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プログラム・講演要旨

期
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会
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国立国際医療センター研究所大会議室
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概要

大会長

狩野繁之
国立国際医療センター研究所
適正技術開発・移転研究部 部長

期

日

平成 21 年（2009 年）10 月 3 日（土）

会

場

国立国際医療センター（IMCJ）研究所大会議室
〒162-8655 東京都新宿区戸山 1-21-1

日

程

08:30
受付開始
09:05
開会の辞
09:10-10:50 一般講演
10:50-11:00 休憩
11:00-12:00 Keynote Lecture
「いまこそ NTDs の研究の振興を！」
12:10-12:55 東日本支部評議員会・総会
13:00-14:20 シンポジウム
「マラリアの ACT」
14:20-14:30
休憩
14:30-16:10
一般講演
16:10-16:20
休憩
16:20-17:50
一般講演
17:50
閉会の辞
18:00
情報交換会
（IMCJ 研究所中会議室）

大会事務局
国立国際医療センター研究所
適正技術開発・移転研究部内
〒162-8655 東京都新宿区戸山 1-21-1
Tel/Fax: 03-3202-7287
E-mail: ohama@ri.imcj.go.jp

お知らせ
受

付：会場前ロビー（参加者は、すべて受付でご記名をお願いします）

参加費：無料
プログラム・講演要旨
冊子体のプログラム・講演要旨集は、大会当日、受付に用意いたします。事前送付いた
しません。
一般講演：
１）講演７分と質疑応答３分の合計１０分間です。
２）講演者には、PowerPoint で作成したファイルを、事前に事務局にメール添付／郵送
等で送付いただくか、当日 USB メモリーでご持参下さい。
（事前にご送付いただいた場合も、当日バックアップファイルをメディアで必ずご持
参下さい）
３）個人 PC をご持参いただき、直接プロジェクターに繋ぐこともできます。
（Mac の場合
は、コネクターをお忘れ無く）
４）なお、大会当日の会場 PC は Mac OS 10.4/Windos XP の２台です。
５）PowerPoint のバージョンは Mac 2004/2008 および Win 2003 です。
６）ファイルのインストールは、休憩時間等で行います。受付にメディアをお預けいた
だくか、会場の担当者に直接お持ちください。
７）操作は、講演者の指示に従い、大会担当者が行います。
８）インストールしたファイルは、大会終了後、事務局で責任を持って消去します。
支部評議員会・総会：
大会当日１２時１０分から、評議員会と総会を同時に講演会場で行います。
昼

食：
口演者にはお弁当を事務局で用意いたします（無料）。
評議員会・総会は、昼食を取りながら行いますので、参加者にはお弁当を販売いたしま
す（数に限りがあります）。
医療センターの食堂、コンビニを（B1）ご利用いただくこともできます。
情報交換会：（参加費無料）
一般講演終了後、会場と同じフロアーの研究所中会議室で情報交換会を開きます。懇親
を兼ねた有意義な情報交換の場に、皆様ご参加下さい。
休憩・喫煙：
休憩は、会場と同じフロアーの研究所中会議室を開放します。
会場である国立国際医療センターは、全敷地内禁煙です。ご協力をお願いします。
（なお、
敷地外は新宿区の路上喫煙禁止区域です）

第６９回日本寄生虫学会東日本支部大会
プログラム
9：05

開会の辞

9：10~9：50

「蠕虫・線虫」

座長

奈良武司（順天堂大学）

１）病理組織標本中に検出された寄生蠕虫の DNA 鑑別診断について
○山﨑浩、森有加、杉山広、森嶋康之、川中正憲（感染研・寄生動物・第二室）
２）千葉市のドブネズミから検出した広東住血線虫Angiostrongylus cantonensisについて
○常盤俊大1、赤尾信明1、谷川力2、小泉信夫3、春成常仁2、熊谷貴1、太田伸生1
（1東京医歯大・国際環境寄生虫病、2イカリ消毒・技術研究所、3感染研・細菌）
３）旋尾線虫幼虫移行症患者血清が認識する旋尾線虫幼虫蛋白の分析
○宇城麻子 1、下川原理江子 1、高ひかり 2、峯木礼子 2、藤村務 2、笠間健嗣 3、赤尾信
明 1、岡村登 4、太田伸生 1（1 東京医科歯科大・院医・国際環境寄生虫、
2

順天堂・院医・生体分子、3 東京医科歯科大・機器分析センター、4 東京医科歯科大・

院保・生体防御微生物）
４）犬糸状虫ミクロフィラリアのサーカディアンリズムの誘導因子
○ 早崎峯夫（前
9：50~10：30

山口大・獣医）

「蠕虫・線虫」

座長

赤尾信明（東京医科歯科大学）

５）ブタ回虫メトヘモ（ミオ）グロビン還元系の低酸素適応における生理機能：ヘモ（ミ
オ）グログロビンの酸化還元電位と生体内含量
○高宮信三郎、橋本宗明、青木孝（順天堂大・医・熱帯医学・寄生虫病学）
６）公園の砂場中に含まれるトキソカラ属虫卵の分子生物学的手法を用いた疫学調査のた
めの基礎的検討
○ 藤浪裕士、Katarina Macuhova、赤尾信明、熊谷貴、太田伸生（東京医科歯科大学
国際環境寄生虫病学分野）
７）ウシおよびニワトリにおけるトキソカラ属幼虫汚染の疫学調査
○ Katarina Macuhova1、藤浪裕士 1、佐原啓二 2、赤尾信明 1、熊谷貴 1、太田伸生
（1 東京医科歯科大・院医・国際環境寄生虫、2 静岡県東部食肉衛生検査所）
８）魚介類におけるアニサキス科線虫幼虫の寄生状況
〇村田理恵 1、鈴木淳 1、貞升健志 1、荒木潤 2（1 東京都健康安全研究センター・微生物
部・寄生虫、2 目黒寄生虫館）

10：30~10：50

「住血吸虫」

座長

石井

明（浜松医科大学）

９）住血吸虫の遊離型 DNA 検出による診断の試み
○林尚子、桐木雅史、千種雄一（獨協医大・熱帯病寄生虫病）
10）21 世紀に発見されたフィリピンの日本住血吸虫症有病地における臨床的研究
○ 千種雄一 1、林尚子 1、五十嵐麻依子 2、桐木雅史 1、Npoleon L. Arevalo3, Lovie S.
Sunico4, Nicasio P. Boldero5, Elena A. Villacorte6, Juan Antonio A. Solon6,
Pilarita T. Rivera6, Ofelia P. Saniel6, Lydia R. Leonardo6（1 獨協医大・熱帯病
寄生虫病、2 自治医大・小児科、3 フィリピン・ソルソゴン州保健局、4 フィリピン・ゴ
ンザガ町保健部、5 フィリピン・カラトラバ町保健部、6 国立フィリピン大学・公衆衛
生学部）
10：50~11：00

休

憩

11：00~12：00
Keynote Lecture

座長

太田伸生（東京医科歯科大学）

「今こそ NTDs の研究の振興を！」
遠藤弘良（東京女子医大国際環境・熱帯医学、前国立国際医療センター運営局長）
12：10~12：55

評議員会・総会

13：00~14：20
シンポジウム

「マラリアの Artemisinin-based Combination Therapy (ACT)」
座長

狩野繁之（国立国際医療センター）

１）マラリア治療・流行対策における ACT の意義と問題点
狩野繁之（国立国際医療センター研究所

適正技術開発・移転研究部）

２）Artesunate静注薬による重症マラリア治療例
竹下

望（国立国際医療センター戸山病院・国際疾病センター）

３）アーテメター・ルメファントリンによる治療の失敗例に学ぶ
水野泰孝（国立国際医療センター戸山病院・国際疾病センター）
４ ） Development of ASAQ - a new fixed dose combination for uncomplicated
falciparum malaria
○Fumiko Hirabayashi, Jean-Rene Kiechel, Shing Chang (DNDi: Drugs for Neglected
Diseases initiative)
14：20~14：30

休

憩

14：30~15：20

「マラリア」

座長

松岡浩之（自治医科大学）

11）熱帯熱マラリア原虫 pf1-cys-prx 遺伝子 cis-element に結合する核内因子の精製およ
び同定
○駒木−安田加奈子 1、奥脇暢 2,3、永田恭介 2、河津信一郎 4、狩野繁之 1（1 国立国際医
療センター・研究所、2 筑波大院・人間総合科学・基礎医、3PRESTO, JST、4 帯広畜産大・
原虫研）
12）人獣共通感染性・サルマラリア原虫に対する市販マラリア診断キットの反応性
○川合覚 1、春木宏介 2、千種雄一 1（1 獨協医科大・熱帯病寄生虫病室、2 獨協医科大・
越谷病院）
13）フィリピンの熱帯熱マラリア原虫 pfcrt と pfmdr1 の遺伝子変異とクロロキン耐性と
の関連
○ 石上盛敏1、畑生俊光2、河津信一郎3、Aleyla D. Escueta4、Elena A. Villacorte4
Pilarita T. Rivera4、狩野繁之1（1国立国際医療センター研究所、2群馬大学医学部保
健学科、3帯広畜産大学原虫病研究センター、4フィリピン大学公衆衛生学部）
14）Outcome of chloroquine treatment on Plasmodium yoelii 17XL infection in mice
○Akira Ishih1 and Fumie Kobayashi2（1Dept of Infec Dis, Hamamatsu Univ Sch Med,
2

Dept of Infect Dis, Kyorin Univ Sch Med）

15）熱帯熱マラリアエノラーゼ由来人工抗原ペプチドを用いた生分解性ナノ微粒子のマラ
リアワクチンへの応用研究
○矢野和彦 1,2、福本恵 1,2,3、奥浩之 2、狩野繁之 1（1 国立国際医療センター研究所、
2

群馬大・院・工学研究科、3 筑波大・院・人間総合科学研究科）

15：20~16：10

「リーシュマニア」

座長

三田村俊秀（国立国際医療センター）

16）LPS 刺激マウス脾臓マクロファージのリーシュマニア原虫感染初期における感染抵抗性
○綱嶋るみ 1、松本芳嗣 2、林良博 1、松本安喜 1（1 東大・院農・国際動物資源科学、2
東大・院農・応用免疫）
17）Leish-111f 経鼻投与のリーシュマニア症防御効果の感染部位による違い
玄文宏１、小島佳恵１、高田雄貴１、松本芳嗣２、Steven G. Reed３、林良博１、○松本安
喜１（１東大・院農・国際動物資源科学、２東大・院農・応用免疫学、３Infect Dis Res
Inst, WA, USA.）
18）ミトコンドリアペルオキシドキシンはリーシュマニア属原虫において特有の分子構造
を持ち高度に保存されている
○麻田正仁 1、三條場千寿 1、後藤康之 2、Gantuya Sambuu1、長田康孝 1、松本芳嗣 1（1
東大・院・農・応用免疫、2 帯広大・原虫研・先端予防治療）

19）Aapos ciliata から単離されたリポタンパク ciliatamide の人工合成化合物の in vitro
におけるプロマスティゴート増殖抑制効果の評価
○長田

康孝 1、麻田正仁 1、三條場千寿 1、Gantuya Sambuu1、大森裕史 2、木村純二 2、

中尾洋一 3、松本芳嗣 1（1 東京大学大学院農学生命科学研究科、2 青山学院大学大学院
理工学研究科、3 早稲田大学大学院先進理工研究科）
20）Leishmania turanica: Experimental infections in inbred gerbils (MGS/Sea) and
BALB/c mice
○Gantuya Sambuu, Chizu Sanjoba, Masahito Asada, Yasutaka Osada, Yoshitsugu
Matsumoto（Department of Molecular Immunology, Graduate School of Agriculture
and Life Sciences, The University of Tokyo）
16：10~16：20
16：20~16：50

