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序 論

B型 肝 炎 ウイルス(hepatitis B virus、HBV)は 、ヘパ ドナ ウイル ス属 に分類 される直径42nmの 球

形 のエ ンベ ロー プを有 す るDNAウ イルスで ある1)。HBV感 染 は、医療 行 為 にお ける輸 血 、針刺 事故 、

手術 、歯 科治 療 や 、性 行 為 などで 血液 を介して成 立す る。さらに、HBV持 続 感 染者(キ ャリア)の 母 から

子 への母 子感 染 も認め られ る。HBV感 染 より急 性 肝炎 が発 症 し、HBVキ ャリアから慢性 肝 炎や 肝 硬 変

が発症 す る。さらに 、HBV感 染 者 の一部 には肝 細胞 癌が発 症 し2､3)、 人 の健 康 にお いて大変 重 要なウ

イルス感 染 症 のひ とつである。世界 中に約3億5千 万 人のHBVキ ャリアが存 在 し、主 にアジアや アフリカ

に多い。また、毎年1万 人以 上の 人がHBV感 染症 により命 を失 っている4)。

HBVは 宿 主特 異性 が高 く、人 や チンパ ンジーなど霊長 類 に感 染 が 認 められるのみ で 、HBVお よび

そ の感染 の基礎 的 、臨床 的研 究 、さらに治療 薬 開発 の推 進 などの 障害 にな ってい る。しかし、HBVと

同じヘパ ドナ ウイル ス属 にウッドチャック肝 炎 ウイル ス(wosdchuck hepatitis virus、WHV)5)、 地 リス

肝 炎 ウイル ス(ground squirrel hepatitis virus、GSHV)6)や アヒルB型 肝 炎 ウイル ス(duck

hepatitis B virus、DHBV)7.8)が 認 められるようになった。これ らのウイルスのゲノム構 造 がHBVと 類

似 してい ることから(Fig.1)、WHVは 主 に肝 細胞 癌 の発 癌 モデ ル として使用 され 、またX遺 伝 子 を持た

ないDHBVは 無症候 性キャリアや 慢 性肝 炎 のモデル として、あるい はウイル ス複製 の解 析 および抗 ウイ

ル ス剤 の活 性評価 などの研 究 に用 い られている9-12)。これ らのウイルスを用 いた研 究 により、HBVの 特

性 や ユニー クな複製過 程 が 明らかとなっている。

HBVは 不 完 全な2本 鎖DNAを 持 ち、肝細 胞 表面 の レセプター に吸着 侵 入 後 、核 内で完全 な2本 鎖

DNAと なる。環状 の形態 を示 すDNAはrelaxed circular DNA(RC)、 線 状 のものは1inear

DNA(L)と 呼称 され ている。この2本 鎖DNAは 複 製過 程で 安定 したコイル 状 のsuper csiled DNA

(SC)の 形態 を取 り、このSCか ら2.1kbと3.3kbの 長 短2種 類 のmRNAが 転 写 され る。3.3kbの

mRNAはDNAの 鋳 型 として働 き、ウイル ス遺 伝 子 にコー ドされ てい る逆 転 写 酵素 によりDNAが 合成 さ

れ て行 く(Fig.2)13-19)。この一連 の複 製 過 程のいず れ かの遮 断 によりウイルス増 殖 が阻 害 され 、抗 ウイル

ス剤 の標 的 となり得 る。
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現在 、HBV感 染 症 の治療 に は主 にインター フェロン(IFN)や1amivudine、adefovirな どの核酸 類

