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C 型肝炎

思いもよらなかった薬物標的
An unsuspected drug target
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C 型肝炎ウイルスの感染は肝疾患の主な原因の 1 つだが、幅広く有効な治療法が存在しない。
今回、このウイルスに対する全く新しい強力な阻害剤が発見された。
このことは、既成概念にとらわれずに研究を行う大切さを示している。
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図 1. C 型 肝 炎ウイルス（HCV） の 生 活 環。
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とらえたのかもしれない。

フォメーション異常を引き起こす反応が

しれない。共沈では間接的な相互作用も



生じるために、強力な複製阻害作用を示
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