休

憩

「トリパノソーマ、クリプトスポリジウム」
座長

鈴木

淳（東京都健康安全研究センター）

21 ） Characterization and Crystallization of Glycerol Kinase from Human African
Trypanosomes
○Emmanuel Oluwadare Balogun1, Daniel Ken Inaoka1, Yasutoshi Kido1, Tomoo Shiba1,
Shigeharu Harada2 and Kiyoshi Kita11（Department of Biomedical Chemistry, Graduate
School of Medicine, The University of Tokyo, 2Department of Applied Biology, Kyoto
Institute of Technology）
22）RT-LAMP 法によるクリプトスポリジウム検査法の開発
○泉山信司 1、猪又明子 2、百田隆祥 3、岸田直裕 4、秋葉道宏 4、八木田健司 1、遠藤卓郎
1,5

（1 感染研・寄生動物、2 都健康安全研究センター・環境保健、3 栄研化学・生物化学研

究所、4 国立保健医療科学院・水道工学、5 感染研・細菌第一）
23）「ミトコンドリア」を持たない寄生原虫・クリプトスポリジウムマイトソームの生化
学解析に向けた実験系の確立
○ 原田倫世 1、城戸康年 1、坂元君年 1、松崎素道 1、籔義貞 2、鈴木高史 3、笹原武史 4、
中井裕 5、北潔 1（1 東大・医・生物医化学、2 名市大・医・免疫、3 東京医歯大・医・国
際環境寄生虫病、4 北里大・医・微生物・寄生虫学、5 東北大・農・環境システム生物
学）

16：50~17：20

「吸虫、条虫」

座長

濱田篤郎（海外勤務健康管理センター）

24）水族館で斃死したスナメリに寄生していた二生吸虫 Campula oblonga と末梢型肝内胆
管癌を示唆する病変の出現について
小松由章 1、○倉持利明 2、池口新一郎 1（1 のとじま臨海公園水族館、2 国立科学博物館）
25）奇妙な形態の片節を伴った日本海裂頭条虫症の一例
○松岡裕之 1，柳田哲矢 2，中尾稔 2，金井孝裕 3，伊藤亮 2（1 自治医科大学・医動物学、
2

旭川医科大学・寄生虫学、3 自治医科大学・小児科学）

26）都立墨東病院感染症科で 2008 年に治療した日本海裂頭条虫症と無鉤条虫症について
○大西健児、中村（内山）ふくみ（東京都立墨東病院感染症科）
17：20~17：50

「マダニ、他」

座長

松本芳嗣（東京大学）

27）マダニ中腸由来 Kunitz type セリンプロテアーゼインヒビターによる内在性プロテア
ーゼ活性の制御
○三好猛晴 1、辻尚利 1、M. Khyrul.Islam1、八田岳士 1、M. Abdul. Alim1、山地佳代子
1

、Anisuzzaman1、藤崎幸蔵 2,3（1 動衛研・寄生虫病、2 帯畜大・原虫病研究センター、3

鹿児島大・獣医・新興感染症）
28）マダニ吸血消化におけるカテプシン L 様システインプロテアーゼ、HlCPL-A の役割
○山地佳代子 1, 2, 3、辻尚利 2、三好猛晴 2、八田岳士 2、M. Abdul Alim2、Anisuzzaman2、
櫛引史郎 1, 3、藤崎幸蔵 4（1 筑波大・先端農業、2 動衛研・寄生虫病、3 畜草研・栄養代
謝、4 鹿児島大・先端獣医）
29）病理解剖遺体から検出された寄生虫について(中間報告)
○ 安倍正史、白倉哲郎、趙維華、田中和生（昭和大学医学部微生物学教室）
17：50

閉会の辞

18：00

情報交換会
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講演要旨

Keynote Lecture
今こそ NTDs の研究の振興を！
遠藤弘良
東京女子医科大学国際環境・熱帯医学講座
寄生虫疾患を中心とする熱帯感染症は、エイズ、結核とともに三大感染症に数えられるマラリア
を除いて、先進国では征圧されて久しく、また三大感染症に比べて世界全体の死亡者数も少なく、
さらに SARS や鳥インフルエンザのようにパンデミックを起こすこともないため、これまで世界の
大きな関心を呼ぶことがなかった。
しかし日本は戦後の寄生虫疾患征圧の経験を生かし、長年にわたり途上国における熱帯感染症対
策に地道な貢献を行ってきた。第２次世界大戦後、官民それぞれの立場で途上国の熱帯感染症対策
に地道に取り組んできた。政府開発援助（ODA）としては、オンコセルカ症、シャーガス病、フィ
ラリア症等の征圧のために資金や技術援助を行っている。1997 年のデンバーサミットにおいて故
橋本首相が、先進国が協調して寄生虫疾患征圧に取り組むべきことを提言し、翌年のバーミンガム
サミットにおいてこの提言が採択された。これを受けて日本政府は、日本の寄生虫疾患征圧の経験
を流行地である途上国に活かそうという基本的考えに基づき、国際寄生虫対策（橋本イニシアチブ）
を開始したことも記憶に新しい。
２１世紀に入り、再び熱帯感染症に世界の目が向けられつつある。マラリア対策についてはエイ
ズ、結核とともに 2001 年の世界エイズ・結核・マラリア対策基金の創設以来、多大な人的・財政
的な資源が投入されて来た。ギニアワーム症対策、オンコセルカ症対策、フィラリア症対策等にお
いては関係者の地道な努力により、世界各地で成果が現れはじめている。
こうした変化を受けて、対策の対象や治療薬、予防法において共通点を有する疾患の征圧のため
に、ＷＨＯが中心となり、個別の疾患対策を包括的に推進する integrated and intensified control
が開始されている。ＰＲ活動にも力を入れ、途上国の中でも特に恵まれない人々が罹患し易い疾患
として、neglected tropical diseases（NTDs）に脚光が浴びるようになっている。
こうした動きの中で、熱帯感染症に関する研究開発も含め、日本の果たす役割がさらに大きくな
っている。これまでも日本人研究者、研究機関、製薬企業等の努力により、熱帯感染症の治療法の
研究開発が行われている。2008 年に開催された北海道洞爺湖サミットにおいても、日本が熱帯感
染症対策のリーダーシップを発揮した。
地球温暖化の影響も考えられている熱帯感染症の蔓延地域の拡大も懸念されている。またグロー
バル化に伴い、人々の移動が活発となり、日本人が海外において熱帯感染症に罹患する危険性も高
まっている。世界への貢献とともに日本人の健康を守るためにも、今こそ NTDs の研究の振興がも
とめられているのである。

シンポジウム-1

マラリアの治療・流行対策における ACT の意義と問題点

狩野繁之

国立国際医療センター研究所

適正技術開発・移転研究部

薬剤耐性マラリアの世界的拡散が、その治療および流行対策を困難にしている。そして、いま最
も 世界で推奨されている治療法は、抗マラリア薬の多剤併用療法（CT: combination

therapy）である。未だに有効性を残す数少ない抗マラリア薬を合わせ用いることで、それ
ぞれの薬効の相乗効果や原虫が耐性を獲得する確率を下げることを狙う治療法である。た
とえば単一の薬剤に対する耐性の突然変異が 1010 回の核分裂に１回の頻度で起きるものと
すれば、２種類の CT に完全に耐性を獲得する原虫が１つ現れるには 1020 の分裂回数が必要
となる。マラリアの急性期における一人の患者中の原虫のバイオマスはおよそ 109~1014
であることより、２種、３種の CT の有効性が理解される。
最も好まれる CT は、artemisinin 誘導体をベースにしてそれと組み合わせた処方 ACT
（Artemisinin-based Combination Therapy）である。artemisinin (qinghaosu／青蒿素)
は、中国で古くから開発されてきた生薬で、１）患者の原虫血症を急速に改善し、２）重
症な臨床症状の快復に即効性を持ち、３）多剤耐性マラリア原虫に有効で、４）末梢血中
生殖母体の数を減らし、５）血中半減期が数時間と短く、６）副作用もほとんど認められ
ない。７）現在は、経口錠剤、坐薬、筋注薬、静注薬と、患者の病態にあわせて剤形を選
択することができる。しかし、artemisinin 誘導体は、治療後の再燃率が高いことより、
原虫血症が改善後（もしくは同時に）、他の抗マラリア薬を通常量追加しなければならない。
（現在世界では、単一の錠剤に複数の抗マラリア薬を混合している剤形が多種開発されて
いる）わが国における輸入マラリアの治療薬として、ACT の導入が強く望まれる。
一方、アフリカ・アジアのマラリア流行地域では、ACT を National Drug Policy に採用
する国が増えてきた。国によっては、First line drug として ACT を広く用いるようにな
ってきている。これが適正に用いられるようになれば、確実にマラリアによる死亡者数は
減少することになろう。しかしながら、解決すべき幾つかの問題点がある。１）ACT を本
当に必要とする患者に届かない（貧困、僻地、保健システムの脆弱性、etc）、２）用法・
用量が正しく守られない、３）正しく診断されずに投薬される場合も多い、４）不適切な
Private Sector による価格の上昇、さらには、５）ニセ薬（fake drugs／counterfeit drugs）
の横行、などである。そしてこれらの問題は、やがて Artemisinin に対する原虫の耐性の
獲得と拡散という事態を招くこととなろう。不適正かつ広範な薬剤使用を避けると共に、
耐性発現のモニターリングシステムの構築も、今後の大きな課題と言える。

シンポジウム-2
Artesunate 静注薬による重症マラリア治療例
竹下

望

国立国際医療センター戸山病院

国際疾病センター

熱帯熱マラリアの治療は抗マラリア薬の早期投与が必須であるが、重症熱帯熱マラリアに対して
は、適切な抗マラリア薬を選択投与することと、対症療法を行うことの重要性は更に増す。熱帯熱
マラリアに対する治療薬として、国内で承認されている薬品はメフロキン、ファンシダール、キニ
ーネ末になるが、重症熱帯熱マラリアに対する治療薬として WHO などの治療ガイドラインとして挙
げられているのは、キニーネの経静脈投与、アーテミシン誘導体（アーテメター、アーテミシン座
薬、アーテスネート）であり、国内では熱帯病治療薬研究班として、キニーネ注射薬、アーテメタ
ー/ルメファントリン、アーテスネート座薬が入手可能である。また、重症熱帯熱マラリアに罹患
した患者は、全身状態が不良であることが多く、経口投与が困難であり、急性腎不全などの合併症
を伴っていることも少なくないため、抗マラリア薬の投与経路を含めたが必要となる。この様な背
景から、アーテスネート注射薬は効果や薬剤の形態を含めて重要な薬剤である。以上の理由から、
当院で国内では使用経験の少ないアーテスネート注射薬を使用した症例に関して、文献的考察を含
めて紹介する。
症例：27 歳日本人男性
主訴：発熱
既往歴：特記すべき所見なし
現病歴：6 月 20 日から翌年 1 月 21 日まで、シエラレオネ各地に文化研究のために滞在した。同年
1 月 30 日から 40℃の発熱、倦怠感が出現したため、同日近医でインフルエンザ迅速診断検査を施
行したが陰性であったため、対症的に経過観察となった。発熱の改善を認めず、2 月３日に同医を
再度受診したところ、黄疸を指摘され、同日前医を紹介受診となった。前医で、血液塗抹標本でマ
ラリア原虫が確認されたため、熱帯熱マラリアと診断され、当院に緊急搬送となった。
臨床経過：当院搬送後、血液塗抹標本で検査を行ったところ、赤血球寄生率 22.7％と高原虫血症
であり、意識障害や黄疸、急性腎不全などの臨床症状と代謝性アシドーシス、高乳酸血症、AST 高
値、高 Bil 血症などの他の検査所見から重症熱帯熱マラリアと診断した。意識が軽度嗜眠傾向であ
り、吃逆が頻回であったことなどから、アーテスネート注射薬を経静脈投与で開始した。投与方法
は、artesunate 120mg (2.4mg/kg)で開始し、60mg で 12, 24, 48hr に静注し原虫血症の速やかな
改善を認めた。その後 3 日目から、Artemether-lumefantrine を投与した。また、急性腎不全に対
しては第２病日より持続的血液濾過透析を行い、３日間施行した後に、１度血液濾過透析を施行後、
透析治療は離脱し、血中クレアチニンも正常値まで改善した。

