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学位論文題名 

Development and implementation of a compound screening assay  

to identify antivirals against rabies virus 

（狂犬病ウイルスに対する抑制作用を有する化合物の 

スクリーニングアッセイ法の開発と化合物の探索） 

 

 狂犬病はラブドウイルス科、リッサウイルス属に属する狂犬病ウイルス (Rabies 

virus: RABV)による急性、致死性の脳脊髄炎を起こす感染症であり、主に RABV に

感染した動物に咬まれることにより感染する。感染者の 80%は運動過多、恐水症、

恐気症を伴う興奮等の脳炎症状を呈し、残りの 20%は全身性の筋力低下を伴う麻痺

性の症状を呈する。潜伏期は咬傷部位によって異なる。狂犬病ワクチンは予防的投

与、及び咬傷を受けた後の暴露後投与 (post-exposure prophylaxis：PEP) として使用

されている。これまでに治療薬の候補としてリバビリン、ケタミン、インターフェ

ロン等の薬物が提唱されているが、臨床的に効果の有る薬物は未だ見出されてお

らず、狂犬病の症状を呈した症例はほぼ 100％が死亡の転機をとる。 

本博士論文は、RABV 抑制作用を有する化合物を見出すために、低分子化合物の

スクリーニング方法を考案すると共に、考案した方法を用いて、抗 RABV 作用を有

する核酸アナログを同定した結果について報告した。 

 第 1 章では、低分子化合物をスクリーニングするアッセイ系を確立するために、

従来の luciferase に比して、活性、基質特異性が高いと報告されている Nanoluc 

luciferase (Nluc)をコードする組み換え RABV (rRABV)を作製した。RABV は一本鎖

の(－)鎖 RNA ウイルスで、nucleoprotein (N)、phosphoprotein (P)、matrix protein (M)、

glycoprotein (G)、RNA-dependent RNA polymerase (L)の 5 種類のタンパク質をコード

し、各々の遺伝子の間は intergenic region と呼ばれる短い塩基で区切られている。

rRABV を作製するにあたり、Nluc を RABV のゲノムに挿入する位置について検討

し、N-P 間の intergenic region に Nluc を挿入する場合の方が、G-L 間に挿入する場

合よりも Nluc 活性が有意に高いことを明らかにした。次に、抗 RABV 作用が知ら



れているリバビリンを用いて、rRABV の Nluc 活性を評価した結果、リバビリンの

濃度依存性に Nluc 活性が低下することを確認した。以上の結果から、本研究で作

製した Nluc をコードする rRABV は低分子化合物のスクリーニングに有用であるこ

とが示された。 

 第 2 章では、rRABV を用いて、リバビリン、およびそのアナログである EICAR、

EICNR、BICAR、mizoribine の抗 RABV 作用を解析した。これらの化合物の中で抗

RABV 作用が強かった EICAR、EICNR を対象として、さらに詳細な解析を実施し

た。化合物の作用機序を明らかにするために、① 化合物を細胞に作用させ、その 1

時間後に rRABV を接種する実験、② rRABV を化合物と混和して、その 1 時間後

に細胞に接種する実験、③ rRABV を接種した後に、化合物を異なる時間において

細胞に添加する実験を実施した。その結果、EICAR と EICNR は rRABV の細胞接

着や侵入を阻害せず、細胞侵入後の早期の段階で作用していることが明らかになっ

た。さらに、RABV の minigenome assay を構築し、化合物存在下での RABV ゲノ

ムの複製効率を調べた結果、EICAR、EICNR、は濃度依存性に RABV ゲノムの複

製を抑制し、EICAR は 0.2-5 M と低濃度でゲノム複製を抑制することが明らかに

なった。また、RABV N mRNA および、RABV ゲノム RNA の量を qRT-PCR assay

で測定した結果、EICAR は 1.25-5 M で RABV N mRNA および RABV ゲノムの量

を有意に低下させることが判明した。 

以上の結果から、今回対象としたリバビリンのアナログの中では、EICAR が最も

低濃度で RABV 感染を抑制する化合物であること、また、その作用機序は RABV

のゲノム複製の阻害であることが明らかになった。 

本研究は、RABV 抑制作用を有する化合物を見出すために、低分子化合物のスク

リーニング方法を考案すると共に、考案した方法を用いて抗 RABV 作用を有する核

酸アナログを同定した。以上、本研究は、狂犬病に対する新たな治療法確立の基盤

となる知見を見出すことに成功した。 

よって、審査委員一同は、上記学位論文提出者 Paulina Duhita ANINDITA 氏の学

位論文は、北海道大学大学院獣医学研究科規程第 6 条の規定による本研究科の行う

学位論文の審査等に合格と認めた。 

 

 


