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Ⅰ．国際共同研究の概要
■プログラム名：アジア・アフリカ科学技術協力の戦略的推進（国際共同研究の推進）
■課題名：大規模ゲノム解析による熱帯感染症制圧
■機関名：北海道大学
■代表者名（役職）： 杉本千尋 （教授）
■共同研究機関名：東京大学、帯広畜産大学、チェンマイ大学、マレーシアゲノム研究所、サムラトランギ大
学、ザンビア大学、プレトリア大学、国際トリパノソーマ抵抗性研究所
■共同研究機関代表者名（役職）：渡辺純一（助教）・鈴木穣（准教授）、玄学南（教授）・井上昇（准教授）、
Wej Choochote（教授）、Kiew-Lian Wan（准教授）、 Josef Tuda （教授）、Boniface Namangala（副学部長、講
師）、 Frans Jongejan（教授）、 Bonto Faburay（研究員）
■実施期間：３年間
■実施経費： 89.3 百万円（間接経費込み）
課題概要

研究の目標・概要
１．研究の目的
超高速 DNA シークエンス技術により得られる大量のゲノムとトランスクリプトームの情報基盤
を強化し、マラリアやタイレリア症など熱帯諸国に分布する節足動物媒介性感染症の制圧をする。
２．内容
マラリア原虫やタイレリア原虫など熱帯・亜熱帯地域で猛威を振う節足動物媒介性原虫について分
離株を多数収集し、超高速シークエンサーでゲノムのリシークエンスを行う。SNP（single nucleotide
polymorphism）をゲノムワイドに収集し、その情報を利用して DNA マイクロチップを作成し多型を解
析する。マラリア原虫では薬剤耐性や感染伝播様式の解析など、タイレリア原虫等では野生動物・牛
間での伝播と遺伝子交雑、ワクチン株の選定などに利用する。疾病の正確なモニタリングに基づいた
感染対策を策定する。
３．研究実施体制
日本を中心とした下記のアジア、アフリカの研究機関が共同研究体制を組み上げる。それぞれ節足
動物媒介性病原体ならびに媒介動物の生物学、ゲノム研究に実績を有する機関である。アジア：タイ・
チェンマイ大学医学部、マレーシア・マレーシアゲノム研究所、インドネシア・サムラトランギ大学
医学部 アフリカ：南ア・プレトリア大学熱帯獣医学部、ガンビア・国際トリパノソーマ抵抗性研究
所、ザンビア・ザンビア大学医学部 国内：北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター、同大学院
情報科学研究科、東京大学医科学研究所、同大学院新領域創成科学研究科、帯広畜産大学獣医学部、
原虫病研究センター
研究の意義等
１．政策的ニーズ
マラリア原虫や、タイレリア原虫などの寄生虫、および、ハマダラカや、マダニなどの媒介節足動
物は、国際感染症の原因として世界的に重要であるだけでなく、近年の地球温暖化によるマラリア
やデング熱の温帯地方への拡大懸念により、我が国にとっても喫緊の課題となっている。また、ア
ジア、アフリカ地域における畜産資源の活用と安定供給にとって、家畜の感染症対策は必須の要件
である。明治以降寄生虫対策に成功を収めた我が国への期待は極めて高い。
２．共同研究内容の先端性
標準株のゲノム解読の成果を基盤とする病原性原虫と媒介節足動物の大量 SNP 情報の収集と解
析、および、発現遺伝子の網羅的解析は、ゲノム情報の疾病対策への応用には不可欠であり、今後、
急速に進展、普及すると考えられる。当研究グループは、完全長ｃＤＮＡ解析、原虫ゲノム解析で
世界をリードしており、これまでに培った人間関係を生かしてアジア・アフリカ地域における先端
的研究のネットワークを確立する。

３．制度の付加価値
現在、「新興・再興感染症研究拠点形成プログラム」によりザンビアを中心に原虫等の解析を、「二
国間共同研究」によってインドネシアでマラリア原虫の研究を行っている。本制度により国際的な共
同研究体制を拡大、強化することで、アジア・アフリカ地域での病原体ゲノム科学の分野でのわが国
の地歩を固め、国際貢献に資する。
４．過去の蓄積
アジア・アフリカ研究基盤形成事業（日本学術振興会）
、International Grossina Genome Cons
ortium, International Tick and Tick-borne Diseases などの事業を通じて、今回挙げた国内外の機
関とは既に共同研究を実施している。Theileria orientalis のゲノム解読は、病原性原虫ゲノムと
してはわが国主導で解析を初めて行った例である。タイ・インドネシア・ザンビアには、日本への
留学経験者が複数おり、また、現在も留学生が在学中で、研究の橋渡しとなっている。

ミッションステートメント
（１）共同研究の概要
アジア・アフリカ大陸など広範囲に分布する病原体の薬剤耐性、病原性などの遺伝子解析を行うには、国
際的な比較の規準となるマーカーの作出が不可欠である。そこで本プロジェクトでは、超高速シークエンサー
を利用し、寄生原虫、および、媒介節足動物の臨床・野外分離株の１）SNP 収集、多型解析とその国際基準
化、２）発現遺伝子の網羅的解析技術確立、の２点を目標とする。
（２）実施期間終了時における具体的な目標
マラリア原虫 Plasmodium falciparum、タイレリア原虫（Theileria parva）、リケッチア(Ehrlichia ruminantium)に
ついて、それぞれ２０株の SNP 解析を行う。得られた SNP についてオリゴアレーを作成し、各１００株の解析を
行う。発現遺伝子については、代表株５株について解析する。臨床データとの相関解析から、病原性や薬剤
耐性などの遺伝的背景を解明する。原虫で確立した SNP 解析方法は、媒介節足動物（ハマダラカ、マダニ）
の遺伝子解析に応用する。完全長ｃDNA クローンライブラリーをバンク化し、各国研究者の利用に供しうる体
制を構築する。
（３）実施期間終了後の取組
研究成果は、これまでに作成したデータベース Full-Malaria、および、Full-Arthropods を発展させることで、
インターネットで公開する。開発された技術に基づき、アジア・アフリカ地域、さらに中南米など世界各国の病
原体、媒介節足動物の遺伝子解析を実施、感染症制圧に資する。また、札幌で定期的に国際会議を開催し、
情報交換、および、人材育成に資する。アジア・アフリカの研究機関は、それぞれ、熱帯感染症の研究拠点と
して国内における疾病対策の中心になることが期待される。
（４）期待される波及効果
当該テーマは、国際的にも重要性の高いもので、国内の広範囲に渡る専門家の有機的協力と、国際共同

によって得られた成果は、寄生虫対策の基礎データとなるだけでなく、新たな国際協力のスキームの確立とし
ても価値が高い。本研究を通じて各国でのゲノム研究と応用ゲノム科学の人材育成、情報基盤形成が行われ、
特に熱帯地域での感染症研究の発展が期待できる。
採択時コメント
本提案は、ヒトや家畜に甚大な被害を与えている熱帯感染症の制圧に向けて、提案者らが開発した完全長
cDNAライブラリーの大量解析手法を応用しようとするものであり、医療の進歩や社会経済基盤の安定のために
重要な意義をもつ意欲的な提案と判断された。広範な内容を含む提案であるが、焦点を絞り、研究期間内に達
成しようとする目標をより具体的に設定して、大きな成果に結びつけられたい。なお、生物資源の輸入をともなう
提案であるため、国外共同研究機関との間で協定を取り交わすなど、研究に必要な試料を確実に入手できるよ
う十分に留意されたい。

Ⅱ．経費 （振興調整費分）
１．所要経費
（間接経費を含む）

(単位：百万円)

研 究 項 目

担当機関等

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

年度

年度

年度

杉本 千尋

13.0

13.0

12.5

38.5

国立大学法人

渡辺 純一

12.0

12.0

11.8

35.8

東京大学

鈴木 穣

国立大学法人

玄 学南

5.0

5.0

5.0

15.0

30

30

29.3

89.3

担当者

1. ダニ媒介性病原体 SNP 解析 国立大学法人
に関する研究

する研究

3． 媒介節足動物のトランスクリ
プトーム解析

帯広畜産大学

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１

研究項目２

研究項目３

計

設備備品費

0

0

0.6

0.6

試作品費

0

0

0

0

人件費

1.7

5.8

0

7.5

業務実施費

8.3

9.2

3.3

20.8

19.6

12.5

7.6

39.7

8.9

8.3

3.5

20.7

38.5

35.8

15.0

89.3

（H20 のみ）

(H20)
事業実施費
（H21、H22）
間接経費
計

合計

北海道大学

2. マラリア原虫 SNP 解析に関

所 要 経 費

所要経費

研 究

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）

Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）ミッションステートメントの達成状況
①実施期間終了時における具体的な目標（様式７－４ （２））
マラリア原虫 Plasmodium falciparum 、タ イレリア原虫（ Theileria parva ）、リケッチア(Ehrlichia

ruminantium)について、それぞれ 15 株以上のゲノムもしくは RNA を解析し、SNP などの遺伝子多型
情報を収集した。発現遺伝子に関しては P. falciparum を中心に解析を実施し、原虫発現遺伝子と患
者 にお け る病 態と の関 連を 明らか に し た 。 T. parva で は株 の地 域性 や株 間 での 組換え 、 E.

ruminantium では地域性や弱毒化と、遺伝子多型の関連性を明らかにした。ツェツェバエとハマダラ
カについて完全長ｃDNA クローンライブラリー整備と配列解析を行い、その結果をデータベースとして
公開した。以上のようにほぼ目標は達成しえた。
②実施期間終了後の取り組み（様式７－４ （３））
これまでに作成したデータベース Full-Parasites に、本研究で得られた各病原体、節足動物の解
析データを追加した。本データベースに関しては、継続的に解析データを加え、拡充を図ってゆく。
解析データは世界に公開し、関連研究者の自由な利用が可能で、要望があれば該当ｃDNA クローン
を配布しており、今後もこのような国際協力体制を堅持する。また、今回参画した機関を中心に、研究
資金の獲得に努め、アジア・アフリカでの国際的なネットワークでの研究をさらに発展させる。既にマ
レーシアゲノム研究所は東南アジアでのゲノム研究拠点としての地位を確立しており、今後も同国や
周辺アジア諸国の産業上重要な生物資源のゲノム解析を行っている。ザンビア大学は人獣共通感染
症感染の研究拠点を北大と共同で設立、維持しており、サブサハラ地域での獣医学研究上重要な位
置を占めるようになった。実施期間中 7 回の国際研究集会、ワークショップを開催したが、今後も定期
的な開催に努める。
③期待される波及効果（様式７－４ （４））
アピコンプレックス原虫、さらに病原体を媒介する節足動物に関して、完全長ｃDNA データベース
構築に長年にわたり取り組み、本研究での成果も付け加えて世界で最も整備されたデータベースを
開発してきている。また、P. falciparum の完全長ｃDNA クローンは Malaria Research and Reference
Reagent Resource Center（MR4)に寄託するなど各国の研究者が利用できる体制になっており、熱帯
寄生虫学研究推進に貢献している。さらに、国際コンソーシアムの一員としてツェツェバエゲノム解読
に貢献したことは特筆すべき成果である。このように、いわゆる Neglected Tropical Diseases の研究に
本研究の成果を広く活用することが可能であり、大きな波及効果が期待できる。
（２）実施計画に対する達成状況
①研究項目「ダニ媒介性病原体 SNP 解析に関する研究」
計画（目標）：
1) 熱帯熱マラリア原虫（Plasmodium falciparum）臨床株の収集とゲノム解析、SNP 検出
2) タイレリア原虫（Theileria parva）野外株の収集とゲノム解析、SNP 検出
3) リケッチア（Ehrlichia ruminantium）野外株の収集とゲノム解析、SNP 検出
上記各 20 株を目標に収集、SNP 解析を行う。
4) 得られた SNP についてオリゴアレーを作成し、各 100 株の解析を行い、臨床データとの相関解析
から、病原性や薬剤耐性などの遺伝的背景を解明する。
5) 発現遺伝子については、代表株５株について解析する。原虫で確立した SNP 解析方法は、媒介
節足動物（ハマダラカ、マダニ）の遺伝子解析に応用する。

6) 完全長ｃDNA クローンライブラリーをバンク化し、各国研究者の利用に供しうる体制を構築する。
＜達成状況＞
1) 本項目については東京大学と共同でインドネシアで実施したことから、次研究項目において詳細
に記載する。
2) プレトリア大学の協力により同原虫分離株 15 株を収集しゲノムの resequence を行い、ゲノム領域の
ほぼ全域をカバーする配列を再構成し、各株の配列から SNP 検出を行った。ザンビアで収集した

T. parva 感染牛血液由来 DNA 試料も含めて遺伝子多型解析を実施した。
3) プレトリア大学ならびに国際トリパノソーマ抵抗性研究所との共同研究により同リケッチア分離株 15
株を収集しゲノムの resequence を行い、ゲノム領域のほぼ全域をカバーする配列を再構成した。
また各株について SNP、塩基挿入、欠失の検出を行った。さらに弱毒株と親株のゲノムの完全配
列を決定し比較した。ウガンダにおいて媒介マダニ試料から精製した DNA の提供を受け、多型解
析を実施した。
4) 当初オリゴアレー解析を計画していたが、次世代シークエンス技術により、ゲノムワイドに容易かつ
精度よく SNP が同定できることが判明したことから、以下の研究では次世代シークエンサーによる
配列タグの解析を中心にプレトリア大学、ザンビア大学との共同研究として実施した。T. parva で
は株に特徴的な SNP を検出し、地域的な特性、ワクチン株との関連性について解析を完了した。

E. ruminantium 強病原性株と弱毒ワクチン株のゲノム比較により病原性に関連する変異等を明ら
かにすることができた。またタンデムリピート構造による基づく DNA 型別方法を開発し、アフリカ各
地の分離株の遺伝的関連性を明確にすることができた。
5) P. falciparum についてマラリア感染患者血液の発現遺伝子（RNAseq 解析）を東京大学、サムラトラ
ンギ大学と共同で実施した。T. parva シゾント感染リンパ球から調製した RNA についても RNAseq
解析を実施した。同様の手法はマラリア原虫感染蚊での遺伝子発現解析にも応用できることを示
した（東京大学-大分大学間の共同研究として実施）。
6) 東京大学、帯広畜産大学と共同で、ｃDNA の塩基配列を解析し、それらをデータバンクとしてウエ
ブサイトで公開した。熱帯熱マラリア原虫、三日熱マラリア原虫、げっ歯類マラリア原虫から作成し
た完全長ｃDNA クローンについて 5’端配列 33,198 クローン、さらにこれらの全長配列を 3,029 クロ
ーン解析した。その他のアピコンプレックス原虫 8 種、72,594 クローンの 5’端配列、Toxoplasma

gondii, Cryptosporidium parvum の 2,896 完全長クローンの完全配列解析を完了し、データベース
として公開した。また解析の終了したクローンについて保管体制を整備した。P. falciparum クロー
ンは外部機関（MR4）に寄託し、配布体制も整備した。
以上、一部の項目では目標としていた検体数に達しなかった部分もあるが、今回得られたデータ
は質的には十分に使えるものであり、得られたデータを基に、2 種の病原体についてそれぞれゲノム
解析、遺伝子多型解析、病原性等の解析を実施できたことからほぼ目標を達成できたと考える。
②研究項目「マラリア原虫 SNP 解析に関する研究」
計画（目標）：
１）熱帯熱マラリア原虫(P. falciparum)株の収集：アジア、アフリカで広範囲に株を収集する。特に薬剤
耐性に着目して収集を行う。
２）ゲノム resequence と SNP 検出：それぞれ 5 株程度を目標に resequence を行い、既に決定されてい
るゲノム配列上にアセンブルし、SNP 検出を行う。また効率的に SNP を見出す手法を開発する。
３）分離地域、表現型（薬剤感受性）に着目し、遺伝子タイピングに有用な SNP を選び出す。
４）SNP タイピングを効率的に行うアレイシステムを作製し、多数の分離株の遺伝子型（SNP 型）と薬剤

耐性などの表現型との関連解析を行う。
＜達成状況＞
1) インドネシア、マレーシアの研究者との間に密接な共同研究体制を確立し、完全長 cDNA 解析ま
た次世代シークエンサーによる RNA Seq 解析に用いることの可能な臨床検体 (熱帯熱マラリア 70
検体、三日熱マラリア 20 検体、マラリア媒介蚊 10 検体）を収集した。試料収集にあたり患者の出身
地域、臨床症状に加えて治療歴などの情報も得た。
2) 本研究申請時には、マラリア原虫のゲノム DNA をシークエンス、あるいはアレイ解析に用いること
により、ゲノム多型(SNP)を検出、解析することを企画したが、次世代シークエンス技術により、一塩
基レベルで精度よく SNP を検出することが可能なことや、遺伝子発現動態すなわち RNA を解析す
ることにより、より効果的に疾病対策に資する生物学的知見を抽出することが可能と考えられた。
そこで、ゲノム DNA に代えて RNA 解析を行うこととした。項目１）で収集した検体を用いて、RNA シ
ョットガン解析を実践し、各試料につき約 2000 万 RNA タグ、総計 15 億タグの塩基配列データを
生成、マラリア原虫ゲノムおよびヒトゲノムに対してタグ配列マッピングを行った。さらに、収集され
たヒト、マラリア由来の RNA Seq タグ配列から SNP(cSNP)を 1 検体あたり 160 個検出した。
3) ヒトと原虫遺伝子発現情報について、試料間での比較を行ったところヒト-マラリア原虫間で有意に
発現パターンが相関する遺伝子群を見出し、マラリアの重篤性との関連性を有するヒト、マラリア原
虫遺伝子を見出すことができた。本研究の成果として得られた完全長 cDNA を基盤とした遺伝子
アノテーションとヒトーマラリア原虫同時 RNA Seq 解析により得られた発現パターン情報を統合し、
データベースを構築、サムラトランギ大学との共同研究成果として発表した
(http://fullmal.hgc.jp/)。
4) 以上の一連の解析結果から、マラリア重篤度について統計的に有意な相関を示すヒト、マラリア原
虫の遺伝因子をゲノム規模でスクリーニングすることが可能であった。また、それらの遺伝子につ
いて機能アノテーションを統合的に閲覧することが可能なデータベースを構築することにより、それ
ぞれの遺伝子発現が疾病の重篤化を引き起こす分子機序について、解析する基盤を構築するこ
とができた。今後はこの基盤を拡充するために継続的に相互補完的に情報の収集を継続していく
べきであると考えている。
以上、海外協力機関との連携によりほぼ目標としていた検体を収集することができ、得られたデー
タを基に、発現遺伝子解析、遺伝子多型解析、病態との関連解析等の解析を実施し、ほぼ目標を達
成できたと考える。計画段階ではゲノムシークエンスならびにアレイ解析を行うとしたが、解析技術の
進展を考慮し、RNA を対象に研究を実施したが、当初目的にあった SNP など多型解析をより効率的
に進めることができ、発現遺伝子解析により病態の重篤性等との関連を解析することが可能であった
ことから、当初の目標に到達することができた。
③研究項目「媒介節足動物のトランスクリプトーム解析」
計画（目標）：
1) 媒介節足動物の収集・飼育;アジア、アフリカのパートナー機関と共同し、媒介節足動物の収集を
行う。
2) オリゴキャップ法で完全長ｃDNA を合成、ライブラリーを作製する。
3) 代表クローン各 5,000 個を目標に完全配列を決定する。
4) 上記配列情報を元にデーターベースを構築する。
＜達成状況＞
1) 英国のインペリアルカレッジ Robert Sinden 教授より分与を受けたハマダラカ（Anopheles stephensi,

sda500 株）を飼育し、実験室内で継代・維持した。またツェツェバエ（Glossina morsitans)をより効
率よく繁殖維持するべく飼育方法、特に日常の飼育管理で必須となる麻酔法と吸血法について検
討した。その結果、繁殖メス 150～250 匹程度のツェツェバエ数を維持できる体制を整備した。また、
ザンビアにおいてツェツェバエの採取とトリパノソーマ保有状況についてザンビア大学と共同での
調査研究を実施した。
2) 東京大学との共同研究により、ハマダラカ L1-L4 ステージの幼虫からオリゴキャップ法を用いて全
長 cDNA ライブラリーを作製した。
3) ハマダラカ由来の 12,590 クローンの両端をサンガー法でワンパスシークエンスした。さらに、2,802
クローン、1,005 遺伝子について全長遺伝子構造を決定し、データベース上で公開した。ツェツェ
バエについても 28,825 クローンをワンパスシーケンスした。
4) 以上の節足動物についてｃDNA 情報をデータベースとして公開した。さらに、公開したハマダラカ、
ツェツェバエ、トキソプラズマ EST データベース（http://fullmal.hgc.jp）を参照した研究者からのリク
エストに対応し、クローンを分与可能なクローンバンクを北海道大学および東京大学に設置した。
以上、ハマダラカ、ツェツェバエの飼育体制を確立し、さらに国内共同研究機関との連携により、こ
れらの完全長ｃDNA ライブラリー作製と解析を実施し、目標を達成した。加えてトキソプラズマ完全長
ｃDNA 解析を中心になって進め、転写開始点解析、ステージ特異的発現遺伝子解析を実施した。
（３）採択コメントに対する対応
採択コメント
本提案は、ヒトや家畜に甚大な被害を与えている熱帯感染症の制圧に向けて、提案者らが開発した完
全長 cDNA ライブラリーの大量解析手法を応用しようとするものであり、医療の進歩や社会経済基盤の
安定のために重要な意義をもつ意欲的な提案と判断された。広範な内容を含む提案であるが、焦点を
絞り、研究期間内に達成しようとする目標をより具体的に設定して、大きな成果に結びつけられたい。な
お、生物資源の輸入をともなう提案であるため、国外共同研究機関との間で協定を取り交わすなど、研
究に必要な試料を確実に入手できるよう十分に留意されたい。
採択コメントに対する対応
研究の焦点は熱帯諸国で特に大きな問題となっている感染症 3 種（ヒトマラリア、家畜のタイレリア症、
エーリキア症）に絞って解析を行った。マラリアでは病態解析につながる遺伝子発現解析、他の 2 疾病
では病原体のゲノム解析と株間でのゲノムワイドな比較解析に焦点を絞り込んだ。また、生物資源の輸
入に関する問題が生じないように、それらの輸入については供与機関との協定、試料分与に関する合
意文書（Material Transfer Agreement）を交わして行った。
（４）所期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由、対処、実績
共同研究者としてタイ・チェンマイ大学との共同研究体制を組んでいたが、代表者 Wej Choochote の
体調不良のため、活発な研究交流が本事業期間内には実施できなかった。平成 22 年 10 月に同大学
を訪問し、同教授と共同研究体制について協議した。同教授の研究室では蚊の繁殖、系統維持、蚊媒
介性寄生虫（フィラリア）の研究を主に行っており、今回のプロジェクト内では実施できなかったものの、
フィラリア感染蚊での宿主・寄生体のトランスクリプトーム解析を今後実施し、媒介昆虫体内での寄生体
の動態解析と宿主の反応を解析してゆくことで合意した。今後のネットワーク形成という点では東南アジ
アでの重要な拠点となる。また、国際トリパノソーマ研究所の Bonto Faburay は平成 20 年 月から米国