似 体 が用 い られ 、その治療 効 果 が認 められている20-27)。IFNが 誘 導 する抗 ウイルス活 性 に関 与す る酵

素 の 中で 、2'-5'オ リゴアデ ニル 酸 合成 酵 素(2'-5'oligoadenylate synthetase、2'-5'AS)と2

本 鎖RNA依 存 プ ロテインキナー ゼ(dsRNA dependent protein kinase、PKR)が よく知 られ てい

る(Fig.3)28)。2'-5'Asは ウイル ス由来等 の2本 鎖RNAと 結 合 して活 性 化 され 、ATPを 基質 としてリボ

ー ス環 の2'と5'の 位 置 にリン酸 結合 をしたオ リゴアデ ニル 酸 を合成 す る
。このオ リゴアデ ニル 酸 が細胞

内に不活 化 型 で存在 するRNA分 解 酵 素(RNase L)を 活性 化 し、ウイルスのmRNAや28Sリ ボゾー ム

RNAを 分解 し、ウイル ス蛋 白の合 成 を抑制 す る29,30)。また、PKRは ウイルス 由来等 の2本 鎖RNAに よ

って活性 化 され 自己リン酸 化 した後 、蛋 白合 成 開始 因子 であるelF2α(α subunit of eukaryotic

translation initiation factor 2)を リン酸 化 する。リン酸 化 され たelF2α はGTP結 合 能 が低 下 し、そ

の結 果 、蛋 白合成 が開始 されず ウイル ス複製 が阻 害され る(Fig.3)31)。

lamivudineやadefovirな どの核 酸類 似体 の抗 ウイル ス活性 の評 価 は 、HBVDNAが 人工 的 に組 み

込 まれたHB61132)、HepG2.2.2.1533-35)の 肝 癌 細胞 系 や 、DHBVの 自然 感 染 系をHBV感 染 モデル

として用 いて行 われ てきた36-42)。これ らの核 酸類 似 体 は、細胞 内で宿 主 の酵 素で リン酸 化 され 三 リン酸

体 となり、本来 の基 質を競 合 的に拮 抗す ることによりHBVの ウイル スDNA合 成 酵 素(逆 転 写 酵素)を 阻

害す るとされ ている43)。したがって、HBVを 抑 制す る核 酸 類 似体 の一 部 は、逆 転 写酵 素 を有 す るヒト後

天性 免 疫 不全 ウイルス(human immunodeficiency virus、HIV)の 複 製 も抑 制す る44,45)。

IFN誘 導 体 として知 られ ているミスマ ッチ2本 鎖RNA(mismatched double-stranded RNA、

m-dsRNA)は 、poly(I):poly(C)の 類 似体 で 、シチ ジンポ リマー にウリジンが12対1の 割 合で構 成 さ

れ てい る(poly(I):poly(C12-U))。 塩 基部 にアミノ基 を持 たない ウリジンとイノシンが水 素結 合で きない

た め に、この 部 位 がミスマ ッチ となりRNaseの 基 質 にな りや す い 構 造 になってい る。した がって、

poly(I):poly(C)に 比 べ 分解 され やす く、IFN誘 導体 としての能 力 はpoly(I):poly(C)に 劣 るが、生体

に対 する副作 用 が軽減 されるとい う利 点 がある46)。また、m-dsRNAはIFNの みならず他 の リンフォカ

インの誘 導 や ナチュラルキラー 細胞 の活 性 化 を導 くとされ てお り、in vitroに お いてヒトのグリオーマや

メラノーマ に対 して抗 腫瘍 効果 を示 す ことが認 められている47-49)。しかし、ウイルス感染 症 に関 しては、
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HIVに 対して抑制効果を示すことが報告されているのみで50,51)、その他のウイルス感染症に対しての報

告はほとんどなされていない。

以上の諸点より、IFNを 誘導するとされているm-dsRNAにHBVの 複製抑制作用があると仮定し、

HBV感 染モデルとしてアヒルを使用したDHBV感 染系を用い、m-dsRNAのHBVウ イルス抑制作用

をin vitroおよびin vivoで 検討し、その有益性を核酸類似体 と比較した。
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Fig.1ヘ パ ドナ ウイル ス 属 の ゲ ノム 構 造 の 比 較1)

HBV: hepatitis B virus(B型 肝 炎 ウイル ス)

GSHV: ground squirrel hepatitis virus(地 リス肝 炎 ウイ ル ス)

WHV: woodchuck hepatitis virus(ウ ッドチ ャ ック肝 炎 ウイル ス)

DHBV: duck hepatitis B virus(ア ヒルB型 肝 炎 ウイル ス)

DHBVはX遺 伝 子 を 保 有 せ ず 、他 の ヘ パ ドナ ウイル ス とは 異 な り肝 臓 の 発 癌 と関 連 す る確 率 は 低 い とさ

れ て い る52)。
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Fig.2 ヘパドナウイルス(HBV)の 複製

不完全な2本 鎖DNAを 保有するHBVは 、肝細胞に吸着侵入後、核内で完全な2本 鎖DNAと なる

(詳細は本文参照)。

RC: relaxed circular DNA•AL: linear DNA•ASC: super coiled DNA•A

SS: single stranded DNA
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Fig.3 IFNの 坊 ウイ ル ス作 用 機 序53)

IFNに より2'-5'オ リゴアデニル 酸合 成 酵 素 と2本 鎖RNA依 存 プ ロテインキナー ゼ が誘 導 される。 これ

らは2本 鎖RNAに より活 性化 され 、最 終 的 にウイル スのmRNAや28Sリ ボゾー ムRNAを 分解 し、ウイル

ス蛋 白の合 成 を抑 制す る(詳 細 は本 文を参 照)。

2-5ASi:不 活性 型2'-5'oligoadenylate synthetase

2-5ASa:活 性型2'-5'oligoadenylate synthetase

PKRi:不 活性 型dsRNA dependent protein kinase

PKRa:活 性型dsRNA dependent protein kinase
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研究 目的

本研究は、以下の3点 の検討を目的とした。

1、m-dsRNAのDHBV複 製抑制作用の有無を明らかにする。

2、抑制作用が認められた場合 、その作用機序を明らかにする。

3、m-dsRNAと 核酸類似体の抑制作用の相違点を明らかにする。

8



材料および方法

(1)DHBV感 染 アヒル の作製

孵 化2日 後 の国 内産アヒル(椎 名 人 工孵 化場 、千 葉)に 、DHBV陽 性 血清 を50μl静 脈 内投 与し

DHBVを 感 染 させた。DHBV陽 性 血清 中の ウイル ス量 はスポットハイブリダイゼ ーション法 により算 出し、

4x109 virions/mlの ウイルス量 の 血清 を用 いた。この感 染 により全 てのアヒル が接 種2日 後 からウイル

ス血症 を呈 し、肝 炎症 状 を伴 わない無症 候 性キャリアとなる54)。

(2)化 合物

m-dsRNA(poly(I): poly(C12-U))は 発 酵 法 によりヤマサ醤 油(株)(千 葉)で 作 製 され たものを使

用 した。凍結 乾燥 されたm-dsRNAを 蒸 留 水で溶 解後 、0.45μmの ミリポアにて 除菌 し、滅菌 した5x

PBSを 加 え、37℃ で一 昼 夜 保 温 して調 整 したものを投 与試 験 に用 いた。試 験 管 内抑 制 実験 に は、

L-15培 養液 にて希 釈 して用 い た。

m-dsRNAと 比 較 検 討 す るた めに用 いた核 酸 類 似 体 である1-(2'-deoxy-2'-fluoro-β-D-

arabinofuranosyl)-5-methyluracil(D-FMAU)(Fig.4)は 、ヤマサ醤 油(株)で 合 成 され た。

D-FMAUはL-15培 養液 にて希 釈 し、試 験管 内抑 制 実験 に用 いた。

Fig.4 D-FMAUの 構 造 式

D-FMAUは ウリジンの核 酸類 似 体 で、HBVと

DHBVに 対 す る複 製抑 制 作用 が 認め られ ている35,37)。
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(3)m-dsRNAのDHBV感 染 アヒル にお ける複 製 抑制 実 験(in vivo)

