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Ⅰ．国際共同研究の概要
■プログラム名： （国際共同研究の推進）先進技術を基盤とした地域共通課題解決型共同研究
■課題名：アフリカにおける「顧みられない熱帯病（NTD）」対策に資する多重感染症の一括診断法の開
発
■機関名：長崎大学
■代表者名（役職）：金子 聰（教授）
■共同研究機関名：ケニア中央医学研究所（KEMRI）感染症・寄生虫研究センター
■共同研究機関代表者名（役職）：Matilu Mwau(KEMRI・感染症・寄生虫研究センター長)
■実施期間：３年間
■実施経費： ８４.3 百万円（間接経費、環境改善費込み）

課題概要
１．研究の目的
アフリカの多くの人々は、症状の類似する感染症にたびたび罹患し、しかも、有効かつ容易な診断法が
無いことから、適切な治療を受けることができない。それらの多くは先進国では問題とならない感染症であ
り「顧みられない熱帯病（NTD）」と称される。その対策の要となるはずである実態把握は、遅々として進ん
でない。昨今、multiplex 解析技術が開発され、同時に 100 種類の抗原･抗体の測定が可能になった。し
かし、この新技術をアフリカの感染症流行の実態把握に用いられた事例はない。本課題の目的は、この
新しい技術を応用することにより、これまで不明であった熱帯病流行の状況の把握が可能な技術を開発
することにある。

２．研究の内容
課題期間内に、multiplex 解析法を各種熱帯感染症に応用するためのマイクロビーズへの抗原･抗体固
定の手法を確立し、「顧みられない熱帯病」の一括診断用の multiplex 解析用マイクロビーズを作成する。
さらには、ケニア中央医学研究所と長崎大学熱帯医学研究所ケニア教育研究拠点のフィールドにおいて、
住民を対象とした熱帯感染症調査を実施し、開発した一括診断キットの評価を行う。

３．実施体制
長崎大学において熱帯感染症診断応用に関する研究と検証を行い、ケニア中央医学研究所（KEMRI）
との共同研究により、開発した診断法のフィールド評価実施を行う。

４．研究の意義等
・政策的ニーズ
アフリカにおける「顧みられない熱帯病」対策は、G8 北海道洞爺湖サミットにおいても、重
要課題とされている。その課題に対応するための基礎技術の開発を行う研究であり、本研究の
成果が対象国の感染症対策の推進につながり、両国政府間の協力関係が強化されるものと期待
できる。
・共同研究内容の先進性
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感染症の実態把握は、アフリカにおける疾病コントロールのために必要であるにもかかわらず、容易な
手法がないが故、未だ不明な点が多い。本研究は、それを可能とする新しい技術を実態把握に用いると
いう先進性を有する。
・制度の付加価値
本技術を現場に適用することにより、多くのアフリカ諸国の感染症対策の問題を解決する糸口を見つけ
ることができることだけではなくアフリカにおける「顧みられない熱帯病（NTD）」の実態把握に関する国際
標準への発展、さらには、国境を越えた地球規模の課題である感染症対策への展開が可能となる。
・過去の蓄積
長崎大学熱帯医学研究所は、これまで、熱帯病研究機関として、多くの研究を重ねてきた。ケニアにお
いては、ケニア中央医学研究所（KEMRI）創設当時から国際協力機構（JICA）を介した事業協力並びに、
研究協力を継続している。2005 年には、ナイロビ研究教育拠点の設置に関して KEMRI の間で共同研究
実施の協定（MOU）の取り交わしを行い、大学より常駐研究者を数名派遣、バイオセーフティ・レベル 3 ラ
ボによる研究事業の展開、西ケニアのフィールド在住の全住民 5 万 5 千人の登録と追跡調査を基盤とし
た疫学研究事業を展開している。
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ミッションステートメント
（１）共同研究の概要
先の G8 北海道洞爺湖サミット首脳宣言においても、述べられている通り（開発･アフリカの保健の項目
ｆ）、アフリカの多くの人々は、「顧みられない熱帯病（NTD）」と称される各種感染症にたびたび罹患し、し
かも、有効かつ容易な診断法が無いことから、適切な診断・治療を受けることができないでいる。有効な
対策を打つためには、実態の把握が必要ではあるが、無症状の感染者も多く、地域において、個々の感
染症診断方法を複数回行う事は、資源的にも問題がある。一度に複数の感染症診断が可能になれば、
熱帯病流行地域における感染症流行状況の把握が可能となる。Multiplex 解析という新しい手法により 1
00 種類の抗原･抗体を一度に調べることが可能となった。これまで熱帯医学研究所を始め、国内の研究
機関が長い年月を費やし生成した熱帯病原体抗原や抗体と、Multiplex 解析という新技術をつなぎ合わ
せることにより、新たな熱帯病の実態把握への糸口を見いだすことが可能となる。本研究では、複数の感
染症に対する同時診断の技術の開発ならびに長崎大学熱帯医学研究所ケニア教育研究拠点のフィー
ルドにおいて、その技術の応用を行い、その成果を評価することを研究期間内の目標とする。

（２）実施期間終了時における具体的な目標
Multiplex 解析法を応用し、複数の感染症を同時に診断することを可能とする新診断の技術を開発し、フ
ィールドにおける評価を行う。

（３）実施期間終了後の取組
ケニア中央医学研究（KEMRI）を介して、東アフリカを中心に本研究課題の成果を広め、国境を越えた
感染症対策へ展開する基盤を整備する。

（４）期待される波及効果
本研究により、「顧みられない熱帯病（NTD）」の地域における実態の把握が可能となることから、今後、
同感染症コントロールのための研究、対策プログラムの展開が容易になることが予想される。また、本研
究成果を用い、対象国の感染症対策が推進されることにより、両国政府間の協力関係が強化されるもの
と期待できる。さらに、本技術が実用段階に入った時点においては、ケニアのみならず、アフリカ全土に
おいて、「顧みられない」感染症の実態把握・対策の主力技術となり、アフリカにおける感染症の問題解
決に向けての発展が期待される。
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採択時コメント
本提案は、アフリカ諸国で大きな問題となっているものの欧米先進諸国において問題にならないため
に「顧みられない熱帯病（ＮＴＤ）」と呼ばれる多くの感染症を対象として、抗原・抗体を収集し、マルチプ
レックス法による一括診断法を開発し、ケニアの機関と共同で診断法の有効性を確認するとともに、実用
化への導入として西ケニア地域でＮＴＤの実態把握を行おうとする取り組みである。複数回の検査が難し
い地域での一括検査を目指しており、これまで顧みられて来なかった多くの熱帯病の診断・治療・予防
への道を拓く試みとして高く評価される。我が国の科学技術のアフリカ諸国への貢献や、政府間の協力
関係構築への発展も期待される。
なお、目的とする診断キット開発には、技術上の問題のみならず、その簡便性、経済性の追求が重要
である。フィールド調査を重ねることによって実情にあった改良を重ねることを期待する。また同様の観点
から、当面どれだけの熱帯病を対象とするかを明確にして、計画を具体化されることを望む。さらに、設置
されている長崎大学ケニア教育研究拠点における研究との連携や、期間終了後の継続性についても念
頭において、本共同研究を展開されるよう希望する。
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Ⅱ．経費 （振興調整費分）
１．所要経費
（間接経費、環境改善費を含む）
(単位：百万円)
研 究 項 目

研 究

担当機関等

担当者

所要経費
Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

年度

年度

年度

26.9

25.9

23.4

76.2

0.9

4.1

3.1

8.1

27.8

30.0

26.5

合計

1. アフリカにおける「顧みられ
ない熱帯病（NTD）」対策に
資する多重感染症の一括診
断法の開発
（１）multiplex 解析の熱帯感染
症診断応用に関する研究と

長崎大学

金子 聰

熱帯医学研究所

検証
（３）国外参画機関による

長崎大学

金子 聰

multiplex 解析のフィールド

熱帯医学研究所

Matilu Mwau

評価実施

ケニア中央医学
研究所（KEMRI）

所要経費

（合 計）

84.3

※研究項目（2）国内参画機関は国内熱帯病研究機関からの抗原・抗体の提供となっているため、経費
計上は無し。
２．使用区分
（単位：百万円
（１）multiplex 解析の熱帯感染症診断応用に
関する研究と検証

（３）国外参画機関による multiplex 解

計

析のフィールド評価実施

設備備品費

9.8

9.8

（この内 multiplex ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｱﾚｲｼｽﾃﾑ 8.0）
業務実施費
または
事業実施費
間接経費 また
は
環境改善費
計

51.9

8.1

14.5

14.5

84.3

84.3

※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）
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60.0

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））
本事業における具体的な目標は、「multiplex 解析法を応用し、複数の感染症を同時に診断す
ることを可能とする新診断の技術を開発し、フィールドにおける評価を行う」であった。
実施期間終了時において、８種類の感染症を同時に診断する事の出来る診断用ビーズの開
発が終了し、その評価をフィールドにおいて行った点において、目標は、達成できたと考える。
②実施期間終了後の取り組み（様式７－４ （３））
本事業の実施期間終了後の取り組みとして記載した内容は、「ケニア中央医学研究所
（KEMRI）を介して、東アフリカを中心に本研究課題の成果を広め、国境を越えた感染症対策へ
展開する基盤を整備する。」であった。
本事業の後継事業として、プロジェクト名 「貧困層を中心とする複数感染症の一括・同時診断
技術開発のアフリカ拠点整備とその技術を用いた多種感染症の広域監視網と統合的感染症対
策基盤の構築」（研究代表者 「調