カンザス州立大学に博士研究員として赴任された。エーリキア感染症については同博士が中心になり
実施していたため、後継者を同研究所から選出することが困難であった。ガンビアにおけるエーリキア
試料については Faburay 博士の協力により同研究所、あるいは他研究機関で保管してあった関連試料
の提供を受け、ゲノム解析、診断法開発を共同で実施し、計画通り研究を実施でき、設定した研究目
標はクリアできた。しかしながら、今後のネットワーク形成という点からは、Faburay 博士に代わる適当な
後継担当者を同研究所では見出すことができず、同所ははずさざるを得ない。

２．成果
（１）科学的・技術的成果の内容
①先端技術・世界標準の創出に資するどのような成果が得られたか、記載してください。
1) アピコンプレックス原虫ｃDNA 解析とデータベース化
マラリア原虫完全長ｃDNA ライブラリーの構築と解析は、2001 年から開始された事業であるが、
本研究経費を受けて、次世代シークエンス技術を導入することで、より一層の拡大と充実ができた。
本データベースは病原性原虫ならびにそれらを媒介する節足動物のｃDNA 情報を集積した世界
最大のデータベースであり、病原体研究に貴重な情報を各国研究者に提供している。サムラトラン
ギ大学はマラリア原虫関連のデータベース構築には当初から重要な役割を果たしてきている。特
に Plasomodium vivax については 2,041 本の完全長ｃDNA の完全解読を行った。これは予測され
る本原虫全遺伝子(5,433)の 37％にも相当するものであり、本原虫研究には欠かせない遺伝子情
報源となる。また人獣共通感染症として重要な Toxoplasma gondii、ヒトの下痢症起因原虫として世
界的に分布する Cryptosporidium pavum の遺伝子情報も多数取得し公開しており、アピコンプレッ
クス類の原虫のライブラリー構築、ハイスループットな解析、包括的なデータベース公開は世界に
先駆けて行われたものである。
2) マラリア患者における発現解析
遺伝子発現解析を次世代シークエンサーでおこなう RNAseq は、大量の遺伝子発現を解析で
きるツールとして注目されている方法である。今回、サムラトランギ大学との共同研究により、マラリ
ア患者から得た臨床検体からマラリア原虫もしくはその RNA の精製を行うことなく全 RNA を抽出し、
シークエンス後の計算機操作で RNA Seq タグの由来する生物種を区別することにより、ヒトとマラリ
ア原虫の発現遺伝子を同時かつ大量に解析することができた。このような解析技法は世界にも例
を見ないものであり、マラリアにおいてはもちろん初めての試みである。今後、マラリアの病態解析、
また生体内での寄生体の動態解析の極めて有効な手段であり、予防、治療法開発の上で重要な
解析手段となりうる。
3) ツェツェバエｃDNA の解析
ツェツェバエゲノム解析は国際コンソーシアム(International Glossina Genome Initiative:IGGI、
本研究関係では北海道大学杉本、帯広畜産大学井上が参画)による解析が進められており、2010
年 10 月にはゲノム配列の第一次のアセンブルが完了したことが発表されて、2011 年中のアノテー
ション完了に向け、最終段階の解析に入っている。ｃDNA 情報の活用により、遺伝子コード領域予
測が効率的かつ正確に行うことができることから、本研究の成果が国際的にも活用されている。
4) タイレリア原虫ゲノムリシークエンス
本種についてはケニアで分離された一株のゲノムシークエンスが報告されているのみであった
が、今回、プレトリア大学、ザンビア大学に加えて海外の熱帯病研究機関との共同研究により、東
部・南部アフリカ諸国から得られた 15 株のゲノムの resequence を完了したことで、本原虫の病原性、
多型性を解析する有用な情報を得ることができた。今後詳細にワクチン株、野外株の遺伝子多型
解析を行うことにより、本病原体の野外での動態や感染経路の解析などを行うことが可能で、防除
法の研究開発に向けて重要な研究基盤を築き上げた。
5) エーリキアゲノムリシークエンス、マーカー開発と新規診断法開発
本種についても複数の株のゲノム resequence を完了したことで、病原性解析、多型解析を行う上
で重要なゲノム情報が得られた。さらに、プレトリア大学、国際トリパノソーマ抵抗性研究所との共
同研究により、アフリカほぼ全域をカバーする国々で分離された株を用いて遺伝子多型解析マー
カーを世界に先駆けて開発し、分離株の系統解析を行ったことで、今回開発した手法は今後世界

標準として利用されるであろう。また、本研究で開発した遺伝子診断法 LAMP は、発展途上国でも
容易に実施しうる手法であり、流行国における診断、疫学解析ツールとして極めて有効なものであ
る。

②共同研究によって得られた新しい科学技術面での知見があれば、どのようなものか、わかりやすく記載
してください。
1) タイレリア原虫における組換えによる多様性獲得
多数の株、特に同一株に由来するクローンの SNP 検出と比較解析により、原虫間での組換え
による多様性獲得が明らかにされた。本原虫の生態、進化、多様性獲得機序を解析する上で重
要な情報を提供するものである。またワクチン開発等応用面でもゲノム情報が活用できる。
2) トキソプラズマ転写開始点解析、特異遺伝子解析
転写開始点（transcription start site: TSS）解析により、トキソプラズマで初めてコアプロモーター
領域を特定し、その配列特性を解析した。また、３つの発育ステージ間での比較トランスクリプトー
ム解析により、ステージ特異的に発現する遺伝子群を特定した。生体活動で各ステージ特異的な
ものに関わる遺伝子を網羅的に明らかにしたことで、トキソプラズマの生活環の理解を深めること
ができた。この成果は、生物情報に基づく当該原虫感染症の制圧法開発に活かすことができよう。
③研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（7 件）
1) 名称：Parasite and Vector Genomics
開催日：平成 20 年 10 月 21-22 日
開催場所： 札幌、北海道大学創成科学研究機構
参加者数：約 50 名
主な参加者：杉本千尋、伊藤公人、渡辺日出海、北海道大学）、玄学南、前田龍一郎、井上昇
（帯広畜産大学）、渡辺純一、川島秀一、片山俊明（東京大学）、西垣隆、北村義男（JST)、
Boniface Namangala (ザンビア大学）、Kiew-Lian Wan (Kebangsaan Malaysia University), Josef
Tuda (Sam Raturangi University)、Ard Njihoff (Utrecht University), Damer Blake (National
Institute for Animal Health, UK)
共催、後援：北海道大学グローバル COE プログラム
2) 名称：Parasite Vector Genomics Mini Symposium II in Obihiro
開催日：平成 20 年 10 月 24 日
開催場所： 帯広畜産大学原虫病研究センター
参加者数：約 50 名
主な参加者：杉本千尋、伊藤公人、北海道大学）、玄学南、前田龍一郎、井上昇（帯広畜産大
学 ） 、 渡 辺 純 一 、 川 島 秀 一 、 片 山 俊 明 （ 東 京 大 学 ） 、 西 垣 隆 、 北 村 義 男 （ JST)、 Boniface
Namangala (ザンビア大学）、Kiew-Lian Wan (Kebangsaan Malaysia University), Josef Tuda (Sam
Raturangi University)、Ard Njihoff (Utrecht University), Damer Blake (National Institute for
Animal Health, UK)
共催、後援：帯広畜産大学グローバル COE プログラム
3) 名称：Diagnosis of Zoonotic Diseases by Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)

開催日：平成 21 年 7 月 23 日
開催場所： マレーシア、クアラルンプール Putra Malaysia University, School of Veterinary
Medicine
参加者数：約 100 名
主な参加者：杉本千尋、鈴木定彦（北海道大学） 、 Kiew-Lian Wan (Kebangsaan Malaysia
University), Ruben Sharma (Ptra Malaysia University)
共催、後援：北海道大学グローバル COE プログラム、文部科学省 新興再興感染症研究拠点形
成プログラム
4) 名称：Pathogen Genomics Symposium
開催日：平成 21 年 7 月 27 日
開催場所： マレーシア、クアラルンプール Kebangsaan Malaysia University, Malaysia Genome
Institute
参加者数：約 100 名
主な参加者：杉本千尋、伊藤公人（北海道大学）、井上昇（帯広畜産大学）、渡辺純一、川島秀
一、片山俊明（東京大学）、西垣隆、北村義男（JST)、Boniface Namangala (ザンビア大学）、
Kiew-Lian Wan (Kebangsaan Malaysia University), Josef Tuda (Sam Raturangi University)、
共催、後援： Kebangsaan Malaysia University, Malaysia Genome Institute
5)名称：Development of Loop-Mediated Isothermal Amplification (Lamp) Technique for Diagnosis of
African Trypanosomosis
開催日：平成 21 年 7 月 28 日
開催場所： マレーシア、イポー、 Veterinary Research Institute
参加者数：約 50 名
主な参加者：杉本千尋（北海道大学）、井上昇（帯広畜産大学）
6) 名称： Parasite Vector Genomics
開催日：平成 22 年 6 月 27 日
開催場所： インドネシア、マナド Sam Raturangi University, School of Medicine
参加者数：約 100 名
主な参加者：杉本千尋、伊藤公人（北海道大学）、前田龍一郎、山岸潤也（帯広畜産大学）、菅
野純夫、川島秀一、片山俊明（東京大学）、森内浩之（JST)、Kiew-Lian Wan (Kebangsaan
Malaysia University), Josef Tuda (Sam Raturangi University)、
共催、後援： Sam Raturangi University
7)名称：Pathogen genome analysis with next generation sequence technologies
開催日：平成 23 年 2 月 21 日
開催場所： 札幌市 北海道大学
参加者数：約 50 名
主な参加者：杉本千尋、伊藤公人（北海道大学）、前田龍一郎、井上昇（帯広畜産大学）、山下
理宇（東京大学）、森内浩幸（JST)、Boniface Namangala (ザンビア大学）、Kiew-Lian Wan
(Kebangsaan Malaysia University)、Arnab Pain (King Abdul Aziz University of Science and
Technology)
共催、後援：文部科学省 最先端研究基盤事業「新興・再興感染症の克服に向けた研究環境整
備」

【研究成果発表等】
１)論文等
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13 件

21 件

計

２）特許等出願件数（0 件）
該当なし
３）受賞等（0 件）
該当なし
４）主な原著論文（査読付き論文、5 件以内）
1) Tuda J, Mongan AE, Tolba ME, Imada M, Yamagishi J, Xuan X, Wakaguri H, Sugano S,
Sugimoto C, Suzuki Y.: 「Full-parasites: database of full-length cDNAs of apicomplexa
parasites, 2010 update.」 Nucleic Acids Res., 39 (Database issue), D625-31, (2011)
2)

Yamagishi J, Wakaguri H, Sugano S, Kawano S, Fujisaki K, Sugimoto C, Watanabe J,
Suzuki Y, Kimata I, Xuan X.: 「Construction and analysis of full-length cDNA library of

Cryptosporidium parvum.」 Parasitol Int., 60(2), 199-202, (2011)
3) Yamagishi J, Wakaguri H, Ueno A, Goo YK, Tolba M, Igarashi M, Nishikawa Y, Sugimoto C,
Sugano S, Suzuki Y, Watanabe J, Xuan X.: 「High-resolution characterization of

Toxoplasma gondii transcriptome with a massive parallel sequencing method.」 DNA Res.,
17(4):233-43, (2010)
4) Nakao R, Stromdahl EY, Magona JW, Faburay B, Namangala B, Malele I, Inoue N, Geysen D,
Kajino K, Jongejan F, Sugimoto C.: 「 Development of loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) assays for rapid detection of Ehrlichia ruminantium. 」 BMC
Microbiol., 10, 296. (2010)
5) Eyford, B. A., Sakurai, T., Smith, D., Loveless, B. C., Hertz-Fowler, C., Donelson, J. E.,
Inoue, N. and Pearson, T. W. Differential protein expression throughout the life cycle of

Trypanosoma congolense, a major parasite of cattle in Africa. Molecular & Biochemical
Parasitology 177 (2), 116–125, (2011)
④科学的・技術的波及効果
本研究ではアジア・アフリカで問題となっているヒトならびに家畜の感染症の起因病原体を対象と
した研究を展開した。成果と波及効果について下記の通りまとめられる。
1) マラリア患者の臨床検体（末梢血液）の RNAseq を行い、病態解析ならびにｃSNP（ｃDNA における
SNP)解析を行った。これはマラリア研究の分野で世界でも初めて行われたものであり、極めて先駆
的な研究である。同様の解析は寄生性原虫のみならず各種病原体、宿主側の遺伝子発現情報、
遺伝子多型情報解析に用いることが可能であると考えられる。
2) 完全長ｃDNA クローンの完全シークエンスを短時間に大量に行う技術を開発しデータベースとして

公開した。これまでゲノムからの遺伝子予測が主に行われていたが、転写産物の確認と構造決定
を迅速かつ効率的に進めることにより、大量の遺伝子情報を蓄積することができる。これはいかな
る生物種のゲノミクスにも応用できる方法であり、大きな波及効果が期待できる。
3) アフリカに分布するタイレリア原虫ゲノム解析を行い、代表的な 15 株のゲノムを再構成し、SNP を
見つけ出した。これらを詳細に比較することにより、病原性の進化、病原体の宿主適応という基礎
的な研究のみではなく、ワクチン株選定、有用抗原の探索などワクチン開発とその効果の検証に
も本研究の成果を活用できる。これは他の病原性原虫のゲノム解析、集団解析などの研究分野に
も波及効果が期待できる。
4) エーリキアの新規遺伝子診断法を開発した。帯広畜産大、北大の研究グループではトリパノソー
マ症をはじめとする熱帯原虫感染症について LAMP 法の開発を行ってきており、発展途上国への
技術普及を図っている。特に PCR に取って代わる高感度診断法として一連の LAMP による診断法
が普及すれば、家畜衛生改善が図られる。
（２）社会的成果（国内外の各参画機関の共同研究体制・形成された科学技術コミュニティ）の内容
①研究資源の提供や研究実施における役割について、国内機関と海外機関に分けて記載してくださ
い。
＜国内機関＞
北海道大学は研究の中心となり取りまとめにあたったのに加え主にアフリカの 3 機関との共同研究を
実施、タイレリア、エーリキア等のゲノムリシークエンスを行った。さらに東京大学と連携してマレーシア、
インドネシアでの共同研究を実施し、両国でのワークショップ開催を支援した。東京大学医科学研究所
では、インドネシアでの臨床検体収集とそれらにおける発現遺伝子解析、マラリア原虫の完全長ｃDNA
解析を主に分担した。マレーシアゲノム研究所からコクシジウム原虫試料の提供を受け完全長ｃDNA ライ
ブラリーを作製した。また各機関からの試料の分析を共同で行い、タイレリア、エーリキア等のゲノムリシ
ークエンス、トキソプラズマ完全長ｃDNA 解析を行った。帯広畜産大学では節足動物のｃDNA 解析を主
に分担した。また、東京大学、北海道大学と共同でデータベース整備も行った。
以上の様に本研究は国内 3 機関が、それぞれの得意分野において、海外での協力関係、フィールド
を共有し密接に連携して実施した。さらに本研究に公式に参加した６海外機関以外にも、試料提供、情
報交換など直接、間接的に多くの海外機関が本研究に関わった。すなわち、オランダユトレヒト大学、ベ
ルギー熱帯医学研究所、エジンバラ大学、ロンドン大学、グラスゴー大学、エール大学、国際ツェツェバ
エゲノム解析コンソーシアムに所属する研究者の参加、協力が本研究の遂行に重要な役割を果たした。
＜海外機関＞
チェンマイ大学は、共同研究者の体調不良により活発な共同研究が実施できなかった。蚊の飼育とフ
ィラリア感染系の開発を行っており、平成 22 年 10 月に研究代表者が訪問した際に、今後共同研究につ
いて協議した。マレーシアゲノム研究所では鶏のコクシジウム原虫のｃDNA 解析を東京大学と共同で実
施し、平成 21 年 7 月のワークショップを主催した。さらに同原虫のゲノム解析も英国との共同研究として
実施しており、ｃDNA 解析を介して日本側研究機関とより密接な連携関係を築いた。サムラトランギ大学
ではインドネシアでのマラリアの疫学的情報収集を行い、試料収集ならびに収集試料を用いた発現遺伝
子解析を東京大学と共同で行った。すなわち、スラウェシ島北部 2 か所の診療所での臨床材料収集と解
析を共同で実施し、データベース公開に際し共著論文を発表した。同大学医学部の創立記念日に合わ
せて、平成 22 年 6 月のワークショップを主催した。今後も東京大学と次世代シークエンス技術によるマラ
リアにおける分子病態解析を遂行する計画である。ザンビア大学ではエーリキア、タイレリアの野外試料
収集に協力した。また、LAMP による診断法開発を共同で実施し共著論文として発表した。現在、同大学

ではタイレリア、トリパノソーマの原虫病の LAMP による遺伝子診断法を実施し、国内あるいはサブサハラ
諸国での診断法普及を図っていることから、獣医学領域における熱帯感染症診断の拠点として活動する
ことが期待される。さらにザンビアのタイレリア株の多型解析を共同で実施しており、同国内での原虫のゲ
ノム情報を活用した疫学解析を継続して実施する。プレトリア大学は、タイレリア、エーリキア株の培養と
試料提供をユトレヒト大学を通じて実施した。また、診断法開発、ゲノム解析、多型解析を共同で実施し
共著論文として発表した。同大学は熱帯獣医学の一つの核でもあることから、ザンビア大学との連携を強
化することにより、サブサハラ地域での研究ネットワーク構築に重要な役割を果たすと考えられる。国際ト
リパノソーマ抵抗性研究所では、エーリキア株の培養と試料提供をユトレヒト大学を通じて実施した。
LAMP 法の野外試料での評価について協力、共著論文として発表した。
参加した海外機関は、それぞれの持つ研究ネットワークも活用して共同研究にあたったことから、本プ
ロジェクトでの研究ネットワークとの連携もとられ、多くの海外機関が、直接・間接的に関わることになった。
具体的にはマレーシアゲノム研究所ー英国動物衛生研究所、英国サンガーセンター、プレトリア大学ー
ユトレヒト大学、ベルギー熱帯医学研究所などである。
②研究全体会議（運営委員会）等を開催した場合は、会議（委員会）メンバー・出席者及び開催実績（時
期・議題・会議の成果等）を記載してください。
研究全体会議（第 1 回）
開催日：平成 20 年 10 月 20 日
開催場所：
参加者：杉本千尋、伊藤公人、渡辺日出海、北海道大学）、玄学南、前田龍一郎、井上昇（帯広畜産
大学）、渡辺純一、川島秀一、片山俊明（（東京大学）、Boniface Namangala (ザンビア大学）、
Kiew-Lian Wan (Kebangsaan Malaysia University), Josef Tuda (Sam Raturangi University)、西垣隆、
北村義男（JST)
主要議題：①プロジェクト概要説明、②研究分担確認、共同研究体制構築、③平成 20 年度研究計画、
④次年度ワークショップ予定
合意、決議事項：
①研究計画に基づき分担事項、共同研究体制の確認を行った。
②研究に必要な試料収集の手段、方法について協議した。
③次年度ワークショップ、全体会議をマレーシアで開催することを検討した。
研究全体会議（第 2 回）
開催日：平成 21 年 7 月 29 日
開催場所： マレーシア、パンコール
参加者：杉本千尋、伊藤公人（北海道大学）、井上昇、山岸潤也（帯広畜産大学）、渡辺純一、川島
秀一、片山俊明（東京大学）、Boniface Namangala (ザンビア大学）、Kiew-Lian Wan (Kebangsaan
Malaysia University), Josef Tuda (Sam Raturangi University)、西垣隆、北村義男（JST)
議題：①プロジェクト概要説明、②研究分担確認、共同研究体制構築、③平成 20 年度進捗状況報告
ならびに平成 21 年度研究計画、④次年度ワークショップ予定
合意、決議事項：
①研究進捗状況ならびに目的達成状況の確認を行った。
②研究に必要な試料収集の手段、方法について協議した。