シンポジウム-3

アーテメター・ルメファントリンによる治療の失敗例に学ぶ

水野泰孝

国立国際医療センター戸山病院

国際疾病センター

Artemisinin-based Combination Therapy (ACT) は、世界的にも認められている熱帯熱マラリア
の治療法であり、その中でもアーテメター・ルメファントリン合剤は最も使用されている剤型の一
つである。今回は当センターで診断された熱帯熱マラリア患者に対して ACT として本剤（リアメッ
ト錠®）を選択し、原虫の消失を確認したものの約 2 週間で再燃を認めた症例を提示する。
症例は 58 歳日本人男性。ODA コンサルタントとして 9 月 22 日より 12 月 11 日までシエラレオー
ネに滞在。13 日に帰国し 28 日より熱帯熱マラリアで当センターに入院した。治療薬は合併症のな
い熱帯熱マラリア、2.78%の原虫血症、嘔気が強かったことなどを考慮の上、速効性かつ副作用の
少ないといわれている本剤を選択した。初回投薬後 12 時間で原虫の変性を認め、40 時間後に消失
を確認した。全身状態、検査所見の回復を確認後第 9 病日に退院としたが、外来フォロー中も倦怠
感の持続があり、1 月 17 日夜間に 39.3 度の発熱を認めたため、再診時に血液塗抹標本を確認した
ところ、熱帯熱マラリア原虫感染赤血球を 0.52%で再び検出した。前回入院時に行った薬剤耐性試
験の結果、この原虫はメフロキン耐性であることが確認されていたため、アトバコン・プログアニ
ル合剤（マラロン錠 ®）を選択し治療を開始した。初回投薬後 12 時間で寄生率の低下を認め、48
時間後に原虫消失を確認し第 6 病日に退院した。その後の再燃は認められていない。
本症例の再燃の原因として、リアメットの吸収不全またはメフロキン耐性株におけるルメファン
トリンに対する交差耐性の可能性が考えられた。リアメットは食事と共に投与すべきであり、ルメ
ファントリンに関する耐性の可能性も考慮する必要がある。

シンポジウム-4
Development of ASAQ
- a new fixed dose combination for uncomplicated falciparum malaria
○Fumiko Hirabayashi, Jean-Rene Kiechel, Shing Chang
DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative)
The emergence and spread of P. falciparum resistance to commonly used antimalarial
drugs has made the development of new effective treatments a priority. Since the WHO first
recommended the use of Artemisinin-based Combination Therapies (ACTs) in 2001, 40 countries
have adopted ACTs as their first line treatment. The WHO extended its recommendations in
its 2006 guideline to the use of fixed-dose combinations (FDCs) whenever possible. The FACT
(Fixed-Dose Artesunate Combination Therapy) project began in 2002 under the umbrella of DNDi,
in coordination with TDR, and was aimed at the development of two FDCs - artesunate (AS)
and amodiaquine (AQ), and artesunate (AS) and mefloquiine (MQ) - two of the four
ACTs recommended by the WHO.
The FACT project team, including malaria experts from various parts of the world, has
conducted the development of ASAQ in collaboration with partners of the South and the
North, who participated in the development at different stages according to the expertise
and their technical or regulatory know-how. Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
has played the role of central manager of this project (both in a scientific as well as
purely managerial function) throughout the development process from pharmaceutical
development to the phase III field study. In 2004, sanofi-aventis became DNDiʼs industrial
partner
to
collaborate
with
industrialization,
registration,
delivery
and
pharmacovigillance of ASAQ.
In 2007, ASAQ was first registered in Morocco, and then prequalified by the WHO one
year later. The drug is available as a soluble formulation, specifically designed for
children of all age groups with 3 different pediatric strengths, in addition to the adult
dose. Patients are treated in a one tablet once-a-day dosing regimen over the course of three
days for children and two tablets once a day for adults. This simplicity is favorable to
compliance. Studies conducted in Africa and India have shown that the fixed dose ASAQ is
efficacious (>90% efficacy) and well tolerated both in children and adults. ASAQ is now
registered in 24 countries in sub-Saharan Africa where 5.3 millions treatments were delivered
in 2008 and more than 20 millions will be distributed by the end of 2009. It will be
investigated in a large risk management plan post registration, which will become the model
for other ACTs presently in development.
ASAQ, the first ACT available as FDC in pediatric strength, represents an innovation
that potentially has considerable impact in the areas of recommended use. The FACT project
with its partners has been instrumental in developing ASAQ. Through 2009, DNDi is
facilitating the FACT in implementation by engaging partners that include pharmaceutical
companies, national malaria programs, research institutes, contract research organizations,
WHO, TDR, and NGOs. It is also proceeding with the development of ASMQ that is the second
fixed dose combination targeted primarily for Asia and South-America in areas of multidrug
resistance to standard therapies, following the initial success with ASAQ.

一般講演-1

病理組織標本中に検出された寄生蠕虫の DNA 鑑別診断について

○ 山﨑

浩,

森

有加,

杉山

広,

森嶋康之,

川中正憲

国立感染症研究所 寄生動物部 第二室

国立感染症研究所寄生動物部第二室では、国内外の医療機関から要請があれば、寄生蠕虫の種同
定や鑑別診断に応じている。 最近の 2 年半（2007 年 4 月から 2009 年 9 月現在）の間に、計 49 件
の DNA 解析による種の同定依頼があった。検体は自然排出、あるいは駆虫後の条虫（日本海裂頭条
虫 17、無鉤条虫 9、など）が 37 件と多く、その他の寄生蠕虫が 12 件であった。49 検体中 33 検体
はエタノール固定標本であったが、パラフィン包埋切片（9 例）やホルマリン浸漬標本（7 例）も
含まれていた。ここでは、パラフィン包埋切片中に検出された寄生蠕虫の DNA 鑑別について実例を
挙げて紹介する。
DNA 解析の手順は以下のとおりである。DNA はスライドグラス上の無染色パラフィン切片（厚さ
約 10 mm）中の虫体断端より市販のキット（DEXPAT、タカラバイオ）を用いて調製し、PCR によっ
て増幅された産物の塩基配列を解析するものである。標的遺伝子としてミトコンドリア DNA の
cytochrome c oxidase subunit 1 遺伝子を用いたが、必要に応じて ITS-2 領域や 12S rRNA 遺伝子
の解析も試みた。その結果、300 bp 以下であれば、ホルマリン固定切片標本からでも DNA 増幅が
可能であり、種の同定を行うことが出来た。49 検体の種類数は 15 にも及び、その中には DNA 解析
によってわが国で始めて確認された興味深い種も含まれていた。

一般講演-2

千葉市のドブネズミから検出した広東住血線虫Angiostrongylus cantonensisについて

○常盤俊大1，赤尾信明1，谷川

1

力2，小泉信夫3，春成常仁2，熊谷

貴1，太田伸生1

東京医歯大・国際環境寄生虫病
2

イカリ消毒・技術研究所
3

国立感染研・細菌

広東住血線虫は、ドブネズミなどの家鼠の肺動脈に寄生し、アフリカマイマイやナメクジなどの
軟体動物を中間宿主とする寄生性線虫である。本虫は東南アジア、太平洋諸島など広範な地域に分
布している。本邦でも、複数の地域のドブネズミ、クマネズミあるいは各種軟体動物に自然感染が
認められている。今回、千葉市内で捕獲されたドブネズミを調査する機会を得たため、広東住血線
虫の感染状況について検討を行った。
捕獲したドブネズミは千葉県千葉市緑区の5頭と若葉区の2頭の計７頭で、安楽死後、肺動脈およ
び右心室を精査した。その結果、緑区の3頭、若葉区の1頭から広東住血線虫の成虫を検出した。摘
出した成虫数は、1隻から14隻（平均5.2隻）で、雌単性寄生が3例、雌雄寄生が2例であった。また、
同時期に陽性個体が捕獲された緑区の施設周囲において、チャコウラナメクジ21匹、カタツムリ2
匹から第三期幼虫の検出を試みたが、幼虫は全く検出されなかった。千葉県ではこれまでに富津地
区、浦安地区のドブネズミにおいて広東住血線虫の高い感染率が報告されていたが、千葉市内で捕
獲されたドブネズミに感染が確認されたのは初めてである。
地理的に離れた地域で採取された広東住血線虫の種内変異について検討するために、核リボソー
ムDNAのITS2 ( internal transcribed spacer 2 ) 領域の部分塩基配列をPCR法およびダイターミ
ネーター法によるダイレクトシークエンスにより決定し、 分子系統解析を行った。その結果、こ
れまでの調査で得ている東京港湾株および神奈川県川崎株について比較したところ、いずれも種内
多型は認められなかった。本虫は、船舶などによって分布域を広げたと輸入蠕虫と考えられている
が、今回の結果から、千葉、東京、神奈川から検出された広東住血線虫は、同一の起源に由来する
ものである可能性が示唆された。

一般講演-3

旋尾線虫幼虫移行症患者血清が認識する旋尾線虫幼虫蛋白の分析

○宇城麻子 1，下川原理江子 1，高ひかり 2，峯木礼子 2，藤村
笠間

1

健嗣 3，赤尾信明 1，岡村

登 4，太田伸生 1

東京医科歯科大・院医・国際環境寄生虫
2
3

4

務 2，

順天堂・院医・生体分子

東京医科歯科大・機器分析センター

東京医科歯科大・院保・生体防御微生物

旋尾線虫幼虫はホタルイカなどの内臓に寄生する幼線虫で、ヒトに感染すると腸閉塞や皮膚爬行
症、あるいはまれには眼内にも寄生して、様々な症状を呈する食品媒介性幼虫移行症を引き起こす。
幼虫体を病理組織学的に検出することは、虫体がアニサキス幼虫に較べ非常に小さいこともあり困
難である。そのため、診断は感染に伴って産生される患者血清中の抗体を、幼虫体の薄切切片を抗
原とする免疫血清学的手法により測定することで行われている。しかし、抗原として用いる幼虫の
ホタルイカ内臓内の寄生率は低く、充分な抗原を得ることが困難であり、限られた施設でしか実施
することが出来ないという問題がある。そこで、我々は、旋尾線虫幼虫移行症患者血清が特異的に
認識するリコンビナント蛋白作製を目的に研究を行っている。今回、旋尾線虫幼虫移行症患者血清
が認識する幼虫蛋白について質量分析を行い、その性状を解析したで報告する。
本年度に富山県産ホタルイカ 3248 匹から得られた 94 隻の旋尾線虫 X 型幼虫のうち、40 隻を用
いて PARIS™ Kit により蛋白を抽出した。これを SDS-PAGE 後 PVDF 膜に転写し、幼虫薄切切片を抗
原とした免疫染色法にて抗体陽性と判定された患者血清を用いて Western blot を行った。その結
果、Western blot においては、臨床症状が異なっていても、患者血清が認識する抗原分画に顕著
な違いは見られなかった。次に、健常人血清とは全く反応しないが、患者の多くが認識する抗原分
画について質量分析を行ったところ、これらの分画が数種の線虫類由来タンパク質のアミノ酸配列
に近似していることが判明した。現在、これらの結果に基づき、さらに分析を進めている。

一般講演-4

犬糸状虫ミクロフィラリアのサーカディアンリズムの誘導因子

○ 早崎峯夫

前

山口大・獣医

[目的]
ミクロフィラリア（Mf）のサーカディアンリズム現象の誘発機序は未だ不明のままである。犬糸
状虫 Mf を用いて、その誘導因子について、光刺激との関連性を検討した。
[方法・結果]
自然感染イヌの末梢血中 Mf の 24 時間増減リズムを、実験感染成立・Mf 血症ネコおよび Mf 静脈
内移注ウサギおよび同マウスにおける末梢血中 Mf の 24 時間増減リズムと比較した。その結果、ネ
コとマウスには増減パターンが認められたが、ウサギには認められなかった。次に、色調光の照射
と Mf の末梢血中出現数の関係について、市販の白色光蛍光灯とカラード蛍光灯 4 種類（赤色光、
緑色光、黄色光、青色光）を用いて照射実験を行った結果、自然感染イヌと移注マウスでは赤色光
あるいは黄色光照射に反応して増数し青色光照射で減数した。しかし移注ウサギでは増減パターン
がみられなかった。次に、自然感染イヌの頸静脈に光ファイバーカテーテルを挿入して赤色光と青
色光を流血中 Mf に直接照射した。赤色光では末梢血中が増数し、青色光では減数した。
[考察]
１．ミクロフィラリアのサーカディアンリズムは光周性で、同調因子は明暗サイクルが考えられる。
２．末梢血中Ｍｆは赤色光の照射刺激により増数し青色光の照射刺激により減数したことから、赤
色光に走光性を有する可能性が考えられる。

