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研究成果の概要（和文）：熱帯熱マラリア感染防御(PfCSP)および感染防御‑伝播阻止(Pfs25‑PfCSP)両機能を搭
載したコンポーネント−DNAハイブリッド型BDESワクチン、組換えアデノウイルスの作製を完了した。マウスモ
デルの免疫実験では、非常に高い抗PfCSPおよび抗Pfs25抗体価を誘導し、PfCSP特異的なIFN‑gの産生も観察され
た。最も重要な感染防御効果もほぼ100%であり、BDESワクチン、組換えアデノウイルスを用いたheterologous
prime‑boost immunizationでは、99%の伝播阻止効果を達成することに成功した。

研究成果の概要（英文）：We have generated baculovirus‑ and adenovirus‑based malaria vaccines
expressing Plasmodium circumsporozoite protein (PfCSP) or PfCSP‑Pfs25 fusino protein. Immunization
of mice with these viral‑vectored vaccines induced high anti‑PfCSP and Pfs25 antibody titers and
cellular immune responses. These results clearly demonstrated that our vaccines possesses
multifunctional effects on induction of both humoral and cellular immune responses. We successfully
achieved sterile protective efficacy of our vaccines against sporozoite challenge. Moreover,
heterologous prime‑boost immunization regime using baculovirus‑ and adenovirus‑PfCSP‑Pfs25 elicited
99% transmission blocking activity. The present study shows great potential of our vaccines as
next‑generating malaria vaccines.

研究分野： 感染免疫学
キーワード： マラリア
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感染防御

スポロゾイト

様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９−１、Ｚ−１９、ＣＫ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
① 複雑な生活環をもつマラリア原虫に対し、
マルチステージワクチン開発が必要：
「感染防御ワクチン」である RTS,S ワクチン
（GSK 社：マラリア抗原 PfCSP と HBsAg
との融合タンパクと特殊アジュバンドが成
分）は、アフリカでの第 III 相臨床試験でわ
ずか３０%の有効率しかなく、改良が望まれ
ている。一方、マラリア感染者から蚊への伝
播を阻止することによりコミュニティー全
体を守る「伝播阻止ワクチン」は、その重要
度は認識されているが、被接種者には直接メ
リットがないため単価ワクチンでの実用化
は困難である。このため、より効果的でスペ
クトルが広い感染防御-伝播阻止両機能を併
せ持つマルチステージワクチンの開発が望
まれている。しかし、マルチステージワクチ
ンの問題点は、各ステージの単価ワクチンを
混合しただけでは免疫干渉が生じ、効果が激
減することにある(Elias et al., J Immun
2013)。免疫干渉を回避でき、さらに非侵襲
性の点鼻・経口接種が可能な次世代ワクチン
プラットフォームの開発が望まれている。
②「感染防御ワクチン」は細胞性・液性両免
疫応答を誘導するハイブリッド機能が必要：
蚊から注入されたスポロゾイト期マラリア
原虫は、血流に乗って肝臓に達し、侵入して
増殖する。肝臓に達するまでは液性免疫応答
が有効であり、肝臓に侵入してからは細胞性
免疫応答が必要である。この両免疫応答を効
率よく誘導するハイブリッド型ワクチンプ
ラットフォームが望まれているが、現在はま
だこのようなシステムプラットフォームは
開発されていない。
③バキュロウイルスは安全性の高い多機能
性次世代ワクチンプラットフォームとして
有望：
バキュロウイルスはヒトに感染性はないが、
CMV プロモーターを用いれば哺乳類細胞に
遺伝子導入（ウイルス複製なく細胞内に取り
込まれ遺伝子発現）することができる。我々
は臨床応用に向けて、副反応がないことを大
規模アカゲザル（42 頭）実験による安全性試
験で確認している。一方、バキュロウイルス
は in vivo において補体により不活化される
ことが弱点であり、これが臨床応用への大き
な障害となっている。我々は独自のアイデア
で改良を加え、安全性の高い多機能性
BDES-NVP ワクチンプラットフォームを開
発した。
２．研究の目的
【全体構想】非感染性バキュロウイルスナノ
粒 子 ワ ク チ ン シ ス テ ム
（BDES-NVP:Non-infectious Viral Particle
Baculovirus Dual Expression System）
）を
技術基盤として、ワクチン開発が困難とされ
るマラリアワクチン開発に挑戦する。他のウ