③次年度ワークショップ、全体会議をインドネシアで開催することを検討した。
研究全体会議（第 3 回）
開催日：平成 22 年 6 月 27 日
開催場所： インドネシア、マナド Sam Raturangi University, School of Medicine
参加者：杉本千尋、伊藤公人（北海道大学）、前田龍一郎、山岸潤也（帯広畜産大学）、菅野純夫、
川島秀一、片山俊明（東京大学）、Kiew-Lian Wan (Kebangsaan Malaysia University), Josef Tuda
(Sam Raturangi University)、森内浩之（JST)
議題：①平成 21 年度進捗状況報告ならびに平成 22 年度研究計画、②最終年度での取り組み（成果
取りまとめ等）
合意、決議事項：
①研究進捗状況ならびに目的達成状況の確認を行った。
②研究に必要な試料収集の手段、方法について協議した。
③最終年度ワークショップ、全体会議を札幌で開催することを検討した。
研究全体会議（第 4 回）
開催日：平成 22 年 2 月 22 日
開催場所： 札幌市 北海道大学
参加者：参加者：杉本千尋、伊藤公人（北海道大学）、前田龍一郎、井上昇（帯広畜産大学）、鈴木
穣（東京大学）、Boniface Namangala (ザンビア大学）、Kiew-Lian Wan (Kebangsaan Malaysia
University)、森内浩幸（JST)
議題：①平成 21 年度進捗状況報告ならびに平成 22 年度研究計画、②研究取りまとめに向けての取
り組み、③プロジェクト終了後の取り組み
合意、決議事項：
①研究進捗状況ならびに目的達成状況の確認を行った。
②研究取りまとめの方向性について協議した。
③今後の共同研究体制、ネットワーク強化について協議した
③実施期間中の各参画機関の組織としての関与（支援）について記載してください。
＜国内機関＞
国内 3 大学ともそれぞれの担当部署（研究支援、外部資金等）が会計管理、事務連絡等の支援を
行った。東京大学では、ヒト臨床検体の取り扱いに関して倫理委員会の審査、助言を受けた。
＜海外機関＞
海外機関と国内 3 大学の間で Memorandum of Understanding (MOU)を締結し、研究が円滑に進む
ように支援を受けた。マレーシア、インドネシアでワークショップならびに研究連絡会議を開催した際には、
会場提供、広報、レセプション開催などの支援を受けた。
④形成された科学技術コミュニティの今後期待される国際連携への政策的波及効果を記載してくださ
い。
マレーシア、中国などアジア地域では自国の天然資源に関して、その高度利用を図るにあたり、
自国でゲノム解析を推進する政策がとられている。また、南アフリカの研究機関が中心となりアフリカ
諸国を取りまとめてツェツェバエゲノムコンソーシアムが形成されている。またここ数年でゲノム解析機

器の飛躍的発展と解析コストの低減があり、このような国際社会の動きは加速されると考えられる。こ
のような国際的な流れの中で、今回国際的連携により共同でゲノム解析を実施できたことの意義は大
きい。今回形成された科学技術コミュニティを維持、発展させることにより、日本が一つの極となり感染
症、特に Neglected Tropical Diseases の病原体のゲノム解析を行ってゆくことは、科学技術を通じた
国際貢献という面からも国策上重要と考える。
⑤今後期待される社会経済の活性化効果を記載してください。
今回アジア・アフリカの熱帯諸国で社会的に大きな問題となっている感染症を対象に、それらの病
原体のゲノム、トランスクリプトーム解析を行った。本プロジェクトは熱帯感染症を対象に近年著しい技
術発展を遂げたいわゆる「次世代」型シークエンサーを用いた研究の先駆となる研究である。今回取得
されたら大量のゲノム、トランスクリプトーム情報についてはその大部分はデータベースとして一般に公
開して広い範囲での利用を可能としている。こられの情報は、熱帯感染症の予防、治療対策に活かせ
るものであり、熱帯諸国での医療・衛生向上に役立つことが期待できる。さらに家畜の感染症対策など
畜産振興、動物資源の確保という面でも、今回行った研究の成果が活用できよう。

３．計画・手法（「Ⅱ．経費」とも関連）
①研究項目毎の予算配分方針について記載してください。
3 機関のうち、海外機関との共同研究実施と大量のシークエンス解析を主に担当した北海道大学
と東京大学に予算配分を厚くした。各大学とも研究実施に必要な機材はほぼ装備されていたことから、
機材購入にはほとんど経費を費やさず、主に外国旅費（派遣、招聘）、消耗品費に計上した。北海道
大学と東京大学では消耗品費の 30-40%程度を次世代シークエンサー用の試薬、関連試薬購入にあ
てた。
②課題実施のためのプロジェクトマネジメントについて記載してください。
北海道大学が中心となりプロジェクトを推進した。今回のプロジェクトでは、海外 6 機関が参画した
ことから、共同研究体制の構築と研究推進が重要な課題であった。いずれの機関とも日本側研究者
と共同研究を過去に行ってきたことがあり、本プロジェクトをスタートさせるに当たり大きな障害はなか
った。全体のプロジェクト推進会議は 4 回実施し、うち 2 回は海外開催であった。今回、海外研究者の
第 3 国への出張は認められなかったため、奨学寄付金等を活用して招聘せざるを得ず、メンバーの
招聘には困難が伴った。しかしながら、このようなプロジェクト会議を通じて、アジア・アフリカの機関に
横のつながりができたことは、熱帯諸国に共有する問題を解決する上で意義の大きいことであった。
国内 3 機関の連絡は主に電子メールを通じて行い、必要に応じて相互に訪問し研究打ち合わせを実
施した。
さらに、4 回のプロジェクト会議に先行する形で、ワークショップを開催し、主に本プロジェクト参加
者が研究紹介を行った。これらのワークショップには担当機関に所属する研究者、大学院生、国内関
連機関の研究者などが参加し、今後の連携関係強化や人材育成の上でも重要な行事となった。また、
国内開催のワークショップでは他の研究資金により、関連研究を実施している海外機関からの参加者
もあり、本プロジェクト推進におけるアドバイス等を受け、先進国も含んだ国際ネットワーク拡大にもつ
ながる交流を持つことができた。
また、海外での感染症、病原体ゲノム研究における若手人材育成を意図して、海外での試料調
製、野外試料採取には北海道大学から大学院生も参加させた。その派遣は主にグローバル COE の
人材育成プログラムを活用して、同経費で行い、貴重な体験を積ませることができた。

４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
①実施期間終了後、課題実施により培われた研究及びネットワークを継続する体制や仕組みに対する
工夫について記載してください。
今回培われた研究基盤、ネットワークを維持、発展させるためには、研究資金の獲得が第一であり、
国内参加機関はもとより、海外機関においても積極的に資金を獲得する努力を継続する。外部資金とし
て科学研究費補助金等の獲得、活用以外にも国内 3 機関のいずれも共同研究を対外的に公募しており、
これらの資金獲得で共同研究体制を維持、発展させることが可能である。
北海道大学では既にザンビア大学内に研究拠点を設置してあり、文部科学省感染症研究国際ネット
ワーク推進プログラム「人獣共通感染症克服のための国際共同研究」で共同研究を推進している。した
がって南アフリカを含めたアフリカ諸国、特にサブサハラアフリカでの共同研究を実施する足場は築かれ
ている。さらに、国内大学でも留学生の積極得的受け入れ、研究指導に努め、若手人材を育成すること
もネットワークの継続には重要である。
マレーシアゲノム研究所では鶏コクシジウムを含むアピコンプレックス原虫のゲノムを国内 3 大学との
共同研究で実施してきており、その成果を発展させる形で自国の研究資金を獲得することが可能と考え
る。
今回の研究活動を通じて、アジア、アフリカ以外の研究機関から試料提供を受け、共同研究を実施し
た。すなわち、ロンドン大学、エジンバラ大学、グラスゴー大学、ユトレヒト大学、ベルギー熱帯医学研究
所などである。これらの研究機関は熱帯病研究に長年携わってきた機関であり、今後の研究を発展させ
るためにもこれらの機関との協力関係を強化し、新たなパートナーとして国際共同研究ネットワークをさら
に拡大する必要がある。

②これまでの研究成果を発展させる明確な研究・交流のビジョンがあれば記載してください。
今年度以降交付が確定している研究資金は以下のとおりであり、本プロジェクトで得られた成果の活
用、新たな共同研究の開始等、これらの資金を活用して行う。
1) 平成 22－26 年度 感染症研究国際ネットワーク推進プログラム（文科省→北海道大学）
ザンビア、南アフリカなどにおける人獣共通感染症病原体ゲノム解析を行う。
2) 文部科学省 科学研究費補助金
平成 21－24 年度「比較ゲノム解析によるタイレリア原虫病原性進化の解明」（研究代表：杉本千
尋）の研究において、タイレリア原虫の組換えによる多様性獲得について、ザンビア大学、プ
レトリア大学と共同研究を実施する。
平成 23－26 年度「次世代シークエンス技術導入によるアフリカを中心としたダニ媒介性感染症
研究の新展開」（研究代表：杉本千尋）ではマダニ保有微生物叢の野外調査・研究をマレー
シア大学、プレトリア大学と共同で実施する。
3) 英日共同研究（ロンドン大学ー東京大学、北海道大学）
コクシジウムゲノム会議開催の支援についてロンドン大学獣医学部の研究者から打診され、
北海道大学を会場として 2011 年秋に開催することが決定された。本会議には本研究にもかかわ
ったマレーシアゲノム研究所、帯広畜産大学からの参加も予定され、さらに中国、ブラジル、米
国などの研究者の参加も予定されていることから、研究ネットワークの拡大と強化につながる国
際会議となる。
4) 鶏コクシジウム原虫ｃDNA 解析

本研究についてはマレーシアゲノム研究所で研究資金を申請中であり、共同で推進する計画
である。
上記以外にも研究費の獲得に積極的に努める。また人材育成に関しては、現在下記の通り留学生を
受け入れており、さらに積極的に受け入れを行う。これらに加えて、北海道大学グローバル COE プログラ
ムで実施するトレーニングコースにもマレーシア、ザンビアからの研修生を受け入れる予定である。帯広
畜産大学原虫病研究センターでの JICA トレーニングコースにザンビア大学から研修生を 10 カ月間受け
入れ中である。さらに、現在下記の通り留学生を受け入れており、さらに積極的に受け入れを行う。
○ザンビア大学→北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター 2 名
○サムラトランギ大学→大分大学 1 名

Ⅳ．実施結果・成果の詳細
1. 研究項目「ダニ媒介性病原体 SNP 解析に関する研究」
報告者 北海道大学 杉本千尋
1) Theileria parva ゲノムリシークエンスに関する研究
①背景

Theileria parva はマダニにより媒介され、東海岸熱（East Coast fever)という極めて致死性の高い急
性感染症の原因となる。分類学的にはマラリア原虫と同様にアピコンプレックス亜門に属す原虫であ
るが、赤血球以外にリンパ球で増殖するシゾントステージを有することが特徴であり、シゾント感染細
胞は生体内で無限増殖を起し宿主はリンパ球増多による多臓器不全で死亡する。東海岸熱は東～
南部アフリカに分布し、畜産衛生上もっとも重要で被害の大きい疾患として大きな問題となっている。
東海岸熱の予防として、抗ダニ剤によるマダニの防除が有効であるが、ある地域では感染治療法と
いうワクチネーションが行われている。これは感染性ステージであるマダニ体内のスポロゾイトをウシに
注入し、同時に抗原虫薬で治療を施すという方法であるが、病原性を保った原虫を接種することに伴
う多くの問題が指摘されている。特にワクチンに使用した原虫株がウシ体内に残存し、マダニを介して
他の個体に伝播し、感染が拡大すること、ワクチンの効果が発揮されないワクチンブレークのケースが
あるなどの問題がある。
本原虫はマダニ体内で有性生殖を行うことが知られていることから、野外では異なる遺伝的背景を
有する原虫株同士の染色体あるいは遺伝子レベルでの組換えが頻繁に起きており、遺伝的に多様
性に富んだ原虫集団が生み出されていると考えられている。したがってワクチン株と本来地域に存在
した土着株が同時にダニ体内に入る事で、株間で組換えを起こす可能性があり、それによる原虫の
遺伝的多様性獲得、およびそれに伴う感染拡大が危険視されており、詳細に遺伝子型別を行う手法
の開発が必要とされている。これまでにマイクロサテライトマーカーが開発されており、原虫の遺伝子
型別に応用されている。しかし現在用いられている 60-95 箇所のマイクロサテライトはゲノム全域を均
一にカバーしておらず、さらにサテライト領域を用いた遺伝子型別法は、遺伝的不安定性や、実験結
果誤釈の可能性などが指摘されている。一方では一塩基多型（SNP）に基づく遺伝子型別は、より高
密度かつ信頼度の高いマーカーとして有用であると考えられる。本原虫では一株（Muguga 株）のみし
かゲノム解読がなされておらず、SNP に基づく遺伝型別法や系統解析はなされていない。そこで我々
は今回１１株の T. parva 原虫ゲノムを解析し、ゲノムワイドな SNP 情報を取得した。また一つの野外株
（T. parva Merikebuni 株については、限界希釈法で得られた４クローンを比較することにより、親株内
に存在する原虫集団の遺伝的多様性について検討した。
②材料及び方法
(1) 原虫株の取得
原虫株はシゾント感染リンパ球の形で下記の表の通り、海外 3 機関（プレトリア大学 Jongejan 教授、
Geysen 教授、エジンバラ大学 Morrison 教授）の協力の下での研究協力を得て収集した。なお、原
虫株より原虫を精製しゲノム DNA を調製する過程は上記 3 機関に滞在し、実施した。
(2) 細胞内シゾントの精製とゲノム DNA 精製
細胞内シゾントの精製は Sugimoto C. et al. （Acta Trop. 45(3):203, 1988) および Bakheit MA.
et al. (Ann N Y Acad Sci. 2006;1081:453., 2006)の方法を改良して行った。すなわち、感染細胞を
nocodazole 処理（18 時間）後、Aeromonas hydrophila ヘモリシンで 100%の細胞溶解が起きるまで
処理した。完全溶解後、40、30、20% Percoll の不連続密度勾配遠心により、精製シゾント画分を得
た。得られたシゾントのペレットをギムザ染色し、宿主細胞成分（主として核）の混入がほとんどない

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

株名
Serengeti-transformed Tc012
Entebbe
Katumba Tc301
NyakizuTc301
Buffalo LAWR
Kiambu Z464/C12
Mandali Z22
Chitongo Z2
Katete B2
Buffalo Z5E5
Onderstepoort Tc300

分離国
Tanzania (FAO)
Uganda
Tanzania
Rwanda
Kenya
Kenya
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
South Africa

分離年
1978
1980
1981
1979
1990
1972
1985
1982
1989
1982
?

表 1 使用原虫株リスト

図 1 供試株の分離国地
ことを確認した（図 2）。 これまでに開発された原虫精製法（Sugimoto C. et al. ）では、ある特定
の原虫株では精製度の高い原虫画分が得られないことが経験されていた。今回、顕微鏡により細胞
溶解状態を観察し、完全に宿主細胞膜が破壊され細胞内容物が放出されるまで Aerolysin との反
応時間を細胞株毎に定めることで、多くの株から精製度の高いシゾントが得られた。しかしながら、
本改良法でも精製ができなかった株についてはパルスフィールド電気泳動による精製を行った。
精製シゾントからの DNA は NucleoSpin Tissue XS Kit (Macherey-Nagel, Düren, Gemany) を用
いて精製した。さらに全ゲノム増幅を GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kit (GE Healthcare,
Chalfont St Giles, UK)を用いて行った。

図２ Theileria parva シゾント精製の概略

(3) パルスフィールド電気泳動による原虫ゲノム DNA の精製
感染細胞を低速遠心で洗浄し、そのペレットを哺乳類ゲノム用 CHEF ゲノム DNA プラグキット
（Bio-Rad, Hercules, CA）を用いて、アガロースゲル中に包埋した。さらにタンパク質分解酵素で４日
間処理することによりクロモゾームサイズの DNA を調製した。本プラグを 1%アガロースゲル(Agarose
L,Nippon gene, Tokyo, Japan) に埋め込み、14℃の

中で、 2.2V/cm、電場角度

106o、一回の通電時間 20 分、総通電時間 72 時間で分離した。泳動には CHEF Mapper システム
（Bio-Rad)を使用した。泳動後 Gel Green (Biotium, CA)で染色し、DNA バンドを紫外線照射下で検
出し、原虫クロモソームのサイズに相当する部分を切り出した。図 3 に示すように、この泳動条件で
は、宿主クロモソームは泳動開始点から 1-2cm の範囲内に泳動されて、原虫クロモソームのバンドと
の 分 離 は 充 分 で あ っ た 。 切 り 出 し た ゲ ル は 細 切 後 65℃ に 加 温 し て 液 化 さ せ 、 Agarase
(Thermostable β-Agarase , Nippongene, Tokyo, Japan)処理を 30 分行うことによりアガロースを分
解した。さらに、フェノール抽出およびフェノール/クロロフォルム/イソアミルアルコール精製後エタノ
ール沈殿を行い、DNA を調整した。こうして得られた DNA の全ゲノム増幅を GenomiPhi™ V2 DNA
を用いて行った。 原虫ゲノム画分中の宿主ゲノムの混入は、原虫 DNA に対する
PCR, 宿主 DNA に対しては gapdh 遺伝子を標的にした PCR で検討し、宿主ゲノム DNA の混入が
極めて少ないことを確認後、試料を Solexa での解析に供した。

図３ パルスフィールドゲル電気泳動による原虫ゲノムの分離
③Solexa によるシークエンス解析と参照ゲノムへのマッピング
各株のゲノム解析は Illumina Genome Analyzer (Illumina, San Diego, CA)を用いたシングルエンド
解析により行った。2g のゲノム DNA をネブライザーで断片化後、シークエンス解析に用いた。
Solexa 解析で得られたショートリードシークエンスを
Aarhus, Denmark)を用いて参照ゲノムへマッピングした。 参照ゲノムとして、T. parva Muguga 株ゲノ
ム配列（GenBank:

1000001-

1000008)を用いた。その結果（表４）、得られたリードのう

ち 4-84％が Muguga 株ゲノム配列上にマップされ、マップされなかった配列の大部分は宿主（ウシ）ゲ
ノムの混入によるものと考えられた。しかしながらなおすべての株について 10 倍以上の重複度で原虫
ゲノムが被われており、ゲノム Resesequence には充分なデータ量が得られたと考えた。
これを染色体毎に示したものが図 4 である。染色体 I-IV ともにほぼ Muguga 株ゲノムの 95%以上の
領域が被覆されており、それぞれの株についてゲノムの再構成がうまくできているとみなせる。また、
各株一回の Solexa 解析で得られた配列を参照ゲノムにマップした場合の染色体毎の重複度を図 5 に
示す。各株で得られた配列と も各染色体をほぼ平均的にカバー出来ていることが分かるが、
株由来 4 クローンについては第 1 染色体に対する重複度が、他の 3 本の染色体に比べて
低いことが判明した。これら 4 試料はいずれもパルスフィールドゲル電気泳動法で調製した試料であ
ることから、何らかの原因で第一染色体成分の含量が少なくなってしまったと考えられる。しかしながら、

図 4 で示すように、Marikebuni 株由来のいずれのクローンにおいても、第一染色体の被覆率は 90％
以上であり、全ゲノムを再構成する上での問題は、リード数を増やして重複度を上げることで解決でき
ると考えられた。

株名
KateteB2
MandaliZ22
ChitongoZ2
KiambuC12
LAWR
Z5E5
Nyakizu TC301
Onderstepoort*
Serengeti-transformed*
Katumba
Entebbe
Marikebuni E43**
Marikebuni J17**
Marikebuni F53**
Marikebuni A3**
*
2 ランの合計

全リード数
16,558,765
16,362,287
14,405,285
15,848,447
17,072,360
14,821,054
29,366,782
81,599,857
62,139,773
35,406,725
10,171,312
9,400,398
11,891,011
11,102,339
7,615,224
**

マップされ

マップ率

平均重

たリード数

(%)

複度

4,954,291
3,904,897
11,225,629
6,278,932
6,155,888
5,119,542
5,710,634
3,807,928
2,257,355
4,089,736
3,547,208
7,935,716
3,625,622
2,960,950
2,665,768

29.9
23.9
77.9
39.6
36.1
34.5
19.4
4.7
3.6
11.6
34.9
84.4
30.5
26.7
35.0

被覆率
(%)：全ゲノ

21.3
17.1
49.1
27.4
26.9
22.4
25.0
16.6
9.8
17.9
15.5
37.8
17.1
14.0
12.6

ム
97.3
97.0
97.4
97.2
94.7
95.3
97.0
99.9
99.7
97.1
95.2
97.5
99.0
97.7
94.8

Marikebuni 株（Kenya)に由来するクローン

表 4 Theileria parva Muguga 株ゲノム（ 8.9 Mb , 4 染色体）上へのマッピング
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図 4 染色体 I-IV 毎のゲノム被覆率
* 注：TpChr3_L, TpChr3_R：第 3 染色体は 2 本に別れた配列として登録されている。
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図 5 染色体 I-IV 毎の重複度
④SNP の抽出、ゲノムへのマッピングならびに株間でのゲノム構造比較

