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CENTER FOR ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME RESEARCH 
LABORATORY OF VIRAL PATHOGENESIS 
  
 Human immunodeficiency virus (HIV) is a causative infectious agent for acquired 
immunodeficiency syndrome (AIDS). After the discovery of HIV, it has been well known that 
‘‘retroviruses cause some human diseases’’. Therefore, we now realize the importance of retrovirus 
research. The isolation of human retroviruses was the 5th major discovery and provided paradigm 
shift on the history of Retrovirology. The 1st~4th major discoveries are as follows; (1) the isolation 
of a pathogenic retrovirus, (2) the development of the focus assay for oncogenic retrovirus, (3) the 
discovery of reverse transcriptase, (4) the derivation of retroviral oncogene from cellular genomes. 
It is clear that these discoveries provided strong advances not only on Virology itself but also 
general Cell Biology. Many information on Molecular Biology has been obtained from these 
retrovirus researches. Therefore, we believe that our efforts will contribute to Medical as well as 
Life Sciences. 
 
1) Replication of Viral Genome: J. AOKI, T. YOSHIDA, H. KITAYAMA, Y. SHINODA, 

K. SATO, Y. MIURA, Y. KOYANAGI 
 
 Virus infects cell and replicates. Without the cells virus cannot survive. Viral genome move 
from virion-producing cell to adjacent naïve cells. This is a most significant characteristic of virus. 
The mechanism of this infection event is a primary theme. The event of genome movement is not 
restricted in cell to cell infection. Inside cells, viral genomes or/and viral proteins move. Virus 
uses cellular trafficking machinery. However, we don’t know yet how many cellular factors virus 
requires for its replication. To understand the mechanism of viral replication we are trying to 
isolate genes directly associated HIV-1 replication. Some inhibitory genes have been successfully 
isolated so far. Using cell biological methods based upon imaging technique the molecular events 
have been investigated. We wish to learn the mechanism.  
 
2) Mechanism of HIV Pathogenesis: Y. MIURA, H. KITAYAMA, H. Y. ANDO, H. 

OKADA, N. MISAWA, Y. KOYANAGI  
 

HIV causes immunodeficiency as well as neurodegeneration in humans. The mechanism of 
these diseases remains unclear. We have been analyzing how the diseases occur using in vitro-cell 
culture models and in vivo-animal models. In HIV encephalopathy, neurons are mainly destructed, 
but the influence to undifferentiated cells is unknown. We analyze its pathogenesis using above 
systems, and found undifferentiated cells in central nervous system are affected in functions, and 
fall into a differentiation disturbance to neurons. Now we are analyzing the details more.  In 



addition, we are searching the host origin neuroprotective factors in the pathogenesis of 
neurodestructive HIV encephalopathy.  Many candidate genes probably coding neuroprotecting 
factors are identified and the research is now progressing. 
 
3) Mechanism of Herpes Virus Neuropathogenesis: Y. MIURA, H. KITAYAMA, A. ANDO, 

Y. KOYANAGI 
 

Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) invades central nervous system and induces lethal 
encephalitis. We developed a rat model of HSV-1 encephalitis by using a neurovilulent HSV-1. 
The development of the encephalitis is dependent upon the infancy of the animal. We examined 
the mRNA profile in a recovery process from encephalitis and newly identified some molecules 
participating in the recovery step. Furthermore, the infection efficiency in the undifferentiated cells 
was extremely higher than in the terminal differentiated neurons. In addition, the undifferentiated 
cells appeared to be showing resistance to cytotoxicity by HSV infection and we are analyzing the 
associated factors. 
 
4) Development of Lentivirus Vector System for Gene Therapy and Gene Discovery: J.     

AOKI, T. YOSHIDA, K. SATO, Y. SHINODA, Y. KOYANAGI 
 
 Virus transmits the gene into cells. It has been trying to take advantage of this viral nature for 
gene therapy in human disease. HIV-based virus (lentivirus) vector has further promising 
properties to infect non-dividing cell and integrate in chromosome DNA, especially in human 
hematopoetic and neuronal cells. Purpose of this project is improvement of the vector system for 
practical use as well as discovery of gene functions. We recently developed a functional screening 
system using lentivirus vector.   
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附属エイズ研究施設       Center for Acquired Immnodeficiency Syndrome Research 
感染病態研究領域                    Laboratory of Viral Pathogenesis 
 
平成 17 年 4 月に本学医学研究科博士課程に芳田剛が、本学生命科学研究科修士課程に
安藤良徳と佐藤佳が入学した。研究室が本館 5階西から新館 2階東へ移動した。 
 