一般講演-5

ブタ回虫メトヘモ（ミオ）グロビン還元系の低酸素適応における生理機能：
ヘモ（ミオ）グログロビンの酸化還元電位と生体内含量

○高宮信三郎, 橋本宗明, 青木

孝

順天堂大・医・熱帯医学・寄生虫病学

ブタ回虫成虫の体腔液と体壁には, それぞれメトヘモグロビン(metHb), メトミオグロビン
(metMb) 還元系が存在し, 宿主腸腔の低酸素環境に適応するうえで必須な役割を果たしている
(橋本と高宮, 第 67 回東日本支部会, 高宮ら, 第 75 回本大会, 高宮と橋本, 第 77 回本大会)。本
系は NADH-シトクロム b5 還元酵素とシトクロム b5 (cyt.b5)からなり, 還元型 cyt.b5 が metHb およ
び metMb に電子を伝達して還元し, それぞれ酸素結合能があるヘモグロビン(Hb), ミオグロビン
(Mb)にもどす。本系の成分のうち, cyt.b5 については X 線結晶構造解析をおこない, 宿主 cyt.b5
とは異なるユニークな構造を明らかにした(Yokota et al., Biochem. J. 394, 437-447, 2006)。
結晶構造にもとづくドッキングシュミレーションから, cyt.b5 は本 Hb と特異的に結合し複合体を
形成しうること, および Biacore による結合定数解析から, 本 Hb は cyt.b5 の生理的な反応パー
トナーであることが示唆された。さらにシトクロム b5 還元酵素はフラビン酵素であること, 体腔
液中の基質 NADH も本還元系を駆動するのに十分な量が存在することも明らかとなっている(高宮
ら, 第 76 回本大会, Hashimoto et al., Arch. Biochem. Biophys. 471, 42-49, 2008)。今回は, 酸
化還元反応に影響を与える Hb, Mb の酸化還元電位と, 両グロビン蛋白の組織内含量について検討
した。
アルゴンガス下, 嫌気キュベットを用いて, ブタ回虫 Hb および Mb の電位滴定をおこなったと
ころ、その Em 値はそれぞれ +7.2

5.1,

+19.5

1.2 mV となり, いずれも, 同時に測定し

たヒト Hb の値より低い値を得た。Hb および Mb 蛋白の含量を分光学的に求めると, 体壁には体腔
液 Hb と匹敵する Mb が存在することがわかった(Takamiya et al., Parasitol. Int. 58, 278-284,
2009)。これらの結果とこれまでの知見にもとづいて, ブタ回虫 Hb と Mb, およびメトヘモ（ミオ）
グロビン還元系の低酸素適応における役割について考察する。

一般講演-6

公園の砂場中に含まれるトキソカラ属虫卵の
分子生物学的手法を用いた疫学調査のための基礎的検討

○ 藤浪裕士，Katarina Macuhova，赤尾信明，熊谷

貴，太田伸生

東京医科歯科大学国際環境寄生虫病学分野

トキソカラ症の感染源として砂場を汚染するトキソカラ属虫卵が注目されている。我々は、砂場
中のトキソカラ属虫卵の汚染状況を把握するために、従来の顕微鏡学的検査による虫卵同定に加え、
血清学的および分子生物学的手法を用いた虫種特異的 DNA 検出法による疫学調査の可能性を検討
することを目的に基礎的検討を行った。
トキソカラ症の感染源としての公園砂場における虫卵の分布状況と砂のサンプリング方法を検
討するために、1 砂場あたり 13 カ所の区画について表層、浅層、中層、深層の砂を採取し、従来
からの顕微鏡を用いたショ糖浮遊法により含まれる虫卵数を算出した。その結果、検査した２カ所
の公園砂場において、いずれも垂直方向では表層の砂には虫卵が有意に多く含まれていたが、水平
方向の虫卵分布には有意な差は見られなかった。検出された虫卵のうち 10 個について PCR 法によ
り虫種を判別したところ、すべてネコ回虫卵と同定された。さらに、残りの虫卵については、ネコ
回虫幼虫は脳への移行が抑制される傾向にある事を利用して、３頭のマウスに 300 個ずつ虫卵を経
口投与し、３週間後に脳組織を圧平して検査したところ、２頭から３隻の幼虫が検出された。これ
らの幼虫について再度 PCR 法を行ったところ、すべてイヌ回虫と同定された。
また、砂場から回収された虫卵を投与されたマウスの末梢血好酸球数は増加しており、血清抗体
も非感染マウスに比べて有意な上昇が確認できた。さらに、筋肉内からも多数の幼虫が回収され、
今回検査した砂場を汚染していた虫卵は感染力のある虫卵で、その多くはネコ回虫卵と考えられた
が、少数ながらイヌ回虫卵も含まれていることが確認された。
以上の結果から、従来の顕微鏡学的手法に加えて、分子生物学的あるいは血清学的手法を用いる
ことにより、トキソカラ症の感染源に関する疫学調査についてより詳細な情報を得ることが可能で
あると考えられた。

一般講演-7

ウシおよびニワトリにおけるトキソカラ属幼虫汚染の疫学調査

○ Katarina Macuhova1，藤浪裕士 1，佐原啓二 2，赤尾信明 1，熊谷

1

貴 1，太田伸生

東京医科歯科大・院医・国際環境寄生虫病
2

静岡県東部食肉衛生検査所

トキソカラ症の感染源としてウシやニワトリの肝臓生食歴が注目されている。今回、我々は、
トキソカラ属回虫の待機宿主となりうるウシやニワトリについて、トキソカラ属虫卵の感染状況
を把握するために、分子生物学的手法を用いた虫種特異的 DNA 検出法による疫学調査の可能性を
検討することを目的に基礎的検討を行った。
イヌ回虫と関連が深いと考えられている肝臓白斑症と診断されたウシについて、イヌ回虫幼虫排
泄物抗原に対する血清抗体価を測定したところ、有病変群の中にはイヌ回虫幼虫排泄物抗原に対し
て高い抗体吸光度を示す個体を見いだすことが出来た。しかし、肉眼的に病変の見られない陰性対
照群の中にも高い抗体吸光度を示すウシ個体が見られ、肉眼病変がなくても感染している可能性が
考えられた。
そこで、待機宿主の肝臓からイヌ回虫幼虫を効率よく検出するための基礎的検討として、ニワト
リの肝臓にイヌ回虫幼虫を添加し PCR 法と LAMP 法で種特異的 DNA の検出を行ったところ、LAMP 法
では肝臓 1g 中に 3 隻の幼虫が存在していればイヌ回虫特異 DNA の検出が可能であった。しかし、
PCR 法では 30 隻の幼虫を添加した場合でも特異 DNA を検出できなかったことから、肝臓組織内に
は何らかの PCR 反応阻害物質の存在が推測された。
以上の結果から、分子生物学的手法を用いることにより、トキソカラ症の感染源に関する疫学調
査についてより詳細な情報を得ることが可能であると考えられた。今後は、LAMP 法の精度の向上
と、より大量の肝臓組織を対象とした幼虫検出法の改良に取り組んでいきたい。

一般講演-8

魚介類におけるアニサキス科線虫幼虫の寄生状況

〇村田理恵 1、鈴木

1

淳 1、貞升健志 1、荒木

潤2

東京都健康安全研究センター・微生物部・寄生虫
2

目黒寄生虫館

【目的】分子生物学的手法により、形態での鑑別が困難であった Anisakis simplex 第 3 期幼虫の
同胞種の遺伝学的な分類が可能となり、魚介類におけるアニサキス科線虫の詳細な分布状況が明ら
かとなってきている。当センターでは、食中毒事例の原因食品となったサバやメジマグロなどに寄
生するアニサキスに関して、これまで分子生物学的手法を用いた調査を実施してきた。今回、近年
生食される機会の増加しているキンメダイやサワラなどの魚介類におけるアニサキス科線虫幼虫
の寄生状況を調査するとともに、分子生物学的手法を用いた同定を行ったので報告する。
【材料と方法】2007 年 5 月から 2009 年 8 月に都内の市場魚介類販売業からキンメダイ（39 尾）、
サワラ（28 尾）、アイナメ（44 尾）およびサンマ（164 尾）を産地別に購入し，アニサキス科線虫
幼虫の寄生調査を行い、得られた一部の虫体について rDNA の ITS 領域またはミトコンドリア cox2
遺伝子を標的とした遺伝子解析を行った。
【結果】キンメダイ 39 尾中 39 尾（100%）、サワラ 28 尾中 18 尾（64.3%）、アイナメ 44 尾中 3 尾（6.8%）
およびサンマ 164 尾中 7 尾（4.3%）でアニサキス科線虫幼虫の寄生が認められた。キンメダイでは、
21 尾（53.8%）にアニサキスⅠ型幼虫が認められ、遺伝子解析の結果から A. simplex sensu stricto
40 隻（90.9%）、A. simplex C

3 隻（6.8%）および A. ziphidarum

他に、37 尾（94.9%）に A.physeteris

1 隻（2.3%）であった。その

581 隻、7 尾（17.9%）に A. brevispiculata

14 隻が寄生

していた。サワラはアニサキスⅠ型幼虫（115 隻）のみの寄生で、三重県産では 14 隻すべてが A.

simplex sensu stricto で、筋肉中にも寄生が認められたが、それ以外の産地では、遺伝子解析を
行った 38 隻中 37 隻が A. pegreffii であった。アイナメでは、1 尾（2.3%）に A. simplex sensu stricto
1 隻および 2 尾（4.5%）の筋肉にシュードテラノバ
sensu stricto が 7 隻寄生していた。

2 隻が寄生していた。サンマには A. simplex

一般講演-9

住血吸虫の遊離型 DNA 検出による診断の試み

○ 林尚子、桐木雅史、千種雄一

獨協医大・熱帯病寄生虫病

Cell-free circulating nucleic acid（以下、遊離型核酸）とは、細胞から遊離した状態で血液、
尿や唾液などの体液中に存在している核酸分子を指し、癌の診断や胎児の出生前診断、移植や外傷
学等の分野で注目されている。
住血吸虫症でも宿主の血清や尿中から住血吸虫の DNA が検出されており、宿主中に住血吸虫由来
の遊離型 DNA が存在することが示唆される。我々は住血吸虫感染動物の血液/血清、尿サンプルか
ら遊離型 DNA の検出を試み、診断マーカーとしての遊離型 DNA の可能性について検討した。
【方法】

Schistosoma japonicum、S. mansoni、S. haematobium、S. mekongi 感染動物の血液/血清（10-100
μl）、尿（50-3000 μl）から DNA を抽出し、PCR で住血吸虫のミトコンドリア DNA・CO1 領域を増
幅した。
【結果・考察】
感染動物の血液/血清、尿中の住血吸虫の遊離型 DNA は最短で感染後１日目から検出され、従来
の診断法に比べ早期の診断が可能であることが示唆された。また、遊離型 DNA は虫卵が検出されな
くなった例や単性寄生の場合にも検出された。しかしながら現状では検出力に問題があり、false
negative を克服するための工夫が必要であると考えられた。
今後は遊離型 DNA の特性について定量的解析を中心に行い、新しい診断法として活用の可能性を
検証する予定である。

一般講演-10
21 世紀に発見されたフィリピンの日本住血吸虫症有病地における臨床的研究
○ 千種 雄一 1、林 尚子 1、五十嵐 麻依子 2、桐木 雅史 1、Npoleon L. Arevalo3,
Lovie S. Sunico4, Nicasio P. Boldero5, Elena A. Villacorte6,
Juan Antonio A. Solon6, Pilarita T. Rivera6, Ofelia P. Saniel6, Lydia R. Leonardo6
1