T. parva Muguga 株ゲノム配列と比較した場合の一塩基多型（SNP)を検出した。その際、SNP 検出
の各パラメーターは、minimum gap and mismatch count = 10, minimum average quality = 15, minimum
central quality = 20, minimum coverage =5, minimum variant frequency (%) = 100, variant count
threshold = 5, window length = 11 と設定した。
検出された SNP により、1 キロベース毎の SNP 密度を算出、図式化することで、大まかなゲノム構
造の差異を可視化した（図 6）。図は Marikebuni 株由来 4 クローン（A3, E43, F53, J17)の第一染色体
SNP マップである。各クローンの SNP の局在部位が著しく異なることが分かる。すなわち E43 では染色
体両端と中央部に SNP 密度が高い部位が存在し、それ以外の領域は Muguga 株第一染色体と極め
て類似している。その他の 3 クローンでは染色体両端あるいは片端に SNP が局在しており、中央部分
は Muguga 株と類似した配列を持っていることが明らかにされた。
図 7 には第 I～IV 染色体の SNP 密度に基づいて作成した、Marikebuni 株由来 4 クローン（A3, E43,
F53, J17)の染色体構造を模式的に示す。Muguga 株、Marikebuni 株ともケニアで分離され、シゾント
感染細胞の形で継代維持されてきたものである。また感染ウシにマダニを吸血させることにより、感染
性を維持した株として保管された経緯もある。特に A3, J17 の 2 クローンの第 4 染色体は Muguga のそ
れと比較した場合、SNP 数は極めて少なく、第 4 染色体は Muguga 株とほぼ同一であると考えられる。
このことは、継代の過程で Muguga 株が何らかの原因で混入してしまい、Muguga と Marikebuni 株の間
で組換えが起きたと推測できる。
これまで、Marikebuni 株には Heterogeneous な原虫集団が存在することが、モノクローナル抗体に
よる免疫染色、ゲノムの RFLP 解析、マイクロサテライト解析で明らかにされてきた。今回クローン間の
染色体構造を比較することでも、Heterogeneous な原虫集団が元株には存在することが確認できた。
またそのような原虫集団が発生した原因として、１）本株分離時に既に野外で Heterogeneous な原虫
集団として維持されてきた可能性と２）ダニを介した継代時に Muguga 株が混入し、マダニ体内での有
性生殖時に組換えが生じた可能性が考えられる。
異なる遺伝子型を有する原虫株間でどの程度の頻度で組換えが起きるのか、また組換えが頻繁
に起きる部位、いわゆる Hot Spot が存在するかを今後検討する計画である。そのために必要な試料
として、遺伝学的解析が行われ、その背景があきらかな Muguga 株と Marikebuni 株をウシに混合感染
させ、ダニでの継代を経て実験的に作出した組換えクローン原虫 DNA 試料をロンドン大学獣医学校

Mackeever 教授から入手した。プロジェクト終了後も本クローンセットの遺伝子解析を継続し、本原虫
における組換え現象をさらに詳細に検討する計画である。

図 6 Marike uni 株由来 4 クローン A3, E43, F53, J17SNP の染色体 1 番ゲノム上での分布 (1k p 単位)

図 7 Marike uni 株由来 4 クローン（A3, E43, F53, J17)第 I～IV 染色体 SNP マップによる染色体構
造模式
⑤小括
(1）ザンビア国内の分離株の遺伝子多様性の検討
東部と中部・南部州由来の株のゲノムを Resequence し比較したところ、これらを分別するのに
有効な SNP が見出された。最近、これらの中間に位置する首都ルサカ近くでも本原虫の感染が拡
大していることから、原因株の遺伝的解析を行うことにより、その由来を明確にできると考える。
(2）ザンビアでのワクチン使用と野外株とワクチン株との組換え解析
ザンビア株（

と Muguga Cocktail ワクチン構成株（Muguga,

の分別に有効な SNP を多数見出すことができた。今後、これらのマーカーを活用して、現在ザン
ビア国内で流行している株の遺伝的性状を解析する必要がある。
(3）野生動物が果たす役割
アフリカ水牛由来のタイレリア 2 株のゲノム Resequence を行った。しかしウシ由来の参照株
（Muguga)ゲノムと配列がかなり異なると考えられることから、Solexa 解析で得られるショートリード
のマッピングだけでは不十分で、より長い配列が得られる FLX などの解析データを付け加えて、
アフリカ水牛由来のタイレリアのゲノムをできる限り再構築する必要がある。
(4）SNP 情報に基づく変異解析とワクチン候補蛋白質の選定
非同義置換/同義置換の比(dN/dS)を計算し、正の選択を受けている（dN/dS>1.0)と考えられる遺
伝子を選び出すことができた。これらは、ウシもしくはダニの体内での生体防御系の監視にされられ、
正の選択を受けていると考えられ、これらの中には組換えワクチン候補として有用な分子が含まれて
いると考えられることから、今後これらの候補について詳細な機能・構造解析が必要である。

2) 「Ehrlichia ruminantium ゲノムリシーケンスに関する研究」
① 背景

Ehrlichia ruminantium はマダニにより媒介される偏性細胞内寄生性細菌の一種で、反芻動物（ウ
シ、ヤギ）を主たる宿主とする病原体である。本種の主要媒介マダニは Amblyomma variegatum であり、
動物からの吸血時に病原体を伝播する。近年、南アフリカにおいてヒトの熱性死亡疾患から相次いで
本菌 DNA が証明されたことから、新たな人獣共通感染症の一つとして注目されている。
本細菌感染症（心水症；heartwater)はアフリカ諸国に広く分布し、またカリブ諸国にも家畜の移動
とともに導入され、致死性の極めて高い疾患であるため畜産上大きな問題となっている。本菌を試験
管内で 200 代以上継代し弱毒化した株がワクチンとして使用できることが報告され、アフリカ数カ国で
は実験的に本症に対する野外ワクチン試験が実施されてきた。
現在まで E. ruminantium の代表株 3 株のゲノム配列が決定されており、株間でのゲノム、遺伝子
構造の差異が明らかになっている。しかしながら、本菌種はアフリカ大陸の広域に分布すること、動物
に対する病原性の異なる株が存在すること、野生哺乳類も宿主となること、野外ではワクチンブレーク
を起す株が存在することなどから、極めて遺伝的多様性に富む Species と考えられる。そこで、本菌感
染症の予防、治療、診断法の開発のためには、より多数の株のゲノム構造を比較解析し、その地域性
ならびに病原性を明らかにすることが必要であると考え本研究を実施した。
本プロジェクトでは、海外共同研究機関の協力を得て、多数の株を収集し Solexa によるシーケンス
を行い、その結果得られたショートシーケンスリードを参照株ゲノムへマッピングすることにより、ゲノム
リシーケンスを実施した。特に、弱毒株とその親株である強毒株のゲノム構造を比較し、病原性を規
定する遺伝子の解析を行った。また、新たな遺伝子多型解析法としてタンデムリピート配列をマーカ
ーにしたタイピング手法を開発し、アフリカ各国から得られた株の系統解析を行い、類縁関係を明ら
かにした。さらに、ゲノム情報を参照にして、新たな高感度・迅速診断法を開発し、野外試料に応用し
た。
②細菌株の取得
アフリカならびにカリブ諸国の地理的に広範な地域に由来する E. ruminantium 菌株をプレトリア大
学 Jongejan 教授の協力の下で収集した（表 3、図 8）。菌株の培養、精製ならびにゲノム DNA の調製
はユトレヒト大学マダニ媒介性疾病研究所（オランダ）で実施した。
菌株名
分離国
Sankat 430
Ghana
Pokoase 471
Ghana
Crystal Springs
Zimbabwe
Kerr Seringe
Gambia
Ball 3
South Africa
Attenuated Senegal
Senegal
Original Senegal
Senegal
Gardel
Guadelope, Caribbean
Attenuated Gardel
Guadelope, Caribbean
Burkina Faso
Burkina Faso
Ifé Nigeria
Nigeria
Kiswani
Kenya
Kwanyanga
South Africa
Lutale
Zambia
Um Banein
Sudan
Welgevonden
South Africa
Zeerust
South Africa
Sao Tomé
Sao Tome and Principe
表 3 研究に使用した菌株リスト

精製ゲノム DNA
○
○
○
○
○
○
○

図 8 供試菌株の分離国
③細胞内細菌の精製、ゲノム DNA の調製と全ゲノム増幅
ウシ上皮細胞に E. ruminantium の各菌株を感染させた。感染後、細胞溶解、5.0 μm メンブランフ
ィルター(Millipore, Bedford, MA)ろ過、DNase 処理により、精製菌体を得た。精製菌体を 1.5% SDS・
Proteinase K 処理後 NucleoSpin Tissue XS Kit (Macherey-Nagel, Düren, Gemany)によりゲノム DNA
を精製した。さらに精製 DNA をテンプレートにして GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kit (GE
Healthcare, Chalfont St Giles, UK)により全ゲノムを増幅した。
④Solexa によるシーケンス解析参照ゲノムへのマッピングと株間でのゲノム配列比較
得られたショートシーケンスリードは、CLC Genomics Workbench ソフトウェアを用い、クオリティの低
い配列のトリミング処理の後に、Wergevonden (Erwo) 株を参照配列として reference-guided mapping
法によりマッピングした。Solexa によるリシーケンスを行った計 9 株のうち、7 株のシーケンス結果なら
びにマッピング成績を表 4 に示す。7 株のうち、Sankat 430、Pokoase 471、Kerr Seringe、Crystal
Springs については参照株ゲノムの全長に対し 90%以上の領域をカバーするシーケンスが得られた。
その他 3 株についてはゲノムの被覆率、重複度が低く、解析に使用しうるデータは得られなかった。
原因としてはゲノム DNA に大量の宿主ゲノム DNA の混入があったためと考えられ、精製方法を改良
する必要性がある。
全リード数 マップ数 マップ率 コンティグ
被覆率 平均重複度
長
Sankat 430
Ghana 13,792,159 5,384,154
39.04 1,438,385
94.86
134
Pokoase 471
Ghana
7,257,999 4,170,497
57.46 1,427,742
94.16
104
Crystal Springs Zimbabwe 7,596,303 338,537
4.46 1,382,620
91.18
8
Kerr Seringe
Gambia
8,642,587 5,770,240
66.77 1,447,258
95.44
143
Ball 3
South Africa 5,045,207
342
0.01
11,915
0.79
0
Attenuated
2,045,782
4,726
0.23
71,813
4.74
0
Senegal
Senegal
Original Senegal Senegal
2,052,032
7,419
0.36
180,993
11.94
0
表 4 E. ruminantium ゲノムリシーケンス結果
株名

分離国

次に、高い被覆率の得られた 4 株について、同ソフトウェアの SNP detection program を用い一塩
基変異(SNPs: single nucleotide polymorphisms）を検出し、株間での比較解析を行った（図 9）。SNP 検
出の各パラメーターは、minimum gap and mismatch count = 10, minimum average quality = 15,
minimum central quality = 20, minimum coverage = 4, minimum variant frequency (%) = 35, variant
count threshold = 5, window length = 11 と設定した。その結果、各株で多数の SNP が検出され、また
多くの SNP が株間で共通して見られた。これらの SNP 情報は、株間の詳細な系統解析ならびに組み
換え等のゲノム構造解析に使用可能なマーカーとして有効である。

さらに、本研究ではカリブ諸国グアデロープ島で分離された 2 系統の Gardel 株を用いた。すなわち、
試験管内での継代回数が低い（50 世代）強毒型の Gardel 株と、同株を親株とし 200 世代以上継代を
繰り返した弱毒型の Gardel 株である。これら 2 株から得られたシーケンスリードを、既にデータバンク
に登録されている Gardel 株（今回使用した株と由来は同一であるが、異なる研究室で維持され、継代
歴も異なる：以下 Gardel-CIRAD 株）ゲノム配列（サイズ：1,499,920 bp）上にマッピングした。その結果、
およそ 80%のリードがマッピングされ、比較解析に十分な平均重複度が得られた（表 4）。マッピングの
結果、再構成されたゲノムサイズは Gardel-CIRAD 株の 99.99 ならびに 99.92％であり、本法でゲノム
のほぼ全長が再構成できたことが明らかとなった。さらに平均冗長度が低い領域あるいはギャップが
構成された領域に対し、その両端に設計したプライマーにより PCR を実施し、サンガー法によるギャッ
プクロージングを行った。

図 9 Sankat 430、Pokoase 471、Kerr Seringe、Crystal Springs で検出された SNP の比較
菌株
全リード数
マッピングに使用したリード数
リードの平均塩基数
全塩基数
参照配列へのマップ数 (率)
平均重複度（標準偏差）
マップされた塩基長 (bp)
ギャップクロージング後の塩基長 (bp)

強毒 Gardel 株
弱毒 Gardel 株
11,452,569
6,428,640
11,445,324
6,426,141
35.83
35.85
328,258,286
185,420,021
9,161,037 (80.04)
5,171,466 (80.48)
217.36 ± 190.53
122.81 ± 52.05
1,499,710
1,498,836
1,499,863
1,498,969

表 5 強毒ならびに同由来弱毒 Gardel 株の次世代シーケンス解析概要
Gardel-CIRAD 株と比較を行う目的で、CLC Genomics Workbench ソフトウェアを用い、一塩基変異、
一塩基挿入・欠損(DIPs: small deletion/insertion polymorphisms)の検出を行った。SNP 検出の各パラ
メーターは前述の通りで、DIP 検出にはデフォルト設定を用いた。さらに、多塩基の欠損・挿入につい
ても、Gap finding tool を用いて検出を行った。検出された変異のうち強毒あるいは弱毒株に特異的な
ものを対象に、サンガー法による評価を実施した。その結果、多くの変異は強毒ならびに弱毒 Gardel
株に共通して存在するが、合計 15 箇所において強毒あるいは弱毒株固有の変異が認められた（表
6）。
さらに今回解析に用いた強毒ならびに弱毒 Gardel 株に共通にみられた変異の由来を明らかにす
る目的で、全ゲノムが解読されている Welgevonden (Erwe)株との比較解析を行った（表 7）。その結果、
約半数の変異が Welgevonden (Erwe)株でもみられたことから、Gardel-CIRAD 株においても継代によ
る独自の変異の蓄積があることが確認された。
検出された強毒あるいは弱毒 Gardel 株に固有の一塩基変異のうち、蛋白質コード領域に存在する
ものについて、塩基置換によるアミノ酸変異の有無（同義・非同義置換）について検討し、表 8 にまと

めた。5 つの弱毒株固有の SNP のうち、3 つはアミノ酸変異を伴う非同義置換であり、それぞれ、DNA
mismatch repair protein MutS、Putative DNA-binding protein HU、Uridylate kinase に変異をもたらす
ものであった。

一塩基変
異
一塩基挿
入・欠損
多塩基挿
入・欠損

蛋白質コード領
同義置換
域
非同義置換
遺伝子間領域
蛋白質コード領
挿入
域
欠損
挿入
遺伝子間領域
欠損
蛋白質コード領域
遺伝子間領域

強毒株
0
0
0
1
0
0
0
0
0

共通 a

弱毒株
2
3
0
4
1
2
2
1
0

45
69
210
6
2
45
23
3
1

表 6 強毒ならびに同由来弱毒 Gardel 株と Gardel-CIRAD 株との比較
a

強毒ならびに弱毒 Gardel 株に共通で見られた変異

ホモジニアス

一塩基変
異
一塩基挿
入・欠損
多塩基挿
入・欠損

蛋白質コ
ード領域

同義置換
非同義置換

遺伝子間領域
蛋白質コ
挿入
ード領域
欠損
遺伝子間
挿入
領域
欠損
蛋白質コード領域
遺伝子間領域

ヘテロジニアス

特異的 a
32
18

Erweb
12
42

特異的
0
4

Erwe
1
5

66

86

36

22

1
0
13
9
2
1

3
2
28
10
1
0

1
0
3
4
0
0

1
0
1
0
0
0

合計
(%Erwe)
45 (28.9)
69 (68.1)
210
(51.4)
6 (66.7)
2 (100)
45 (64.4)
23 (43.5)
3 (33.3)
1 (0)

表 7 強毒ならびに同由来弱毒 Gardel 株で検出された変異の Welgevonden (Erwe) 株との比較

ゲノム上 元の
の位置 a 塩基
b

SNP

a

強毒・弱毒 Gardel 株に特異的変異

b

Welgevonden (Erwe)株との共通変異

強
毒
株

弱
毒
株

遺伝
子

447234

C

T

-

+

mutS

489442

T

C

-

+

hupB

1199485 C

T

-

+

pyrH

1199597 A

G

-

+

pyrH

1199603 T

C

-

+

pyrH

機能
DNA
mismatch
repair protein
MutS
Putative
DNA-binding
protein HU
Uridylate
kinase
Uridylate
kinase
Uridylate
kinase

同義/非
同義

元の
アミノ
酸

変異
アミノ
酸

アミノ
酸位
置

非同義

Ala

Val

776

非同義

Lys

Arg

58

非同義

Val

Ile

173

同義

Val

Val

135

同義

Arg

Arg

133

表 8 強毒あるいは同由来弱毒 Gardel 株に固有の一塩基変異
a
Garde-CIRAD 株ゲノム上の位置
b
Garde-CIRAD 株における塩基

表 9 には、強毒あるいは弱毒 Gardel 株固有の一塩基挿入・欠損変異を挙げた。合計 10 箇所で
見られた一塩基挿入・欠損のうち、6 箇所は蛋白質コード領域内であり、フレームシフトにより不完全
な蛋白質として翻訳されると考えられた。残り 4 箇所は遺伝子間領域であり、下流の遺伝子の転写に
何らかの影響を及ぼす可能性があると考えられた。特に、弱毒株に固有の変異は病原性の低下に直
接関連する変異であることが推測される。
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表 9 強毒あるいは同由来弱毒 Gardel 株に固有の一塩基挿入・欠損
a
Garde-CIRAD 株ゲノム上の位置
b
Garde-CIRAD 株における塩基
表１０には、強毒あるいは弱毒 Gardel 株で見られた多塩基挿入・欠損を挙げた。5 箇所で見られた
多塩基挿入・欠損のうち、4 箇所は蛋白質コード領域内であり、フレームの挿入、欠損により、本来と
は異なる蛋白質として翻訳されると考えられた。特に、本菌の主要表面抗原蛋白質である Major
antigenic protein MAP1-related protein には長い領域(896 bp)の欠損があり、不完全な構造をもった
表面抗原蛋白質が合成されている可能性が考えられた。
図 10 は弱毒 Gardel 株で固有に認められた変異をまとめ、それらのゲノム上での位置を示したもの
である。これらは、本菌の病原性に関与すると考えられるゲノムの変化であり、今後これら変異の認め

られた遺伝子がコードする蛋白質の機能を明らかにすることで、病原性に関連する遺伝子をさらに絞
り込むことが可能と考える。
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表 10 強毒あるいは同由来弱毒 Gardel 株に固有の多塩基挿入・欠損
a
Garde-CIRAD 株ゲノム上の位置

図 10 弱毒 Gardel 株でみられた変異とそのゲノム上の位置
⑥タンデムリピート情報に基づいた株間でのゲノム比較
ゲノム上に存在するタンデムリピート(VNTR: variable number of tandem repeat)をマーカーとする遺
伝子多型解析法 multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis (MLVA)は、これまでいくつ
かの細菌種で有効な遺伝子タイピング法であると報告されている。本法が E. ruminantium 感染症の分
子疫学解析、ならびにワクチン開発とその有効性検証に応用できる手段と考えられたことから、その
開発に取り組んだ。
ゲノム配列の解読されている 3 株の E. ruminantium Welgevonden (Erwo)株(GenBank 番号：

