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 A covalent drug is a molecule that forms a covalent bond with the target enzyme and 
inhibits its function with high efficacy. In addition, the inhibitory effect is irreversible, and 
a long-lasting activity can be expected. However, a covalent drug often forms a covalent 
bond with off-target proteins, and the side effects resulting from this have been a major 
issue for covalent drug development. In light of these problems, I propose a strategy 
“covalent drugs activatable by the target enzymes”. In this strategy, since the inhibitor 
acquires the reactivity only after activation by the target enzyme, no covalent bond 
formation occurs for off-target proteins. This mechanism would be an effective solution to 
the target selectivity problems of covalent drugs. 
 In this study, a new nucleoside analogue that has a nucleophilic group at 2’-position was 
designed to target HIV reverse transcriptase. The designed inhibitor could be converted into 
a reactive species upon the polymerase-mediated chain-elongation reaction, and thus react 
with and irreversibly inhibit the target polymerase. The designed compound actually 
showed irreversible inhibition mode against several viral polymerases and promising 
antiviral activities in cellular experiments. This new molecular mechanism can be the basis 
of a versatile strategy for designing irreversible inhibitors that inhibit strongly and 
selectively the target viral polymerases. 

 
 
 
1.研究背景  

 共有結合医薬は、標的酵素と共有結合を形成してその機能を

阻害する医薬分子で、高い阻害活性を有する 1。また阻害効果

が不可逆的であり、持続性の高い阻害が期待できる。これらの

優れた特性から、近年様々な酵素を標的とした共有結合阻害薬

が開発されており、実際上市にまで至っている例も少なくない

（図 1）。しかし、共有結合医薬は標的以外のタンパク質と共有
結合を形成する場合が多く、それに由来する副作用が、共有結

合医薬開発における大きな課題となっている。 
このような問題点を踏まえ、本研究では「標的酵素によって

活性化される共有結合医薬」の戦略を提唱する。本戦略では、

阻害剤は標的酵素が行う酵素反応によって活性化されて初め

て反応性を獲得するため、標的外との共有結合形成は起こら

ず、共有結合医薬の標的選択性の問題を解決する有力なアプロ

ーチとなる。 
 

  

図１. 従来の共有結合医薬の特徴と本研究における戦略 
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２.研究目的  
 具体的には、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)を標的とした逆
転写酵素阻害剤の開発を行った。RNA ウイルスの一種であ
る HIVウイルスは、図 2に示すような生活環を有する。宿
主細胞に感染した後、細胞質内にウイルスRNAを放出する。
この RNAを元に HIVの逆転写酵素が HIV DNAを合成し、
宿主の DNAに組み込まれる。そこから HIV RNAが合成さ
れ、ウイルス殻タンパク質や逆転写酵素などが合成され、そ

れらがアセンブリして HIVを形成し、細胞から放出される。
このように逆転写酵素は生活環において重要な役割を果た

しており、本酵素を標的とした可逆阻害剤は、AZT を代表
とする核酸アナログを含めて数多く知られている 2。本研究

では、アデノシンの 2’位に求核的置換基を導入したアデノ
シンアナログ（A'）を設計し、この核酸アナログが逆転写酵
素により新生 DNAに取り込まれることにより活性化され、
共有結合医薬としての反応性を獲得するという分子デザイ

ンを行った。 
 
３. 設計化合物の評価 
  A'に対応するトリリン酸体（dA'TP）の合成を行い、ウイルス性逆転写酵素への取
り込み評価を行った。図 3Aに示した鋳型 RNA及び蛍光修飾 DNAプライマーを基質
として、プライマー伸長反応を行った。その結果 dA'TPは、通常の dATPと同様に伸
長反応を引き起こし、逆転写反応の基質として認識されることが明らかとなった。

dA'TPの他に dATP以外の dNTPを含む系では DNA伸長が確認され、さらに反応混合
物のMS解析から、DNA伸長に伴う反応活性種の生成を示唆するデータも得られた。 
 以上のように逆転写酵素への取り込みを確認した後、不可逆阻害の検証も行った

（図 3B）。上記のようなプライマー伸長反応を、天然基質である dATP、可逆阻害剤
であるジデオキシアデノシンのトリリン酸体 （ddATP）、あるいは dA'TPで行った。
続いて限外濾過によりこれら低分子を除去し、回収した酵素で 2回目のプライマー伸
長反応を dNTPを基質として行い、その収率に基づき不可逆阻害活性を評価した。そ
の結果、ATPあるいは ddATPで処理した場合は活性が回復したのに対し、dA'TPの場
合は活性が回復せず、開発した A'での不可逆阻害活性が確認できた。 
 最後に本化合物の抗 HIV 活性の評価を行った。HIV 感染細胞に化合物を投与する
本実験では A'のプロドラック体を使用した。天然型の HIVに対しては、既存薬の AZT
には及ばない活性であったが、代表的な変異型ウイルス（M41L/T69SSG/T215Y）に
対しては、AZTを 10倍程度上回る活性が観察された。現在は更なる構造誘導化を行
い、活性向上に向けた検討を続けている。 
 

４.まとめ 

本研究では「標的酵素によって活性化される共有結合医薬」という分子設計指針に基づき、新規の抗 HIV 薬の開発を行
った。開発した核酸アナログは設計の通りウイルス性逆転写酵素に対する不可逆阻害活性を示し、変異型 HIV に対する
高い阻害活性が確認できた。今後更なる誘導化を通じて、より活性に優れた抗 HIV薬の開発を目指す。 
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図２. HIVの生活環と抗 HIV薬の分子標的 

図３. 開発した化合物の活性評価 
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