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II. 成果の概要（総括研究報告）
TERT-RdRP がウイルス型 RdRP と類似の酵素であることに着目し、理化学研究所本間らのグループでウイ
ルス型 RdRP 阻害剤から hit 化合物を探索、それらを query として LAILAPS を使用してさらに候補化合物
を入手した。国立がん研究センター増富らのグループで、RdRP 阻害作用を検討し True-hit 化合物を同定
した。リード化合物を同定するためにさらに再度、理化学研究所本間らのグループで LAILAPS 等を用い
て別途整備した 6000 万化合物を含む市販化合物データベースを検索し化合物検索を行った。
Since TERT-RdRP is very similar to viral RdRP structurally and phylogenetically, we screened viral
RdRP inhibitors. We had a couple of hit compounds and further screened candidates by using LAILAPS
screening system. In these candidates, we had “true-hit” compounds and have finished additional
LAILAPS screening for the lead compounds.
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