漸」）のもと、平成 23 年度科学技術戦略推進費「途上国に

おけるイノベーションを促進する国際協力の戦略的推進｣に申請したところ、フィージビリティ研
究に採択された。昨年度末に、その報告を終え、平成 24 年度からの 5 ヶ年の実施研究フェー
ズに申請したところ、実施研究フェーズも採択された。この新しく採択された事業は、今回終了す
る事業で得られた成果を発展させるための研究･開発と実際への応用に関する事業であり、実施
期間終了後の取り組みとして掲げた内容を実現するための第 2 ステップである。
また、新規採択の後継事業においては、熱帯医学研究所のみならず、長崎大学の全学をあげ
た長期プロジェクトとして対応することになった。したがって、研究代表者は、本事業の代表者
（金子 聰：長崎大学熱帯医学研究所）から長崎大学・研究担当理事（調

漸）に変更されてい

る。
以上より、本事業実施期間終了後の取り組みに関する「組織としての対応」を整備したという点に
おいて、目標は達成できたと考える。
③期待される波及効果（様式７－４ （４））
期待される波及効果は、「本研究により、「顧みられない熱帯病（NTD）」の地域における実態の
把握が可能となることから、今後、同感染症コントロールのための研究、対策プログラムの展開が
容易になることが予想される。また、本研究成果を用い、対象国の感染症対策が推進されること
により、両国政府間の協力関係が強化されるものと期待できる。さらに、本技術が実用段階に入
った時点においては、ケニアのみならず、アフリカ全土において、「顧みられない」感染症の実態
把握・対策の主力技術となり、アフリカにおける感染症の問題解決に向けての発展が期待され
る。」としていた。
奇しくも本事業の最終年度にあたる平成 23 年度に、ケニア共和国において、「顧みられない
熱帯病(NTDｓ)」に対する国家対策プログラムが初めて策定され､実施されるに至った。本事業は、
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長崎大学とケニア中央医学研究所（KEMRI）との共同研究であることから、ケニア共和国保健省
とも協議をし、本研究成果を生かすべく検討を始めていた。さらに、本事業終了後に始まる次期
事業（平成 24 年度からの科学技術戦略推進費）において、本研究成果を生かすべくケニアに
おける研究開発拠点の整備さらには、実際の対策への応用に向けた活動が始まる。
また、次期事業は、日本－アフリカ科学技術大臣会合の合意に基づき採択されていることから
も、本事業の成果が、アフリカにおけるイノベーションを促進する国際協力の一助を担うものと考
えている。
以上より、期待される波及効果として掲げた内容は、かなりの程度、達成できたと考える。
（２）実施計画に対する達成状況
（研究項目名）アフリカにおける「顧みられない熱帯病（NTD）」対策に資する多重感染症の一括診
断法の開発
・計画（目標）：
目標：Multiplex 解析で用いるマイクロビーズと熱帯病の抗体・抗原の固定技術の開発と検査
キットのプロトタイプを研究期間内に完成させる。さらに、長崎大学熱帯医学研究所ケニアプ

ロジェクト拠点（ケニア教育研究拠点）、がケニア中央医学研究所(KEMRI) と共に保有
する西ケニアのフィールドにおいて、実地試験を展開する。（様式７－５）
・達成状況
Multiplex 解析で用いるマイクロビーズと熱帯病の抗体･抗原の固定技術の開発と検査キット
のプロトタイプの完成を見たという点で、この目標には達成できたと考える。
また、長崎大学熱帯医学研究所ケニア教育研究拠点（現、長崎大学熱帯医学研究所ケニア
プロジェクト拠点）がケニア中央医学研究所と共に保有する西ケニアのフィールドにおいて、実
地試験を展開するという点においては、西ケニアのフィールドに追加して、コースト側(東側)ケ
ニアにおけるフィールドにおいても、実地試験を施行した。これは、本事業の実施中に、コース
ト側ケニアのフィールド整備も同時に行ったことによるものであり、異なる文化、環境、感染症の
拡がりをもつ 2 地域において、実地試験を行えたことにより、本事業で得られた成果の実証検
証を詳細に行うことが可能となった。例えば、HIV 感染やフィラリア感染症など、その地域で流
行していた（している）感染症に関しては、一つの地域だけで調査しても、その感染分布が陽性
に傾き、陰性群を捜す事が困難である。この点、本事業で行った 2 地域は、異なる環境と感染
状況をもつことから、お互いがコントロール群となり、その差を明確に認識することが出来た。
従って、この点においても、目標以上に達成が出来たと考えている。
（３）採択コメントに対する対応
（採択時コメント）
①目的とする診断キット開発には、技術上の問題のみならず、その簡便性、経済性の追求が
重要である。フィールド調査を重ねることによって実情にあった改良を重ねることを期待する。
(対応状況)
簡便性に関しては、紙フィルター採血による血液収集に関しても検討を行った。ろ紙フィルタ
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ーによる採血による血清診断に関しても、抗体価の一括での測定が可能であり、さらに、ろ紙フ
ィルターからは、血中に存在する病原体自体の検出も可能である。今後更なる発展系として、
PCR と組み合わせた multiplex の一括診断への展開が望まれる。
（詳細は、「IV. 実施結果･成果の詳細」4）追加項目を参照）
経済性に関しては、コストの計算を行った。これについても、「IV. 実施結果･成果の詳細、4」
追加項目」を参照願いたい。初期投資としては、機器の購入等に費用が必要であるものの、感
染症当たりの診断費用は、安価であり、さらに系統的な生産システムを構築する事が可能とな
れば、さらにコストを押さえることが可能になると考えられる。
（採択時コメント）
②同様の観点から、当面どれだけの熱帯病を対象とするかを明確にして、計画を具体化される
ことを望む。
(対応状況)
本事業は、multiplex 技術による一括診断のプロトタイプの開発を目標としていた。今回、8 病
原体の一括診断用のビーズの開発の系が構築できた。今後、他の感染症・病原体への拡張に
ついての技術的検討は、本事業により開発された系を用いて可能となり、アフリカにおいて重
要となる感染症への展開が期待出来る。
さらには、系の構築に当たり、ビーズの特性や問題点の把握等、通常の研究では行わない基
礎実験も重ねることが出来た。このことは、今後の開発研究の基盤になり得る。
（採択時コメント）
③設置されている長崎大学ケニア教育研究拠点における研究との連携や、期間終了後の継
続性についても念頭において、本共同研究を展開されるよう希望する。
(対応状況)

長崎大学熱帯医学研究所ケニアプロジェクト拠点（ケニア教育研究拠点）は、平成
22 年度をもって、長崎大学全学の拠点（長崎大学アフリカ海外教育研究拠点）が併設・設置さ
れた。公式に長崎大学の拠点としての機能が加わり、事務機能の強化と全学をあげての教育･
研究の充実が図られた。本事業に関しても、全面的に支援を長崎大学から得られることになり、
平成 23 年度には、本事業の後継事業として採択された平成 24 年度科学技術戦略推進費
（途上国におけるイノベーションを促進する国際協力の戦略的推進）事業により行われる開発
研究のためのラボ建築（長崎大学アフリカ海外教育研究拠点内）を大学の経費により行った。
このように、拠点の整備と研究の展開へと繋がっている。
（４）初期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由、対処、実績
「該当なし」
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２．成果
（１）科学的・技術的成果の内容
①地域共通課題の解決につながるどのような成果が得られたか？
本事業では、一括診断に関わる基礎開発から、実際の診断ビーズ生産工程の検証と生産、フ
ィールドにおける実証とデータの解析までを行い、顧みられない熱帯病（NTD）をはじめとした感
染症の一括診断によるサーベイランス体制の整備に向けた基礎技術と情報解析の手段につい
ての方向性を示したという意味において、当初の目標を達成できたと考える。
今回の成果は、「顧みられない熱帯病（NTD）」が、サハラ砂漠以南アフリカのほとんどの地域に
おいて、未だ問題となっていること、さらには、複数の感染症の拡がりの実態を把握し、対策評価
に用いるためのモニタリングのための適当な技術が今のところ無いことを考慮すると、地域共通課
題の解決に繋がる基礎技術となり得る。また、ケニア国政府が、国家事業としての NTD 対策の活
動を 2011 年から開始したばかりであること、サハラ以南のアフリカを代表する世界保健機関アフ
リカ地域事務所（WHO/AFRO）、さらには、世界の NTD 対策事業の展開を統括する世界保健機
関（WHO）ジュネーブ本部においても、今後、NTD 対策を強化する方向であることから、本事業
への期待は非常に高い。
以上、今回の事業の成果（プロトタイプの開発）ならびに現在の世界のニーズを考慮すると、地
域共通課題の解決につながる基礎成果が、本事業により得られた。
②今回の成果が将来的に社会へどの程度適応できる段階にあるのか？
近い将来としての「ケニアにおける社会実装に向けた段階」とその次の段階となる「サハラ砂漠
以南のアフリカ地域まで視野に入れた社会実装」に向けた段階に関して述べる。
１）ケニアにおける社会実装に向けての段階
プロトタイプ開発が目標であったとはいえ、すでに、感染率の実態把握に繋がるデータを地域
ベースに得られるレベルにまで到達していることから、社会実装に向けて段階途中にあるといえ
る。
ケニアにおいては、先の述べたとおり、ケニア国政府は、NTD 国家対策の活動を 2011 年から
開始したばかりであり、その実態把握に関する技術を求めている。本事業で開発した一括診断技
術は、広域かつ複数の感染症の実態の把握に適した技術であり、ケニア国政府が重要視してい
る六つの NTD（リンパ系フィラリア症、住血吸虫症、土壌伝播寄生虫症、トラコーマ、リーシュマニ
ア症、包虫症（エキノコッカス症））に適応できれば、社会実装段階に至ることが可能である。現在、
対応すべく情報の収集、抗原と患者血清の入手に着手している。
２）サハラ砂漠以南のアフリカ地域における社会実装に向けての段階
将来的に、サハラ砂漠以南のアフリカ地域における感染症サーベイランスの構築の社会実装
にまで昇華させるためには、本事業で得られた基礎成果を生かし、さらに発展させる必要がある。
以下の内容が必要と考える。