8週 齢のDHBV持 続感染アヒルを用いた。単回投与試験では、9羽のアヒルにm-dsRNAを

5mg/kg、 静脈内投与した後、血液 中のDHBVDNA量 を連 日測定した。対照群のアヒル(10羽)に は

m-dsRNAの 代わりに滅菌生理食塩水を静脈内投与した後、同様に採血し測定した。また、DHBV

DNA量 の投与前値 として、投与直前と投与1週 間前に採血し血液 中のDHBVDNA量 を調べた。

複数回投与試験において、4羽のアヒルに0.2mg/kg、6羽 のアヒルに1.0mg/kgのm-dsRNAを

1週 間連 日静脈 内投与した。対照群のアヒル(4羽)に はm-dsRNAの 代わりに滅菌生理食塩水を1週

間連 日静脈 内投 与した。血液 中のDHBVDNA量 を測 定するために週に1～2回 採血 した。また、

DHBVDNA量 の投与前値として、投与直前と投与1週 間前の血液中のDHBVDNA量 を調べた。

(4)DHBVDNAプ ロー ブの作 製

DHBVDNAの 検 出に放射 性 同位 体 で標 識 したDHBVDNAプ ロー ブを用 い た。プ ロー ブDNAは 、

プラスミド(pBR322)のEcoRⅠ サイトに組 み 込まれ たDHBV遺 伝 子54)の 全領 域 を切 り出 し、アガロー

スゲル 電気 泳動 で分離 、抽 出し、[α-32P]dCTPを 用 いて標 識 した(8～10x107cpm/μg)。

DHBV遺 伝 子が組み 込まれ たプラスミドは、内 田俊 和 博 士(日 本 大 学)か ら分 与していただいた。

(5)ス ポットハイブ リダイゼ ーション法 による血 液 中DHBVDNAの 検 出

血液 中のDHBVDNA量 をスポットハ イブ リダイゼ ーション法55)に て検 出した。定期 的 に採 血 して得 た

血清20μlに 同量 のアルカリ液(1M NaOH)を 加 え10分 間 室温 にて処 置 した後 、スポットハイブ リダイ

ゼ ー ション用 の96穴 プレー ト(池田理化)の ウェル に分注 し、次いで トリスバッファー(1M Tris、

2.5M NaCl)を 分 注して中和 した。各 ウェル 内の処 理液 の全量 をナイロンフィル ター 上 に濾 過 吸着 後 、

UV照 射 固定 し、プレハ イブ リダイゼ ーション液(50% formamide、5x standard saline citrate、

5x Denhardts' solution、100μg/ml sonicated salmon sperm DNA)に て42℃ 、3時 間インキ

ュベ ー トした。さらに、2x107cpmの32P標 識DHBVDNAプ ロー ブを加 え、42℃ 、24時 間インキュベ ー

トした。最 後 に、洗 浄液(0.1x standard saline citrate、0.2% sodiumdodecyl sulfate)に て
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50℃ 、10分 間 、3回 洗 浄 後 、乾燥 させたナイロンフィル ター をKodak XAR-5 filmで 、－70℃ 、24～

48時 間、露 出処置 した。

(6) DHBV感 染アヒル肝組織の採取

8週 齢のDHBV持 続感染アヒルからm-dsRNA投 与前と、5mg/kg単 回投与2日 後の肝組織 を採

取し検索に供 した。アヒルはジエチルエーテルで麻酔した。採取した肝臓の組織は直ちに液体窒素で

凍結後、DNAを 抽出するまで－80℃ に保存した。

(7) DHBV感 染アヒル肝組織からのDNA抽 出とサザンハイブリダイゼーション

肝 組 織 からのDNA抽 出は 、内 田らの方法54)に 若 干 の変 法を加 え行 った。凍結 した肝組 織

(約0.2g)を 、ハ ンマー を用いてドライアイス上 で粉状 に砕 き、エ クストラクションバッファー(0.01M

Tris-HCI(pH8.0)、0.01M NaC1、0.1M EDTA、1% SDS、200μg/ml proteinase K)を 加

え、37℃ 、24時 間インキュベ ー トし溶 解 した。次 いで 、フェノー ル ・クロロホル ム/イ ソアミル アル コー

ル(24:1)を 加 えDNAを 抽 出 した。DNA抽 出 液 は、RNAを 除 去 す るため にDNase freeの

RNase(1OOptg/m1)で 、37℃ 、1時 間処 置 し、sephadex G-150 column(Pharmacia)で 精 製 、

濃 縮 した。

肝 組織 から精製 したDNA(10μg)を 用 いて、サザンハイブリダイゼ ー ション法56)に よりDHBVDNAを

検 出した。1%ア ガロースゲル をTAEバ ッファー(40mM Tris(pH 7.2)、20mM Na acetate、

1mM EDTA)で 電気 泳 動後 、変 性 、中和処 置 して、ナ イロンフィル ター にプ ロットした。乾 燥 させたナ

イロンフィル ターをUV照 射 で固 定 し、前述 した同じ方法 で標 識DHBVDNAプ ロー ブとハ イブリダイゼ

ー ションを行 った。

(8) DHBVDNAの 解 析

血 液 中のウイルスDNA量 お よび肝 組 織 中の ウイルス複製 パ ターンを解 析 するた めに、AMBIS

Radioanalytic Imaging System(AMBIS System)を 用 いて、ハイブ リダイゼ ー ション処 置 したナ
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イロンフィルターの放射活性を測定した。血液中のDHBVDNA量 はプラスミド(pBR322)に 組み込ま

れたDHBV遺 伝子を標準DNAと し、その放射活性を基準に定量化した。

(9)統 計解析

DHBV感 染アヒルを用いた実験 において、m-dsRNA(処 置群)あ るいは滅菌生理食塩水(対 照群)