緒

獨協医大・熱帯病寄生虫病、2 自治医大・小児科、3 フィリピン・ソルソゴン州保健局、
4
フィリピン・ゴンザガ町保健部、5 フィリピン・カラトラバ町保健部、
6
国立フィリピン大学・公衆衛生学部

言：
今世紀になってからフィリピンで発見された日本住血吸虫症有病地については中間宿主貝、保虫
宿主についての報告はあるが、臨床面よりの系統だった調査研究はされていない。今回、演者らは
新規有病地【Cagayan 州 Gonzaga 町（C）・Negros Occidental 州 Calatrava 町（N）】住民の同症感
染状況について調査したので報告する。
方 法：
調査期間は 2008 年 4 月（C）、同年 7 月（N）、2009 年 2 月（N）、同年 3 月（C）である。0-9 歳、
10-19 歳、20-29 歳、30-39 歳、40-49 歳、50-59 歳、60 歳以上の性・年齢階層別に調査した。検査
項目は肝臓超音波検査（US）及び血清抗体価検査（ELISA）で、US は肝臓超音波画像上の Network
echogenic pattern（NW）の有無、ELISA は抗体陽性・陰性に分類した。
結 果：
調査人数は C【男性 363 名 : 女性 431 名＝合計 794 名】、N【男性 485 名 : 女性 741 名＝合計
1,226 名】の合計 2,020 名である。
① ELISA：性・年齢階層別の C の陽性率は男性の 0-9 歳：26.9％、10 歳以上では 43.3％〜55.2％
の間を推移し、女性では 0-9 歳：23.9％、10-19 歳：41.4％、20 歳以上：6.0％〜16.1％の間を推
移していた。一方、N の陽性率は男性の 0-9 歳：0.5％、10-19 歳：14.2％、20-29 歳：5.6％、30-39
歳：24.4％、40-49 歳:12.0％、50-59 歳：7.1％、60 歳以上：11.8％と一定の傾向は示さなかった。
一方、女性は 0-59 歳までは 2.1％〜4.7％で 60 歳以上は 0.0％であった。
② US：C の男性では 0-19 歳：1.1％〜1.7％が NW 陽性で 20 歳以上：31.0％から 45.9％に徐々に
上昇する傾向がみられた。C の女性では 0-9 歳：2.3％、10-19 歳：1.7％、20 歳以上：4.8％〜6.8％
の陽性率であった。一方、N では男性は 0-9 歳：0.0％、10-19 歳：2.8％、20-29 歳：5.6％で 30
歳以上は 9.5％〜29.4％であった。N の女性は 0-9 歳と 60 歳以上が 0.0%で、10 歳から 59 歳までは
0.9％〜6.9％に多少上昇していった。
考 察：
検査人数の性・年齢階層については検査数にばらつきがあるが、ELISA による血清抗体価は C の
男性では 10 歳以降に陽性率が上昇し、60 歳以上まで持続的に高陽性率を保っている。一方、女性
は 20 歳代をピークとして 30 歳以上の群では低下する。このことは男性が農業に従事し、成人女性
は家事に従事するという職業生活歴に関係するものと考えられる。N においては男性の 10 歳以上
で陽性率が上昇し、女性ではどの年齢層も 5％以下で、これも同様の職業生活歴に起因するものと
思われる。
US について C では 20 歳代から、N では 30 歳代から NW 出現率が急上昇する。ELISA 陽性率と US
の NW 出現率から、US は感染初期の病変は捉えづらく、肝臓 NW 形成にはある程度の年限を要する
ことが原因と考えられる。
Leonardo らの中間宿主貝調査で N では感染貝生息地が限局的であることが、ELISA 陽性率、US
の NW 出現率に関係していると考えられる。

一般講演-11

熱帯熱マラリア原虫 pf1-cys-prx 遺伝子 cis-element に結合する
核内因子の精製および同定

○駒木−安田加奈子 1、奥脇暢 2,3、永田恭介 2、河津信一郎 4、狩野繁之 1

1

国立国際医療センター・研究所、2 筑波大院・人間総合科学・基礎医、
3

PRESTO, JST、4 帯広畜産大・原虫研

マラリア原虫は哺乳類宿主と媒介蚊の間で複雑で巧妙な生活環をとっており、その円滑な進行に
は、必要な遺伝子を必要な時期に発現させる為の制御機構が非常に重要である。マラリア原虫ゲノ
ム上には、遺伝子毎の cis-element に結合する「転写調節因子」の既知のホモログが殆ど存在せず、
「マラリア原虫の遺伝子発現調節にどの程度転写調節因子が寄与するのか」殆どわかっていない。
我々は原虫遺伝子発現のモデルケースとして赤血球内寄生期の細胞周期に依存した発現を示す抗
酸化タンパク遺伝子、pf1-cys-prx 及び pftpx-1 の転写調節機構を詳細に解析してきた。これまで
の結果から、我々は pf1-cys-prx の cis-element に特異的に結合する核内因子が発現制御に関与す
る可能性があると考え、その単離同定を目指している。今回、熱帯熱マラリア原虫核抽出物より目
的の因子を精製するための条件を、まずスモールスケールにおいて決定し、以下に示す手順で精製
をおこなった。
大量の培養熱帯熱マラリア原虫(5 X 1011 parasite cells、培養 33 L に相当)の核抽出物 110 mL
より、1）陰イオン交換（HiTrap Q）、2）陽イオン交換（HiTrap CM）、3）疎水（RESOURCE Phenyl）、
4）陽イオン交換（Mono S）、5）DNA アフィニティー(Dina Beads)、の順でクロマトグラフィーに
よる精製をおこなった。各精製段階において、cis-element の配列をプローブとして用いたゲルシ
フトアッセイをおこない、因子の活性を確認した。精製の結果、30 µL の活性を持つフラクション
が得られ、これを SDS-PAGE によって展開した結果、目的の因子の候補を３本のバンドに絞り込む
ことができた。これらのバンドを切り出し LC/MS/MS による質量解析をおこなった結果、約 20 種類
の候補タンパクが同定された。現在これらの候補タンパクの組換えタンパクを作製し、真の

cis-element 結合活性を持つ因子の同定を進めている。

一般講演-12

人獣共通感染性・サルマラリア原虫に対する市販マラリア診断キットの反応性

覚 1、春木宏介 2、千種雄一 1

○川合

1

獨協医科大・熱帯病寄生虫病室
2

獨協医科大・越谷病院

【背景】
近年マカク属のサルを自然宿主とする Plasmodium knowlesi のヒト感染例が、東南アジアの広い
範囲で次々に報告され、いまやその他の人獣共通感染性・サルマラリアについても、拡大の危険性
が懸念されている。本研究では、ヒトに感染性を有する 3 種類のサルマラリア原虫を用いて、市販
マラリア診断キットの反応性について検討した。
【方法】

P. knowlesi (H 株、Hackeri 株)、P. cynomolgi（B 株）、P. inui（Taiwan II 株）および P. falciparum
(3D7 S8 株)、P. vivax (Sal II 株、Panama 株)に対する、6 種類の市販マラリア診断キット（OptiMAL-IT,
Entebe MC, SD Malaria Ag, SD Malaria Ag Pf/Pan, Pan-R MC, BinaxNow）の反応性を検討した。
【結果・考察】

P. knowlesi 感染血液は OptiMAL-IT で「熱帯熱マラリア(Pf)陽性」、Entebe MC で「三日熱マラ
リア(Pv)陽性」という判定結果を示し、また P. inui 感染血液は Pan-R MC で「Pf・弱陽性」が認
められた。これらの結果から、現在市販されているマラリア診断キットの一部には、Pf 原虫や Pv
原虫特異抗原とサルマラリア原虫抗原との間に交差反応が生じるものがあり、それらをサルマラリ
ア原虫の混入したヒト症例に用いた場合、結果判定に混乱をまねく可能性が示唆された。

一般講演-13

フィリピンの熱帯熱マラリア原虫 pfcrt と pfmdr1 の遺伝子変異とクロロキン耐性との関連
○ 石上盛敏1、畑生俊光2、河津信一郎3、Aleyla D. Escueta4、Elena A. Villacorte4
Pilarita T. Rivera4、狩野繁之1
1
3

国立国際医療センター研究所、2群馬大学医学部保健学科、

帯広畜産大学原虫病研究センター、4フィリピン大学公衆衛生学部

[目的] 1990年代後半から2000年前半にかけて、熱帯熱マラリア原虫（Plasmodium falciparum）の
２つの遺伝子（Pf chloroquine transporter gene: pfcrtとPf multidrug resistance 1 gene:

pfmdr1）の特定の変異が、クロロキン（CQ）耐性と相関すると報告された。その後これらの遺伝子
変異は、流行地のCQ耐性原虫の浸潤状況をモニターするための分子マーカーとして広く用いられて
きた。一方で、これらの変異を持つPf原虫が必ずしもCQ耐性を示さないとの結果も徐々に報告され
てきた。本研究ではフィリピンの3つのマラリア流行地域を調査対象として、pfcrtとpfmdr1の変異
とin vitro CQ感受性試験の結果を比較検討し、同変異の分子マーカーとしての有用性について考
察した。
[材料と方法] 1999年から2005年にかけて、フィリピンのルソン島北部のカリンガ州、パラワン島
パラワン州、ミンダナオ島ダバオデルノルテ州から、それぞれ18検体、29検体、31検体のPf患者分
離株を採取した。in vitro CQ感受性試験はWHO方式で行い、IC50値を算出した。なおIC50値が114nM
以上をCQ耐性とした。IC50値が得られた検体からDNAを抽出し、PCR法によりpfcrtのコドン76番目
付近とpfmdr1のコドン86、1042、1246番目付近を増幅した。変異の有無はPCR産物の制限酵素によ
る消化、あるいはDNAシークエンスにより解析した。
[結果と考察] in vitro CQ感受性試験を行った結果、カリンガ株8検体、パラワン株15検体、ダバ
オデルノルテ株30検体が試験に成功し、それらのIC50値の平均はそれぞれ、85.4nM（CQ感受性）、
141.8nM（CQ耐性）、104.7nM（CQ感受性）であった。pfcrtはK76が感受性型で、T76が耐性型である。
カリンガ株、パラワン株、ダバオデルノルテ株は、それぞれ100%、80%、87%がCQ耐性型（T76）で
あった。一方、pfmdr1はN86が感受性型で、Y86が耐性型である。カリンガ株、パラワン株、ダバオ
デルノルテ株は、それぞれ38%、33%、93%がCQ耐性型（Y86）であった。pfmdr1のコドン1042と1246
には変異は観察されなかった。本解析の結果、遺伝子変異があってもin vitro CQ感受性試験で感
受性を示す検体が多く、少なくともフィリピンの原虫に関しては、これらの遺伝子変異はCQ耐性原
虫の浸潤状況を正確に評価するのに適していない可能性が示唆された。

一般講演-14

Outcome of chloroquine treatment on Plasmodium yoelii 17XL infection in mice

○Akira Ishih1 and Fumie Kobayashi2

1

Department of Infectious Diseases, Hamamatsu Univ. Sch. Med.
2

Department of Infectious Diseases, Kyorin Univ. Sch. Med.

An understanding of host-parasite interactions in malaria is an important
prerequisite for chemotherapy and vaccine design. It is currently recognized that
conventional T helper cell subset activation plays a vital role in the outcome of asexual
blood-stage malarial infections in mice. Commonly P. yoelii 17XL infection causes a lethal
outcome in mice. BALB/c mice infected with P. yoelii 17XL had a markedly weaker initial IFNγ response, which resulted in the mortality associated with increasing parasitemia. The
infected mice, however, could survive by drug treatment though the mice showed recrudescence
of parasites after the cession of treatment. In the present study, the outcome of P. yoelii
17XL infection after chloroquine (CQ) treatment was examined in IFN-γ and IFN-γ receptor
deficient mice on a BALB/c mouse background. The infected mice were orally given 20 mg/kg
CQ for 3 days from day 4 post-infection. In CQ un-treated mice, there was no statistical
difference in survival among three different mouse strains. However, CQ achieved high
efficacy in wild type and IFN-γ deficient mice. CQ treatment could not rescue IFN-γ
receptor deficient mice. The productions of malaria-specific antibodies will be discussed.