対象とする病原体の検討：
一括で扱える対象を十数の感染症にまで拡張し、それを一つのセットとして、アフリカでの
ニーズに対応できる一括診断セットを数セット開発する必要がある。



抗原の検討：
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multiplex 技術では、一つの病原体であっても複数の抗原を用いた一括測定（アッセイ）が、
可能である。診断の精度をさらに向上させる意味においても、一病原体に対しても、複数抗
原を用いる必要がある。


アフリカにおける一括診断開発拠点の整備：
本事業の基礎開発は、日本国内（長崎）において行った。しかし、アフリカ国内での開発･
研究拠点が出来れば、感染地域で研究を行うことが望ましい。今後、アフリカにおける一括
診断の開発拠点を整備する必要がある。



実際の応用：
基礎開発までは完成したが、実際のサーベイランスに用いることにより、精度の向上、さらに
はその利便性・効率性の証明が可能となる。また、異なる感染症が異なる拡がりを見せる複
数地域でのサーベイランスは、精度の向上とともに、お互いの地域がネガティブコントロー
ルとなり、解析結果の解釈の際に重要となる。



病原体検出の一括診断法開発：
Multiplex PCR による、病原体遺伝子の検出技術の開発が必要である。抗体の検出に追加
して、病原体遺伝子検出による現行感染者の同定が可能になれば、新しい知見が期待で
き、疫学的にもその意義は大きい。



支援体制の構築：
今回、複数の国内専門家からの cDNA の提供を受け、抗原タンパクの遺伝子組換えによる
精製を行い、診断用ビーズを開発した。また、患者血清については、各国の専門家の協力
を得て、多くは海外から入手した。今後、開発･研究体制を維持し､拡張するためには、対
象とする感染症の問題となっている地域からの研究者の協力と支援が欠かせない。



開発体制の維持：
今後開発・研究を維持する体制と財政的支援が必要である。

以上、上記体制を整えつつ、サハラ砂漠以南のアフリカ地域における社会実装に向けての事
業へと発展させることを、本事業の後継としての平成 24 年度からの科学技術戦略推進費におい
て計画している。
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）顧みられない感染症に対する一括診断の開発
これまで、試みられてこなかった「顧みられない感染症（NTD）」やその他の重要感染症の一括
診断の開発を行った。異なる種類の感染症、とくにアフリカを中心とする感染症に対する今回の
様な開発は、国内･外において、行われていなかったことから、本事業の科学技術面での意義は
大きいと考える。また、開発に当たり、一括診断特有の問題点も浮き彫りとなった。例えば、ビー
ズの材料であるポリスチレンに対する抗体を持つ住民が一定割合存在することである。
２）数理モデルの導入
抗体は、病原体の存在診断ではないことから、モノクローナル抗体や PCR 法による抗原検出
診断をすべきであるという声は多い。今回、抗体の検出を中心に開発を行った理由は、抗体が過
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去の感染状況を反映しているからである。しかし、公衆衛生として、地域においける抗体価情報
をどのように扱うかについての議論がこれまで余りされてこなかった。今回、数理モデルを導入し、
抗体価の分布の分離を行うことによりカットオフ値の決定を行った。公衆衛生学的には、過去から
現在に向けての感染の拡がりの把握が可能であり、この点において、重要な進歩であると考える。
３）ろ紙フィルターの導入
今後、対象とする感染症の広域なサーベイランス網を整備する際に問題となるのが採血のサン
プル方法とその検査場所への送付方法についてである。今回、ろ紙フィルターによる採血により、
一括診断が可能かどうかの検討を行い、可能であるとの結果が得られた。今後、国レベル、さら
には、国を超えた広域での感染症サーベイランスの構築に繋がる結果と考えられる。
４）磁気ビーズへの移行
現在用いているビーズは、ポリスチレン担体を原材料としていることから、ポリスチレンに対する
抗体を持つ住民が一定割合存在することが、問題となり、磁性体を複数のポリマーによりコーティ
ングしたビーズ(磁気ビーズ)への変更の検討を行った。磁気ビーズは、フローシステムを用いな
い磁気ビーズ専用 multiplex 機器用に開発された（Luminex 社）。しかし、磁気ビーズを用いた診
断用ビーズの開発については、本事業で培った基礎技術がそのまま応用可能であり、また、使
用機材に関しても、現行のフローシステムを用いた測定も可能である。
さらに、磁気ビーズ専用機の維持管理上の利点も挙げられる。フローシステムでは、主に室温
変化によりレーザービームの軸ぶれが発生し、専門技術者による調整が必要となることがある。ケ
ニアでは、電力供給が不安定でもあり、機器が故障しやすい。また、専門技術者がケニアに不在
であり、他国（南アフリカ）から呼び寄せる必要があることなど、故障･修理に関する配慮を常に行
っておく必要がある。その点、磁気ビーズ専用機は、磁気プレートに磁気ビーズを付着させ、そこ
に保持したビーズに LED 光を当て、蛍光の励起を CCD カメラにより撮影し、ビーズ数のカウント
と蛍光度の測定を行う仕組みを用いていることから、レーザーの調整等の問題が発生しない。さ
らに、機器が小型であることから、故障した際にも、航空便による送付により修理を行うことが可能
である。
以上より、ケニアにおいては、磁気ビーズとその磁気専用機による測定環境の整備が好ましい。
③研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（２件）
名称：Multiplex 技術を用いた感染症の一括診断に関するワークショップ １
開催日：平成 23 年 12 月７・８日
開催場所：長崎大学熱帯医学研究所
参加者数：27 名
主な参加者：世界保健機関アフリカ地域事務所、長崎大学、ケニア中央医学研究所、国立
国際医療研究センター、医学生物学研究所などから研究者が参加。
名称：Multiplex 技術を用いた感染症の一括診断に関するワークショップ ２
開催日：平成 24 年 1 月 24 日
開催場所：パナフリックホテル（ケニア・ナイロビ市）
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参加者数：42 名
主な参加者：世界保健機関アフリカ地域事務所、ケニア共和国保健省、ケニア共和国科学
技術機構、ケニア中央医学研究所、長崎大学、国立国際医療研究センター、医学生物学
研究所などから研究者が参加。
【研究成果発表等】
１)論文等