投与前後のアヒル血液 中のDHBVDNA量 を定量化し、その変化の割合を算出し比較検討した。血液

中のDHBVDNA量 の変化率は、平均値 ±標準誤差で表した。その変化率を処置群と対 照群で比較

し、Mann-Whitney U testを用いて有意差検定を行った。

(10)血 液 中のIFN活 性 と2'-5'オ リゴアデ ニル 酸合 成酵 素 活性 の測 定

アヒル 血液 中のIFN活 性 をプラー ク法 により測 定 した。14日 齢 のアヒル胎 児線 維芽 細胞 を5%

NCS(newborn caif serum) MEM(Eag1e's minimum essentialmedium)で 、37℃ 、2日

間 、5%CO2培 養 器 で培養 した後 、上 清を除去 し、5%NCSMEMで 段 階希 釈 した試料 血 清 を加 え、

さらに37℃ で24時 間処 置 した。次いで 、試料 血 清 を除去 し100 pfu(plaque forming unit)の

VSV(vesicular stomatitis virus)を30分 間 吸着 させ たあと、2.5%NCS MC(0.5% methyl

-cellulose maintenance medium)に て
、37℃ 、2日 間 、培養 した。培養 終 了 後 、0.5%ク リスタル

バ イオレットで染 色し、顕 微 鏡 下 でプラー ク数 を測 定 した。IFN活 性 は 、プラー ク形 成 を50%抑 制 す る

試 料 血 清の最 大希 釈倍 数で 表した。血 液 中の2'-5'オ リゴアデニル 酸合 成 酵 素活性 は、市販 のラジオ

イムノアッセイキット(栄研化 学)を 用いて測 定 した。

(11) DHBV感 染アヒル の初 代肝 細胞 培養

艀 化2日 後 の国 内産アヒル に、DHBV陽 性 血 清(4x109 virions/ml)を50μl静 脈 内投 与 して

DHBVを 感染 させ た。感 染2週 間後 、アヒル をジエチル エー テル で 吸入 麻 酔 し、Tuttleman57)ら 及 び

内 田らの方法54)に 若 干の変 法を加 えたコラゲナ ーゼ灌 流法 により肝 細胞 を回収した。

麻 酔 下でアヒル を開腹 後 、門脈 か ら40℃ に保 温 した前 灌流 バ ッファー(0.5mM EGTA、10mM
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HEPES•A73.1mM NaCl, 5.37mM KCl, 0.9mM NaH2PO4•E2H2O, pH 7.2)100ml’•“ü‚µ•A

さらに40℃ に保 温 したコラゲナー ゼ含 有灌 流バ ッファー(0.025% collagenase、10mM HEPES、

73.1mM NaCl, 5.37mM KCl, 0.9mM NaH2PO4•E2H2O, 5mM CaCl2•E2H2O, pH 7.2)‚ð

50ml注 入 した。そ の後 、肝臓 をシャー レ内で細 切 し、コラゲナ ー ゼ含 有灌 流 バッファー で37℃ 、10分

間 、恒 温 槽 内 で 消 化 した。消 化 処 理 した肝 細 胞 は100メ ッシュで濾 過 し、冷 却 した 洗 浄 液(L-15

medium、20mM HEPES)で4℃ 、600rpm、1分 間 、上 清 が透 明になるまで洗 浄 し、肝 細 胞 を分離

精 製した。精 製 した肝 細胞 は、0.25%の トリパ ンブル ーで 生細 胞 を計測 し、培養 液(L-15 medium、

5% heat in-activated fetal calf serum, 2x10-8M insulin, 10-5M hydrocortizone, 20mM

HEPES•A100ƒÊg/ml streptomycin, 100ƒÊg/ml ampicillin)‚Å5x105 cells/ml‚É’²•®Œã•A37•Ž•A

5% CO2培 養器で培養し実験 に供した。

(12) DHBV感 染初代肝培養細胞での抑制実験(in vitro)

化合物連続処理実験において、初代肝培養細胞の培養2日 後から前述した培養液に段階希釈 した

m-dsRNAとD-FMAUを 加え、37℃ 、5%CO2培 養器で培養し、16日 後に肝細胞を回収し細胞

DNAを 抽 出した。化合物添加培養液 は1日 おきに新しい培養液と交換した。肝細胞 からのDNAの 抽

出は、スクレーパーで肝細胞 を回収し、前述した肝組織からのDNA抽 出と同じエクストラクションバッフ

ァーを加 え、同様の方法で行った。

化合物除去実験では、化合物添加培養液で16日 間培養後、化合物無添加培養液でさらに7日 間、

37℃ 、5% CO2培 養器で培養し、肝細胞を回収後、DNAを 抽 出した。

DHBVDNAの 検 出は、抽 出した肝細胞DNA(5μg)を[α-32P]dCTPで 標識したDHBVDNAプ ロ

ーブを用いて、前述したスポットハイブリダイゼーション法あるいはサザンハイブリダイゼーション法により

行った。また、m-dsRNAとD-FMAUの 抗 ウイルス活性は、DHBVDNA量 を50%抑 制する濃度

(ED50)を 算出して評価した。結果は、平均値 ±標準誤差で表した。
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(13) DHBV感 染初代肝培養細胞におけるDHBVRNAの 解析

m-dsRNA(1.0μg/ml)とD-FMAU(0.1μg/ml)を 添 加 した培養 液 で16日 間 培 養 した肝 細 胞 から

RNAを 抽 出 した。RNAの 抽 出 はAGPC(acid guanidinium thiocyanate phenol-

chloroform)法58)に 準 じて行った。精 製 した肝 細胞RNA(15μg)を1%ア ガ ロースゲル で電気 泳 動後、

ナイロンフィル ター にプロットし、[α-32P]dCTPで 標識 したDHBVDNAプ ローブを用 いて、前述 した方

法でハイブ リダイゼ ー ションを行 い、DHBVRNAを 検 出した。
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結 果