一般講演-15

熱帯熱マラリアエノラーゼ由来人工抗原ペプチドを用いた生分解性ナノ微粒子の
マラリアワクチンへの応用研究

○矢野

1

和彦 1,2、福本

恵 1,2,3、奥

国立国際医療センター研究所
2
3

群馬大学大学院

筑波大学大学院

浩之 2、狩野

繁之 1

適正技術開発・移転研究部
工学研究科

人間総合科学研究科

熱帯熱マラリア原虫の解糖系酵素であるエノラーゼは、急性期快復期患者血清で強く検出される
抗原であると報告されてきた。この知見に基づき我々の研究グループでは、エノラーゼの部分アミ
ノ酸配列から、(a)人工抗原ペプチドの化学合成、(b)抗ペプチド抗体による酵素反応や原虫増殖の
阻害、(c)ヨザルを用いたワクチン試験を行い、マラリアワクチン抗原としての有用性を検証して
きた。
一般に、マラリア流行地の住民は、くり返し原虫に感染することで、防御的な免疫状態を維持し
ていることが知られている。そこで我々は、この様な免疫状態の獲得を再現することを目的として、
持続的に抗原を徐放するワクチン材料の開発を行っている。
本大会では人工ペプチド抗原を生分解性微粒子に内包させた微粒子の作成と、その in vitro 及
び in vivo における分解過程、さらにマウスにおける抗原性について検討したので報告する。
生 分 解 性 材 料 に は ポ リ 乳 酸 グ リ コ ー ル 酸 共 重 合 体 を 用 い 、 フ ル オ レ セ イ ン お よ び Hilite
Fluor647 で標識した抗原を含むエマルジョンから微粒子を作成し、分解過程を蛍光イメージング
により観察した。in vitro 条件での抗原放出を蛍光観察したところ、抗原放出は４週間にわたり
持続的に維持されることがわかった。一方ヌードマウス皮下では蛍光強度が約２週間で見かけ上極
小に達するが、それ以降も蛍光強度は維持されることが明らかになった。
次に微粒子の抗原性について、Balb/c マウスに皮下投与して検討したところ、投与後３週目頃
より人工抗原に対する特異抗体の上昇が観察された。その後も抗体価は序々に上昇し続け、40 週
経った現在でも抗体価を維持している事が判明した。
以上の結果から、本研究のナノ微粒子が持続的に抗原を徐放し、抗体価を長期に維持するワクチ
ン材料となる可能性が考えられた。

一般講演-16

LPS 刺激マウス脾臓マクロファージのリーシュマニア原虫感染初期における感染抵抗性
○綱嶋るみ 1、松本芳嗣 2、林良博 1、松本安喜 1
1

東大・院農・国際動物資源科学
2

[背景と目的]

東大・院農・応用免疫

リーシュマニア原虫は、哺乳動物体内ではマクロファージ（Mφ）に寄生し増殖す

る。リーシュマニア原虫による病変拡大の阻止には、非感染細胞の感染抵抗性を高めることや、感
染細胞の殺原虫効果を高めることが重要である。我々は、マウス腹腔 Mφに対し原虫感染前に IFNγと IL-12 で処置した場合、感染４時間後に Mφの原虫感染率が未処置群よりも低下し、また、そ
の効果は各サイトカイン単独よりも共投与のときに得られる、という結果を第 77 回日本寄生虫学
会において報告した。LPS はグラム陰性菌の細胞壁表層に存在する糖脂質であり、細胞表面上の TLR
４ を介し、Mφの炎症性サイトカイン産生を促進するなどの効果が知られていることから、免疫系
を賦活化する因子の一つとして、免疫アジュバントとしても注目されている。今回、脾臓 Mφをリ
ーシュマニア原虫感染前に LPS 処置することにより、原虫感染防御効果が認められるかどうかを検
討した。
[方法]

6 週齢のメス BALB/c マウスから脾臓細胞を精製後φ6 cm ディッシュへ撒き、CO2 インキ

ュベーター内で 2 時間静置し、非付着細胞を除去後、付着細胞を脾臓由来 Mφとして使用した。コ
ラーゲンコートをした 16 穴 Lab-Tek Chamber Slide を用いて、10％FCS 添加 RPMI 1640 Medium に
懸濁した脾臓 Mφ 1

105 cells/well を LPS 10μg/mL で 15 時間処置後、リーシュマニア原虫の

定常期プロマスティゴートを Mφに対し 1：5 の比率で感染させた。何時間？原虫の接着・侵入直
後である感染 4 時間後と、原虫の細胞内増殖期である感染 72 時間後の細胞をギムザ染色し、顕鏡
により Mφの原虫感染率、感染マクロファージ内原虫数を測定した。
[結果および考察]

リーシュマニア原虫感染 4 時間後、72 時間後ともに、LPS 処置群では無処置

群に比べて原虫感染率、細胞内原虫数が有意に減少した。IFN-γと IL-12 で刺激した Mφにおいて
は、NO 産生は感染 4 時間後ではまだ認められず、感染 72 時間後には有意に上昇しており、感染 72
時間後における細胞内原虫排除における NO の関与が示唆されるとともに、感染 4 時間後では、NO
を介さない感染防御機構の存在が示唆された。今後は LPS 処置によりみられたマクロファージの
原虫感染抵抗性のメカニズムの解明を進めるとともに、LPS 類似物質による同応答の有無に関する
検討も進めたいと考えている。

一般講演-17
Leish-111f 経鼻投与のリーシュマニア症防御効果の感染部位による違い
玄文宏１、小島佳恵１、高田雄貴１、松本芳嗣２、Steven G. Reed３、林良博１、○松本安喜１
１

東大・院農・国際動物資源科学、２東大・院農・応用免疫学、
３
Infectious Disease Research Institute, WA., U.S.A.

【背景・目的】薬剤耐性原虫の出現や、治療コスト等の問題から、リーシュマニア症に有
効なワクチンの開発が求められている。一方で、我々は、近年有用性が証明されつつある
粘膜投与型免疫法の有効性をブタ回虫症、狂犬病、マラリアといった様々な感染症につい
て確認しており、第 68 回本大会等においてリーシュマニア症においても、Leish-111f の
経鼻投与により尾根部感染 Leishmania major の発症を防御できることを報告した。リーシ
ュマニア症のマウスモデルにおいては、例えば耳介部感染と足蹠部感染とといったように、
原虫の接種部位によって、病変形成が異なってくることが報告されている。局所で感染す
る皮膚常在マクロファージの違いや温度の違いが関係しているのではないかと考察されて
いるが、原因は明らかではない。我々は、経鼻免疫法の尾根部以外における原虫感染の対
する有効性を評価するため、本研究では、Leish-111f 経鼻投与マウスの足蹠部に L. major
を感染させ発症防御効果を検討した。
【材料・方法】BALB/c マウスに Leish-111f をコレラトキシンとともに経鼻投与し、その 2
週後に L. major を、尾根部へは皮下接種、足蹠部へは皮内接種により、それぞれ感染させ、
毎週、それぞれ腫瘤の大きさとフットパッドの厚みを計測した。また、Leish-111f を投与
せずに L. major を感染させたマウスについても同様に処置し、計測した。また、感染 1
週間後から 8 週間後までに経時的に足蹠部の組織標本を作成し、病変を観察するとともに、
足蹠部および膝窩リンパ節内の感染原虫数を計測した。さらに、経鼻免疫後から感染 4 週
後まで、経時的に脾細胞の免疫抗原およびリーシュマニア粗抗原の添加時におけるサイト
カイン産生能を検討した。
【結果・考察】Leish-111f 非投与群においては、尾根部では腫瘤が、足蹠部では腫脹が、
それぞれ継続的に増大した。経鼻投与群においては、尾根部感染では、感染 1 週間後から
4 週間後にかけて原虫の増殖を伴わない反応性の腫脹が認められたが、病変形成は完全に
抑制された。一方、足蹠部感染では、腫瘤が増大するものと退縮するものがみられ、L. major
感染を完全には防御できないことが示された。病理像および感染原虫数の計測結果も、腫
瘤の大きさが、リーシュマニア症の悪化と相関することを示唆していた。また、脾細胞の
サイトカイン産生結果からは、足蹠部感染により IFNγ産生は認められたが、IL-4 産生も
非免疫マウスと同程度に認められた。以上の結果より、Leish-111f 経鼻投与により誘導さ
れる Th1 型免疫反応の原虫感染を制御する効果は、感染部位によって一定ではないことが
示唆された。

一般講演-18
ミトコンドリアペルオキシドキシンはリーシュマニア属原虫において
特有の分子構造を持ち高度に保存されている
○麻田 正仁 1、三條場 千寿 1、後藤 康之 2、Gantuya Sambuu1、長田 康孝 1、松本 芳嗣 1
1

東大・院・農・応用免疫、2 帯広大・原虫研・先端予防治療

リーシュマニア原虫及びトリパノソーマ原虫はいずれもトリパノソーマ科に属する人獣共通感
染症の病原体であり、トリパノチオンを介した酸化還元制御機構を有すると考えられている。我々
はトリパノチオンを介した酸化還元制御機構に関わる分子として Leishmania major のプロマステ
ィゴート及びアマスティゴートおけるリーシュマニア原虫ミトコンドリアペルオキシドキシン
(mPxn)の発現を明らかにしてきた(第 78 回日本寄生虫学会大会)。リーシュマニア属の他の原虫の
mPxn 遺伝子を調べるため L. major 及び L. donovani について mPxn 遺伝子全長 681 bp の DNA 塩
基配列を決定し、既報の L. infantum 及び L. amazonensis の当該塩基配列との比較を行った。そ
の結果上記のリーシュマニア原虫 4 種間では DNA 塩基配列で最大 4% (24 塩基)、予想アミノ酸配列
では最大 2% (5 残基)異なっており、DNA 塩基の相違の多くが同義置換を起こしていることが明ら
かとなった。一方でリーシュマニア属に近縁のトリパノソーマ属の原虫では mPxn 遺伝子の全長は
リーシュマニア原虫と同じく 681 bp であるものの、Trypanosoma cruzi で DNA 塩基は 34% (229〜
232 塩基)、予想アミノ酸は 28〜29% (63〜65 残基)異なっており mPxn 遺伝子がリーシュマニア属
の原虫内において高度に保存されている事が示唆された。また、L. major 以外のリーシュマニア
属原虫における mPxn の発現は明らかとなっていない。そこでリーシュマニア原虫 mPxn タンパク検
出のため mPxn 特異的な配列からなるオリゴペプチド(CTLDTTKAAEFFEKNM)を合成し、マウスを免疫
してモノスペシフィックなポリクローナル抗体(抗 mPxn ペプチド抗体)を作製した。L. major 粗抗
原を用いたウエスタンブロット法により 24 kDa の位置に一本のバンドが観察され、作製した抗体
は mPxn を特異的に認識していると考えられた。この抗体を用い L. major の他 L. donovani, L.

amazonensis, L. braziliensis 及び L. mexicana プロマスティゴート粗抗原についてウエスタン
ブロット法による解析を行った。その結果僅かに L. mexicana では他種に比べ大きい分子量で検出
されたものの、5 種のリーシュマニア原虫において約 24 kDa の位置に単一のバンドが観察された。
また、抗 mPxn ペプチド抗体を用いた蛍光抗体法による局在の解析により、使用したいずれのリー
シュマニア原虫においても蛍光がミトコンドリアに一致して観察され、mPxn が各種リーシュマニ
ア原虫において同様の局在を示すことが明らかとなった。これらのことから mPxn はリーシュマニ
ア属に特有の分子構造を持ち、広くリーシュマニア属の原虫種において保存されていることが明ら
かとなり、リーシュマニア原虫の生存に無くてはならない重要な分子であることが示唆された。
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Aapos ciliata から単離されたリポタンパク ciliatamide の人工合成化合物の
in vitro におけるプロマスティゴート増殖抑制効果の評価