和文誌
欧文誌
合 計

原著論文発表
（査読付）

左記以外の誌
面発表

0件
0件
0件

0件
0件
0件

口頭発表
(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）
１件
0件
1件

合計

１件
0件
1件

※現在、本報告書で報告した研究・開発成果を原著論文として、科学雑誌に投稿することを予
定している。
２）特許等出願件数（0 件）
３）受賞等（0 件）
４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文、5 件以内）
本開発研究に関しては、現在複数論文を執筆中
④科学的・技術的波及効果
本研究成果によりアフリカにおける貧困層に蔓延する感染症に関する地理的分布の実態把握、
さらには抗体価を世代別（年齢階級）に測定することにより、時間的拡がりも把握することが可能と
なり、感染症疫学分野や公衆衛生分野において、感染症対策に関する二次的な科学的検討へ
の波及効果が見込まれる。
また、現在アフリカを中心に行われている地域を対象とした集団治療（Mass drug
administration ：MDA）に関する評価にもつながり、また、限られた医療資源を流行地へ優先的に
投入するためのエビデンスが得られ、今後の感染症対策での効率を高める事が期待できる。
（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。
本事業が、長崎大学を国内機関に、ケニア中央医学研究所（KEMRI）を海外機関として、組織さ
れ行われた。
国内機関である長崎大学は、熱帯医学研究所においてこれまで蓄積されてきた研究資源（病
原体や患者血清）を提供し研究･開発を進めると共に、これまで熱帯医学研究所が構築してきた
感染症･熱帯医学研究のネットワークも活用した研究資源の入手を行った。国内からは、愛知医
科大学、大阪市立大学、東海大学、愛媛大学、福岡大学からの研究資源（病原体の cDNA や血
清）の提供を受け、海外からは、バングラデッシュからの患者血清の提供を受けた。
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海外機関の KEMRI は、研究開発に関する研究資源（患者血清）の提供を行うとともに、ケニア
国内において、長崎大学で開発された一括診断用ビーズを用いた一括診断を試行した。さらに、
熱帯医学研究所と KEMRI との共同で運営されている人口登録と動態追跡調査（Health and
Demographic Surveillance System (HDSS)*）の地域において、性･年齢階級別に無作為に採血
対象者を抽出し、採血調査を実施するとともに、一括診断を行った。
*HDSS に関しては、Ⅳ．実施結果・成果の詳細において、概略を説明する。
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。
長崎大学熱帯医学研究所では、KEMRI の敷地内に、ケニアプロジェクト拠点を構え、長崎大
学熱帯医学研究所から研究者が赴任している。本事業の採択時には、研究代表者（金子 聰）も
ケニアに赴任中であり、研究運営会議を公式に開催することなしに、非公式な研究開発に関する
検討が行われた。また、研究代表者の帰国時には、非公式な検討会を催していた。
本事業の研究開発は、本事業計画時にほぼ、方向性が定まっていたことから、軌道修正を行うこと
無く、事業の完結を見たと考えている。
なお、研究会議とは異なるが、ケニア人研究者 2 名を長崎に招聘し、本事業で用いる multiplex
機器に関する研修を行った。
期間：平成 22 年 10 月 16 日から 11 月 14 日まで
研修者：Samson Mzou Muuo ならびに Anne Wanjiru Mwangi の 2 名
このことにより、本事業で開発した診断用ビーズを用いたケニアにおける Multiplex による一括測
定が可能となった。
③実施期間中の代表機関ならびに国内外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。
長崎大学は、本事業の採択の翌年である平成 22 年に、熱帯医学研究所の研究拠点であった
ケニアプロジェクト拠点を全学の拠点（長崎大学アフリカ海外教育研究拠点）に格上げした。それ
に伴い、大学事務職員を 1 名、ケニアに赴任させ、大学としての事業として、事務的支援を行う
体制を整えた。これにより、ケニアにおける消耗品購入や地域医療施設での採血やフィールド実
証のための地方での作業を円滑に行うことが可能となった。
さらには、平成 22 年度より、本事業の研究開発のための助教(有期)の 1 名分の人件費を供出
し、生化学ならびに分子生物学の知識と経験の豊富な人材を本事業に専念できる体制を整える
ための支援を行った。また、本事業に用いる専用ラボの設置を長崎大学熱帯医学研究所内に平
成 22 年度に整備すると共に、ケニアにおける長崎大学アフリカ海外教育研究拠点においては、
平成 23 年度に、本事業で培われた技術と知見をさらに発展させるべく、一括診断研究開発のた
めのラボを整備した。
ケニア中央医学研究所は、一括診断のケニアにおける研究開発に必要なラボの提供を平成
22 年度から行うとともに、一括診断において必要とされる multiplex の機器の日本からの輸出に
必要な手続き、さらには、輸出の際に課税される付加価値税･政府手数料の免税措置に関する
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交渉をケニア政府財務省ならびに保健省に対して、数ヶ月間に渡る交渉の支援を行った。
また、医療施設からの患者血清の入手やフィールド実証のために必要な地域との事前交渉、
地域住民との対話、さらには、フィールド実証後の地域住民への結果説明等、ケニアにおける活
動全般に対する活動に組織として関与した。
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。
本技術は、国内機関である長崎大学熱帯医学研究所と海外機関であるケニア中央医学研究
所(KEMRI)とさらにその間を取り持つ形で長崎大学により形成された長崎大学アフリカ海外教育
研究拠点のネットワークにより開発された。今後、このネットワークと成果を広めるべく、幾つかの
活動を行った。
１）ケニアにおける顧みられない熱帯病制圧事業との連携
ケニア政府の展開する「顧みられない熱帯病」制圧事業との連携を図るべく、ケニア政府保健
省担当部局との協議を開始している。今後、本技術を実態把握に応用する方向で検討を進めて
いる。
２）国際機関との連携
世界保健機関との調整も開始した。一括診断技術の有効性を示し、世界標準化に向けての調
整を行う予定である。
３）海外ネットワークへの展開
今回の開発研究に関連して、海外の研究機関･研究者からの研究資料提供、情報提供など、
感染症横断的なネットワークを活用した。今後、一括診断コミュニティーを形成し、世界的なネッ
トワークへと展開できる可能性がある。また、長崎大学熱帯医学研究所熱帯医学修士課程
(Master of Tropical Medicine)のアフリカ各国からの修了生が帰国後感染症対策の重要ポストに
就く事が多い｡そのような人材ネットワークも生かしつつ、ネットワークの地域的拡がりを保つこと
が可能である。
４）人的資源開発への展開
本事業にケニア側研究グループとして活躍しているケニア人修士研究者が、平成 24 年度論
文博士号取得希望者に対する支援事業（論博事業）に採用された。このように、本事業は、ケニ
ア人をはじめとする若手研究者への研究機会を与える上でも重要な役割を果たした。
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。
本技術開発により、今後感染症の実態把握が進み、それがさらに感染症対策とその評価へと
繋がる事により、貧困層に蔓延する感染症の効率的な対策、貧困層の経済的自立、さらには地
域社会の経済発展が将来的に期待できる。また、我が国のバイオ関連企業も巻き込むことにより、
日本産業界のアフリカ市場への進出への礎となることが期待できる。
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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。
研究項目は、「アフリカにおける「顧みられない熱帯病（NTD）」対策に資する多重感染症の一
括診断法の開発」の一つのみであり、また予算は、基本的に研究代表者のもとすべての管理が
なされていたため、複雑な予算配分は、発生しなかった。
本研究項目内での予算配分に関しては、１）抗原の開発、２）診断用ビーズに関する研究開発、
３）フィールド実証試験、さらに４）診断用ビーズの供給のための予算に割り当てた。
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。
本事業における作業を１）抗原の開発、２）診断用ビーズに関する研究開発、３）フィールド実証
試験、さらに、業務としての診断用ビーズの供給の４つに分割し、作業を分解することで事業の管
理を行った。
しかしながら、一括診断用ビーズの開発に関しては、初めての試みであることから、それぞれの
作業にかかる時間・作業量・予算等の予想が困難であった。したがって、事業展開期間中は、手
探りの部分も多分に発生した。しかし、本事業期間中に、開発・研究に関する基礎情報を収集で
きたことから、本事業の成果を生かした事業を将来的に展開する際に、十分役立つ情報を入手
出来た。
２） 診断用ビーズに関する開発研究
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図 1. 作業分解図とその関係：大きく 3 つの開発研究工程に分かれる。１）抗原の開発、
２）診断用ビーズに関する啓発研究、３）フィールド実証である。この作業分割に基づき、
「IV. 実施結果・成果の詳細」も記載した。
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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。
本課題実施により培われた研究成果ならびにケニア中央医学研究所（KEMRI）とのネットワーク
を継続、発展させるために、後継事業としての科学技術戦略推進費「途上国におけるイノベーシ
ョンを促進する国際協力の戦略的推進｣における事業展開を図ることとなった。
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。
本事業の後継事業と位置づける平成 24 年度科学技術戦略推進費「途上国におけるイノベー
ションを促進する国際協力の戦略的推進｣、プロジェクト名「貧困層を中心とする複数感染症の一
括・同時診断技術開発のアフリカ拠点整備とその技術を用いた多種感染症の広域監視網と統合
的感染症対策基盤の構築」（研究代表者「調 漸」）により、本事業の研究成果の発展を目指すこ
とになる。
サハラ砂漠以南のアフリカでは、顧みられない熱帯病（NTD）の問題が未だに大きいことから、
世界保健機関（WHO）は、今後の NTD 対策を強化する施策を進めており、また、ケニア国政府
の国家事業としての NTD 対策の活動も、2011 年に開始されている。しかし、その実態を把握し
対策評価に用いるために必要なモニタリングのための適当な技術が今のところ無い。したがって、
本事業の成果を生かす余地は多く残されている。
今後の展開の端緒として、2012 年 1 月、長崎大学―ケニア中央医学研究所（KEMRI）間で後
継事業に関する合意覚書（MOA）の締結が終了した。また、世界保健機関（WHO）本部（ジュネ
ーブ）ならびに、世界保健機関アフリカ地域事務所（WHO/AFRO）との協議も開始している。本
事業終了後の後継事業は、ケニア中央医学研究所（KEMRI）並びに長崎大学アフリカ海外教育
研究拠点を拠点候補機関に、世界保健機関（WHO）本部（ジュネーブ）・アフリカ地域事務所
（WHO /AFRO)の協力の下、国立国際医療研究センターと（株）医学生物学研究所（本社:名古
屋）を国内参画機関とし、研究交流を深めながら、「貧困層を中心とする顧みられない熱帯病
（NTD）を含めた複数感染症の一括同時診断技術の分子生物学的研究･開発拠点のアフリカに
おける整備」とその技術を応用した「多種感染症の広域かつ網羅的監視網の整備と感染症対策
との統合による社会システムの革新」を目指すことになる。
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Ⅳ．実施結果・成果の詳細
１．はじめに
本事業提案の骨子とその提案内容の要約は以下の通りである。
アフリカにおいて問題となっている複数の「顧みられない熱帯病（NTD）」と称される感染症の有効な
対策を実施するためには、実態把握が必要であるが、各感染症を個別にそれぞれ異なる診断法を用
いて行う事は、住民への負担が大きく、資源的にも問題がある。一度の検査で複数の感染症の診断を
可能とする技術があれば、効率的かつ効果的に実態の把握と実態に基づく対策を講じることが可能と
なる。その技術開発を multiplex 解析という新しい手法を用い、「顧みられない熱帯病（NTD）」を中心
とする貧困層に蔓延する複数の感染症に対応する一括診断技術の基礎開発とフィールドでの評価が
本事業の提案内容であった。以下、結果並びに成果を報告する。

２．成果報告の項目と研究計画の対応について
開発研究の経過は、以下の３つの研究開発過程に分類することができる。
１）抗原の開発
２）診断用ビーズに関する開発研究
３）フィールド実証
各過程と計画内容（様式７－５）との関係は、以下の表のようになる。
表 1 計画内容（様式７－５）の計画内容との対応
１）抗原開発

２）診断用ビ
ーズに関する
開発研究

３）フィールド
実証

○

○

○

○

―

―

○

―

○

本報告での項目

計画に追加し
た研究開発

計画内容（様式７－５）の項目
（１）multiplex 解析の熱帯感染症診断応用
に関する研究と検証
（２）国内参画機関(参画機関なし）
（３）国外参画機関による multiplex 解析の
フィールド評価実施