(1) DHBV感 染アヒルに対するm-dsRNA単 回投与による抑制作用

(1)-1、 血液中DHBVDNA量 の変化

m-dsRNA 5mg/kg単 回投 与により、投与した全てのアヒルの血液 中DHBVDNA量 の減少が認

められた(Fig.5)。 スポットハイブリダるゼーションにより血液 中のDHBVDNA量 を定量化し、その経時

的変化率の解析を行った。投与1日 から3日後までm-dsRNA投 与群で対照群に比べ約50～80%ま

で抑制され、統計学的に有意なDHBVDNA量 の減少が認められた(P<0.002)(Fig.6)。 しかし、投

与4日 後 にはDHBVDNA量 は増加し、対照群と同水準に復した。m-dsRNAはDHBVDNA合 成量

を抑制することが明らかとなり、その作用 は一過 性である事が認められた。

(1)-2、 肝組織DHBVDNA合 成抑制作用

m-dsRNAは 血液 中のDHBVDNA量 を減少することが認められたので、肝組織 におけるDHBV

複製 に対する作用 を調べた。m-dsRNA 5mg/kg投 与前 と投 与2日 後の肝組織 にお けるDHBV

DNA複 製様式をサザンハィブリダイゼーションで解析した。滅菌生理食塩水を投与したアヒルでは、肝

組織 におけるDHBVDNA合 成の抑制は認められなかったが、m-dsRNA投 与アヒルの全例で

DHBVDNA合 成抑制が認められた(Fig.7)。 放射活性測定による解析ではDHBVDNA複 製過程に

おけるRC、SC、SSは 、それぞれ約45～65%抑 制された(Fig.8)。m-dsRNAはDHBVDNA複 製

の全ての過程において合成を抑制することが認められた。
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Fig.5  DHBV感 染 アヒル にお けるm-dsRNA 単回投 与後の血液 中DHBVDNA 量の変化

(スポ ットハ イブ リダ イゼ ー シ ョン)

A～C:滅 菌生理 食塩水投与群

D～L:m-ds RNA、 5mg/kg 単回投与群

St: クロー ン DHBVDNA の段階希釈
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Fig.6 DHBV感 染アヒルにおけるm-dsRNA単 回投与後の血液 中DHBVDNA量 変化率

DHBVDNA量 の変 化率 を平均 値 ±標 準 誤差 で表示 した。

●:滅 菌生 理食 塩水 投 与群(10羽)

○:m-dsRNA、5mg/kg単 回投 与群(9羽)

※:P<0.002(Mann-Whitney U test)
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Fig.7 DHBV感 染アヒル にお けるm-dsRNA単 回 投与 後 の肝 組 織 のDHBVDNAの 変化

(サザ ンハイブ リダイゼー ション)

1:滅 菌生理食塩水投与アヒル

2～4:  m-dsRNA、 5㎎/㎏ 投与群

5:ク ローンDHBVDNA

a:処 置 前

b:処 置2日 後

RC:  relaxed circular  DNA、 L:  1inear DNA、 SC:  super coiled DNA、

SS:  single stranded DNA
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Fig.8 DHBV威 染アヒル にお けるm-dsRNA単 回投 与 後の肝 組織 のDHBVDNA複 製の変 化

Control:滅 菌 生理 食塩 水投 与

Treatment: m-dsRNA、5mg/kg投 与

Pre:処 置 前

Post:処 置2日 後

RC: relaxed circular DNA、SC: super coiled DNA、SS: single stranded DNA
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(1)-3、 血液 中IFN活 性 と2'-5'オ リゴアデ ニル 酸合 成 酵 素活 性 の経 時的 変化

DHBV感 染 アヒル にお けるm-dsRNA投 与(5mg/kg)後 の血 液 中のIFN活 性 と2'-5'オ リゴアデニ

ル 酸 合成 酵素 活性 を、投 与前 、投 与3、6、9、12、24、48時 間 後 に測 定 した。

IFN活 性 はm-dsRNAを 投 与 した全てのアヒル(4羽)に おい て認 められ 、そ の活 性 は、投 与3時 間

後 に極値 に達 した(Fig.9)。 極 値 時 の平 均IFN活 性 は375.6experimental units/mlで あった。そ

の後 、IFN活 性 は急速 に低 下 し、投 与24時 間後 には投 与前 の活 性 値 に復 した。一 方 、2'-5'オ リゴア

デ ニル酸 合 成 酵 素 活 性 は 、IFN活 性 が極値 となった3時 間後 か ら徐 々 に上 昇し、投 与48時 間後 にお

い ても1600pmol/dl以 上 の高 い活性 が維持 され た。

DHBV感 染アヒル にお いてm-dsRNAはIFN産 生 を誘 導 し、引き続 き2'-5'オ リゴアデニル 酸合 成

酵 素の 産生 を誘 導す ることが 認め られた。
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Fig.9 DHBV感 染アヒル にお けるm-dsRNA単 回投 与 後 の血液 中IFN活 性 と2'-5'オ リゴアデニル

酸合成酵素活性

●: IFN活 性(4羽)

○: 2'-5'オ リゴアデニル 酸合 成 酵 素活性(3羽)

横 軸 はm-dsRNA(5mg/kg)投 与後 の時 間を示す 。
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(2)DHBV感 染アヒルにおけるm-dsRNAの 複数回投与による抑制作用

(2)-1、 血液 中DHBVDNA量 の変 化

m-dsRNAの 単 回投与により一過性であるが、DHBV複 製の抑制 が認められたので、投与 回数を

増加し抑制実験を行った。m-dsRNA0.2mg/kg(4羽)あ るいは1.0mg/kg(6羽)、7日 間連続静脈

内投与により、投与終了時 には全てのアヒルで血液 中DHBVDNA量 の低下が認められた(Fig.10)。

また、一部のアヒルには投与終 了2週 後においても持続 的な抑制作用が認められた。滅菌生理食塩 水

を投与した対照群(4羽)で はDHBVDNA量 の低下は認められなかった。

単回投与実験と同様に、血液 中DHBVDNA量 の経 時的な変化率の解析を行った。投 与終 了時 に

は0.2mg/kg群 と1.0mg/kg群 において、それぞれDHBVDNA量 は約76%お よび約65%減 少し、

対照群と比較して統計学的に有意なDHBVDNA複 製の抑制が認められた(P<0.05)(Fig.11)。 ま

た、投与終 了後、血液 中DHBVDNA量 は上昇傾 向を示したが、終了2週 後においてなお約50%が

抑制されていた。また、m-dsRNAの0.2mg/kg投 与群と1.0mg/kg投 与群における抑制作用 には有

意差 は認められなかった。m-dsRNAの 連続投与により、単回投与では認められなかったDHBV複

製 の持続的な抑制が認められた。
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Fig.10 DHBV感 染アヒルにお けるm-dsRNA連 続 投 与 後の血 液 中DHBVDNA量 の変化