CR767821)、Welgevonden (Erwe)株(CR925678)、Gardel (Erga)株(CR925677)について、タンデムリピ
ート配列を Tandem Repeat Finder program, version 4.04 により検出した。前 2 者は同一株由来で実
験室での継代歴が異なる株である。検出された VNTR が遺伝子型別に有効か否かを判定するための
一次スクリーニングとして(1)リピートサイズが 100 bp 以下であること、(2)上記 3 株においてゲノム上の
位置が保存されていること、(3)Erwo、Erwe の 2 株間でリピート数が保存されていること、 (4)リピート配
列前後の塩基配列が 3 株で保存され、PCR プライマー設計に適した GC 含量であること、(5)PCR 増
幅産物のサイズが 600 bp 程度でキャピラリー電気泳動によるフラグメント解析が容易であることを条件
として 30 の候補を選びだした（表１１）。その後、前項（表４）の Solexa によるマッピングデータ(Sankat
430、Pokoase 471、Kerr Seringe、Crystal Springs)を活用し、対象リピート領域の 5’あるいは 3’側の配
列保存性を考慮することで、目的のリピート領域を特異的に増幅するプライマーを設計した。
リピー
全株での
トサイ コピ
一致
株間の
マーカー
a
ゲノム上の位置
遺伝子
PCR
増幅
ズ
ー数 b 率(%)
多型性
名
の有無
(bp)
31558-31587
VirD4
6
5
95
○
○
ERTR06-1
34831-34884
virB10
6
9
89
○
○
ERTR06-2
83825-83872
遺伝子間領域
22
2.2
85
○
×
97499-97540
遺伝子間領域
12
3.1
83
○
×
222334-222377
遺伝子間領域
21
2
86
○
○
ERTR21-1
332733-332777
遺伝子間領域
24
1.7
90
×
―
411844-412019
Erum2400
90
2
93
○
○
ERTR90-1
458703-458755
遺伝子間領域
22
2.3
75
○
×
489760-489800
Erum2780
21
2
95
×
―
493722-493751
Erum2800
15
2
93
○
×
566548-566582
遺伝子間領域
18
1.9
88
×
―
619459-619496
Erum3570
12
3.2
92
○
○
ERTR12-1
624642-624841
Erum3600
12
16.7
94
○
○
ERTR12-2
640331-640373
Erum3660
21
2
82
○
×
652889-652951
Erum3730
27
2.2
91
○
○
ERTR27-1
654790-655014
Erum3750
27
8.3
93
○
○
ERTR27-2
730104-730145
Erum4220
21
2
86
○
×
779362-779411
Erum4530
22
2.3
82
○
○
ERTR22-1
796148-796177
遺伝子間領域
15
2
100
○
△ｃ
853307-853356
Erum5010
24
2.1
92
○
○
ERTR24-1
855095-855134
petB
20
2
85
×
―
953483-953536
Erum5560
27
2
82
○
△
1224826-1224871
Erum7190
19
2.4
82
×
△
1286740-1286771 遺伝子間領域
10
3.2
95
○
○
ERTR10-1
1310740-1310774
Erum7650
17
2.1
89
×
―
1363295-1363333
Erum7950
17
2.3
86
○
×
1403693-1403727 遺伝子間領域
17
2.1
88
○
△
1474500-1474526 遺伝子間領域
13
2.1
100
○
△
1495856-1495950
Erum8770
24
6.3
94
○
△
ERTR24-2
1510222-1510266
Erum8890
22
2
86
○
×
表 11 VNTR マーカー候補の第一次選択
Welgevonden (Erwo)株ゲノム上の位置
b
Welgevonden (Erwo)株におけるコピー数
ｃ
VNTR 領域を含めた PCR 増幅の全域での多型性のため、マーカーとして不適当
前項表 3 に示した 18 株の E. ruminantium ゲノム DNA を用いて PCR 増幅反応を行い、増幅産物
a

の有無を確認した。さらに、個々の PCR 産物のシーケンシング解析により、各株間での多型性を検証
した。その結果、表 12 に示す 12 個のタンデム領域でアレル数が 2～14 となり、遺伝子タイピングに有
効なマーカーとして使用可能な領域であることが示された。図 11 は、それぞれのマーカーの位置を
Welgevonden (Erwo)株ゲノム上に示したもので、一部を除きほぼゲノム上に均等に分布するマーカー

を得ることができた。
菌株
Ball 3
Burkina Faso
Crystal
Springs
Gardel
Ifé Nigeria
Kerr Serigne
Kiswani
Kwanyanga
Lutale
Pokoase 471
Sankat 430
São Tomé
Senegal
Um Banein
Welgevonden
Zeerust
アレル数
DIa

各 VNTR マーカーにおけるリピート数
ERTR：
06-1 06-2 10-1 12-1 12-2 21-1 22-1 24-1 24-2 27-1 27-2 90-1
4.0
9.0
3.2 13.2 2.2
2.1
1.3
2.1
5.3
2.0
9.3
1.7
5.0 10.0 3.2 15.7 5.2
2.1
2.4
2.1
5.3
2.0 11.3 1.7
4.0

9.0

2.3

12.7

2.2

1.7

2.3

1.1

6.3

2.0

1.3

1.7

4.0
7.0
2.5
5.0
1.5
6.5
4.0
4.5
4.0
4.5
7.5
5.0
3.0
9
88.3

8.0
11.0
9.0
11.0
10.0
10.0
9.0
12.0
10.0
9.0
10.0
9.0
10.0
5
74.2

2.3
2.3
2.3
3.2
3.2
5.3
2.3
2.3
3.2
2.3
3.2
3.2
3.2
3
59.2

12.7
30.7
31.2
10.6
9.7
18.7
29.2
31.2
7.7
27.2
9.2
16.7
27.7
14
98.3

3.2
3.2
2.2
3.2
2.2
3.2
5.2
2.2
2.2
3.2
3.2
3.2
2.2
3
64.2

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2
12.5

2.4
2.4
2.4
2.4
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
1.3
2.4
2.3
3
50.8

2.1
2.1
1.1
2.1
2.1
2.1
1.1
1.1
2.1
1.1
2.1
2.1
2.1
2
45.8

5.3
5.3
3.3
5.3
5.3
5.3
3.3
3.3
4.5
3.3
3.3
6.3
4.3
5
73.3

2.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2
12.5

12.3
10.3
3.3
6.3
6.3
3.3
9.3
9.3
4.1
2.3
9.3
8.3
1.3
10
92.5

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6
2
12.5

表 12 VNTR マーカー(12 種類）による E. ruminantium 16 株の遺伝子タイピング
a

DI, シンプソン多型指数

図 11

12 VNTR マーカーの E. ruminantium (Erwo)ゲノム上の位置

12 個の VNTR マーカーに基づく系統解析から、ワクチン株を除くアフリカ各国で分離された 16 株
の系統解析を UPGMA 法により行った結果、図 12 に示すデンドログラムが得られた。16 株は大きく
A-C のクラスターに分けられ、クラスターC はさらに C1 と C2 に分割された。クラスターA は南アフリカ
由来の 3 株とスーダン、サントメプリンシペ由来の各 1 株によって構成された。クラスターB には南アフ
リカ、ケニア、ザンビア、ナイジェリア、ブルキナファソ、カリブ由来の分離株が分類された。クラスターC
にはジンバブエと西アフリカ諸国（ガーナ、ガンビア、セネガル）の株が分類された。

図 12 12 VNTR マーカーによる E. ruminantium 16 株の系統解析

さらに MLVA 法の疫学研究への応用に当たり、マルチプレックス PCR システムによる異なる複数の
ターゲット領域の同時増幅系と、蛍光プライマーによるフラグメント解析法を組み合わせることで、多型
検出の簡便化を図った。図 13 に示す通り、2 種類の PCR 増幅反応とキャピラリー電気泳動によって、
シンプソン多型指数の高い 8 個のマーカーの簡便・迅速にサイジングイズが可能となった。この多型
検出のハイスループット化により、多試料の効率的な解析が可能となった。

図 13 マルチプレックス PCR とキャピラリー電気泳動によるハイスループット多型検出

本法の野外試料における有用性を検討するため、ウガンダ東部の 6 箇所の心水症流行地（図 14）
で収集された心水症媒介マダニ A. variegatum のうち、E. ruminantium 特異的 PCR により陽性であっ
た個体（合計 38 個体）について、ハイスループット MLVA 法での遺伝子型別を行い、先に分析した標
準菌株 16 株とのクラスター解析を行った。この解析では、BioNumerics software (version 6.0; Applied
Maths, Saint-Martens-Latem, Belgium)を用いた Minimum-spanning tree (MST)法により、近縁遺伝子
型のクラスタリングを行った。解析の結果、38 のウガンダ由来野外試料を 21 の遺伝子型に分けること
が出来た。さらにクラスター解析により、グループ A-D の 4 群に分別された。グループ A にはウガンダ
由来の 26 株（68.4%）が分類され、グループ B、C、D にはそれぞれ同由来の 8、2、2 株が分類された。
ウガンダの試料は参照株のいずれともクラスター形成をしなかった。また、ウガンダ野外試料以外の標
準菌株においては、分離・採集地域と MLVA タイプの間には明確な関連性は認められなかった。

図 14 供試した A. variegatum 38 試料の採取地域

図 15 8 VNTR マーカーによる E. ruminantium 16 株、ウガンダ A. variegatum 38 試料の MLVA 解析

MLVA 法によって得られた系統解析結果をさらに検証するために、近年開発された複数のハウス
キーピング遺伝子の塩基配列から系統関係を明らかにする MLST (Multi-locus sequence typing) 法
を用いて、16 株の標準株と無作為に抽出した 8 個のウガンダ由来野外試料の遺伝子型別を行った。
クラスタリング解析の結果、大きく分けてグループ I-III の 3 群が得られ、ウガンダ由来野外試料は全て
グループ I に分類された（図 16）。また、西アフリカ諸国由来の 4 株（Sankat 430、Pokoase 471、Kerr
Seringe、Senegal）に関しては、グループ II あるいは III に分類され、MLVA 型別の結果と一定の相関
が見られた。一方、その他の株に関しては、MLVA 法による系統解析結果と同様に、遺伝子型とその
分離・地域との関連性が乏しいことが示された。

図 16 E. ruminantium 16 株、ウガンダ A. variegatum 8 試料 の MLST 解析
さらに、グループ II、III に含まれる 5 株以外のものについて、各ハウスキーピング遺伝子の配列を繋ぎ
合わせ Neighbor Net (NN)法によって進化系統関係を解析した。その結果、スクエア型のネットツリーが得
られたことから（図 17）、系統進化の上で過去に株間の遺伝子組み換え現象が頻繁に起こっていることが
示唆され、本菌の系統関係を複雑にする一因であることが示された。

図 17 E. ruminantium 12 株、ウガンダ由来 A. variegatum 8 試料 の NN 解析

⑦新規診断法の開発 1)
(1) 標的遺伝子ならびにプライマー設計
新規遺伝子診断法として等温遺伝子増幅法（LAMP: Loop-mediated isothermal amplification)法を開
発した。標的とした遺伝子は、pCS20 および sodB 遺伝子である。 E. ruminantium Welgevonden
(Erwo) 株 に お け る 標 的 遺 伝 子 の 配 列 を デ ー タ ベ ー ス か ら 取 得 し 、 他 の 菌 株 の 遺 伝 子 配 列 を
CLUSTALW によりアラインメントし、配列を比較した。保存性の高い領域から、プライマー設計ソフトウ
エ ア (PrimerExplorer V4 [http://primerexplorer.jp/elamp4.0.0/ index.html; Eiken Chemical Co.,
Japan])により、それぞれ 4 種のプライマーセット(F3、B3、FIP、BIP)を設計した。さらに、一次スクリーニン
グの結果特異性の高いプライマーセットに対し、反応速度を上げるためループプライマーペア(LF 、
LB) を設計した（表 12）。また標準となる鋳型 DNA として、E. ruminantium の pCS20 および sodB 遺伝
子の PCR 産物を pGEM-T vector (Promega, Madison, WI)に組み込んだものを作製し、LAMP 反応に
用いた。LAMP 増幅産物の検出は、二本鎖 DNA 結合性色素 Gel-Red

TM

を反応系に加えて UV 照射

により行った。
(2) 検出感度の検討
反応温度の最適化を図った結果、pCS20、sodB 検出系でそれぞれ 61、63℃に設定した。pCS20
あるいは sodB 遺伝子を含む標準プラスミドの希釈系列を 104、103、102、10、5、1 コピー/反応になる
ように作製し、LAMP 反応を実施した。反応産物の検出はリアルタイム濁度計を用いた。図 18 に示
すように sodB 遺伝子を標的とした場合は 5 コピー、さらに pCS20 では 10 コピーの遺伝子から 60 分
以内に検出可能な増幅産物が得られることが明らかとなり、極めて高感度かつ迅速な検出方法であ
ることが示された。
標的遺伝子
pCS20

sodB

プライ
配列 (5' ― 3')
マー名
F3
CTTGATGGAGGATTAAAAGCA
B3
GTAATGTTTCATGTGAATTGATCC
TGTGCCCATTCTTGTAAGATAGTTT
FIP
-TTTCTATTCTGGAAAAATTCTGC
TAAAGGATTTCCTGCACCAAGTT-A
BIP
CTTCTACAGTAAAACAAGGATTG
LF
TGCATCTTGTGGTGGTACTTTCA
LB
AATAAACAAATCTGGCCCAGATCA
F3
B3
FIP
BIP
LF
LB

GCCCCATATTTGAGTGCTAA
CGTAACAACACCATTCTTTGT
ACAGAAATCAGTCCCTGCAACA-T
GTTGAATTATCACTATGGAAAGC
ACCTGCGGTTATTAAAGCTACACATATGATTCCATACTTGACCAGC
AAGCATTTACATAACCTTGATGAT
ATAGTGATTTAGCAACTAGATCAA

塩基数(bp)
21
24

増幅サイズ(bp)
161

48
47
23
24
20
21

180

46
46
24
24

表 12 pCS20 および sodB 遺伝子に対する LAMP プライマー配列
LAMP 反応は下記の組成で実施した。
10x reaction buffer*: 2.5 μl、10 mM dNTPs: 3.5 μl、5 M betaine (Sigma, St Louis, MI):
4.0 μl、100 mM MgSO4: 1.5 μl、Primer mixture**: 2.0 μl、DDW: 9.5 μl、Bst DNA
polymerase (8U) (New England Biolabs, Beverly, MA): 1.0 μl、Template DNA: 1.0 μl
*200 mM Tris/HCl (pH 8.8), 100 mM KCl, 100 mM (NH4)2SO4, 1% Tween 20
** pCS20 LAMP: FIP, BIP, LF, LB 各 20 μM、F3 ,B3 各 2.5 μM
sodB LAMP: FIP, BIP, LF 各 20 μM、LB 35 μM、F3 ,B3 各 2.5 μM

図 18 標準プラスミド(sodB 遺伝子）による LAMP 法検出感度の検討
レーン 1-6： 各 104, 103, 102, 10, 5, 1 コピー
M: 100 bp マーカー、N： 陰性コントロール
(3)特異性の検討
表 13 に示すように、前項(表３）で調整した E. ruminantium 18 株と、2 種のエーリキア種ならびに 3
種の近縁リケッチア種の DNA を用いて特異性を検討した結果、pCS20 を標的とする PCR 法では、E.

ruminantium 以外のエーリキア属細菌 2 種に対しても陽性反応を示したが、LAMP 法では pCS20、
sodB 検出系ともに E. ruminantium でのみ陽性反応が見られ、他の菌種との交差反応は見られなかっ
た。
(4)野外試料における反応
開発した LAMP 法の実用性を検証するために、ウシ、ヤギから採取した血液、ならびにベクターマ
ダニである A. variegatum から精製した DNA を検体として LAMP 反応を実施した。その結果、動物血
液由来の DNA からは PCR、LAMP とも陽性反応が得られなかったが、マダニ検体では pCS20、sodB
の LAMP 検出系での検出率が PCR によるものより高く、検出感度が優れていると結論できた。

pCS20
pCS20
sodB
PCR
LAMP
LAMP
Ball 3
South Africa
+
+
+
Burkina Faso
Burkina Faso
+
+
+
Ehrlichia
Crystal Springs
Zimbabwe
+
+
+
ruminantium
Gardel
Guadeloupe
+
+
+
Attenuated Gardel
Guadeloupe
+
+
+
Ifé Nigeria
Nigeria
+
+
+
Kerr Serigne
Gambia
+
+
+
Kiswani
Kenya
+
+
+
Kwanyanga
South Africa
+
+
+
Lutale
Zambia
+
+
+
Pokoase 471
Ghana
+
+
+
Sankat 430
Ghana
+
+
+
São Tomé
São Tomé
+
+
+
Senegal
Senegal
+
+
+
Attenuated Senegal
Senegal
+
+
+
Um Banein
Sudan
+
+
+
Welgevonden
South Africa
+
+
+
Zeerust
South Africa
+
+
+
Ehrlichia canis
+
Ehrlichia chaffeensis
+
Anaplasma centrale
Anaplasma marginale
Anaplasma phagocytophilum
表 13 各種遺伝子検出法の特異性検証（pCS20 PCR, pCS20 LAMP, sodB LAMP）
菌種

菌株

分離国

DNA 検体
ウシ血液
ヤギ血液

マダニ
(Amblyomma
variegatum)
a

合計数（雄
/雌）

pCS20 PCR pCS20 LAMP
陽性
陽性
Butaleja/Uganda
50
0
0
Petauke/Zambia
50
0
0
Serengeti/Tanzania 50
0
0
Chama/Zambia
35
0
0
Amuria/Uganda
20 (15/5)a
2(2/0)
4(4/0)
Butaleja/Uganda
20 (18/2)
0
1(1/0)
Dokolo/Uganda
20 (12/8)
1(1/0)
1(1/0)
Kabera/Uganda
20 (14/6)
0
1(0/1)
Pallisa/Uganda
20 (10/10)
2(2/0)
2(2/0)
Soroti/Uganda
20 (17/3)
2(2/0)
2(2/0)
Tororo/Uganda
20 (10/10)
1(1/0)
1(1/0)
表 14 野外検体を用いた LAMP 法の実用性検討
採取地域(地域/国)

検体数

sodB LAMP
陽性
0
0
0
0
4(4/0)
1(1/0)
1(1/0)
1(0/1)
2(2/0)
2(2/0)
1(1/0)

⑧小括
(1)ゲノムリシーケンスとゲノム比較解析
これまで 3 株しか解読がなされていなかった E. ruminantium について、次世代シーケンス技術に
より、6 株のゲノム解読を行うことができた。これらの中には、ワクチンとして使用された株とその親株
のセットが含まれており、本菌の病原性を解析する上で極めて有用な情報を得ることができた。すな
わち、強毒株と弱毒ワクチン株のゲノムを比較することにより、病原性に関与すると考えられるゲノム
の変化、蛋白質の変異を解析する手掛かりが得られた。特に主要表面抗原遺伝子に認められた長
い領域の欠損は、弱毒株の免疫学的特性を解析する上でも興味深い知見である。さらに、変異の
認められた遺伝子がコードする蛋白質の多くは機能が未知の分子であることから、今後これらの蛋
白質の機能を明らかにする必要がある。これまでにいくつかの株の弱毒化が報告されており、その
親株である強毒株のゲノムとセットで解析することにより、病原性に関連する遺伝子を絞り込むことが
可能と考える。さらに、病原性に関与する責任遺伝子を特定できれば、遺伝子ノックアウト技術によ
って弱毒ワクチン株を容易に作出することが可能となり、それぞれの流行地に適したワクチン開発を
極めて効率的に進めることができるようになろう。
(２）遺伝子型別法の開発と応用

E. ruminantium はアフリカ大陸に広範囲に分布し、ウシ、ヤギなどの反芻家畜に加えて野生動物
も宿主となることから、遺伝的多様性に富む菌種と考えられる。これまで本菌種の遺伝子型別は表
面抗原蛋白をコードする map 遺伝子に基づく方法が広く用いられてきたが、単一遺伝子に基づく本
法は株間の系統関係の解析には不向きであった。今回、ゲノム上に点在するタンデムリピートをマ
ーカーとする遺伝子多型解析法 multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis (MLVA)を
開発し、E. ruminantium 感染症の分子疫学解析に用いた。MLVA 法によりアフリカ大陸に分布する
本菌の遺伝的類縁関係を調べた結果、大きく 3 群にグループ化された。一部西アフリカ由来の株を
除くと、遺伝子型と分布地域との関連は明瞭に区別できるものではなかった。さらに、MLST 解析を
用いて検証を行った結果、過去にける株間の遺伝子組み換えが本菌種の系統関係を複雑にする
一因であることが示された。しかしながら、今回開発した MLVA 法は、流行地における野外株の遺
伝的多様性を浮き彫りにし、流行する優勢遺伝子型を明らかできることから、流行地における効果
的ワクチン戦略の立案に有用であると考えられる。
(３）新規診断法の開発
等温遺伝子増幅法（LAMP)により高感度な遺伝子診断法を開発することができた。この方法では
サーマルサイクラーは必要ではなく、単純な恒温槽を反応に用いることができることから、発展途上
国の設備の乏しい診断施設でも実施可能な方法である。野外試料を用いての有用性も確認できた

ことから、本法の普及が望まれる。
成果論文
１）

Nakao R, Stromdahl EY, Magona JW, Faburay B, Namangala B, Malele I, Inoue N, Geysen D, Kajino K,
Jongejan F, Sugimoto C.: 「Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assays
for rapid detection of Ehrlichia ruminantium.」 BMC Microbiol., 10, 296. (2010)

本研究項目実施における各機関の分担・協力関係
北海道大学：海外機関からタイレリア株、エーリキア株ゲノム DNA の提供を受け、次世代シークエンサー
での解析を実施した。データ解析後の多型解析、診断法開発などは下記海外機関と情報交換、協
議を随時行い、必要に応じて試料を追加するなどで研究を完結させた。
プレトリア大学：タイレリア株、エーリキア株（多くはオランダ・ユトレヒト大学に移管、保存してあった試料）
をからゲノム解析の使用できる高純度のゲノム DNA 調製を分担して行った。すなわち培養試料から
目的とする病原体の単離方法、ゲノム DNA の精製方法の検討を行い、精製試料を提供した。
ザンビア大学：タイレリア野外株収集を実施した。また同国内における発生歴、ワクチン使用歴などの情
報収集を行い、ゲノム解析の結果と突き合わせ、野外株における組換え状況などについて共同で
解析した。エーリキア感染症の新規遺伝子診断法において、野外試料（家畜血液、マダニ）での実
証試験部分を分担して行った。
国際トリパノソーマ研究所：エーリキア株の収集を分担して行った。その後の多型解析、診断法開発など
において、情報提供、試験データに関する討議を行った。