4）追加事項

追加内容

※研究項目（2）国内参画機関は国内熱帯病研究機関からの抗原・抗体の提供となっているため、経費
計上は無し。

３．成果報告の項目と研究計画の対応について
また、一括診断用ビーズの開発に関しては、初めての試みであることから、それぞれの作業にかか
る時間・作業量・予算等の予想が困難であり、事業展開期間中は、手探りの部分、試行錯誤の部分
も多分に発生した。以下、本事業期間内で行った研究開発の作業並びにその関連を時系列的に表
現した。
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フィールドでの
3,500名の採血

図 2. 研究開発の実施作業とその関連：平成 21 年度から平成 23 年度にかけての 3 つの研究開発工程の作業に関し
て、時系列的に関係性も含めて記述した。
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４．本事業で用いる Multiplex 技術の概略
本事業における結果報告作成に当たり、本研究開発の最も基礎的技術である Multiplex 技術に関
する理解がある程度、必要となる。以下、簡潔に説明を行う。
Multiplex 技術は、フローサイトメーター
が開発され、その測定の調整に用いるた
めに開発されたポリスチレン/ラテックスの
素材を用い開発された小さな球
（microsphere）にその端を発している。次
第にその球自体を用いた測定へと新しい
開発が始まり、1990 年代後半には、血液
中の複数のタンパクを測定出来るまでに
開発が進んだ。その後、複数の企業によ
る市販ベースでの開発が進み、現在、本
事業において用いている機器ならびにマ
イクロビーズを開発した Luminex 社が多く

図 3. マイクロビーズの色素の配合：赤外色素(infrared dye)
と赤色色素の配合により、異なるビーズの番号が割り振ら
れている。レーザー光線により色素の配合、つまりビーズの
番号を認識することが可能である。（Luminex 社ホームペー
ジより図を引用）

のシェアを獲得している。
luminex 社より供給されるビーズには、
100 種類の異なる色素配合がなされてお
り、色素の配合割合によりそれぞれビーズ
番号が割り振られている。この色素の配
合割合は、測定機器内に装備されている
レーザー光線(赤色ビーム)により認識する
ことが可能である。つまり、ビーズの番号
をレーザー光により特定することが可能と
なっている。
Multiplex の測定機器には、このレーザ
ー光を照射するビーム銃が装備されてお
り、異なる番号（異なる色素割合）のビー
ズを複数混合し、シース液とともに、細い
管(シース)に流すことにより、流れ落ちて

図 4. ビーズとタンパクのカップリング（結合）
ビーズには、抗原、抗体、DNA を結合させることが可能であ
る。本事業で、中心的に行っているのは、抗原の結合である
（○赤丸で示した部分）
異なる色のビーズに異なる抗原を結合させる。

来る一つ一つのビーズにレーザー光を照
射し、測定ビーズの番号の特定とその個
数の計測を行うことが可能となっている。
この特性を利用し、一つのビーズに一つの病原体抗原を固定し、ビーズの番号を特定することによ
り、目的とする病原体の抗体を測定することが可能となる。(図 3)
ビーズへのタンパク(抗原など)の固定は、共有結合に誘導し行う。それにより、ビーズから容易にタ
ンパクが外れない様にする。仕組みは、図 4 に示すとおりある番号(一つ)のビーズとタンパク(ある病
原体の抗原)を混合し、エステル化したのち、共有結合へと導く。この過程は、Luminex 社によるビー
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ズへの固定キットとして販売されているものの、本開発研究過程において幾つかの問題点がみつか
り、基礎研究をさらに実施する必要が発生した。
ビーズと抗原との結合は、異なるビーズ番号に対し、１：１の対応で、異なる病原体の抗原を固定さ
せる。その後、血清と混合し、multiplex 機器に流す。細い管(シース)を混合されたビーズが流れ、レ
ーザー光によりビーズの把握が行われる（先に説明）。
それと共に、ビーズに固定した抗原に対する血清中の抗体の測定も行う。血清との反応後に、ヒト
抗体に対する蛍光抗体も混合しておくことにより血清中の抗体を測る。
本研究開発で用いる multiplex の原理は以上の通りである。以下、これまでに行われた開発に関し
ての報告を行う。それぞれの開発は、multiplex の原理に従って、行われているが、感染症の抗体診
断に本技術を応用した前例が尐ないこと、独自の検査系開発には最適化が避けられない事から、そ
の開発過程において、多くの問題が発生し、それぞれに対し基礎実験を繰り返した。その開発過程
に関して報告を以下、行う。

図 5. 異なる 2 種類のレーザ光によりビーズの番号
（色素）と抗ヒト抗体に結合した蛍光度を測定する。こ
のことにより､各ビーズの蛍光度を定量的に測定でき
る。初期値では、100 個のビーズに関して測定を行
い､その蛍光度の中央値が、測定値として返される。

※蛍光強度中央値(Median Fluorescence Intensity: MFI)：multiplex において測定される測定値の名称
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５．各研究開発過程の成果
（１）抗原開発：一括診断開発に適した抗原の入手と精製･評価
計画内容（様式７－５）における「（１）multiplex 解析の熱帯感染症診断応用に関する研究と検証」
①はじめに
Multiplex 解析技術による感染症の一括診断技術を開発するためには、複数の病原体に対する抗
原を準備する必要がある。これまで国内に蓄積されてきた感染病原体の抗原や病原に対する抗体
（血清）についての検討を行うとともに、抗原の品質の確認、一括診断で用いられる「ビーズ」への固
定具合の確認、さらには、実際の抗体測定への応用性などを検討する必要がある。この研究開発工
程は､本開発研究事業においてであり、基礎的かつ重要な部分である。
②粗抗原と組換え抗原の検討
提案書に記載した本開発の検討対象とした感染症病原体（表 2）のうち、入手しやすい病原体を選
び、試験的にビーズへの固定を試みた。まず、１）アルボウイルス系粗抗原（西ナイル熱、ニパウイル
ス等：長崎大学熱帯医学研究所森田教授）、２）コレラ菌毒素抗原（コレラ毒素の市販品を購入）、３）
フィラリア組換え抗原（愛知医科大学伊藤教授）に関して、試験的に、ビーズへの結合に関する検討
を行った。
表 2. 提案書に記載した本開発の検討対象とした感染症病原体
リーシュマニア
トリパノソーマ
マラリア
髄膜炎菌
住血吸虫
肺炎球菌
赤痢アメーバ
ロタウイルス
フィラリア
ハンタウイルス
鉤虫
エボラウイルス
クリストポリジウム
リフトバレー熱ウイルス
肝吸虫
アルボ系ウイルス（黄熱、西ナイ
ル熱、デング熱）

インフルエンザ
ポリオ
麻疹
流行性耳下腺炎
ジフテリア
風疹
肝炎
HIV
（ヒト免疫不全ウイルス）
結核

１）アルボ系ウイルス抗原の検討
精製・不活化された西ナイルウイルス、デングウイルスのウイルス粒子の提供を受け、ビーズへの固
定作業を試みた。しかし、ウイルス粒子の不活化に、ホルマリン処理が用いられていたことから、ビー
ズへの結合に必要なタンパク質の一級アミンがホルマリンにより修飾されてしまい、ビーズへの結合
を試みることは出来なかった。
ウイルス粒子は、小さいこと、今回の診断開発は、公衆衛生学的・疫学的な目的が主であることから、
詳細なウイルスの識別は、不要であり、アルボ系ウイルスの分布等を把握する事を目的とすることから、
ウイルス自体をビーズに結合させることを選択したが、不活化処理をホルマリンで行わなければなら
ず、ビーズの固定は、不可能であった。不活化せずにウイルスを扱うことは、危険であるとの判断から、
他の病原体で一括診断の技術を構築した後に､再度検討する事とした。
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また、遺伝子組み換えによるニパウイルスのＮ蛋白質の発現と精製については、大量作成が必要
であり、本開発研究のために独自で精製するためには、大臣認定が必要な事、また、ニパウイルスの
アフリカでの優先順位が低いことから、同じく、他の病原体で一括診断の技術を構築した後に､再度
検討する事とした。
２）コレラ菌毒素抗原（購入品）
コレラ毒素は病原性を発揮する本体であり、血清型を決めるリポ多糖である O 抗原よりも病態に直
結する。精製コレラ毒素と患者血清（長崎大学アフリカ海外教育研究拠点、一瀬教授）を入手できた
ので、ビーズ作成を試みた。問題なく結合がなされ、Multiplex 機器による測定が可能であった。
３）フィラリア抗原
フィラリアの組換え抗原（SXP-1、愛知医大・伊藤誠先生提供）のビーズへ結合を試みたところ、問
題なく結合がなされ、Multiplex 機器による測定を行うことが可能であった。
以上、異なるタイプの抗原のビーズへの結合を検討した結果、以下の様な判断を行った。
 病原体そのもの、もしくは、病原体由来の粗抗原を用いるためには、病原体を増殖･維持させる
必要がある。さらに、病原体から抗原を精製する作業に多大な労力が必要となる。
 マルチプレックス法では複数の抗原が一つの反応系中に共存するため抗原の複雑な構造に由
来する交差反応を極力さけるべきである。
 今後の multiplex 診断用ビーズの作成と開発研究の継続性を考慮すると国内の研究者からの抗
原の提供の継続依頼は、提供者の負担が大きい。
以上より、単分子である遺伝子組み換えによる抗原が本研究開発に適していると判断し、協力研究
者より病原体 cDNA の提供を初回のみ受け、その後は、遺伝子組み換えによる抗原の精製を行う系
を独自に整備することとした。
③遺伝子組み換えによる抗原の精製
Multiplex によるアッセイは、単独で行う ELISA よりも複雑となるマルチアッセイであるとの判断から、
通常よりも、さらに洗練した実験系の構築を目指し、病原体 cDNA の入手から、大腸菌発現系への
組換えをおこない、品質の高い抗原の精製を行った。さらに、組換えタンパク質作成時に混在しうる
大腸菌由来のタンパク質が、抗原性を示す事も考えられることから高度な精製を目指した。そのため
に、２種の短いアフィニティタグを抗原の各末端に融合したタンパク質として発現させる pET52b ベク
ターを主に利用し、不溶画分から良好に調製できた IgL を除くすべての抗原 cDNA から pET52b へ
の組換えも行った。その結果、すべての抗原タンパク質の発現誘導に成功し、可溶または不溶画分
から精製物を調製する事ができた。さらに、可溶画分に発現した抗原は、N 末端の StrepTagII と、C
末端の Poly-histidine tag を利用した連続した二重アフィニティ精製により、完全長の高度に精製さ
れた抗原を得た。不溶画分に発現した抗原は、不溶物（inclusion body）を界面活性剤が入った洗浄
液により繰り返し洗浄する事により、十分に抗原が、精製された（図 6）。
この二重タグアフィニティ精製は、特に発現量が低い抗原の高度な精製に非常に有効であった。
一部抗原は不溶画分に発現したが、比較的大量に得られる利点があり、抗原性に問題がなかった。
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図 6. 抗原の精製度
精製した組換え抗原の電気泳動像。可溶画分に発現したタンパク質は二重融合タグを利用したアフィニティ精製を行っ
た。不溶画分に発現したタンパク質は不溶物（inclusion body）を繰り返し洗浄し、精製物を得た。数字は分子量（KDa）を
示す。泳動ゲルは Oriole 染色または CBB 染色を行った。
PfMSP1：熱帯熱マラリア抗原、PvMSP1：三日熱マラリア抗原、CFP10：結核（CFP10)抗原、ESAT6：結核（ESAT6)抗原、
Gag：HIV 抗原、KRP42：リーシュマニ抗原、SXP1：フィラリア抗原、SAG：トキソプラズマ抗原、IgL：赤痢アメーバ抗原