康孝 1、麻田

○長田

正仁 1、三條場
木村

1

千寿 1、Gantuya Sambuu1、大森

純二 2、中尾

洋一 3、松本

裕史 2、

芳嗣 1

東京大学大学院農学生命科学研究科、2 青山学院大学大学院理工学研究科、
3

早稲田大学大学院先進理工研究科

現在、リーシュマニア症の治療薬として 5 価のアンチモン製剤である Sodium antimony gluconate
(SAG)が広く用いられているが、副作用が強く、また薬剤耐性原虫の出現が問題となっている。近
年では抗真菌剤として知られている Amphotericin B、Fluconazole 等が治療薬として用いられるよ
うになったが、新規治療薬の探索が緊急の課題とされている。我々は、深海に生息する海綿(Aapos

ciliata)より単離されたリポタンパク ciliatamide がリーシュマニア原虫に対して増殖抑制効果
を有することを報告した(中尾ら、2008)。本研究では人工的に合成した ciliatamide A、B、C 及び
類似体 22 種類について、EGFP 遺伝子導入 Leishmania major を用い、in vitro におけるプロマス
ティゴート増殖抑制効果を評価した。合成した化合物は合成アミノ酸である L-lys または L-Orn を
出発物質として、ラクタム環を形成させ、N-Me-Phe、脂肪酸を適宜縮合剤により縮合させ、作製し
た。プロマスティゴート増殖抑制効果を評価するため、L. major PM2 (MHOM/UZ/91/PM2) に EGFP
遺伝子を導入した Lm/egfp プロマスティゴートを 1.0

106 cells/ml の濃度で 96 ウェルプレート

に播種した。合成した化合物を 10 μg/ml の濃度に希釈し、それぞれのウェルに添加し、72 時間
培養した後、各ウェルの蛍光を測定した。対照として Amphotericin B を用いた。なお、蛍光値と
原虫数は高い相関を示した(R2=0.9996)。合成した化合物のうち 10 種類が濃度 10 μg/ml 時に 70%
以上の Lm/egfp プロマスティゴート増殖抑制効果を示した。これら高い増殖抑制を示す化合物の共
通の特徴は 7 員環構造を有することであった。なお、ciliatamide の環状リシンを炭化水素アミン
に変換させた類似体も高い増殖抑制効果を示した。今回用いた合成した ciliatamide A、B、C 及び
類似体は Lm/egfp プロマスティゴートに対して Amphotericin B と同程度の高い増殖抑制効果を示
したことにより、これらの化合物はリーシュマニア症治療薬の候補化合物として有望であると考え
られた。今後、合成した ciliatamide 及び類似体の in vivo におけるアマスティゴート増殖抑制効
果を検討する。

一般講演-20

Leishmania turanica:
Experimental infections in inbred gerbils (MGS/Sea) and BALB/c mice
○ Gantuya Sambuu, Chizu Sanjoba, Masahito Asada, Yasutaka Osada,
Yoshitsugu Matsumoto
Department of Molecular Immunology,
Graduate School of Agriculture and Life Sciences,
The University of Tokyo
Zoonotic leishmaniasis caused by Leishmania major, L. turanica, and L. gerbilli
which are members of L. major s.l. is endemic in Central Asia. The main host species
in this area is great gerbil, Rhombomys opimus. Two strains of L. turanica were
established from great gerbils in Mongolia and characterized (Gantuya et.al, 2008).
The susceptibility of experimental inbred Mongolian gerbils, Meriones unguiculatus
(MGS/Sea) to experimental infection with L. turanica was investigated. MGS/Sea
gerbils were inoculated subcutaneously into the right hind footpad with 0.1 ml of
Hankʼs Balanced Salt Solution (HBSS) containing 1 x 107 promastigotes of L. turanica
strain BZ18 (MRHO/MN/08/BZ18). All MGS/Sea gerbils developed swelling in the footpad
at 2 weeks post inoculation (PI). The thickness of inoculated footpad increased to
1.7 fold (n=5) at 12 weeks PI, and ulceration was observed in some MGS/Sea gerbils
at 10 weeks PI. The lesion in the footpad of MGS/Sea gerbils began resolving by 18
weeks PI. The swelling of footpad was still remained at 40 weeks PI. Another L.
turanica strain BBU23 (MRHO/MN/08/BBU23) also showed similar virulence with BZ18 to
the MGS/Sea gerbils. BALB/c mice, which are susceptible to L. major infection, were
inoculated intradermally at the dorsal base of the tail with 0.1 ml of HBSS containing
1 x 107 promastigotes of BZ18. All BALB/c mice developed erythema and conspicuous
nodules at the dorsal base of the tail by 8 weeks PI. The ulceration was evident at
12 weeks PI and the nodules increased rapidly in size and reached to 15.5 18.7 mm
in diameter at 38 weeks PI. This study shows that L. turanica causes self-healing
skin lesions in MGS/Sea gerbils and shows high virulence to BALB/c mice, comparable
to the virulent L. major strain PM2. The results obtained in these studies show an
interesting animal model for obtaining further knowledge of cross immunity among L.
major s.l.

一般講演-21
Characterization and Crystallization of Glycerol Kinase
from Human African Trypanosomes
Emmanuel Oluwadare Balogun1, Daniel Ken Inaoka1, Yasutoshi Kido1,
Tomoo Shiba1, Shigeharu Harada2 and Kiyoshi Kita1
1

Department of Biomedical Chemistry, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo
2

Department of Applied Biology, Kyoto Institute of Technology

Trypanosoma brucei gambiense and T. b rhodesiense are the causative agents of Human
African Trypanosomiasis, for which currently available chemotherapy has been associated with
problems of toxicities and failure. The blood stream forms of these pathogens process a
repressed mitochondrion, hence relies solely on glycolysis for their energy requirement.
Their mitochondrion houses a unique respiratory chain that basically functions to regenerate
NAD+, which is required for the optimal production of ATP from glucose. The terminal ubiquinol
oxidase of its respiratory chain is the trypanosome-specific alternative oxidase (TAO), a
validated drug-target and absent in the human host. We have found that Ascofuranone (AF)
is a potent trypanocidal compound that specifically inhibits TAO, and its action
synergistically enhanced in the presence of high concentration of glycerol. Previous study
including our result showed that T.b.g. glycosomal glycerol kinase (TbgGK) is the target
of glycerol. The presence of AF or anaerobic condition results in accumulation of
glycerol-3-phosphate (G3P) and shortage of NAD+, due to inhibition of re-oxidation of NADH,
thereby decreasing the glycolysis flow. However, the parasites have unique strategy to
overcome this. High G3P levels cause TbgGK to catalyze its reverse reaction, producing ATP
and glycerol. Therefore, TbgGK plays a key role producing ATP and restoring the glycolysis
flow. Since there is no report about specific TbgGK inhibitor and such a high glycerol
concentration is not clinically practicable, the development of novel, potent and specific
TbgGK inhibitor is needed. For classical random-screening and structure-based drug design,
the availability of stable, active and highly purified target protein in large amount is
indispensable. In this study, we constructed and overexpressed a His6 tagged recombinant
form of TbgGK in E. coli, purified it to homogeneity, characterized, and then crystallized
by the sitting-drop vapor diffusion method. The structure of TbgGK was solved at 2.75 Å
resolution by molecular replacement using Plasmodium falciparum GK as a search model. The
structure of TbgGK, which is still under refinement revealed the crystal to be formed by
dimmers, that represents the physiological state of the enzyme.

一般講演-22

RT-LAMP 法によるクリプトスポリジウム検査法の開発
○泉山信司 1、猪又明子 2、百田隆祥 3、岸田直裕 4、秋葉道宏 4、八木田健司 1、遠藤卓郎 1,5
1

国立感染症研究所寄生動物部、2 東京都健康安全研究センター環境保健部、
3

栄研化学（株）生物化学研究所、4 国立保健医療科学院水道工学部、
5

目

国立感染症研究所細菌第一部

的：クリプトスポリジウムは強い塩素耐性を有することから、水道等を介した水系感染に注意

を払う必要がある。水道分野における現行のクリプトスポリジウム検査法は、厚生労働省による指
針「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について（健水発第 0330006 号
平成 19 年 3 月 30 日）」の別添３に記載されているが、顕微鏡観察を主体とした検査であること
から習熟を要するなど問題が指摘されている。また、クリプトスポリジウムを対象とした遺伝子検
査法も多数報告されているが、環境試料への適用には阻害物質や感度の問題を解決する必要がある。
これを受けて当該研究では、RT-LAMP 法により 18S rRNA を検出することで検出感度を向上させる
工夫を行い、実用的な検査法の開発を目指したので報告する。
実験方法：表流水 22 検体及び地下水 9 検体について、各 20L を PTFE フィルターでろ過濃縮した。
フィルターから濃縮物を誘出した後に二等分し、それぞれ免疫磁気ビーズ法で精製した。顕微鏡検
査は定法に従い、免疫磁気ビーズから塩酸で解離した精製物を DAPI 染色、FITC 免疫染色した後、
微分干渉蛍光顕微鏡下で観察した。他方の精製物は免疫磁気ビーズから塩酸解離せず、凍結融解と
Proteinase K による酵素処理によって約 25μL に核酸を抽出した後、5μL を RT-LAMP 法に用いた。
RT-LAMP 反応にはクリプトスポリジウム検出試薬キット（栄研化学）と逆転写酵素（Roche）を使
用した。RT-LAMP 法陽性となった増幅産物は電気泳動を行い、バンドパターンによりクリプトスポ
リジウム由来の反応であったことを確認した。RT-LAMP 法の感度試験には感染マウスの糞便からシ
ョ糖浮遊法で精製したオーシストを使用した。
結果及び考察：RT-LAMP 法によるクリプトスポリジウムの検出は反応チューブあたりオーシスト
0.006 個に相当する希釈液から安定した検出が可能であることを確認した。河川等実試料の顕微鏡
検査法との比較では、顕微鏡検査による陽性が 2 試料だったのに対して、RT-LAMP 法では顕微鏡陽
性 2 試料を含む 7 試料が陽性となった。アガロースゲル電気泳動像はクリプトスポリジウムと同一
のバンドパターンを示し、偽陽性ではないことを確認した。全試料を使うことなく遺伝子検査が可
能となり、追試やジアルジア試験も実施可能と考えられた。実試験への応用が期待された。

一般講演-23

「ミトコンドリア」を持たない寄生原虫・クリプトスポリジウム
マイトソームの生化学解析に向けた実験系の確立

○ 原田倫世 1、城戸康年 1、坂元君年 1、松崎素道 1、籔義貞 2、鈴木高史 3、
笹原武史 4、中井裕 5、北潔 1

1

東大・医・生物医化学、2 名市大・医・免疫、3 東京医歯大・医・国際環境寄生虫病、
4

北里大・医・微生物・寄生虫学、5 東北大・農・環境システム生物学

腸管寄生原虫クリプトスポリジウムは下痢を主徴とする人畜共通感染症を引き起こす。AIDS 患
者などの免疫不全者や老人にはしばしば致死的となるが、現在効果的な薬剤は存在しないため新規
の薬剤の開発が急務となっている。我々のグループは哺乳類には存在しないミトコンドリア呼吸鎖
末端酸化酵素であるシアン耐性酸化酵素 Alternative oxidase (AOX)を薬剤標的酵素、そしてその
強力な阻害剤であるアスコフラノン（AF）を新規薬剤候補として研究を進めている。これまでに私
達はヒトのクリプトスポリジア症で問題となっている C. parvum 及び C. hominis 組換え AOX に
対する AF の阻害（50%阻害濃度：0.5-1 nM）、培養細胞感染時の AF による原虫増殖阻害効果、動物
モデルでの AF 抗クリプトスポリジア症効果を明らかにしてきた。
AOX は通常ミトコンドリアに局在するが、クリプトスポリジウムはミトコンドリアを持たず、ATP
産生能を失ったミトコンドリアの痕跡と考えられるマイトソームが存在している。クリプトスポリ
ジウムでは in vitro 培養系が確立されていないことが、その生化学的解析を妨げる一因となって
おり、充分な研究材料を得る目的で免疫不全マウスへの感染の条件を検討した。その結果、5 週齢
のマウスに 1