われわれの取り組んでいるエイズの原因ウイルスである HIV の発見により、「レトロウ

イルスは人の病気の大きな要因である」とその重要性が認知された。この発見は、レトロ

ウイルス研究の歴史の中で 5 番目の大きなものである。それ以前の大きな発見は、1) 発
癌ウイルスの分離、2) ウイルスを試験管内で定量できるフォーカスアッセイの確立、3) 逆
転写酵素の発見、4) 細胞内発癌遺伝子の発見である。いずれにもノーベル賞が与えられて
いる。これらレトロウイルスの解明から、生命現象の理解に必ずつながっている。すなわ

ち多くの生物学一般に関する我々の知識という宝が得られた。そこで我々の研究はヒトを

救う医学研究が生命そのものを理解する研究へ直結すると考える。 
 
 以下のテーマについて研究を遂行している。 
（１）ウイルスの複製メカニズムの解明：ウイルスは細胞から細胞へと感染する。すなわ

ち、その遺伝子を細胞から細胞へ移動させる。この現象はどのようになっているのか明ら

かにする。遺伝子の移動は細胞外だけではない。細胞内において感染早期に核内へ、ある

いは転写後は核外へ、目的に応じて移行する。これは細胞内の分子運搬系そのものである。

しかし、ひとつのウイルスが増殖を完了するのに何種類の細胞因子が必要かも、未だに不

明である。このなぞを解明するために HIV-1複製に関係する遺伝子を分離し、そのメカニ
ズムを明らかにする。すでに数種類のウイルス複製の抑制的に働く分子を同定している。

その中で 4回膜貫通ドメインを有するテトラスパニン分子について、ウイルス学的アプロ
ーチに限らず、イメージ技術などの細胞生物学手法を使ってどのような分子的現象が起き

ているか理解したい。 (図１は HIV のライフサイクルである)。（青木淳、芳田剛、佐藤佳、
北山裕子、篠田康彦、三浦義治、小柳義夫） 
 
（２）HIV 病原性の解明：HIV はヒトを免疫不全あるいは脳症に陥れる。そのなかでも
HIV脳症は非常に難解な疾患であり、現在も詳細な解明はなされていない。そこで我々は、
このウイルス感染の免疫担当細胞ならびに中枢神経に対する影響をそれぞれの培養系（図

２はラット海馬スライス培養である）、あるいは、ヒトの細胞を移植したマウスを解析し、

以下の２つの観点から研究を進めている。まず HIV脳症では神経細胞を中心に破壊がおこ
ることが知られているが、未分化細胞群への影響はほとんど知られていない。前記実験系

の解析の結果、神経前駆細胞は強い機能障害を受けて神経細胞への分化障害に陥っている

ことが明らかになり、さらにその詳細な解析を行っている。また一方、HIV脳症の病態の
中では、組織破壊的に働く因子だけでなく、細胞保護作用を持った宿主由来因子が関与す



る可能性を見出し、前述の実験系の解析から HIV感染病態における細胞保護因子遺伝子群
が多数同定され、これらの解析を進めている。（三浦義治、北山裕子、安藤良徳、三沢尚

子、岡田広司、小柳義夫） 
 
（３）単純ヘルペス脳炎における宿主因子の解明：単純ヘルペスウイルス１型は、中枢神

経系において主に神経細胞に感染しながら組織破壊を引き起こすことで知られている。そ

こで神経伝播性を持った単純ヘルペスウイルス１型を用いて、単純ヘルペス脳炎モデル動

物を作製し、感染動態を解析した。その結果、脳炎の発症には動物個体の幼若性が重要で

あることが判明し、さらに脳炎からの回復過程で組織修復およびウイルス伝播抑制効果を

発揮していると考えられる宿主遺伝子群が同定され、その解析を進めている。また、培養

系細胞を用いた解析から、従来報告されている神経細胞に比べて、幼若なグリア系細胞や

未分化細胞群におけるウイルスの感染効率が極めて高く、さらに HSV 感染による細胞障
害性に耐性を示す細胞群が存在することから、そこで発現している遺伝子群について解析

を進めている。（三浦義治、北山裕子、安藤良徳、岡田広司、小柳義夫） 
 
（４）ウイルスベクターを用いた遺伝子治療法の開発とこのベクターを用いた遺伝子探索

法の開発：ウイルスは細胞から細胞へ遺伝子を受け渡す。この機能を治療目的に応用する

方法を開発する。ウイルスベクターとして HIV を改良したレンチウイルスベクターは増
殖しない細胞にも感染することより、有望視しており、動物モデルを用いて開発を進めて

いる。さらに、このレンチベクターを用いた細胞遺伝子の探索法の開発を行っている。（青

木淳、芳田剛、佐藤佳、篠田康彦、小柳義夫） 
 
 
 
 



 
図１．HIVのライフサイクル。 
 

図２.神経組織をそのまま維持するラット脳海馬スライス
培養法により神経障害性因子を探索
3D structure of hippocampus was reconstituted in rat 
slice culture and applied for screening of virus-induced 
neurotoxic factors. 

（NeuN染色）スライス培養された海馬組織 錐体細胞層

Pyramidal cell layer (Red: NeuN+ cells)
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