今回精製に成功し実際にビーズへの結合が可能であった病原体は以下の通りである。
表３．精製に成功し実際にビーズへの結合が可能であった病原体
病原体

赤痢アメーバ
Entamoeba histolytica
HIV-1

抗原名

結核菌
Mycobacterium
Tuberculosis
熱帯熱マラリア
Plasmodium falciparum
三日熱マラリア
Plasmodium vivax
トキソプラズマ
Toxoplasma gondii
コレラ菌
Vibrio cholerae
フィラリア
Wuchereria bancrofti

KRP42
CFP10
ESAT6
MSP1
MSP1
SAG1

相同性 論文上の特異度 論文上の感度

東海大学橘教授

IgL-C
Gag (p17 + p24)

リーシュマニア
Leishmania donovani

cDNA提供者

長崎大学熱帯医学研究所
吉田レイミント准教授
愛知医科大学
伊藤教授
大阪市大
松本准教授
大阪市大
松本准教授
愛媛大学
坪井教授
愛媛大学
坪井教授
福岡大学
石井助教

Toxin (A+B subunit)

Sigma社より購入

SXP1

愛知医科大学
伊藤教授

97% *1)

53%

pET19b(N-poly His)
pET52b(N-StrepTagII, C-poly His)

99.3% *2)

94.6% *2)

pET52b(N-StrepTagII, C-poly His)

65.2% *3)

80% *3)

pET52b(N-StrepTagII, C-poly His)

82.9% *3)

64% *3)

pET52b(N-StrepTagII, C-poly His)

pET52b(N-StrepTagII, C-poly His)
99.5% *4), 93.5% 99.4% *4), 97.7%
*5)
*5)
pET52b(N-StrepTagII, C-poly His)
93.9% *6), 87.5%
*7)
100% *6), *7) pET52b(N-StrepTagII, C-poly His)
(purchased from Sigma)
82% *8),
100%(IgG4)*9)

文献
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

99% *1)

(many kits use p17 antigen)

E. coli. Expression vector

J Clin Microbiol (2004) Tachibana et.al.
Am J Trop Med Hyg (2007) Takagi et.al.
Clinica Chimica Acta(2010) Wu et. al.
Parasitol Res(2002) Lim et.al.
Malaria J (2003) Rodrigues et.al.
Diagn Microbiol Infect Dis (2009) Wu et.al.
Protein Express Pufiricat (2001) Chen et.al.
Am J Trop Med Hyg (1994) Dissanayake et.al.
Mol Biochem Parasit (2000) Rao et.al.
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95% *8)

pET52b(N-StrepTagII, C-poly His)

④抗原の評価
cDNA の提供を受けた抗原はそれぞれ、検査用抗原として報告されているものであるが、作成した
ビーズが確かに目的の感染症で産生される抗体を検出する事を、患者血清を用いて検証した。
グラフの縦軸は蛍光強度中央値(Median Fluorescence Intensity: MFI)を示す。判定に用いたカット
オフ値はすべて、健常日本人の平均 MFI 値 + 3x 標準偏差とした。
１）HIV-1

Gag抗原ビーズの評価

患者血清は、ケニアの病院で、第３世代検査

14000

キットである Uni-Gold（Trinity Biotech 社）によ

12000

り診断した検体を入手した。患者血清の 100%

10000
MFI

(20/20)が陽性と判定されたので、作成した

8000
6000

gag 抗原(p17+p24)マイクロビーズは高い感度

4000

を持っており、十分に血清疫学調査に利用で

2000

きる。

0

陽性血清
N=20

健常日本人血清
N=19

２）フィラリア
フィラリア(SXP1抗原)の評価

患者血清は、KEMRI 内組織である Eastern

12000

and Southern Africa Centre of International
10000

Parasite Control(ESACIPAC)の Dr. Sammy
8000

MFI

Njenga から、尿中の虫卵検出により診断され
た検体の提供を受けた。患者血清 95%

6000

(19/20)が陽性と判定されたので、作成した

4000

SXP1 抗原マイクロビーズは、十分に血清疫学

2000

調査に利用できる感度であると考えている。

0

陽性血清
N=20

健常日本人血清
N=19

３）赤痢アメーバ
患者血清は、バングラデッシュ保健人口研究

赤痢アメーバ(IgL抗原)の評価
14000
12000

Dr. Dinesh Nondal からアメーバ性肝膿瘍症と

10000

MFI

センター（ICDDR,B）の Dr. Rashiul Haque と
臨床診断された検体の提供を受けた。患者血

8000
6000

清の 95% (19/20)が陽性と判定されたので、作

4000

成した IgL 抗原マイクロビーズは、血清疫学調

2000

査に十分利用できる感度であると考えている。

0

陽性血清
N=20
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健常日本人血清
N=19

４）内臓リーシュマニア
内蔵リーシュマニア（KRP42抗原）の評価

患者血清は、バングラデッシュ ICDDR,B（保

25000

健人口研究センター）の Dr. Rashiul Haque と
20000

MFI

Dr. Dinesh Nondal から内臓リーシュマニア症
と臨床診断された検体の提供を受けた。患者

15000

10000

血清の 95% (19/20)が陽性と判定されたので、
作成した KRP42 抗原マイクロビーズは、血清

5000

疫学調査に十分利用できる感度であると考え

0

陽性血清
N=20

ている。
５）マラリア

健常日本人血清
N=20

マラリア（MS1）抗原ビーズの評価

患者血清は、ケニアの病院におい
4500

て、血中のマラリア原虫を Field

4000
3500

stain 法により顕微鏡下で検出して

3000
MFI

診断した患者の検体を入手した。マ
ラリア抗体検出用の抗原として、熱
帯熱マラリアと三日熱マラリアのそれ

2500
2000
1500
1000
500

ぞれから、MSP1 抗原の比較的変異

0

陽性血清
N=20

が尐ないとされている C 末端部分を

健常日本人血清
N=19

三日熱マラリアMSP1

陽性血清
N=20

健常日本人血清
N=19

熱帯熱マラリアMSP1

作成した。熱帯熱マラリア MSP1 抗
原では患者血清の 50%(10/10)が陽性と判定された。三日熱マラリア MSP1 抗原では 10%(2/20)が陽
性と判定されたが、それらは熱帯熱マラリア MSP1 抗原でも陽性であった。
これらの結果から、MSP1 抗原では十分な感度と特異性があるとは言えないので、新たな抗原とし
て、抗原配列が種間で保存されているためにすべてのマラリア種の検出が期待できる Lactate
dehydrogenase (LDH)と、熱帯熱マラリア原虫のみに存在する Histidine-rich protein II（HRP2）を新
たな抗原として加える事とした。独自にマラリア原虫からのクローニング行い、現在マイクロビーズの
作成を進めている。
６）トキソプラズマ
トキソプラズマ (SAG1抗原)

ケニア人血清について、市販の簡易抗体検

12000

出キットである OnSite Toxo IgG/IgM Rapid

10000

Test(CTK Biotech 社)により、トキソプラズマ抗

MFI

8000

体の有無を判定した。簡易キット陽性ケニア人

6000

では、簡易キット陰性のケニア人を対照とする

4000

と、95%(18/19)を陽性と判定した。健常日本人

2000

0

血清を対照とすると、100%(19/19)を陽性と判

ケニア人
陽性血清
N=19

定した。作成した SAG1 抗原マイクロビーズに

ケニア人
陰性血清
N=14

日本人
血清
N=19

よる血清診断は、簡易抗体検出キットと同等の感度があり、血清疫学調査に十分利用できる感度と
考えている。
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７）結核菌
患者血清は、ケニアの病院で血中