2. 研究項目「マラリア原虫 SNP 解析に関する研究」
報告者 東京大学 鈴木 穣
東京大学ではマラリア原虫のｃDNA 解析ならびに、マラリアにおける病態解析を目的としたトランスクリプトー
ム解析を中心に実施した。また、他の参加機関と共同で、アピコンプレックス原虫ならびに節足動物の完全長
ｃDNA ライブラリー構築、解析とデータベース作成、公開を行った。
1) マラリア原虫株の収集
インドネシア、マレーシアの研究者との間に密接な共同研究体制を確立し、マラリア原虫株（実験室
継代株、野外株）の収集を行った。特にインドネシアマナド地区からは、熱帯熱マラリア 70 検体、三日熱
マラリア 20 検体、マラリア媒介蚊 10 検体について、完全長 cDNA 解析また次世代シークエンサーによる
RNA Seq 解析に用いることの可能な臨床検体を収集することが可能であった。熱帯熱マラリア原虫、三日
熱マラリア原虫については、インドネシアサムラトランギ大学周辺地域の 3 か所の市中病院を拠点に、マ
ラリア感染患者末梢血を、後日の研究室環境で高品質の RNA を回収できるように専用の試薬に溶解し
た形で保存した。同時に簡便にゲノム DNA を回収する目的で、一部、感染血液をフィルターに吸着させ
たものも採取した。それぞれの検体について、臨床情報と遺伝子情報との対応付けを行うために、6 項目
の臨床データ(性別、年齢、出身地、体温、感染率、感染経過日数)を収集した。試料収集を円滑に行う
過程で、計画開始当初不十分であった現地での RNA、ゲノム DNA 抽出と品質管理に関する関連技術
供与を行い、途上国側において将来にわたって独自に解析を遂行することのできる技術基盤を確立した。
本計画において、ヒト遺伝情報についても収集と解析を行う必要性から、現地病院勤務医との間で協議
を重ね倫理審査委員会を設置、インフォームドコンセント等の書式の整備を行った。本研究で収集され
解析に用いられている試料は、国際基準に照らして妥当と思われる倫理審査を通過したものである。ま
た、構築された倫理審査体制は熱帯病解析のみならず多くの疾患についてヒトゲノム解析を行う際に必
須の基盤となると考えている。さらに、他の研究項目で解析対象となるアイメリアについても同様に検体
の収集を行い、それぞれの研究機関に供与した。
2) 完全長ｃDNA ライブラリー作製とクローンの全長解析
熱帯熱マラリア原虫および三日熱マラリア原虫における発現遺伝子の解析を行うために、完全長
cDNA の配列解析を行い、遺伝子アノテーション情報の基盤の確立を行った。計画実施に向けての予備
的検討段階で作成済みであった完全長 cDNA ライブラリーを含めて、熱帯熱マラリア原虫、三日熱マラリ
ア原虫、げっ歯類マラリア原虫のそれぞれについて異なる 2 種類以上のの試料からオリゴキャッピング法
を用いて完全長 cDNA ライブラリーを作成し、表１に示すように数千～1 万クローンの 5’端部分配列を決
定した（表 15; Wakaguri et al, NAR, 2008）。これらのうち、冗長性を除去した 1,000 クローン前後について
内部配列も含めた全長配列の決定を行った。全長配列の決定を迅速安価に行うために、配列決定は次
世代シークエンサーを用いた cDNA ショットガンシークエンシング法を用いた。アセンブルには、独自に開
発した手法を用いた。本手法では、ゲノム配列を補助的に用いることでコンティグの生成効率と精度を向
上させることが可能であり、これによりクローン当たり 100 円以下のコストで効率よく全長配列を決定するこ
とが可能であった(Reginald et al, BMC Genomics, 2009)。また、確立された完全長 cDNA ライブラリーの作
成、クローンのシークエンスから情報解析に至る一連の実験的情報的パイプラインを、他の研究項目の研
究対象へと提供し、原虫媒介節足動物遺伝子情報基盤の構築を支援した。それぞれの解析対象生物種
について得られた全長配列と標準的なゲノムアノテーションに用いられている遺伝子モデルとの比較を行

ったところ、25-40％の遺伝子について、完全長 cDNA 配列との間に遺伝子構造上の矛盾点が存在し、
完全長 cDNA を用いたゲノムアノテーションの再整備が必要であることが示唆された(図 19; Wakaguri et al,
BMC Genomics, 2009)。
他のアピコンプレックス原虫の完全長ｃDNA ライブラリー構築、配列解析、データベース化に関して、
本課題では 2 種の原虫（Cryptosporidium parvum、Eilmeria tenella）について実施した。
ヒトの下痢症の原因となる腸管寄生性原虫 C. parvum（HNJ-1）株のオーシストを、感染 SCID マウス糞
便からショ糖浮遊法で精製し、RNA を調製後完全長ｃDNA ライブラリーを構築した。これらの中から 1,301
クローンを選び出し、次世代シークエンサーイルミナ GAIIx により、36 あるいは 76 塩基のシークエンスタ
グを 36,616,500 獲得した。これらを独自に開発した de novo アセンブルシステム（
によりアセンブルした結果、1,066 クローンのアセンブルに成功した。これまでのゲノム解析の結果、
Annotation のつけられた遺伝子と同一もしくは類似のクローンが、約 50％であり、これまで予測されてい
なかった遺伝子が 118 個見出された 1)。

Eilmeria tenella に関する研究はマレーシアゲノム研究所と共同で実施した。本原虫は鶏の腸管に寄
生する原虫で、重度の下痢を起こし、東南アジア諸国の養鶏産業に最大の被害を与えている病原体で
ある。本原虫のメロゾイトを調製し、これを出発材料として完全長ｃDNA ライブラリー構築を行った。そのう
ち、9,024 クローンについて、5'-, 3'-の両端シークエンスをマレーシアゲノム研究所が実施した。結果的
に 106 クローンについては全長をカバーする配列が得られ、476 クローンについてはプライマーウォーキ
ングにより完全長を決定した。さらに、分泌シグナルと膜貫通ドメインを持つと予測されるペプチドを検索
した結果、１41 種のペプチドが得られたが、これらの中には既知の膜表面たんぱく質（EtSAG ファミリー）
が含まれていたが、新規の膜タンパク質も多数見出された。

表 15 完全長 cDNA シークエンスデータ
それぞれの生物種について、塩基配列決定を行った cDNA の塩基配列数を示す。
; Pv: Plasmodium vivax; Py: Plasmodium yoelii
; Cp: Cryptosporidium parvum; Tg: Toxoplasma gondii
; Be:

; Bc:

; Nc: Neospora caninum; Et:

Eimeria tenella; Tp: Theileria parva., n.d.: not determined.

図１9 完全長 cDNA とゲノムアノテーションの比較
(A)最も頻繁に観察され不一致例のうち、i) アノテーションが上流に余分の
エキソンをアノテーションしている例、ii)末端エキソン中にイントロンが予測さ
れていない例、iii)内部エキソンのスプライス構造が正しく予測されていない
例を示す。いずれの場合もタンパク質コード領域が異なりアミノ酸レベルで
のアノテーションの改変が必要であると考えられた。(B)アノテーションの改
変によって影響を受けるアミノ酸長の分布
上記 2 種の原虫による感染症に対しては現在のところ決定的な予防、治療手段のなく、ワクチンなど
の開発が望まれている。今回これら 2 種の完全長ｃDNA ライブラリー構築と解析を行ったことで、以下のよ
うな成果が得られた。すなわち、前者では全ゲノム配列が決定され、遺伝子予測もされおり、後者のゲノ
ム解析は進行中であるが、今回のトランスクリプトーム情報を付け加えることでより正確な遺伝子構造予
測、新規遺伝子の発見が可能になったと考える。さらにワクチン開発など予防法開発に、今回得られたト
ランスクリプトーム情報が活用されるものと考える。C. parvum 解析結果は既にデータベースとして公開さ
れており、各国研究者の利用が可能な状態となっている。
3) ゲノムワイドな単一塩基変異（SNP）情報の収集と解析
当初、ゲノム DNA をシークエンス、あるいはアレイ解析に用いることにより、熱帯熱マラリア原虫の野
生株を中心にゲノム多型(SNP)を検出、解析することを企画した。しかし、これらによって検出可能な多型
式はシークエンスに用いることのできた領域、あるいはアレイのデザインされた一部の領域に限定される
こと、また特に後者については熱帯熱マラリア原虫の遺伝子間領域の高 AT 含有量の影響から、実験精
度に問題がある可能性があることが予備的調査から示唆された。また、いかにゲノム多型を検出しても、
そこから直接、将来の疾病対策に資する生物学的知見を抽出することは困難であることも懸念された。一
方で、近年の次世代シークエンス技術の向上から、一塩基レベルで精度よく SNP を検出することが可能
となった。そこで、ゲノム DNA に代えて RNA を用いて次世代シークエンス解析を行うことにより、発現遺伝
子に着目して効率よく SNP を検出する手法へと解析手法を転換することとした。一般に RNA 解析はゲノ
ム解析に比べて必要なシークエンス量が少ないために、ヒト RNA からマラリア原虫 RNA を精製することな
く、同時に解析しても十分に有効なデータサイズを確保することが可能であると考えられた。感染血液か
らマラリア原虫の分離を行うことなく直接 RNA シークエンス解析(RNA Seq)に用いることで、マラリア原虫
発現遺伝子上の SNP (cSNP)とその臨床株間での発現量変化と直接対応させる形でヒト遺伝子の多型と
発現変化を同時解析することが可能である。またこれは、現地において時として困難である検体からの原

虫の単離を回避し、同時に他国においても進行中の同様の計画に対する独自性を確保することができる
と考えた。修正した実験計画に従って、インドネシアで収集された 100 検体の熱帯熱マラリア原虫臨床株
（感染血液）について、RNA ショットガン解析を実践した（表 16; Tuda et al, NAR, 2010）。次世代シークエ
ンサーイルミナ GAIIx を用い、各試料につき約 2000 万 RNA タグ、総計 15 億タグの塩基配列データを生
成、マラリア原虫ゲノムおよびヒトゲノムに対してタグ配列マッピングを行った。その結果、約 97.5%のタグ
がヒトゲノムにマッピングし、2.5%のタグがマラリア原虫ゲノムにマッピングされた。それぞれの生物種につ
いて RNA Seq タグは約 80%が、我々の再構築した遺伝子アノテーション領域にマッピングされ、またヒト、
マラリアゲノムに共通してマッピングされるタグは事実上存在しなかった。このことからマラリア原虫 RNA
の精製を行うことなく、シークエンス後の計算機操作で RNA Seq タグの由来する生物種を区別、寄生虫、
宿主側の遺伝子発現情報、遺伝子多型情報解析に用いることが可能であると考えられた。
臨床データとの相関性の解析はサムラトランギ大学が中心となり解析した。
4) 遺伝子発現情報、多型式情報と病原性などの表現型、地域性との関連解析
収集されたヒト、マラリア原虫由来の RNA Seq タグ配列に対してベイズ統計を基盤とする遺伝子多型
検出プログラムである GATK を用いて SNP の同定を行ったところ、特に、マラリア発現遺伝子について、
その RNA 上に存在すると思われる SNP(cSNP)を 1 検体あたり 160 個検出することが可能であった。また、
ヒト、マラリア原虫のそれぞれについて、得られた RNA Seq タグを遺伝子ごとで集計、デジタルタグカウン
ト(read per kilobase mRNA; rpkm)として発現量の指標に用いることで、遺伝子発現パターンの解析を行
った。遺伝子発現情報について、試料間での比較を行ったところ、ヒト、マラリア原虫遺伝子とも、異なる
試料間で多様な遺伝子発現パターンが観測された。ヒト-マラリア原虫間で有意に発現パターンが相関
する遺伝子群を相互に対応付けし、遺伝子の機能分類、さらには臨床情報との対応付けを行うべく一連
の統計解析を行った。統計解析は、特定の閾値に対して属性の有無を超幾何分布に基づいてデジタル
的に評価する手法と、発現量あるいは体温等の臨床データを数値として連続的に扱う重回帰分析の 2 系
列の解析を併用して行った。前者の手法は主として重篤感染患者で発現が有意に亢進しているヒト遺伝
子、マラリア原虫遺伝子の同定に用いた。図 20 に遺伝子発現パターンと臨床情報の対応付けについて、
マラリアの重篤性との関連性の示唆されたヒト、マラリア遺伝子の例を示す。後者の手法は、主としてヒト、
マラリア間での遺伝子発現ネットワークの相関の推定に用い、ヒト-マラリア原虫間でその発現パターンに
類似性の認められるものを約 500 組抽出し、その機能分類、さらには相関スコアとの関連についての統
計解析を行った(図 21 下段に例示)。

Species

# Datasets

# Total
mapped
tags

Pf
Human

70

1.5 billion

# Average
frequency
of parasite
tags

# Average
represented gene
(>0 ppm)

2.3%

2 952
18 797

# Average
#Average
represented gene
cSNPs
(>1 ppm)
detected*
2 917
14 464

161
n.d.

表 16 次世代シークエンサーを用いたヒト、マラリア原虫発現遺伝子の同時解析
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B
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図 20 遺伝子発現パターンと臨床情報の相関解析
(A)ヒト遺伝子(B)マラリア原虫遺伝子について、それぞれの臨床情報と統
計的に有意は相関を示した遺伝子の例を示す。
特にマラリア原虫遺伝子については、興味深い発現パターンを示すものの、遺伝子アノテーションが
不十分であるために、機能推定が行えないものが相当数存在したことから、これらについては、完全長
cDNA 配列情報をさらに集約的に援用することにより、その機能アノテーションの拡充を行った 2)。個々の
遺伝子については、興味の対象となる発現パターン、更新された機能アノテーションを指標に、多角的な
機能情報を統合的に検索、閲覧が可能であるデータベースを構築した(図 21)。また同様の研究手法は
細胞内寄生虫と宿主細胞の遺伝子発現変化の同時計測と統合的解析に有効であると考えらえられたた
め、トキソプラズマあるいはネオスポラについて、次世代シークエンス解析プラットフォームを提供して同
様の解析を行い、それぞれの実施機関に産出されたデータを供与した。

図 21 マラリアデータベースの構築
本研究の成果として得られた完全長 cDNA を基盤とした遺伝子アノテーション
とヒトマラリア原虫同時 RNA Seq 解析により得られた発現パターン情報を統合
し、データベースを構築した。図は代表的な検索結果のスクリーンショット
(

)。

5) 解析結果に基づく疾病対策
1)-4)の解析の成果として、マラリア重篤度について統計的に有意な相関を示すヒト、マラリアの遺伝
因子をゲノム規模でスクリーニングすることが可能であった。また、関連の示唆された遺伝子について機
能アノテーションを統合的に閲覧することが可能なデータベースを構築することにより、それぞれの遺伝
子が疾病の重篤化を引き起こす分子機序について、将来の分子生物学的解析を行うべく作業仮説を構
築する基盤を作成することができたと考えている。さらに、本研究課題の成果として構築されたデータ産
生、解析パイプラインはより多くのマラリア臨床株の解析に用いることが可能なだけでなく、同種の寄生性
疾患の病態解明に向けて速やかに応用可能であり、その体系的、効率的な運用により、多くの寄生原虫
と宿主の遺伝子発現ネットワークの統合的理解を進めることが可能であると考えている。実際に重篤度と
の相関の示唆されたマラリア原虫遺伝子については、表面抗原遺伝子、基礎代謝遺伝子に着目し、研
究室株を用いた遺伝子ノックダウン系の構築を行って、細胞レベルでの遺伝子機能解析を行う予備検討
を行っている。また、相関の検出されたヒト遺伝子についても、同様にモデル動物実験系をもちいた感染
にともなう宿主遺伝子の発現変化についての検証実験を行う予定である。得られる知見から、その機能
阻害薬あるいはワクチンの開発がマラリア重篤化を軽減する効果の期待できる遺伝子標的群の選定を
行うことが可能となると考えている。
本研究課題においては、発現遺伝子の発現パターンに着目した結果、一定の成果を得られたものの、
同時に遂行したヒト、マラリア原虫 SNP の解析については、統計的に有意な解析を行うためには、いまだ
収集された試料数が不足していることが明らかになった。同時に、発現パターンと臨床情報の相関とが検
出された遺伝子において、有意に SNP が偏在しているといった相関もこれまでのところ認められていない

ことから、発現パターンによる定量的変化とゲノム多型による定性的変化は、その関連する遺伝子分布を
異にする可能性が示唆された。発現遺伝子解析について、さらなる試料数、解析対象地域の拡大により、
データの拡充を進める一方で、ゲノム解析についても、今後も継続的に相互補完的に情報の収集を継
続していくべきであると考えている。
本研究では、2 種のアピコンプレックス原虫に加えて、帯広畜産大学の報告にあるトキソプラズマ原虫
の完全長ｃDNA 解析を行った。さらには蚊とツェツェバエｃDNA データベースの新規構築、拡張も実施し
た。これらのデータベース構築とその解析により、疾病のコントロールに資する情報を収集することができ
た。すなわち、ワクチン開発において候補となる抗原タンパク質遺伝子、薬剤開発の標的となる遺伝子な
どの構造解析や新規分子の発見につながった。吸血性節足動物では吸血と血液消化、自然免疫に関
連する分子等の解析が進めることができた。病原体の媒介に重要な吸血行動あるいは病原体ーベクタ
ー関係に重要な役割を果たしているこれらの分子の解明により、節足動物媒介性疾患の防除に有効な
情報が整備されうる。さらに、世界中の研究者が利用できる形でデータベース化できたことは節足動物媒
介性感染症を推進する上で大きな国際貢献となりうる。
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本研究項目実施における各機関の分担・協力関係
東京大学：マラリア臨床試料の収集をインドネシアで行い、収集試料の次世代シークエンサーによる
RNAseq 解析を行った。さらに原虫、節足動物の完全長ｃDNA クローン解析とデータベース整備に
あたり国内外参加機関の中心となり研究活動を行った。
サムラトランギ大学：インドネシアにおけるマラリアの臨床試料・疫学データの収集に中心的役割を果たし
た。RNAseq による病態解析を東京大学と共同で実施した・
マレーシアゲノム研究所：完全長ｃDNA クローン作成に使用した鶏コクシジウム株の選定、維持、試料調
製を行った。また作成された完全長ｃDNA クローンの塩基配列決定を同所のシークエンサーで行い、
データの解析について中心的に研究活動を行った。

3．研究項目： 「媒介節足動物のトランスクリプトーム解析」
報告者： 国立大学法人帯広畜産大学 准教授 井上 昇
1）媒介節足動物（ハマダラカ、ツェツェバエ）の飼育・収集
小項目１の目的はアジア・アフリカにおける主要原虫媒介節足動物（ハマダラカ、ツェツェバエ）に関する情
報収集、現地調査を各国の共同研究者の協力の下で行うことと、ハマダラカおよびツェツェバエの実験室コロ
ニーを維持し、研究に必要な試料供給を行うことである。
①ハマダラカおよびツェツェバエの実験室コロニー確立
(１）ハマダラカ
本研究項目で飼養したハマダラカは、マラリア媒介蚊の研究に資するため、２００６年１２月、英国
のインペリアルカレッジの Robert Sinden 教授より分与を受けたハマダラカ（Anopheles stephensi,
sda500 株）である。ハマダラカはマラリア原虫の重要な媒介昆虫であるため、その飼育法は既に確
立されており、本研究課題においても常法にしたがって飼育し、必要十分量の蚊材料供給が達成
できた。完全長 cDNA 合成およびＥＳＴ解析のためにハマダラカ L1-L4 ステージの幼虫を回収し、
液体窒素で急速凍結した後、ほぼ同量の各ステージ幼虫をまとめたものを材料としてトータル RNA
を抽出し、東京大学においてオリゴキャップ法を用いて全長 cDNA ライブラリーを作製した。
(２）ツエツエバエ飼育法の確立
ヒトおよび家畜のアフリカトリパノソーマ症を媒介する吸血節足動物はツェツェバエのみである。一
般に感染症対策として重要な要素は有効な予防法（ワクチン）・診断法・治療薬が利用可能であるこ
とであるが、節足動物媒介性感染症においてはこれらに加えて、媒介節足動物の根絶も有効な疾
病対策となる。現在有効なワクチン、高感度で簡便な確定診断法、安全な治療薬のいずれも無いア
フリカトリパノソーマ症ではツェツェバエ対策が疾病対策上きわめて重要な位置にある。しかしながら
（１）血液以外の餌を摂らないこと、（２）飢餓に弱く２日に１回の吸血を要すること、（３）卵胎生のため
繁殖効率が極めて悪いこと、（４）飼育繁殖に多大な労力と資金がかかる、などの阻害要因によって
ツェツェバエ実験室コロニーを維持している研究機関は世界的にも減少しつつあり、アジア環太平
洋地域と南北アメリカ大陸では米国エール大学と獨協医科大学（千種教授）の２か所のみであった。
我々は千種教授から分与を受けたツェツェバエをより効率よく繁殖維持するべく飼育方法、特に日
常の飼育管理で必須となる麻酔法と吸血法について検討した。
吸血頻度について検討した結果、月・火・木・金の週４回吸血させることで適度な飢餓状態に暴
露しつつ、産仔率低下などの悪影響をおさえながらハエの吸血意欲を向上させることが可能となっ
た。また、ツェツェバエ血液ドナーとして実験室環境で利用可能なマウス・ラット・ウサギのうち、ツェ
ツェバエの頻回吸血に耐えられる日本白色ウサギが最適であることが明らかとなった。また、成熟ツ
ェツェバエおよびサナギの管理は湿度 50％、温度 25℃、12 時間の明暗サイクルに適応し、繁殖さ
せることができた。サナギの飼育温度を２７℃に上昇させると羽化までの時間が 2 日程度短縮したが、
通常の維持では室温 25℃の同一環境で成熟ツェツェバエとサナギを飼育するほうが維持管理が容
易であるため、サナギの飼育温度も 25℃とした。
ウサギを血液ドナーに用いるツェツェバエ維持法は動物愛護およびコスト面から最善の方法では
ない。そこでウシ脱繊維血液を用いた人工膜吸血法の確立を試みた。各種のゴム、シリコン、プラス
チック、パラフィン膜をもちいて検討した結果、パラフィン薄膜（商品名・パラフィルム）および、株式