イ ル ス ベ ク タ ー と 組 み 合 わ せ た
Heterologous Prime-Boost 免疫法も検討す
る。臨床応用を明確にした橋渡し研究であり、
動物モデルを出発点として BDES-NPV の
First-in-Human 試験に向けてワクチン効果
を立証する。
【具体的な目的】熱帯熱マラリア感染防御の
み、および感染防御-伝播阻止両機能を搭載し
た コ ン ポ ー ネ ン ト -DNA ハ イ ブ リ ッ ド 型
BDES-NVP ワクチン、アデノウイルスワク
チンを作製し、遺伝子組換えマラリア原虫を
用いて動物モデルで両ワクチン効果を評価
する（達成目標＞９０%効果）
。液性・細胞性
免疫を解析し、両ワクチン効果との相関関係
を明らかにする。ユニークな自然免疫を賦活
化するアジュバント効果のメカニズムを解
明する。
３．研究の方法
多機能性ハイブリッド型（マラリア感染防御
‑伝播阻止）１価、２価 BDES‑NVP ワクチン、
アデノウイルスワクチンを構築・評価：
BDES‑NPV とは、非感染性バキュロウイルスを
技術基盤として独自に開発・改良したワクチ
ンプラットフォームである。
① 抗原性の解析１（提示型コンポーネントワ
クチン機能）：BDES‑NVP ウイルス粒子上に
PfCSP あるいは Pfs25‑PfCSP‑G 融合タンパク
が提示発現していることを熱帯熱マラリア
感染患者血清 3,000 サンプルをプローブとし
たウエスタンブロッティングで確認する。補
体抵抗因子ＤＡＦによる i)ウイルス粒子の
シールド、ii)補体存在下でのウイルス形状
を免疫電顕で観察する。
② 抗原性の解析２（細胞内発現型 DNA ワク
チン機能）
：BDES‑NVP の特長は、哺乳動物細
胞に取り込まれて抗原を発現し、MHC‑I に提
示することにより細胞性免疫を強力に誘導
す る 能 力 (DNA ワ ク チ ン 機 能 ) で あ る 。
BDES‑NVP を哺乳類細胞に導入（トランスダク
ション）し、モノクローナル抗体および熱帯
熱マラリア感染患者血清をプローブとした
間接蛍光抗体法で Pfs25‑PfCSP‑G 融合タンパ
クの細胞内発現を観察する。
② 免疫原性の解析：BDES‑NVP、組換えアデ
ノウイルスをマウスに筋注接種し、ELISA
により PfCSP、Pfs25 に対する抗体価を測
定する。使用する ELISA 抗原は大腸菌で
発現した組換え Pfs25, PfCSP タンパクを
用いる。複数の抗原に対する免疫応答を
調べ、BDES‑NPV の大きな利点である免疫
干渉回避メカニズムの解析も行う。
③ 感染防御実験： BDES‑NVP、組換えアデノ
ウイルスをマウス（合計６０匹）に３週
おき３回筋注免疫する。各回の免疫直前
に部分採血して、後日 ELISA により抗体
価の変動を測定し、ブースター効果を調

べる。最終免疫の２週間後に遺伝子組換
え原虫 PfCSP/Pb が感染したハマダラカ
で吸血チャレンジする。チャレンジ５‑
１４日後にギムザ染色した血液薄層塗沫
標本を作製し、顕微鏡で感染の有無、原
虫増殖率を観察・測定し、感染防御効果
を評価する。
④ ワクチンメカニズム、自然免疫応答メカ
ニズムの解析：各回の免疫—
感染防御実験
で得られる血清、細胞を用いて抗体価、
細胞性免疫応答を調べ、ワクチン効果と
の相関関係を解析する。BDES‑NPV、組換
えアデノウイルスが誘導するアジュバン
ト効果は、組換えタンパク+アラムアジュ
バント接種群と対比解析する。
４．研究成果
熱帯熱マラリア感染防御および感染防御‑伝
播阻止両機能を搭載したコンポーネント−
DNA ハイブリッド型 BDES ワクチン、組換えア
デノウイルスの作製を完了した。熱帯熱マラ
リア原虫のワクチン候補抗原 Pfs25 と PfCSP
両遺伝子を BDES‑NPV、アデノウイルスに導入
し、BDES‑PfCSP, Pfs25‑PfCSP, AdHu5‑PfCSP,
AdHu5‑Pfs25‑PfCSP を構築した。機能評価と
してウェスタンブロッティング法による抗
原タンパクの発現確認（コンポーネントワク
チン機能解析）および共焦点顕微鏡による動
物細胞へのトランスダクション発現確認
（DNA ワクチン機能解析）を終え、作製した
ワクチンが予定通り十分な機能を有してい
ることを確認した。
前 述 の
BDES‑PfCSP,
Pfs25‑PfCSP,
AdHu5‑PfCSP, AdHu5‑Pfs25‑PfCSP の in vitro
機能解析および in vivo ワクチン効果解析か
ら、下記の成果を得た。(1)Pfs25‑PfCSP 融合
型 BDES ワクチンを作製し、ウイルス粒子上
にこの融合タンパクが発現・提示されている
ことをウエスタンブロッティングで確認し
た。(2)BDES の特長である哺乳類細胞への
transduction 効率を間接蛍光抗体法により
確認した。膜非透過条件でも強いシグナルが
細胞膜に検出されたことから、効率よく膜表
面に Pfs25‑PfCSP 融合型タンパクが提示され
て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。
(3)Pfs25‑PfCSP 融合型 AdHu5 ワクチンを作製
し、この融合タンパクが発現・提示されてい
ることをウエスタンブロッティングおよび
FIA で確認した。(4)AdHu5‑prime/BDES‑boost
heterologous 免疫法を用いて、マウスへの
接種実験を行い、細胞性免疫については
ELISPOT 法で PfCSP ペプチド特異的な IFN‑g
産生細胞の存在が確認され、液性免疫につい
ては ELISA 法により抗 PfCSP, 抗 Pfs25 抗体
産生が確認された。(5)感染防御および伝播
阻止効率をマウスモデルで評価するために、
Pfs25‑PfCSP double chimeric transgenic
parasites を作製し、PFS25, PFCSP の発現を

確 認 し た 。 (5) 免 疫 マ ウ ス に Pfs25‑PfCSP
double chimeric transgenic parasites をチ
ャレンジ感染させたところ、100%の完全感染
防御効果を達成することに成功した（論文作
成中）
。
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