結核（CFP10,ESAT6抗原）の評価
4500

の結核菌をチール・ネルゼン法によ

4000

る抗酸菌染色により診断された検体

3500

を入手した。患者血清について、
ESAT6 抗原では 10% (3/30)が陽性
と判定された。ESAT6 陽性サンプル

2500

MFI

CFP10 抗原では 37% (11/30)、

3000

2000
1500
1000
500

のすべてで CFP10 が陽性であり、

0

陽性血清
N=30

ESAT6 を抗原として用いる優位性
はない可能性がある。これらの感度

健常日本人血清
N=18

陽性血清
N=30

CFP10抗原

健常日本人血清
N=18
ESAT6抗原

は満足のいくものではないので、新
たな抗原として Ag85 を加える事とし、現在マイクロビーズの作成を進めている。

８）コレラ菌
コレラトキシン抗原の評価

患者血清は、糞便中からのコレラ菌検出によ
1400

り診断された患者血清の提供を受けた。比較

1200

的 MFI 値は低いが、患者血清の 86% (6/7)が
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⑤まとめ
遺伝子組み換えによる抗原の精製系を確立した。精製した抗原を用い、一括での抗体価の測定は
可能であることは示せたが、さらに精度を上げるためにも、一つの病原体に対して、複数の抗原の準
備等の検討を今後行う必要がある。
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（２）診断用ビーズに関する研究開発
計画内容（様式７－５）における「（１）multiplex 解析の熱帯感染症診断応用に関する研究と検証」
①はじめに
遺伝子組み換えにより精製した抗原を効率的に最小限数のビーズに結合させ、効率かつ精度よく、
抗体測定を行うことが、今後の展開には欠かせない。さらに、アフリカにおける実際の応用を目指す
ためには、診断に関する品質の維持、さらには、生産・運用コストを考慮した開発に配慮する必要が
ある。ビーズに抗原を結合させる工程に関しては、Luminex 社がマニュアルを公開しており、その手
順に従うことにより、ビーズに抗原を結合させることは可能である。その工程は以下の通りである。
1. カルボキシル基を反応基として持つビーズを洗浄
2. S-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide)と EDC (1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl]carbodiimide
hydrochloride)をビーズと混合
3. 室温で反応させ、ビーズを反応性が高い状態とするための活性化
4. 洗浄の後、抗原を添加
5. 室温で活性化ビーズと抗原との結合（カップリング反応）
6. 洗浄の後、ブロッキング液を添加
7. 室温でビーズをブロッキング
8. 洗浄の後、保存バッファー液を加え、4℃に保存
しかし、個別のビーズ作成のためには、利用者が最適抗原量、最適ビーズ濃度等について条件検
討を行う必要がある。大規模な調査に耐えられる測定の信頼性、効率、経済性を考慮しながら、ビー
ズに関する様々な基礎実験を行った。
②ビーズの取り扱いに関する検討
１）ビーズのカウントについての基礎実験
使用するビーズ濃度は実験の質に直結するが、試薬瓶中に規定量（1.25x107 個ビーズ）が入った
状態で供給されるビーズは、凝集して試薬瓶内に付着しやすいために正確に全量を取り出す事が
できなかった。そこでビーズの入った試薬瓶に保存液を加えて撹拌する作業を繰り返す工程を加え
て全量を取り出し、血球計数盤により濃度を検定した上で使用した。
２）ビーズの活性化に関する基礎実験
ビーズと抗原の結合反応に関しては、Luminex 社の標準実験法に従い、ビーズ表面のカルボキシ
ル基を EDC および S-NHS により反応性が高い状態に活性化させた後、一級アミンを含む抗原と反
応させ、共有結合による強固な結合へと導く工程（アミンカップリング法）を採用していたが、予想外
に、結合方法の条件検討で対照として使用した非活性化ビーズへも多くの抗原が結合しうる事が明
らかとなった。カルボキシル基を介した共有結合ではない結合によると考えられる。そこで、この結合
がどの程度発生しているかを把握する目的で、アミンカップリング法で結合させた Gag 抗原（HIV の
抗原）ビーズを、強力な界面活性剤である SDS 溶液により洗浄し、非共有結合によって結合した抗
原を遊離させる試みを行った。その結果、1% SDS 溶液の洗浄により 1/2 以上（57 %）の抗原がビー
ズから遊離した。
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一方、ビーズの活性化を行わずに Gag 抗原と結合させた対照ビーズにおいては、1% SDS 溶液の
洗浄により、ほぼ完全（94 %）に抗原が遊離した。つまり、1/2 弱の抗原が、本来のアミンカップリング
法による共有結合によってビーズに結合しており、残りの 1/2 強の抗原は、本来、意図していない非
共有結合によって結合している。
本来意図していない非共有結合により半分以上の抗原がビーズに結合していることの測定系に与え
る影響を知るために、以下、追加の検討を行った。
１） 非共有結合により結合した抗原を 0.1%以下の SDS で洗浄しても、遊離割合は、24%であり、非共
有結合は 1%程度の高濃度 SDS でしか遊離しない比較的強固な結合であることが明らかとなった。
２） ビーズの保存に使用実績のある保存液（0.02%Tween20/Sodium Azide/PBS(-)）や、市販の保存
液である StabiliGurad（（免疫学・診断薬開発用固相化抗体および抗原の長期活性保持剤、
SurModics 社）で洗浄しても、抗原は外れず、さらに、作成したビーズを長期間保存の後、測定に使
用しても、顕著な検査値の低下は見られなかった。
以上より、必ずしも、ビーズの活性化によるアミンカップリング法が必須でないとの結論に至った。し
かし、あえて、アミンカップリング法を用いた標準実験法を外れる理由もないことから、当面、標準実
験法を採用することとした。
３）ビーズの保存液に関する検討と基礎実験
フィールド実証による大規模の採血調査により得られたサンプルの測定結果から、ビーズのポリス
チレン担体に対する非特異的抗体を含む血清が予想外に多く存在する事がわかり（結果報告の「３）
フィールド実証」の章を参照）、その回避方法の検討を行った。最近の文献から StabilGuard（免疫
学・診断薬開発用固相化抗体および抗原の長期活性保持剤）にビーズを懸濁することで、その非特
異的結合を減尐させるとの報告 (*)があった。そこで、抗原との結合を終えたビーズの保存液を
StabilGuard に変更し、ポリスチレンビーズに対する非特異的結合の抑制効果を検討したが、期待さ
れる効果は得られなかった。さらに、他の保存液（PBS など）の測定値とも比較したが、その差はなく、
非特異的結合の抑制効果も期待し、StabilGuard を保存液として使用することとした。
(*)Pickering, Larson et al. 2010
②測定に関する検討
大規模な調査が可能で、高感度かつ信頼性の高い検査系を構築するためには、条件検討および
確認を避けられない。そこで、以下の基礎的な検討を行った。
１）検出抗体の濃度に関する基礎実験
ビーズに結合した抗原に対する特異的な抗体(検体血清中の)を検出・測定するために必要となる”
検出抗体”の最適濃度に関する検討と基礎実験を行った。検出抗体は、その濃度が低すぎると検出
が効率的に行えず、濃度が高すぎると”検出抗体“による非特異反応(不必要な場所に検出抗体が
結合すること) が増え、それによる背景の測定値（バックグラウンド)が高くなり、実際の値より測定値が
高くなる可能性がある。さらには、高価な検出抗体が大量かつ必要以上に必要となり、コスト的に問
題が生じる。
検出抗体の濃度を幾つか設定した実験を行い比較した結果、3,000 人を超える検査に現実的な濃
度で、最大程度検出が可能である 0.2µg/100µl を最適濃度とすることにした。
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図 7. 検出抗体の濃度の検討：
3 種類の濃度（2μg/100μl, 0.2μg/100μl, 0.02μg/100μl）を比較した。, 0.02μg/100μl
は、検出能力が低く、濃度が足りないと判断した。2μg/100μl と 0.2μg/100μl は、ほぼ
同じ検出能力であることから､濃度の低い 0.2μg/100μl を最適濃度に設定した。

２）ヒト血清の希釈率に関する基礎実験
測定に用いる血清検体の量(濃度)は、測定の感度に直結する要因であることから、血清の希釈系
列を作成し、最適血清量(血清の希釈率)に関する検討を行った。幾つかの希釈率を設定し､測定値
を検討した。その結果、血清量が多すぎる(希釈が薄い)と、測定感度が下がること、さらには、大量の
特異抗体が含まれている (ある抗原に対する抗体が、高い濃度で血清に含まれている) 場合には、
1,000 倍以上の希釈をしなければ定量性がない事も明らかとなった。本研究目的は多種の抗原につ
いて、抗体価を測定する
ことで感染履歴を調べるこ
とを目的としている。従っ
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図 8. 血清希釈率の違いによる MFI 値の検討： コレラトキシン結合ビーズを用
い検討。100 倍希釈が最も効率よく測定することが出来る

て、それぞれの希釈系列
を作って検討する事は現実的でない。そこで、比較的尐量の抗体を感度よく検出できる 100 倍希釈
での測定を標準の希釈率とすることに決定した。
３）multiplex による連続測定における前後ウェルのビーズの混ざり込みの影響に関する基礎実験
本測定で使用する Multiplex 機器は 96 穴プレートの各ウェルを順番に連続して測定していくこと
から、前のウェルのビーズが次のウェルに大量に持ち込まれる事があれば、各ウェルの測定を独立し
て行えているとは言えず、測定の信頼性に影響する。そこで、ビーズを入れたウェルとビーズを入れ
ていないウェルについて連続した測定を行い、その影響に関する検討を行った。
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その結果、前のウェルから次のウェルへのビーズの持ち込みは１個のみであった。従って、ビーズ
100 個を測定して蛍光強度の中央値で行う解析において、持ち込みの影響はほぼ無いと考えられる。
Multiplex 機器は、ビーズの持ち込みを避けるために測定間に流路の洗浄をする事もできるが、その
必要がないことが証明できた。