(スポットハイブリダイゼー ション)

対照群 のアヒル に は滅 菌 生理 食塩 水を7日 間連続 投 与 した。

m-dsRNAは0.2㎎/㎏ あるい は1.0㎎/㎏ を7日 間連続 投与 した。

St:ク ロー ンDHBVDNAの 段 階希 釈
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Fig.11 DHBV感 染アヒルにおけるm-dsRNA連 続投与後の血液 中DHBVDNA量 の経時的変化

DHBVDNA量 の変 化率 を平 均値 ±標 準 誤差 で表示 した。

●:滅 菌生理 食塩 水投 与群(4羽)

▲: m-dsRNA、0.2㎎/㎏ 、7日 間連 続投 与群(4羽)

△: m-dsRNA、1.0㎎/㎏ 、7日 間連 続投 与群(6羽)

※: P<0.05(Mann-Whitney U test)
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(3)DHBV感 染初代肝培養細胞おけるm-dsRNA及 びD-FMAUに よるDHBV複 製抑制

(3)-1、DHBV初 代肝培養細胞にお けるDHBVDNAの 複製

DHBV感 染アヒルの初代肝細胞を培養 し、DHBV複 製の経時的変化 を調べた。DHBVDNAは 培

養直後から16日 後まで肝細胞内で徐々に増加 し、16日 以降はほぼ平衡に達した(Fig.12)。 しかし、

DHBVDNAは 培養上清 にほとんど検 出されなかった。この結果から、初代肝培養細胞 における化合

物の抑制実験の評価 は培養16日 後の肝細胞内のDHBVDNA量 を基準として行った。

(3)-2、DHBV感 染初 代肝 培養 細胞 にお けるm-dsRNA及 びD-FMAUのDHBVDNA複 製 に

対する抑制作用

DHBV感 染初 代肝培 養 細胞 のm-dsRNA及 びD-FMAU添 加16日 間培 養 では、化合 物 の濃 度依

存 的 にDHBVDNA複 製 の抑 制が 認められた(Fig.13)。DHBVDNA複 製 を50%抑 制 する濃度

(ED50)はm-dsRNAで0.34±0.06μg/ml、D-FMAUで0.007±0.001μg/mlで あり、D-FMAU

はm-dsRNAの 約48倍 強 い抑 制活 性 を示 した。また 、m-dsRNA添 加 培養 上 清 中にはIFN活 性 は

検 出されなかった。

(3)-3、 化合物によるDHBV複 製抑制の持続

化 合物 添加 培 養液 で16日 間培 養 後 、さらに7日 間 の化合 物 無 添加 培 養 後 のDHBVDNA複 製 の抑

制 を検討 した。m-dsRNAの0.5±0.07μg/ml相 当投与 量 が投 与 中止 前 のED50:0.34±0.06

μg/mlに 相 当し、m-dsRNAの 抑制 作用 は化 合 物 添加 中止 後 、少 なくとも7日 間持続 した(Fig.14)。

m-dsRNAの 持続 抑 制作用 は、DHBV感 染 アヒル にお ける連 続 投 与 による抑 制作 用 と同じであり、

in vitroで 再 現性 が認 められ た。

一方 、D-FMAUは 添加 中止 により、0.12±0.09μg/ml相 当投 与 量 でDHBVDNA複 製 が50%抑

制 され たが 、その抑制 作 用 は化 合物 添加 中止 により約17倍 減 少 した(Fig.14)。D-FMAUに は

m-dsRNAで 認 められ た化合 物 添加 中止 後 の持 続 的抑 制 作用 が認 められ ず 、両者 の化 合 物 にお け

るDHBVDNA複 製抑 制作 用機 序 の相違 が推 定 され る。
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Fig.12 DHBV感 染 初代 肝培 養 細胞 にお けるDHBVDNAの 複製(サ ザ ンハイブ リダイゼー ション)

初代肝培養細胞培養直後から22日 までのDHBVDNA複 製の経時的変化を示す

RC: relaxed circular DNA、 L: linear DNA、SC: super coiled DNA、

SS: single stranded DNA
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Fig-13 DHBV感 染 初代肝 培 養 細胞 にお けるm-dsRNA及 びD-FMAUのDHBVDNA複 製 抑 制

作用(サ ザ ンハイブリダイゼー ション)

RC:  relaxed circular DNA•A L: linear DNA•A SC: super coiled DNA•A

SS:  single stranded DNA
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Fig.14化 合物除去後のDHBVDNA複 製抑制の持続

A: m-dsRNAに よる抑制

B: D-FMAUに よる抑制

実線:16日 間連続化合物添加による抑制

波線:16日 間連続化合物添加後、7日間、化合物無添加培養 における抑制
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(3)-4、DHBV感 染初 代肝 培 養 細胞 にお けるm-dsRNA及 びD-FMAUのDHBVRNAに 対 す る

抑制作用

添加 中断後の抑制作用の持続性がm-dsRNAとD-FMAUで は異なるためDHBVRNA転 写に対

する抑制作用を検討した。

m-dsRNAとD-FMAUの それぞれDHBVDNA複 製を約80%抑 制する濃度で16日 間添加培養し

た。m-dsRNAは 対照と比べDHBVRNA転 写を著しく抑制した。D-FMAUに おいてもDHBV

RNA転 写の抑制を認めたが、その作用 はm-dsRNAよ りも明らかに低値であった(Fig.15)。

m-dsRNAは 主としてDHBVRNA転 写を、また、D-FMAUは 主としてDHBVDNA複 製を抑制し

ていると推定された。
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Fig.15 DHBV感 染 初代 肝 培養 細胞 におけるm-dsRNA及 びD-FMAUのDHBVRNAに 対 す る

