRNA を ISG
発現プラスミドベクターとともに Huh7 細胞へ
遺伝子導入し，western blottingにより，蛋白発
現抑制について確認する。作成した siRNA を
Genotype 2a JFH1株由来HCV感染培養細胞に
導入して，培養上清中のHCVコア抗原を測定す
る。 
(6)ISG蛋白とHCV非構造蛋白との相互作用の解析
（免疫沈降法，Two	 hybrid法）	 
HCV非構造蛋白を発現するプラスミドベクター
を作成する。作成する HCV 非構造蛋白：NS3, 
NS4B, NS5A, NS5B。研究者らが同定した
GBP-1, IFI-6-16 及び IFI-27 を発現するプラス
ミドベクターとHCV非構造蛋白発現プラスミド
ベクターを 293T細胞へ遺伝子導入し，蛋白質を
回収する。回収した蛋白質を用いて，免疫沈降法
にて解析する。さらに免疫沈降法の他に，酵母
two-hybrid system を利用した mammalian 
two-hybrid systemを用いる。HCV非構造蛋白
を DNA 結合ドメインと融合させた蛋白発現プ
ラスミドベクターと，ISG 発現蛋白を転写活性
ドメインと融合させた蛋白発現プラスミドベク
ターを構築する。両者とルシフェラーゼ発現ベ
クターを，Huh7細胞へ導入する。ISGとHCV
非構造蛋白が相互作用を示せば，ルシフェラー
ゼがレポーターとして発現するので，レポータ
ーアッセイを行い解析する。 
(7)GBP-1蛋白エピトープとNS5B蛋白エピト
ープの解析  
HCV非構造蛋白NS5Bと相互作用を示す ISG
のGBP-1が同定できたのでGBP1の truncate 
plasmidとNS5Bの truncate plasmidを作成す
る。GBP-1 truncate発現プラスミドベクターと
HCV-NS5B truncate発現プラスミドベクター
とをHuh7細胞へ cotransfectionし，蛋白を回
収して，mammalian two-hybrid systemで認す
る。 
 
	 
	 
４．研究成果	 



（１）新たな HCV レプリコン増殖細胞
（Huh7/Rep-Feo）を樹立することに成功し
た。HCV ジェノタイプ 1b と 2a のそれぞれ
に つ い て 、 Huh7/Rep-Feo 細 胞
(Huh7/Rep-Feo1b, Huh7/Rep-Feo2a)を樹立
することができた。 
 
（２）ISG 発現プラスミドベクターの構築とし
て、予定していた ISG：IP10, IL8, MxA, PKR, 
GBP-1, IFI-56K, 25OAS, IFP35, IRF-9,	 
IFI-6-16, ISG15, IFI-27, PLSCR1, TRAIL, 
LMP7-E, 9-27, RIG-G,	 IRF-1の18遺伝子につ
いての発現プラスミドベクターを構築すること
ができた。 
 
（３）ISG発現によるHCVレプリコン増殖細胞
への影響の解析：構築された 18種類の ISGのそ
れぞれの発現ベクターを Huh7/Rep-Feo へ
強制発現し、HCV 増殖への影響を解析した
ところ IRF-1、GBP-1、IFI-6-16、IFI-27が
HCV 増殖を有意に制御することが判明した
(1b-Feo: GBP-1; 63.7± 7.49%, IFI-6-16; 
62.6±19.2%, IFI-27; 71.6±1.22%, IRF-1; 
95.1±0.19% / 2a-Feo: GBP-1; 61.9±12.3%, 
IFI-6-16; 42.9±7.0%, IFI-27; 42.9±13.2%, 
IRF-1; 95.8±1.0%) 。 
 
（４）HCV 感染培養系に対する ISG 強制発
現の影響：Genotype 2a JFH1株由来HCV感
染培養細胞 ISG発現プラスミドベクター(GBP-1, 
IFI-6-16, IFI-27, IRF-1)を遺伝子導入し、HCV
コア蛋白質と細胞内 HCV-RNA を解析した。
HCV コア蛋白質では、GBP-1(24.3±2.90%) , 
IFI-6-16(33.9±0.40%), IFI-27(38.5±3.63%), 
IRF-1(69.2±1.89%)のいずれも有意に HCV コ
ア蛋白質産生を抑制した。また細胞内HCV-RNA
についても、GBP-1, IFI-6-16, IFI-27, IRF-1の
強制発現により、HCV-RNA が有意に抑制され
た GBP-1 (38.2± 1.39%), IFI-6-16 (54.6±
2.93%), IFI-27 (50.7±2.81%), IRF-1 (6.61±
0.341%)。 
 
（５）GBP-1, IFI-6-16, IFI-27に対する siRNA
をGenotype 2a JFH1株由来HCV感染培養細胞
へ導入したところ、細胞内HCV-RNAがGBP-1 
(161.1±1.95%), IFI-6-16 (155.7±18.6%)で有意
に上昇した。HCV コア蛋白質による western 
blottingでもGBP-1, IFI-6-16で発現が上昇して
いた。 
 
（６）ISG蛋白とHCV非構造蛋白との相互作用
の解析：GBP-1, IFI-6-16, IFI-27の発現プラスミ
ドベクターと HCV 非構造蛋白発現ベクター
( NS3, NS4B, NS5A, NS5B)を共発現させて、回
収した蛋白について免疫沈降法で相互作用を解
析したところ、GBP-1とNS5Bが相互作用をす
ることが確認された。次に、mammalian 
two-hybrid systemでもGBP-1 とHCV-NS5B
が相互作用を示すか解析したところ、両者が相互
作用することが確認できた。 

 
（７）GBP-1蛋白エピトープとNS5B蛋白エピ
トープの解析：GBP-1とNS5Bが相互作用を示
すことが明らかとなったため、GBP-1の蛋白エ
ピトープ（GBP-1t.1-317、GBP-1t.318-593）と
NS5Bの蛋白エピトープ (NS5Bt.1-70, NS5Bt. 
71-591, NS5Bt. 371-591)を発現するプラスミ
ドベクターを作成した。 
mammalian two-hybrid systemを用いて、 
①GBP-1 発現プラスミドと NS5Bt.1-70, 
NS5Bt. 71-591, NS5Bt. 371-591のそれぞれと
の相互作用を解析したところ、GBP-１と
NS5Bt.1-70が結合することが判明した。 
②NS5B 発現プラスミドと GBP-1t.1-317, 
GBP-1t.318-593 のそれぞれとの相互作用を解
析したところ、NS5BとGBP-1t. 1-317で相互
作用を示すことが判明した。 
GBP-1t.1-317 は、GTPase ドメインにあたり、
HCV-NS5Bt. 1-70はNS5B fingerドメインに
あたる。GBP-1のGTPaseドメインは、GBP−
１の機能的ドメインに当たるので、これがHCV
に対する抗ウイルス作用を示すものと示唆され
た。一方、HCV-NS5B は GTPase ドメインと
結合して、GTPase作用を失活させて、HCV増
殖を持続することも示唆された。 
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http://www.tmd.ac.jp/grad/gast/index.html 
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