会社扶桑ゴム産業製の厚さ 1ｍｍ、ゴム強度 5（人間の皮膚はゴム強度 10 程度）、30ｃｍ四方のシリ
コン膜がツェツェバエ用人工吸血膜として使用可能であることが明らかとなった。よって強度と取り扱
いの簡便性に優れているシリコン膜を吸血用人工膜として利用することとした。餌となる血液はウシ
脱繊維血を使用し、これを 37℃に加温したホットプレート上においたエンボス加工ガラスプレートに
約 50ｍｌ程度滴下し、その上にシリコン膜を空泡ができないようにのせ、その上にツエツエバエケー
ジをおくことで最小量の血液で効率よく人工膜吸血作業をすることが可能となった（図 22）。現在の
ところ繁殖メス１５０～２５０匹程度のツェツェバエ数を維持しており、ツェツェバエコロニーの実験室
コロニーが確立できた。今後も徐々に個体数を増加させ、将来的には繁殖メス 1,000～2,000 匹程
度にまでコロニーサイズにしていく予定である。

図 22 ツェツェバエ人工膜吸血法の模式図

②アジア・アフリカにおける主要媒介節足動物に関する情報収集・現地調査
(1)ハマダラカの現地調査
東京大学の共同研究者によるインドネシアでのマラリア検体収集と並行して、蚊の生息状況、種類
等について調査を実施した。サムラトランギ大学医学部 Josef Tuda 准教授の協力により、マラリアの常
在地であるパプアインドネシア・ジャヤプラ、および、北スラウェシ・トンバツを訪問し、媒介蚊の実態を
調査し、パプアではジャングルが、北スラウェシでは水田が蚊の発生地となっていることを確認した。
(2)ツェツェバエの現地調査
ヒトおよび動物のアフリカトリパノソーマ症流行地であるタンザニアおよびザンビアを調査対象地域
として、ツェツェバエ生息状況調査、トリパノソーマ保有状況調査ならびに吸血宿主動物種調査をザ
ンビア大学と共同で実施した。調査した村はタンザニア北部、マラ州のロバンダ村およびザンビア北
東部のチャマ村である（図 23）。ロバンダ村およびチャマ村では人獣共通感染性ローデシアトリパノソ
ーマ（HAT）が流行し、それによっておこるヒト急性アフリカトリパノソーマ症が散発的に発生しているた
め、媒介ツェツェバエ種の同定、ツェツェバエの吸血宿主嗜好性ならびにトリパノソーマ保有状況を
明らかにすることでトリパノソーマ症コントロールのための基盤情報を得ることができる。ツェツェバエは
常法に従って、トラップ法によって捕獲した（図 24）。6～9 個のツェツェトラップをツェツェバエが吸血
行動を開始する前の早朝に一定間隔で設置し、同日の夕方にトラップを回収することを数日間繰り返
してツェツェバエを捕獲した。ツェツェバエはトラップから回収後、ただちにオスメスを鑑別し、個別に
乾燥剤入りの小型サンプルチューブに保存し、ＤＮＡ抽出に供するまで室温で保存した。その結果、
ロバンダ村付近のツェツェバエ優先種は G. pallidipes および G. swynnertoni 、チャマ村では G.

pallidipes および G. m. morsitans であることが明らかとなった。チャマ村付近で捕獲したツェツェバエ
546 匹のうち G. m. morsitans メスが最も多い 465 匹、次いで G. pallidipes オス 54 匹、G. m. morsitans
オス 27 匹の順であった。ツェツェバエは一般に産仔するメスの吸血行動のほうがオスよりも活発である
ため今回圧倒的多数の G. m. morsitans メスが捕獲されたことはチャマ村付近の最優先種は G. m.

morsitans であることが分かる。一方、G. pallidipes ではオスしか捕獲できなかったが、これには様々な
理由が考えられる。たとえばトラップに対する嗜好性が G. pallidipes のオスとメスとで異なる可能性が
考えられる、あるいはトラップを設置した場所や時間帯、天候などの要因も影響した可能性がある。
チャマ村付近で捕獲したツェツェバエのうち、トラップ回収後も生存していた個体を用いて唾液腺
からのトリパノソーマ分離を試みた。ツェツェバエは１対の唾液腺を持つが、今回は 10 匹分（10 対）の
唾液腺を１ドースとして摘出した唾液腺をリン酸緩衝液に懸濁後、マウスに腹腔内投与し、その後 2 週
間マウスの血液顕微鏡検査を実施してトリパノソーマ感染の有無を調べた。その結果、６匹のマウスが
トリパノソーマに感染し、内 3 匹が HAT を引き起こすローデシアトリパノソーマ（T. b. rhodesiense）（図
25）、残り３匹が動物のアフリカトリパノソーマ症を引き起こすブルーストリパノソーマ（T. b. brucei）であ
った。以上の結果から、チャマ地域は HAT 高度汚染地域であることが明らかとなった。
チャマ村での HAT 検出を受けて、HAT がどのように自然界で維持され、ヒトへ感染の感染源となっ
ているかを明らかにするべく、ツェツェバエが保有するトリパノソーマ種に加え、どのような動物から好
んで吸血しているかを調査した。トリパノソーマ種の同定は特異的 PCR 法、ツェツェバエ消化管内に
残存している動物血液の種同定はチトクロームｂ遺伝子のＰＣＲ増幅と塩基配列の相同性検索によっ
て実施した。その結果、イボイノシシ、バッファロー、カバ、アフリカゾウなど、チャマ村付近に生息する
野生動物に加えてヒトの血液も検出された。HAT 保有ツェツェバエが最も好んで吸血していた宿主は
イボイノシシとヒトであり、主として G. m. morsitans メスによって媒介されていることが明らかとなった（表
17）。ＨＡＴ媒介ツェツェバエ種が特定できたことは、ベクターコントロールによるトリパノソーマ症対策
を策定する上で極めて有用な情報である。

図 23 ツェツェバエ調査地域

図 24 トラップ法によるツェツェバエの捕獲

図 25 ツェツェバエ唾液腺から分離された人獣共通感染性ローデシアトリパノソーマ（T. b. rhodesiense）

表 17 チャマ村で捕獲したツェツェバエ種と吸血宿主およびトリパノソーマ保有状況
ＴＺ： Trypanozoon 亜属、TR： T. b. rhodesiense (ＨＡＴ病原体)、TC：

T. congolense、TV： T. vivax

2）媒介節足動物の完全長ｃDNA 代表クローンの解析
小項目２の目的は東京大学と共同で、節足動物の各種素材からオリゴキャップ法により完全長 cDNA を
合成し、ライブラリーを構築、得られたクローンの 5’端シークエンスを実施することである。なお、ここでは関
連研究として実施したトキソプラズマならびにトリパノソーマの完全長ｃDNA クローン等に関する成果も記載
する。
①媒介節足動物完全長ｃＤＮＡ解析
ハマダラカ L1-L4 ステージの幼虫を回収し、液体窒素で急速凍結した。ほぼ同量の各令幼虫をま
とめたものを材料として東京大学においてオリゴキャップ法を用いて全長 cDNA ライブラリーを作製し
た。12,590 クローンの両端（５‘端と３’端）をサンガー法でワンパスシークエンスした。得られた塩基配
）のゲノム塩基配列上にマップし、各領域から代

列を近縁のガンビアハマダラカ（

表クローン 4,053 個を選択して、ソレクサシークエンサーで全長を解読した。その結果、2,802 クローン、
1,005 遺伝子について全長遺伝子構造が解読できた。発現遺伝子の情報は、

による予測遺

伝 子 と 比 較 し て 、 デ ー タ ベ ー ス Full-Anopheles を 作 成 し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト で 公 開 し た
（

）（図５）。ツェツェバエについても、同様に幼虫、さなぎ、成虫から完全長 cDNA

ライブラリーを作製し、28,825 クローンをワンパスシーケンスし、得られた塩基配列はツェツェバエゲノ
ムが解読されていないため、近縁のショウジョウバエゲノムにマップした。ショウジョウバエゲノム上にマ
ップできなかった 4,023 個の遺伝子はツェツェバエ特異的であると予想された。完全長 cDNA クローン
をソレクサシークエンサーで解読することで予測遺伝子構造の違いが判明するだけでなく、発現遺伝
子の転写開始点を決定することが可能となる。本データベースはマラリア原虫やトリパノソーマの本来
の宿主である媒介節足動物における寄生メカニズムを解析するための基盤情報を提供するため、関
連分野の発展に多大な貢献をし得る。

図 26 ツェツェバエ（左）およびハマダラカ（右）完全長ｃＤＮＡデータベーストップページ
（http:// ullmal.hgc. p）
②トキソプラズマにおけるスクリプトームおよび転写開始点解析
ハマダラカで媒介されるマラリア原虫と近縁で、ヒトや動物にトキソプラズマ症を引き起こすトキソ
プラズマについても（図５）で紹介した完全長 cDNA データベースを作製し公開した。得られたデータ
ベースを精査し多結果、トキソプラズマトランスクリプトームおよび転写開始点に関して新たな知見を
得ることができた。
(1) トキソプラズマ RH 株タキゾイトのトランスクリプトーム
i) トキソプラズマにおけるコアプロモーター解析

polII や TFIIB などの基本転写因子が結合するコアプロモーターは転写制御の根幹をなすが、
トキソプラズマにおいては、これまで殆ど解析が進められていない。一方、コアプロモーターは
転写開始点（transcription start site: TSS）の周辺配列であるため、次世代シーケンサーを用い
て転写開始点を解析する新規方法である TSS-seq 法によって網羅的な解析（トランスクリプトー
ム）を行い、大量の転写開始点情報を取得することで、その性状をゲノムワイドに解析すること
が可能である。
トキソプラズマのコアプロモーターを解析するに当たり、材料としてマウス腹腔内で増殖させ
たトキソプラズマ RH 株を用いた。腹水より取得したタキゾイトをフィルター濾過にて精製し、TRI
regent（sigma）を用いて total RNA を取得した。これを oligo dT セファロースを用いて mRNA を
調整し、続いて、5’cap 構造の除去、RNA linker の付与、逆転写を行うことで、完全長 cDNA を
合成し、次世代シーケンサー解析に供試した（TSS-seq 法）。
その結果、34 塩基からなる tag を 6,801,945 配列取得した。これらをトキソプラズマゲノムと比
較したところ、4,082,575 配列がマップされ、同一カ所にマップされたものをまとめることで
124,217 カ所の転写開始点を特定した。さらに得られた転写開始点をクラスタリング処理するこ
とにより 10,508 カ所の転写領域、すなわちコアプロモーター領域を特定した。
次に、このコアプロモーターの配列特性を明らかにする目的で、哺乳動物細胞で知られてい
る既知モチーフの出現分布を調べたところ、TATA box、TFIIB recognition element (BRE),
downstream promoter element (DPE)は認められなかった一方、initiator(INR)配列は半数近い
コアプロモーターで転写開始点上に局在していることが明らかとなった(図 27)。また、その直下
にチミジンのクラスターが有意に存在することが解り、これを downstream thymidine cluster
(DTC)と呼ぶこととした。また、DTC 存在下で転写量が有意に増加することも確認した。
一方、トキソプラズマにおいては、転写後の遺伝子発現制御に関与する 5’ UTR についても
解析がほとんど行われていないため、TSS-seq 法によって得られた膨大な数の転写開始点とゲ
ノム解析により予想されている ORF の 5’末端を比較することで、5’ UTR 長のゲノムワイドな解
析を行った。その結果、トキソプラズマの 5’ UTR 長の最頻値は 120 から 140 塩基の間にあるこ
とが明らかとなった。
以上の結果から、典型的なトキソプラズマの転写について、initiator をメインスイッチとして利
用し、DTC が活性化を行い、転写開始点下流 120 塩基から翻訳が始まるというモデルを提案
するに至った(図 28)(Yamagishi et al. 2010)。
ii) ME49 株ステージ間比較トランスクリプトーム解析
トキソプラズマ原虫の生活環は、感染初期に出現する急増虫体（タキゾイト）と慢性感染の主
体となる緩増虫体（ブラディゾイト）からなる無性生殖期と、ネコを終宿主とする有性生殖期（代
表的なものはスポロゾイト）に大別できる。これらトキソプラズマの各ステージ間の移行は、宿主
との相互作用、あるいは、環境への応答によって誘起され、トキソプラズマの生存に寄与するこ
とから、ステージ移行に関わる遺伝子、あるいは、代謝パスウェイやシグナル伝達などの生体
活動で各ステージ特異的なものに関わる遺伝子を網羅的に明らかにすることは、トキソプラズ
マの生活環の理解、ひいては、それに基づく当該原虫感染症の制圧方針の立案に大きく貢献
することが期待できる。そこで、トキソプラズマにおける代表的な３ステージ、タキゾイト、ブラディ
ゾイト、スポロゾイトについて、各ステージの特徴をトランスクリプトームによって位置づけることを
試みた。
iii)タキゾイトのトランスクリプトーム
ヒト繊維芽細胞で培養したトキソプラズマ PLK 株（ME49 株の派生株）タキゾイトをフィルター

濾過により精製し TSS-seq 解析に供試した。その結果得られた 12,101,228 配列の内、
3,299,041 配列がトキソプラズマゲノムにマップされ、305,589 カ所の TSS、11,979 の転写領域を
特定した。
iv)ブラディゾイトのトランスクリプトーム解析
ヒト繊維芽細胞で培養し、高 pH 処理により誘導したトキソプラズマ ME49 株ブラディゾイトを
アラビックガム遠心分離により精製し TSS-seq 解析に供試した。その結果得られた 8,419,271
配列の内、1,552,201 配列がトキソプラズマゲノムにマップされ、175,694 カ所の TSS、8,484 の
転写領域を特定した。
v)スポロゾイトのトランスクリプトーム
米国農務省 Dubey 博士の好意により分譲されたトキソプラズマ ME49 株 oocyst を、次亜塩
素酸処理とタウロデオキソコール酸処理により脱嚢させることで精製スポロゾイトを取得し、
TSS-seq 解析に供試した。その結果得られた 29,584,323 配列の内、20,011,846 配列がトキソプ
ラズマゲノムにマップされ、1,026,760 カ所の TSS、27,594 の転写領域を特定した。
vi)ステージ特異的発現遺伝子の解析
各ステージから得られたトランスクリプトームをゲノム解析によって明らかにされている各遺伝
子領域と比較することにより、3 ステージにおける遺伝子発現プロファイルを明らかにした(図
29)。
vii)ステージ特異的 DNA cis-element の解析
各ステージで特定された転写領域周辺配列（すなわちプロモーター）を比較することで、転
写制御に関わる DNA cis-element の特定を試みた。その結果、ステージ非特異的ながら転写
活性化に関与することが示唆される配列として YTTTTY と GCATGC を、ブラディゾイト特異的
な転写活性化に関与することが示唆される配列として CCAGTG を特定した。今後、これらの配
列に結合する転写制御因子を特定することで、ステージ移行、あるいは、ステージ維持に関わ
る遺伝子の発現制御メカニズムの解明が期待できる。

図 27 トキソプラズマ完全長ｃDNA 解析による転写開始点ならびにコアプロモーター領域特定
INR:initiator, DTC:downstream thymidine cluster

図 28 トキソプラズマ遺伝子の転写モデル

図 29 トキソプラズマ各ステージにおける遺伝子発現プロファイル
Tz:Tachizoite, Bz:Bradizoite, Sz:Sporozoite

(2)ＣＥＳＰの機能解析とツェツェバエ完全長ｃＤＮＡ解析
我々が世界に先駆けて発見し、論文発表（Sakurai et al. 2009）したツェツェバエ体内型トリパノソ
ーマ（EMF 型）特異的細胞表面分子（CESP）の発現パターンを解析した（図 30）。論文発表段階で
は試験管内培養系から得たトリパノソーマを用いて CESP 発現パターンを解析し、同分子が EMF 型
トリパノソーマに特異的であると結論付けていたが、実際にツェツェバエ体内から得たトリパノソーマ
を使用して間接蛍光抗体法を用いて CESP の発現パターンを精査した結果、同分子の発現が EMF
型トリパノソーマに分化する以前の PCF 型虫体にすでに発現していることが明らかとなった（図 31）。
トリパノソーマのｍＲＮＡはポリシストロニックにゲノムから転写され、その後トランススプライシングによ
るスプライスリーダー（ＳＬ）ＲＮＡの付加を経て成熟し、その後ポリペプチドへと翻訳されることが明ら
かとなっている。そこで、培養ＰＣＦ型虫体がツェツェバエに取り込まれてからどれくらいの時間でＣＥ
ＳＰのｍＲＮＡ成熟が起こっているかについてＲＴ－ＰＣＲ法を用いて解析した。その結果、培養ＰＣＦ
では検出できなかった成熟ＣＥＳＰ ｍＲＮＡがハエ体内に摂取されてから 1 時間で既に検出可能な
レベルで進行していることが明らかとなった( 図 32）。この結果はツェツェバエ体内環境とトリパノソ
ーマの直接的相互作用がトリパノソーマ表面分子の発現パターンに遺伝子発現調節レベルで大き
な影響を与えていることを示唆しており、今後ツェツェバエ完全長ｃDNA データベースからどのような
クローンを選択し、解析していくかを考える重要なヒントとなる。例えば選択するクローンの候補として
ツェツェバエ消化管、特にトリパノソーマの CESP 発現が最初に誘導されていた前胃特異的遺伝子
などの探索が考えられる。
以上の結果からＣＥＳＰはツェツェバエとの相互作用において極めて重要な役割を果たしていると
考えられたため、トリパノソーマのトランスクリプトームおよびプロテオーム解析を実施した（Helm et al.
2009; Eyford et al. 2011）。その結果、ＣＥＳＰ以外にＥＭＦ型トリパノソーマ特異的発現パターンを示
す遺伝子を６８個同定することができた。ＣＥＳＰに加え、これらの遺伝子についても現在ツェツェバ
エ完全長ｃＤＮＡデータベース中からのリガンド同定を実施中である。
主要表面分子であるＣＥＳＰとＧＡＲＰの立体構造がトリパノソーマ・ツェツェバエ相互作用におい
て重要であると考えられることから、結晶構造解析を実施した。ＣＥＳＰは親水性が極めて高く、結晶
化が難航しているが、ＧＡＲＰについてはその構造を決定することができた（Loveless et al. 2011:図
33）。その結果、動物感染型トリパノソーマ（ＢＳＦ）がツェツェバエ体内型のＰＣＦ虫体へと細胞分化
する際に、無防備な細胞膜が露出しないよう、ＢＳＦ表面分子であるＶＳＧとＧＡＲＰがアンカー部分
の構造類似性によってジグソーパズルのように嵌合しながら表面分子の置き換えが起こっている可
能性が示唆された。この知見は発育ステージ転換時に原虫細胞表面分子構成を大きく変えるトリパ
ノソーマの生存戦略の一端を明らかにする画期的な成果であり、寄生体と媒介節足動物との相互
作用を解明するうえで意義深い。

図 30： ツェツェバエ体内でのトリパノソーマ感染部位と感染率の経時変化

図 31： ツェツェバエ体内でのＣＥＳＰおよびＧＡＲＰ発現パターン

図 32： ツェツェバエ由来トリパノソーマのＣＥＳＰ ｍＲＮＡ成熟はＰＣＦで起こる

図 33： ＧＡＲＰとＶＳＧの立体構造はアンカー部分が類似している
4) 媒介節足動物のクローンバンク整備と将来展望
公開したハマダラカ、ツェツェバエ、トキソプラズマ EST データベース（

）（図５）

を参照した研究者からのリクエストに対応し、クローンを分与可能なクローンバンクを北海道大学お
よび東京大学に設置した。２機関にクローンバンクを設置することで、バックアップも問題ない。
本研究項目の特筆すべき成果の一つとして将来にわたってマラリアおよびアフリカトリパノソーマ
症対策、特に媒介昆虫と媒介される病原体との相互作用研究において活用されることが期待できる
のは、マラリアおよびアフリカトリパノソーマ症の媒介昆虫として重要なハマダラカとツェツェバエの完
全長ｃＤＮＡデータベース、マラリア原虫と近縁なトキソプラズマの様々な発育ステージ由来完全長ｃ

ＤＮＡデーターベースを完成させ、公開したことである。完全長ｃＤＮＡデータベースから得られる情
報はゲノム情報だけでは知り得なかった遺伝子情報、たとえば転写開始点や特定の発育ステージ
でのトランスクリプトームなどを含むため、媒介節足動物や原虫の生命活動を遺伝子発現プロファイ
ルの観点からより詳細に解析するうえで極めて有用である。ツェツェバエではゲノムが解読されてい
なかったため、得られた完全長ｃＤＮＡデータを近縁のショウジョウバエゲノムにマップしたが、８５％
程度のｃＤＮＡをショウジョウバエゲノム上にマップすることができた。マップできなかった残りのｃＤＮ
Ａ１５％はツェツェバエ特有の遺伝子である可能性が高く、今後これらを精査していくことで血液消
化、トリパノソーマとの相互作用、唾液成分、発生関連遺伝子など、ツェツェバエ対策およびトリパノ
ソーマ媒介能解明に関する新たな研究の展開が期待できる。
成果論文
1)

Eyford, B. A., Sakurai, T., Smith, D., Loveless, B. C., Hertz-Fowler, C., Donelson, J. E., Inoue, N. and
Pearson, T. W. (2011) Differential protein expression throughout the life cycle of Trypanosoma

congolense, a major parasite of cattle in Africa. Molecular & Biochemical Parasitology 177 (2) 116–125.
2)

Helm, J. R., Hertz-Fowler, C., Aslett, M., Berriman, M., Sanders, M., Quail, M. A., Soares, M. B., Bonaldo,
M. F., Sakurai, T., Inoue, N. and Donelson, J. E. (2009) Analysis of expressed sequence tags from the
four main developmental stages of Trypanosoma congolense. Molecular and Biochemical Parasitology 168
(1) 34-42.