抑 制 作用(ノ ーザンハイブリダイゼー ション)

18S、24S:リ ボゾームRNAの 位 置を示 す
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考 察

現 在 、HBV感 染 症 の治 療 はIFN療 法 とlamivudineやadefovir dipivoxil(adefovirの プロドラッ

グ)などの核 酸類 似 体 による化 学療 法 が 中心となっている59)。しか し、IFNの 単 独療 法 にお いて は、血

液 中HBVDNA量 や ウイル ス抗 原 の減 少 、肝 酵 素 レベ ル の 正 常 化 、あるい はHBe抗 原 からHBe抗

体 へのセ ロコンバ ー ジョンなどの 治療 効 果 が20～30%の 患 者 に限 られ ること59)、また、HBVの

genotypeに より抑 制 効果 に差 があることが 問題となっている60)。lamivudineやadefovir dipivoxilな

どの核 酸類 似 体 療 法 にお いても、患 者 血液 中のHBVDNA量 などの減 少 が認 められるが 、長期 投 与 に

よる薬 剤 耐性 株 の出現 が臨床 上 問題 になっている61,62)。このため 、HBV感 染症 に対 する新 たな治療 薬

の開発 が望 まれ る。

m-dsRNAはIFN誘 導 体 として知 られ てい るが 、マ ウスにお いてはIFN以 外 の リンフォカインの誘 導

や ナチュラルキラー 細 胞 の活性 化 を導 くことが明 らかにされ ている47)。また、m-dsRNAと 同類 の2本

鎖RNAで あるpoly(I):poly(C)が 選択 的 にHBV遺 伝 子 の転 写を阻害 す ると報 告 されている63)。本 研

究 に おい ても、HBV感 染 モ デ ル として用 いたDHBV感 染 アヒル に対 してm-dsRNAが 血 液 中 の

DHBVDNA量 抑 制 作 用 を有 す ることが 明 らかとな り、HBVに 対 しても同 じ作 用 が期 待 できる。一方 、

健常人にm-dsRNAを 投与した場合、IFNや2'-5'オ リゴアデニル酸合成酵素などの有意な誘導活

性が認められなかったという報 告がある64)。この報告においてm-dsRNAは 約1時 間かけて静脈 内に

投与されており、RNaseに 対し高い感受性をもつm-dsRNAは 、充分な活性 を誘導する前にRNase

により分解された可能性も推定される。今後の臨床試験の課題としてm-dsRNA投 与量や投与方法な

どの検 討 が必要 である。本 研 究 においてm-dsRNAの 投 与量 によるDHBV感 染 アヒル に対 する

DHBV抑 制作用に差は認められなかった(Fig.11、12)。 この結果から、m-dsRNAは0.2mg/kg以

下の低用量でもDHBV感 染アヒルに対し作用が期待できる可能性がある。

近 年 、小型 哺 乳類 ツパイの肝細 胞 にHBVが 自然 感染 す ることが明 らかとなり、この感 染 実験 系 で

lamivudineやadefovirの 抗HBV活 性 が確 認された65)。この報 告 では 、lamivudineとadefovirの 併用

により相 乗 的な抑制 効 果 は認 めなかった。これ らの核 酸類 似体 はウイル スDNA合 成 を同様な機 序 、す

なわちウイルスの逆転 写 酵 素阻 害 により抑制 する。本研 究 におい てm-dsRNAは 主 としてDHBV
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RNA転 写阻 害 を、一方 、核酸 類 似体 であるD-FMAUは 主 としてDHBVDNA複 製 阻 害を示 し(Fig.1

3、15)、 両 化 合 物 の ウイルス複 製 抑 制 機 序 が異 なることが 明 らか に され た。m-dsRNA投 与 により

DHBV感 染 アヒル においてIFN活 性 と2'-5'オ リゴアデ ニル 酸合 成 酵素 活性 が 認め られ たことから、

m-dsRNAがDHBVRNA転 写を阻害 す る機 序 の一 つ として、IFNと2'-5'オ リゴアデニル 酸合 成 酵

素誘 導 に続 くRNaseL活 性誘 導 によるウイル スmRNAの 分 解 が推 定され る(Fig.3)。HBV感 染者 の治

療 法 として化 合物 の併 用投 与 を行 う場合 には、作 用機 序 が異 なる組み 合 わせ が望ましい。実際 、

Demirturk66)ら はB型 慢 性 肝 炎 に対 してIFN-α とlamivudineの 併 用 は 、IFN-α とadefovirの 併

用 より高 い 治 療 効 果 を示 したと報 告 して お り、Yalcin67)ら も、IFN-α の 単 独 療 法 よりIFN-α と

lamivudineの 併用 の方 がB型 慢性 肝 炎 患者 血 液 中のHBe抗 原 の減少 率 が高 かったと報 告 している。

しかし、一 方で小 児 のB型 肝 炎患 者 におい て、IFN-α の単 独療 法 とIFN-α とlamivudineの 併用 療 法

で は治療 効 果 は同 じで あったという報 告 もあり68)、HBV感 染者 に対 す る化 合物 の併 用療 法 に関 しては、

今後 の詳 細な研 究が必 要である。

本研究において、m-dsRNAとD-FMAUのDHBV複 製抑制作用の持続性の相違が明らかにされ

た(Fig.10、11、14)。D-FMAUに はDHBVDNA複 製の持続的な抑制作用が認められなかったが、

m-dsRNAはin vivo、in vitroい ずれ においても投与 中止後、少なくとも7日 間は持続的にDHBV

DNA複 製を抑制した。この持続抑制には、2'-5'オ リゴアデニル酸合成酵素活性の持続が影響してい

る可能性がある。2'-5'オ リゴアデニル酸合成酵素活性はin vivoの 実験 において、少なくとも48時 間

まで維持していた(Fig.9)。 従って、肝細胞 中に2'-5'オ リゴアデニル酸が長時間蓄積され、RNaseL

などの誘導酵素がDHBVRNA転 写阻害を維持 し、結果的にDHBVDNA複 製の持続的抑制をきた

す 可能性 が推測される。HBV感 染者においてもIFN投 与により血液 中に2'-5'オ リゴアデニル酸合成

酵素活性 が認められ、この酵素活性の上昇がIFNのHBV抑 制作用を反映していることが知られている

69.70)
。しかし、Shindo69)ら は、IFN投 与後の2'-5'オ リゴアデニル酸合成 酵素活性 は12時 間後に極値

に達し、以後減少すると報告しており本研究の結果 と異なる。Shindoら の検討 は血液 中あるいは末梢

血の単球 における酵素活性であり、ウイルス抑制作用の持続性との関連 を明確 にするには、肝細胞に

おける2'-5'オ リゴアデニル酸合成酵素活性および2'-5'オ リゴアデニル酸合成量とウイルス抑制作用
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との関連性を検討する必要がある。