105 オーシストを感染させた場合により多くの原虫が回収され、最終的にマウス 20

匹の糞便から 2 ヶ月間で約 2

109 個の原虫を得ることが可能となった。細胞破砕法と細胞分画法

を検討したところ、ホモジナイザーにガラスビーズを加えてホモジナイズしたときに未破砕細胞お
よびオーシスト壁、膜画分、可溶性画分に分離することができた。マイトソームのマーカータンパ
ク質である Hsp70 の抗体を指標としてウエスタンブロットを行ったところ、Hsp70 は膜画分に局在
し、マイトソーム画分調製法を確立できたことを確認した。今後、AOX 活性測定や他の呼吸鎖活性
測定を進めることで、マイトソームの機能を明らかにしたい。

一般講演-24

水族館で斃死したスナメリに寄生していた二生吸虫 Campula oblonga と
末梢型肝内胆管癌を示唆する病変の出現について

小松由章 1、○倉持利明 2、池口新一郎 1

1

のとじま臨海公園水族館
2

国立科学博物館

スナメリ Neophocaena phocaenoides (G. Cuvier, 1829) は日本沿岸の限られた海域に生息する
小型鯨類で、古くから各地の水族館で飼育・展示されてきた。また、天然水域での生息数の減少が
懸念されることから、水産資源保護法の下で保護・管理されている一方、近年では飼育園館・飼育
頭数ともに減少し、飼育下での繁殖が困難な状態となった。そこで、のとじま臨海公園水族館およ
び 2 園館は、水産資源保護法の特別許可の下、農林水産大臣の特別採捕許可を取得し、2004 年 11
月に三重県沖の伊勢湾でスナメリの採捕を行った。
のとじま臨海公園水族館は、採捕個体のうちの雌雄各 1 頭を順調に飼育・展示し、2006 年には
繁殖に成功、翌年 5 月には雄個体が誕生した。しかし、2008 年春以降相次いで体調の悪化を観、
同年 5~8 月には上記 3 頭それぞれが斃死するに至った。病理解剖および病理組織切片の検索を行
った結果、いずれの個体においても肝臓・腎臓に主要な病変が認められ、水族館生まれの雄以外の
2 個体には二生吸虫の Campula oblonga Cobbold, 1858 の重度寄生が観られた。

C. oblonga は、スナメリをはじめイシイルカ、ネズミイルカなどのネズミイルカ科鯨類の胆管・
膵管に広く寄生が観られ、瀬戸内海産のスナメリでは寄生率約 50％を示す普通種である
(Kuramochi et al., 2000: Mem. Natn. Sci. Mus., (33): 83‒95.)。しかし今回、C. oblonga が
寄生していた 2 症例のうちのひとつでは、胆管および膵管内腔に腺細胞様の細胞が重度に増生して
おり、これはヒトの高分化管状腺癌、すなわち末梢型肝内胆管癌（以下肝内胆管癌）に良く似てい
た。ヒトでは、肝吸虫患者が肝内胆管癌発症のハイリスク集団のひとつと言われているが、C.

oblonga の寄生と肝内胆管癌との関係はもとより、鯨類における肝内胆管癌の発症そのものが知ら
れていない。従って本症例は、スナメリにおける肝内胆管癌の発症を強く示唆するものの、病態と
の関係、直接の死因となったか否か、C. oblonga の寄生がどのように影響したか等、いずれも不
明である一方、C. oblonga の寄生に関連した肝内胆管癌の発症が、全身症状の悪化をもたらし、
腎不全を併発して斃死したという可能性も否定できない。

一般講演-25

奇妙な形態の片節を伴った日本海裂頭条虫症の一例

○松岡裕之 1，柳田哲矢 2，中尾

稔 2，金井孝裕 3，伊藤

1

自治医科大学・医動物学

2

旭川医科大学・寄生虫学

3

自治医科大学・小児科学

亮2

一般に日本海裂頭条虫成虫は，片節の中央部を子宮が占めて真田帯のような模様を形成しつつ，
横長の片節が数千にわたって積み重なるように連続し，数メートルの長さに及ぶ。
今般我々の大学に持ち込まれた条虫成虫は，ひとつひとつの片節が右端から左端へと至っておら
ず，斜めになった格子縞のように形成されていた。そのため子宮は一列になっておらず，斜めに数
列ずつ配置されていた。この形態は図鑑にも載っていなかった。
虫体を排出したのは栃木県に住む 6 歳の男児で，サケ類を生で食べた経験はないとのことだった。
食事をともにしている家族からは，虫体の排出はなかった。
プラジカンテルの内服により頭節付近までの虫体が駆出されたが，頭節そのものの確認はできな
かった。駆虫後 10 ケ月を過ぎたが，その後虫体の排出を見ず，駆虫は成功したものと思われた。
虫体の一部から DNA を抽出し，18S ribosomal RNA 遺伝子に加え，ミトコンドリア cox1 および
cob 遺伝子を読み取ったが，それらは日本海裂頭条虫の遺伝子と相同であった。

一般演題-26

都立墨東病院感染症科で 2008 年に治療した日本海裂頭条虫症と無鉤条虫症について

○大西健児、中村（内山）ふくみ

東京都立墨東病院

感染症科

2008 年 1 月から 12 月までの 1 年間に、当院で 6 例の日本海裂頭条虫症、3 例の無鉤条虫症を治
療した。日本海裂頭条虫症患者の年齢は 32 歳から 48 歳（平均 39 歳）であり、男性が 5 人、女性
が 1 人で、推定感染地は日本が 4 人、判定不能が 2 人であった。無鉤条虫症患者の年齢は 26 歳、
30 歳、45 歳であり、男性が 2 人、女性が 1 人で、推定感染地はベトナム 1 人、インドネシア 1 人、
アフリカ（国名特定不能）1 人であった。受診契機は日本海裂頭条虫症の全例が片節連鎖の排出、
無鉤条虫症の全例が片節の排出であった。日本海裂頭条虫症、無鉤条虫症ともに全例がプラジカン
テル 600mg の単回経口投与で治療され、全例駆虫に成功し副作用を思わせる症状の出現はなかった。
体重 1kg 当り換算のプラジカンテルの量は、日本海裂頭条虫症患者で 7.06mg、7.59mg、8.22mg、
9.09mg、9.23mg、11.32mg であり、無鉤条虫症患者で 7.89mg、9.54mg、12.0mg であった。日本海
裂頭条虫症の 1 人、無鉤条虫症の 1 人が当院受診前に他院でコンバントリン®を投与されていた。

一般講演-27

マダニ中腸由来 Kunitz type セリンプロテアーゼインヒビターによる
内在性プロテアーゼ活性の制御

○ 三好猛晴 1、辻

尚利 1、M.Khyrul.Islam1、八田岳士 1、M.Abdul.Alim1、
山地佳代子 1、Anisuzzaman1、藤崎幸蔵 2,3

1

動衛研・寄生虫病

2

帯畜大・原虫病研究センター

3

鹿児島大・獣医・新興感染症

マダニは大量の宿主血液を中腸に取り込み、多様なプロテアーゼから構成される消化カ
スケードによって血液成分を分解していると考えられる。これまでマダニ中腸においては、
複数のセリンプロテアーゼの存在が示唆されているが、それらプロテアーゼ活性の具体的
な制御機構についてはいまだ明らかとなっていない。我々はマダニ中腸におけるプロテア
ーゼ活性制御について検討するため、フタトゲチマダニ中腸 cDNA ライブラリーより Kunitz
type セリンプロテアーゼインヒビター様分子 HlMKI を分離した。HlMKI は単一の Kunitz
type セリンプロテアーゼインヒビタードメインを持ち、他のマダニ由来 Kunitz type イン
ヒビターとは異なる構造であった。HlMKI は中腸特異的に発現し、蛍光抗体法による二重
染色を行った結果、マダニ中腸由来溶血性セリンプロテアーゼである HlSP と中腸上皮細胞
内で共局在することが示され、これら二つの遺伝子が吸血開始後 72 時間において共に発現
増強されていることが RT-PCR により確認された。さらに、組換え HlMKI は、トリプシンな
ど哺乳類由来セリンプロテアーゼの活性を阻害するだけでなく、組換え HlSP（rHlSP）の
加水分解活性を阻害することが示された。以上の結果より、HlMKI はマダニ中腸セリンプ
ロテアーゼ HlSP を標的とする可能性が示唆された。

一般講演-28

マダニ吸血消化におけるカテプシン L 様システインプロテアーゼ、HlCPL-A の役割

○ 山地佳代子 1,

2, 3

尚利 2、三好猛晴 2、八田岳士 2、M. Abdul Alim2、Anisuzzaman2、

、辻

櫛引史郎 1, 3、藤崎幸蔵 4

1

筑波大・先端農業、2 動衛研・寄生虫病、

3

畜草研・栄養代謝、4 鹿児島大・先端獣医

宿主血液を唯一の栄養源とするマダニでは、中腸内に取り込んだ血液は種々の加水分解酵素によ
って分解されていると考えられる。我々はこれまで人獣バベシア症のベクターであるフタトゲチマ
ダニのカテプシン L 様システインプロテアーゼ（HlCPL-A）を単離し、吸血行動における発現変動、
ヘモグロビン（Hb）の分解、中腸上皮細胞での局在および内在性システインプロテアーゼインヒビ
ター（Hlcyst-1、Hlcyst-2）との相互作用等を報告してきた。今回、HlCPL-A をノックダウンした
マダニ（HlCPL-A k/d）を作製し、HlCPL-A の吸血消化における役割および HlCPL-A と他の加水分
解酵素や Hlcyst-1・2 との関係を検討したので報告する。内在性 HlCPL-A 発現が抑制された HlCPL-A
k/d では、malE ds RNA 処理群の個体（対照）と比較して吸血量が減少し、飽血前に半数が死亡、
生存率の有意な低下が認められた。我々がこれまで報告してきた吸血消化に関わる加水分解酵素群
の発現変動を HlCPL-A k/d で確認した結果、HlLgm-1、HlLgm-2、longepcin、longipain 等で発現
が増強されていることがわかった。興味深いことに、HlCPL-A の内在性インヒビターである
Hlcyst-1、Hlcyst-2 では発現が減少していることが確認された。以上の成績より、HlCPL-A はマダ
ニの吸血消化において重要な役割を果たしていることが強く示唆された。

一般講演-29

病理解剖遺体から検出された寄生虫について(中間報告)

○ 安倍正史、白倉哲郎、趙維華、田中和生

昭和大学医学部微生物学教室

我々は、2006 年の４月より、昭和大学病院にて行われた病理解剖の遺体における寄生虫（主と
して腸管寄生虫）の調査を行ってきた。遺体調査例の総数は、2009 年 8 月現在で、80 例にのぼる
が、これらの症例について、主として、寄生虫学的な観点から、出現した寄生虫種、予想される出
現のメカニズムなどについて、中間報告的に述べてみたい。
ちなみに、当方どもが、経験した遺体調査例では、調査総数 80 例のうち、56 例(70％)に病原性
寄生虫が認められた。内訳は、赤痢アメーバとランブル鞭毛虫の混合感染例が 28 例（50％）、ラン
ブル鞭毛虫の単独感染例が 15 例(26,8％)、赤痢アメーバの単独感染例が 11 例(19.6%)、赤痢アメ
ーバ、ランブル鞭毛虫、ヒトブラストシスチスの混合感染例及び赤痢アメーバ、ランブル鞭毛虫、
裂頭条虫(虫卵のみ)の混合感染例が各 1 例であった。
これらの寄生虫のヒトの臨死期における動態はまだ詳しくわかっていないが、免疫状態の低下し
た患者の体内において、ウイルスや細菌とは代謝経路の異なるこれらの寄生虫が抗菌剤などの攻撃
を免れて日和見的に生き延びていた可能性があるのではないか。