3)

Loveless, B. C., Mason, J.W., Sakurai, T., Inoue, N., Razavi, M., Pearson, T. W. and Boulanger, M. J.
(2011) Structural characterization and epitope mapping of the Glutamic Acid/Alanine Rich protein from

Trypanosoma congolense: Defining assembly on the parasite cell surface. The Journal of Biological
Chemistry, (in press)
4)

Sakurai, T., Sugimoto, C. and Inoue, N. (2008) Identification and molecular characterization of a novel
stage-specific surface protein of Trypanosoma congolense epimastigotes. Molecular and Biochemical
Parasitology 161 (1): 1-11.

5)

Yamagishi J, Wakaguri H, Ueno A, Goo YK, Tolba M, Igarashi M, Nishikawa Y, Sugimoto C, Sugano S,
Suzuki Y, Watanabe J, Xuan X. (2010) High-Resolution Characterization of Toxoplasma gondii
transcriptome with a Massive Parallel Sequencing Method. DNA Res. 17(4), 233-243.
本研究項目実施における各機関の分担・協力関係

帯広畜産大学：節足動物の飼育、RNA 試料調製を行い、完全長ｃDNA ライブラリー作製と解析を東京大学と
共同で実施した。トキソプラズマ、トリパノソーマのトランスクリプトーム解析の中心的役割を担った。
サムラトランギ大学：マラリア原虫媒介蚊の現地調査を帯広畜産大学、東京大学と共に実施した。
チェンマイ大学：蚊の飼育とアイソライン作成について情報・技術提供を実施した。
ザンビア大学：ツェツェバエとトリパノソーマ原虫に関する現地調査を実施した。

Ⅴ． 自己評価
１．目標達成度
熱帯諸国における試料収集、それらのゲノム・発現遺伝子解析とデータベース構築について、一部数
値目標には達しなかった点はあるものの、研究目標を達成できるに十分な試料を収集し、解析を行うこと
ができた。また、具体的な解析データに基づく病原体の分子疫学・病原性解析、さらに感染における病
態解析についても実施できたことから、ほぼ 100％の目標を達成できたと考える。
２．成果
本報告書の７頁に記載したように、マラリア原虫、タイレリア原虫、エーリキアのそれぞれに関して、ゲノ
ムリシークエンスと多型解析、RNAseq による病態解析、トキソプラズマ原虫での転写開始点解析などにつ
いて成果を上げることができた。それぞれ国際的な学術誌上あるいは、データベースとして公開しており充
分な科学的成果ならびに社会に還元できる成果を上げることができた。さらにツェツェバエのｃDNA 解析を
国際的なツェツェバエゲノム解析プロジェクトの一員として分担・実行することにより、いわゆる Neglecter
Tropical Disease の制圧に向けた研究において国際貢献をすることができた。
アジア・アフリカにおける研究ネットワーク形成という点では、参画機関がそれぞれの分野で十分な共同
研究を行い、さらに運営会議、ワークショップを通じて相互に情報交換するなど、海外機関の間でも横のつ
ながりを形成できた。今後本研究ネットワークを維持、発展させる上で重要な相互の信頼関係を築き上げ
ることができたのも大きな成果である。
３．計画・手法の妥当性
次世代シークエンス技術による病原体ゲノム解析については当初計画時には世界的にも報告例が限
られいたものの、ほぼ 3 年が経過した今では多くの病原微生物のゲノムに本技術が導入されるに至ってい
る。このような急速な研究展開の中で、病原性原虫・細菌、媒介節足動物のゲノム、ｃDNA 解析を着実に
行い、成果を上げることができた点で、計画・手法は妥当であったと判断する。次世代シークエンス解析技
術の急速な発展に伴い、当初計画とは異なった手法で一部の研究を実施した。しかし、技術の進歩の実
態に柔軟に対応して研究を実施したことにより、当初計画で想定された、あるいはそれを超える成果があり、
新たな分野を切り広げることができた。すなわち、感染血液から直接 RNA を調製し、発現遺伝子を原虫と
宿主の両面から解析することで、病態研究の新たな展開を生み出すことができた。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
共同研究の成果に基づき共著論文を発表し、さらにいくつかの研究も取りまとめて発表する予定であり、
今後も共同研究を継続することは各参加機関とも積極的である。各機関ともそれぞれの国での研究予算
獲得に努めるほか、日本側では科学研究費等の予算を既に獲得しており、今後もアジア・アフリカを中心と
して、グローバルなネットワークを活用した病原体、媒介節足動物のゲノム研究を展開できるものと考える。
５．その他
当初主たる研究項目に挙げていなかったトキソプラズマ、クリプトスポリジウムなど重要な人獣共通感
染症についても研究成果を上げ、当該分野でも世界をリードする研究ができた。

Ⅵ．その他
１．代表研究者・国内参画機関研究者への質問
①課題実施また推進において、直面した困難、障害となった事柄について、ご説明ください。
全体のプロジェクト推進会議は 4 回実施し、うち 2 回は海外開催（マレーシア、インドネシア）であった。
今回、海外研究者の第 3 国への出張は認められなかったため、奨学寄付金等を活用して招聘せざるを得
ず、多数の外国人メンバーの招聘には困難が伴った。
２カ国で開催したワークショップでは大学院院生、博士研究員など若手スタッフが多数参加し活発な討
議が行われた。このように、若手研究者の人材育成の観点からも、プロジェクトメンバーが日本以外の国に
集まり、多くの研究者と情報交換に努めることは極めて有意義なことと考えられる。国際共同研究ではこのよ
うな会議が容易に開催できるような予算システムが求められる。
②アジア・アフリカ地域における国際共同研究推進に向けて、提案事項があればお示しください。
本格的な共同研究を実施するには 3 カ年の研究期間（実質 2.5 年程度）は短いので、研究経費総額
を決めて 3－5 年間の間で研究代表者の裁量で自由に研究期間を設定できるようにしてほしい。また予
算配分も各年同額ではなく、研究のピークとなる中間時点で配分が厚くなるよう、研究代表者の裁量で
研究費配分を決定できるようにしてほしい。

２．国外参画機関への質問
課題の事後評価にあたり、国外参画機関から、共同研究についての感想・コメントを求めます。
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which you belong to the
international research collaboration funded by the Special Coordination Funds for Promoting Science and
Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your input is important for the evaluation process.
We appreciate your kind cooperation.
1)本共同研究をどのように評価しているか、自由形式でコメントをお寄せください。当該課題の内容に限定
された事柄から、振興調整費の制度そのものについてまで、幅広くお考えください。
1)Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your comment may
not necessarily be limited to the specific issues regarding your research project/interest, but may also be
related to the concept/system of this program. Format unspecified.
2)本共同研究の問題と思われる点、改善すべきと思われる点について、箇条書きでご意見をお寄せください。
1)と同じく幅広くお考えください。
2)Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for improvements in
executing collaborative research. Same as the question 1), your comment may cover wide range of aspects.
Please show them by a run of the item, if possible.
3)本国際共同研究は、イコールパートナーシップの精神に基づいて実施されましたが、国外参画機関として
の物質的な貢献・負担（コミットメント）はどの程度だったか、ご回答ください。
＊経費（研究費）： （

※金額及び使途等

）

＊試料・フィールド提供： （

）

＊研究室・設備提供： （

）

＊人材提供（研究員他）： （

）

＊その他：（

）

3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal partnership
manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the resources necessary for their own
activity. In this regard, please describe what were the contributions by your side in the following categories;
- Research expense : (please describe amount(US$) and purpose)
- Provision of research materials / field stations etc.: (please describe details)
- Laboratories/equipments : ( please describe details)
- Human resource (research scientists/assistants/etc) : ( please describe details)
- Others : ( please describe details)

Questionnaire
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes, which you belong to the
international research collaboration funded by the Special Coordination Funds for Promoting Science and

Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your input is important for the evaluation process.
We appreciate your kind cooperation.
1) Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your comment may
not necessarily be limited to the specific issues regarding your research project/interest, but may also be
related to the concept/system of this program. Format unspecified.

This research collaboration has been of immense importance as it has provided opportunities for members
in the research group to interact during formal research meetings and related activities funded through the
SCF grant. This has subsequently led to the establishment of a higher level of research collaboration
amongst the research group members. In addition, the meetings and related activities held both in and out
of Japan have provided opportunities for the research group members to interact and form new
collaborations with researchers who are not part of the research group.
2) Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for improvements in
executing collaborative research. Same as the question 1), your comment may cover wide range of aspects.
Please show them by a run of the item, if possible.

None in particular.
3) This international collaboration research has been operated under the spirit of

“equal partnership

manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the resources necessary for their own
activity. In this regard, please describe what were the contributions by your side in the following
categories;
- Research expense: (please describe amount (US$) and purpose)

The research conducted in Malaysia within the scope of the SCF grant was funded by part of a bigger
grant provided by the Ministry of Science, Technology & Innovation, Malaysia, which was administered
by the Malaysia Genome Institute (MGI). The amount involved came up to ~US$150,000, which mainly
covered the cost of DNA sequencing, salary and travel.
- Provision of research materials/field stations etc.: (please describe details)
In this research, we were involved in the sequencing of clones randomly selected from full-length cDNA
libraries that were constructed by researchers in Japan. In collaboration with various members of the
research group, we also carried out bioinformatic analysis on the sequences generated.
- Laboratories/equipments: (please describe details)

The sequencing of the cDNA clones was carried out at MGI using equipment such as the ABI 3730xl
DNA Analyzer and Illumina HiSeq 2000 system, while sequence analyses were carried out at both MGI
and Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) using dedicated bioinformatic servers and workstations.
- Human resource (research scientists/assistants/etc): (please describe details)

The sequence generation and analyses were carried out by two Scientific Officers and three Graduate
Research Assistants, under my supervision.

- Others: (please describe details)
(From Dr. Wan, Kebangsaan Malaysia University, Malaysia genome Instirute)

Questionnaire
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which you belong to the
international research collaboration funded by the Special Coordination Funds for Promoting Science and
Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your input is important for the evaluation process.
We appreciate your kind cooperation.
1) Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your comment may
not necessarily be limited to the specific issues regarding your research project/interest, but may also be
related to the concept/system of this program. Format unspecified.
International joint research for the creation of advanced technology was supported by SCF. At least 7
countries in Asia and Africa were jointed in this project. This project yielded many fruitful results, such as
promoted, supported and conducted researches and studies in order to develop models and strategies for
vectors and parasites to be in line with problem situation in each area, collaboration in the organization of joint
conferences, seminars and workshops and exchanged of academic personnel as researchers, post-graduate
students and speakers at academic events.

2) Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for improvements in
executing collaborative research. Same as the question 1) your comment may cover wide range of aspects.
Please show them by a run of the item, if possible.
This project quite going well and hardly found the problem. The joint conference was held every year and
the problems were discuss and tried to solve them in the conference.
3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal partnership
manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the resources necessary for their own
activity. In this regard, please describe what were the contributions by your side in the following categories;
- Research expense: .5,000 US$. fro the maintenance of mosquitoes in the laboratory
Provision of research materials / field stations etc.: mosquitoes
- Laboratories/equipments: insectary room, rearing cages and freezer
- Human resource (research scientists/assistants/etc): post graduate students and
researchs.
(From Prof. Wej Choochote, Chiang Mai University)

Questionnaire
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which you belong to the
international research collaboration funded by the Special Coordination Funds for Promoting Science and
Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your input is important for the evaluation process.
We appreciate your kind cooperation.
1)Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your comment may
not necessarily be limited to the specific issues regarding your research project/interest, but may also be
related to the concept/system of this program. Format unspecified.
Recently, my institute participated in the international research collaboration funded by the Special
Coordination Funds for Promoting Science and Technology. In my view, this participation provided a rare
opportunity to meet and exchange idea with fellow scientists from various countries. I feel this kind of
collaboration need to be encouraged and indeed supported. Probably participants could have benefited more
and appreciated each participating institute more if there was enough time to hold meetings and even joint
research activities alternatively in each of the participating institutes. I also would have wished to see more
closer (regular) exchange of notes say through e-mail updates of research findings among stakeholders
2)Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for improvements in
executing collaborative research. Same as the question 1), your comment may cover wide range of aspects.
Please show them by a run of the item, if possible.
As indicated above, I am of the view that most of the time, collaborating institutes were working as
individuals. In other words, there was no regular updates of research activities and findings from different
institution (this only happened during the annual meetings). I feel this could be improved and could probably
benefit participating instates more. Holding some of the meetings in instates from developing countries could
also make those from developed countries appreciate the situation more and probably suggest how best to
help with some improvements.
3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal partnership
manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the resources necessary for their own
activity. In this regard, please describe what were the contributions by your side in the following categories;
- Research expense: (please describe amount(US$) and purpose)
Due to financial difficulties, my institute had difficulties to raise research funds.
- Provision of research materials / field stations etc.: (please describe details)
My institute provided laboratory space for our research activities, transport and other logistics for
collection, preservation and processing of ticks and cattle blood samples from the field.
- Laboratories/equipments : ( please describe details)
My institute provided laboratory space, tick and blood collection tubes, casting ropes and related
supplies and consumables as well as transport for collection, preservation and processing of ticks and
cattle blood.

- Human resource (research scientists/assistants/etc) : ( please describe details)
My institute provided collaborating research scientists, laboratory technicians and field assistants to
facilitate sample collection and processing.
- Others : ( please describe details)
My institute made arrangements with field officers and farmers at various sampling sites to facilitate the
collection of tick and cattle blood samples.
(From Dr. Namangala, University of Zambia)

Questionnaire
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which you belong to the
international research collaboration funded by the Special Coordination Funds for Promoting Science and
Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your input is important for the evaluation process.
We appreciate your kind cooperation.
1)Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your comment may
not necessarily be limited to the specific issues regarding your research project/interest, but may also be
related to the concept/system of this program. Format unspecified.
This was a productive collaborative research partnership notably for the International Trypanotolerance
Center. The collaboration resulted in a joint publication on rapid and affordable diagnostics for heartwater
disease in ruminant livestock. This is a relevant research output and is a significant contribution to
addressing one of the important animal health constraints in the region and sub Saharan Africa.
2)Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for improvements in
executing collaborative research. Same as the question 1), your comment may cover wide range of aspects.
Please show them by a run of the item, if possible.
There is need to enhance capacity building/technology transfer and make it one of the most important
outputs of the collaborative research project. Developing countries will benefit more, and in a sustainable
fashion, if targeted training of individual scientists, technicians etc is given greater emphasis and prominence.
They will further benefit from increased scientific networking/visits, personnel interactions, which will result
in laying a stronger and more sustainable foundation for future and lasting partnership.
3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal partnership
manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the resources necessary for their own
activity. In this regard, please describe what were the contributions by your side in the following categories;
- Research expense : (please describe amount(US$) and purpose)
- Provision of research materials / field stations etc.: (please describe details)
The International Trypanotolerance Center was the source of one of the genetic materials, Ehrlichia

ruminantium, Kerr Seringe isolate, for the pathogen genome sequencing program implemented in the
project.

- Laboratories/equipments : ( please describe details)
- Human resource (research scientists/assistants/etc) : ( please describe details)
Dr. Bonto Faburay, who is affiliated with the International Trypanotolerance Center participated in the

publication of the research output.
- Others : ( please describe details)

(From Dr. Faburay, International Trypanotolerance Center)

Questionnaire
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which you
belong to the international research collaboration funded by the Special Coordination Funds for
Promoting Science and Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your input is
important for the evaluation process. We appreciate your kind cooperation.
1)Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your
comment may not necessarily be limited to the specific issues regarding your research
project/interest, but may also be related to the concept/system of this program. Format
unspecified.
The collaborative research agreement between the Utrecht Centre for Tick-borne Diseases
(UCTD) located at Utrecht University in the Netherlands and the Research Centre for Zoonosis
Control located at Hokkaido University in Japan was aimed to contribute to the control of tropical
infectious diseases through mass genome sequencing. Basis for the collaboration was the long
historical tradition of Utrecht University with respect to research on tropical tick-borne
pathogens and as a result many different isolates of some of the most important parasites were
available from liquid nitrogen storage for research purposes. Moreover, the memorandum of
understanding between the Faculty of Veterinary Medicine of Utrecht University and

the

University of Pretoria in South Africa adds another dimension to this research capacity. The
strong knowledge base of Hokaido University with respect to mass genome sequencing created a
solid basis for this collaboration.
The collaboration was executed in an atmosphere of mutual respect and as a result both sides
gained very much both in terms of scientific methodology as well as in cultural and personal
relationships. The multiple visits of Hokkaido staff to Utrecht were extremely efficient and
stimulating and many staff members at Utrecht benefited from the presence of our Japanese
visiting scientists. Also, Utrecht staff visiting Hokkaido University were very fortunate to
experience the Japanese culture and were allowed to contribute to the joint research program.
The collaboration has been very fruitful and productive in terms of scientific papers and training
of scientific staff members involved in the collaborative research program and has created a solid
basis for future collaborative research activities.
2)Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for
improvements in executing collaborative research. Same as the question 1), your comment may
cover wide range of aspects. Please show them by a run of the item, if possible.
No comments
3) This international collaboration research has been operated under the spirit of

“equal

partnership manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the resources
necessary for their own activity. In this regard, please describe what were the contributions by

your side in the following categories;
- Research expense : (please describe amount(US$) and purpose)
Approximately 50.000 euro has been allocated to this collaborative programme both in terms of
personnel as in terms of provision of material and laboratory facilities,
-

Provision of research materials / field stations etc.: (please describe details)

A unique collection of 18 African and Caribbean isolates of Ehrlichia ruminantium (cause of
heartwater disease in ruminants) were provided for development of LAMP methods and
sequencing as well as a number of isolates of Theileria parva (all from east and southern Africa)
for LAMP development and sequencing. Additional DNA samples from other Ehrlichia and

Anaplasma species were also provided.
-

- Laboratories/equipments : ( please describe details)

Laboratory facilities were provided for molecular biology work as well as specific laboratories for
the in vitro cultivation of in particular Ehrlichia ruminantium in endothelial cell cultures and

Theileria parva in transformed lymphoblasts.
- Human resource (research scientists/assistants/etc) : ( please describe details)
The following persons were activily involved, in particular Prof. F.Jongejan for in vitro cultivation
methods, research discussions and joint publications; Dr. Ard Nijhof and Dr. Zorica Zivkovic (both
research scientists) and Jesper Balk (research assistant) in particular on a broad range of
molecular biology methods.
- Others : ( please describe details)
(From Prof. Jongejan, Pretoria University)

Questionnaire
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes, which you
belong to the international research collaboration funded by the Special Coordination Funds for
Promoting Science and Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your input is
important for the evaluation process. We appreciate your kind cooperation.
1) Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your
comment may not necessarily be limited to the specific issues regarding your research
project/interest, but may also be related to the concept/system of this program. Format
unspecified.

This collaborative research has been of importance for us to interact members in the group and
have opportunity to visit member's lab and see their research activities.
Above all, project meeting and workshop held at our university provided excellent opportunity
for our staff and students to learn cutting-edge technologies and researches of genomics.
2) Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for
improvements in executing collaborative research. Same as the question 1), your comment may
cover wide range of aspects. Please show them by a run of the item, if possible.

More training opportunities, especially for our young staff supported by the grant were desired.
3) This international collaboration research has been operated under the spirit of

“equal

partnership manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the resources
necessary for their own activity. In this regard, please describe what were the contributions by
your side in the following categories;
-

Research expense: (please describe amount (US$) and purpose)

Approximately, 5,000 US$ spent for logistics for sample collection and storage, arrangement
for the project meeting held in 2010.
- Provision of research materials/field stations etc.: (please describe details)
In this research, we were involved in the sample collection in 3 sites (Clinics).
-

Human resource (research scientists/assistants/etc): (please describe details)

Assistance for sample collection at the clinics (Collection of blood samples, diagnosis of
malaria, species identification and determination of parasitemia under a microscope, record
of clinical history, obtainment of informed consents)

-

Others: (please describe details)

Local transport to the sampling sites, travel allowance for staff
(From Dr. Josef

Tuda, Sam Raturangi University)