核 酸 類 似体 で あるD-FMAUに はm-dsRNAで 得 られ た投 与 中止 後 の持続 的なDHBV複 製 抑 制

作用 は認 められなかった。同 じ成績 が核 酸 類似 体 であるlamivudine投 与のHBV感 染者 においても認

め られている71)。多くの核酸 類 似 体 は細 胞 内で宿 主 のキナ ーゼ により三 リン酸 化 され た後 、ウイル スの

ポリメラーゼ に対 して本 来 の核 酸 基 質と競合 拮 抗 し、ウイル スDNA合 成 を阻 害す ることにより抑制 作 用

を示す43,72)。従 って、ウイル スDNAポ リメラーゼや鋳 型 となるウイルスRNAが 完 全 に除去 され ない 限 り、

持 続 的な抗 ウイル ス活性 は期 待できない 。

HBVのDNAポ リメラー ゼ はレトロウイルスの逆転 写酵 素 と同様 に、DNA複 製 過 程 にお ける読 み違

いが 多く、また読 み違 い に対す る修 飾 能 力 も有 していない ので多 くのHBV変 異 株 が形 成 され や す い

73,74)
。そ の為 、核 酸 類似 体 に対す るウイルス耐 性 株 が 出現 しやす い。実 際 、lamivudine療 法 を1年 間

続 けると32%、4年 間続 けると66%に 変異 耐性 株 が出現 す る75,76,77)。adefovirは48週 間 の投 与 で は耐

性 株 は出現 しなかったが 、それ以 上 の長 期 投 与 により耐 性 株 が分離 され 、臨床上 問題 となっている78,79)。

しかし、lamivudineとadefovirに 対 する耐性 株 のHBVDNAポ リメラーゼ のアミノ酸 配列 の変 異 部位 が

異 なるため、lamivudine耐 性 株 はadefovirに 対 して感 受性 を示 し、adefovir耐 性 株 はlamivudineに

対 して感受性 を示 す。臨床 においては2剤 の化 合 物 の併 用 の効果 が期 待 され る。

最 近 、mRNAを 特 異 的 に抑制 す るRNA interference(RNAi)が 明 らか にされ ている。RNAiは2

本 鎖RNAが 誘 発 する配列 特 異 的な遺 伝 子発 現 抑 制 様式 で 、線 虫や 植 物 でも認 められてお り、最終 的

に標 的 となるmRNAを 切 断あるいは翻 訳 を抑制 する80)。このRNAiの 手 法を使 用 してHBV遺 伝 子 が組

み 込まれたHepG2.2.2.15細 胞 にお いて、HBVの 蛋 白合成 を特 異 的 に抑 制 したとの報 告がある81,82)。

また、Ying83)ら は、特 異 的配 列 を有 したRNAiはlamivudine耐 性 株HBVに 対 しても、その複 製 を72

～98%抑 制 したと報 告している。さらに、HBVDNA挿 入 プラスミドをマウスに注 入した実 験感 染 モデル

にお い て、RNAi手 法 によりHBV蛋 白合 成 が抑 制 され た と報 告 され てい る84,85)。本 研 究 にお い て

m-dsRNAも ウイルスRNAを 標 的 として持 続 的な抗 ウイルス活性 を有す ことが 明 らにされ 、その有 用

性 が示 されたが 、m-dsRNAに よる抑 制 は非特 異的 であり、今後 、特 異 的 にウイルスのmRNAを 阻害

す るRNAi手 法 の臨床 応用 に興 味 が持 たれる。
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臨床におけるHBV感 染 の治療は未だ充分でなく、特 異的配列を有するRNAiな どの新たな治療方

法の開発 が必要である。また、IFN及 びm-dsRNA、 異なる構造式をもつ核酸類似体など、これ らを

組み合わせて使用することにより、各化合物の副作用を軽減し、かつ相乗的、相加 的なHBV治 療効果

の向上が期待される。今後、更なる研究が望まれる。
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総 括

本研究において、m-dsRNAのDHBV複 製に対する抑制作用を検討し、以下の結論を得た。

1、m-dsRNAはDHBV持 続感染アヒルとDHBV感 染アヒル初代肝培養細胞においてDHBVDNA

複製の抑制作用を有することが明らかとなった。

2、m-dsRNA投 与 によりDHBV感 染 アヒル の末 梢 血液 中にIFNお よび2'-5'オ リゴアデ ニル 酸 合 成

酵 素 の活 性 が認 め られ た。IFN活 性 は一 過性 であったが、2'-5'オ リゴアデ ニル 酸 合成 酵 素 活性 は少

なくとも48時 間 は持続 した。

3、m-dsRNAの 連続投与によりDHBV持 続感染アヒルおよびDHBV感 染アヒル初代肝培養細胞に

おいて、DHBVDNA複 製が持続的に抑制された。D-FMAU投 与によってもm-dsRNAに 比べ強い

DHBVDNA複 製の抑制が得られたが、持続 的抑制 は認められなかった。

4、m-dsRNAは 主としてDHBVRNA転 写 阻害 を、D-FMAUは 主 としてDHBVDNA複 製 阻 害をき

たす 事が 明らかとなった。
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