③フィールド実証で採血した大量サンプルに対する一括測定時に発生した問題に関する基礎実験
フィールド実証で採血した大量サンプルに対する一括測定を行った際、以下の 2 点の問題が、測
定にあたり、問題となった。
・測定値の再現性に関する問題：
複数回の異なる測定においても同じ値を取るかどうかの確認をする際、測定値が変動するサン
プルが複数存在した。
・すべての抗原に高値を示すサンプルの存在：
すべての抗原に対して、同様に高値を示すサンプルが存在することが明らかとなった。
今後、大量サンプルを扱う際に重要な問題となることから追加実験を行った。以下、その結果を報告
する。
１）測定値の再現性に関する基礎実験
測定値の再現性（安定性）を検証することを目的に、同一サンプルを複数同時に測定する事を行っ
た結果、測定値のばらつきが見られることが明らかとなった。Multiplex 機器での測定の準備段階で、
底部にフィルターが装着されている 96 穴のプレートに診断用ビーズと血清を反応させ、洗浄を行う
操作がある。その洗浄は、プレート底部のフィルターを介して、吸引ろ過装置により、ビーズを残しつ
つ、洗浄液を排出する仕組みになっている。しかし、吸引濾過の強度が、すべてのウェル（穴）に対し
て、等しく作用していないことにより、測定値の不安定性に繋がっていることが明らかとなった。この問
題は最終的に、自動プレート洗浄機を投入することで、測定値が安定し、解決を見た。
磁気ビーズでは原理上、フィルタープレートでない通常の 96 穴プレート中で、磁石によるビーズの
保持を利用した洗浄作業をするために、上記のフィルターに起因する測定のばらつきは回避される。
フィルタープレートを用いた自動洗浄機による洗浄方法と、磁気式の洗浄方法を比較した所、どちら
も同等で、満足のいく再現性である事を確認した。
２）すべての抗原に高値を示すサンプルの存在
フィールド実証で採血した大量サンプルに対する一括測定の結果、病原体抗原を結合させていな
い対象検査用ビーズを含めたすべてのビーズに対して、測定値が高値になるサンプルが多数存在
し、それにより擬陽性が多数発生している事が明らかになった。この非特異的な抗体結合の問題は、
通常、ブロッキング剤として用いている牛血清（BSA）、カゼイン、魚ゼラチン、魚血清タンパク質では
回避できなかった。そこで、異なる材質を用いている磁気ビーズを用い、高値の非特異的抗体を含
む血清について、未処理(裸)の磁気ビーズと未処理(裸)のポリスチレンビーズとの間で、比較を行っ
たところ、ポリスチレンビーズでのみ高値を示した。非特異的な抗体結合の原因は、ビーズ担体であ
るポリスチレンに対する抗体の存在であると結論づけられた。
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以上のことからも、ポリスチレン製のビーズから磁気ビーズに、Multiplex のビーズ生産を移行させる
ことが望ましいと判断した。
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図 9. フィールド実証において採血した一般
住民からの血清の一部#801～881 を用い
て、裸のポリスチレンビーズと磁気ビーズに
対して、抗体価を Multiplex 機器により測定
(MFI 値)： ポリスチレンビーズに対する高い
値（青）を示す住民が、磁気ビーズ（赤）に比
して多いことが解る。

（３）フィールド実証
計画内容（様式７－５）における（１）multiplex 解析の熱帯感染症診断応用に関する研究と検証ならびに
（３）国外参画機関による multiplex 解析のフィールド評価実施 に該当する。
①はじめに
開発された multiplex 技術を用い、ケニアの２つの地域における感染症の分布に関する調査を実
施した。本調査にあたり、長崎大学アフリカ海外教育研究拠点とケニア中央医学研究所が共同して
運営している「人口の登録と動態追跡調査システム（HDSS）」の設置された地域を用いた。このシステ
ムは、ある設定された地域の全住民を登録し、その動態（移動、出生、死亡等）を把握し、疫学的研
究を実施することを目的としている。我々のシステムは、ケニアの西側（ビクトリア湖側）と東側（インド
洋側）の２カ所に設置されており、双方で、計１０万人の住民を登録し追跡している。以下、HDSS の
概略を述べ、次に、Multiplex による感染率調査の実施内容と結果を報告する。
②人口の登録と動態追跡調査システム（HDSS）の概略
人口の登録・動態追跡調査システム（Health and Demographic Surveillance System：HDSS）とは、
住民登録や人口の動態（婚姻、出生、死亡、移動）を把握する仕組みのない「ある限られた地域」に
おいて、住民登録を行い､その動向を系統的かつ継続的に行う仕組みのことを言う。その仕組みは、
「ある限られた地域」を丸ごと観察し、疫学調査や介入研究を行い、その結果を広く一般に還元する
という意味合いが濃く、「population laboratory」と称する時期もあった。現在は、不足する健康・保健
情報を安定して提供するための情報源としての価値が高まっている。
基本的には、最初にある地域の全人口を把握し、その後の出入りを登録して行く仕組みである。途
上国の場合、地方政府に住民登録という機能が無い事から、独自に情報を集める必要がある。

図 10. 人口の登録・動態追跡調査システム（HDSS）
による動態の把握の概念図（上）と HDSS の設置地域
（左が Mbita 地区、右が Kwale 地区。

これを繰り返し、住民の情報を更新し続ける仕組みが HDSS という。この仕組みを、我々は、ケニア
共和国の Kwale 地区と Mbita 地区で行っている。それぞれ、約 5 万人を登録している。それに追加
して、健康に関連した情報の収集、この情報に基づく別の疫学調査などを行っている。本事業では、
この HDSS により収集した住民情報を用いて、地域の代表性を保つために性･年齢階級別に無作為
に採血対象を 4,000 名抽出した。

34

図 11. HDSS 地域（上が Kwale 地区、下が
Mbita 地区）からの採血対象者の地理的分布。
黄色いプロットが採血対象者の居住場所。地
理的にも一様に採血対象者が分布している。
性、年齢階級別にそれぞれ 100 名ずつ、計
2,000 名を一つの地域から抽出、双方で、計
4,000 名を無作為に抽出し、最終的に、3,500
人の住人が採血に同意した。
性･年齢階級別の無作為抽出によりそれぞれ
の階級における地域における代表的な集団と
考えることができる。

③性年齢階級別の無作為抽出による採血の実施
HDSS に登録されている約 10 万人の住民情報から、性・年齢階級毎に無作為に住民を抽出した。
年齢階級は、0-4 歳、5-9 歳, 10-14 歳,15-19 歳, 20-24 歳, 25-29 歳, 30-34 歳, 35-39 歳, 45-49
歳、50 歳以上の 10 年齢階級とした。つまり、20 性・年齢階級とし、これが、Kwale 地区と Mbita 地区
の 2 カ所で行い、それぞれの階級から 100 名を抽出した。
④フィールドにおける採血の実施
採血の実施に際しては、事前に、長崎大学
熱帯医学研究所（承認番号 10061550）ならび
にケニア中央医学研究所（SSC No. 1934）の倫
理委員会に研究計画書を申請し､承認を得た
上で行った。採血の際には、本調査の説明を
口頭で行った上、直筆による個人からの同意
を得た上で採血を行った。未成年については、
親権者もしくは、養育者から同意を得たのちに
採血を行った。採血を始めるに当たり、地域に
おいて、地方政府関係者、地域指導者並びに

図 12. 採血計画図。HDSS で設定しているグリッド
（700m の正方形）により、採血地域を決定。居住地域に
採血場所を指定した。異なる色の地域が採血地域。●
が採血場所（小学校）。

住民代表者に対して､本事業の説明を行い地
域での合意を得た上で採血を行った。採血対
象者は、HDSS 地域にまんべんなく分布してい

ることから、地域を 20 地区にわけ、一日一カ所での採血を行った。ケニアには、住所の仕組みが無
い事から、HDSS では、地域を 700m の正方形のグリッドと称される地域で区切り、家屋の把握を行っ
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ている。このグリッド毎に、採血地域を 20 に振り分けた（図 12）。 また、HDSS では、世帯の緯度経
度も登録していることから、それぞれの世帯が属するグリッドの把握も容易である。従って、採血対象
者には、事前に、採血日と採血場所を連絡し、採血前日に、採血に関する説明を行い、同意を得た
上で､翌日、指定した採血場所において、採血を行った。採血は、2011 年 7 月に始まり、8 月まで行
い、4000 名の対象者のうち、3454 名が採血に
同意し､採血を行った。サンプル検体は、冷蔵
保存し、ナイロビのラボに搬送し、Multiplex の
測定を行った。
⑤結果
1)生年齢の分布
採血に同意（未成年者については、親権者も
しくは養育者の同意）した 3454 名の地域・性・
年齢階級の分布は以下の通りである。
図 13. フィールドにおける採血風景。採血はケニアの医療
従事者により行われた。

○ Kwale 地区

|
性
年齢階級 |
女性
男性
. |
計
-----------+---------------------------------+---------0-4 |
91
89
0 |
180
5-9 |
82
89
0 |
171
10-14 |
88
84
0 |
172
15-19 |
66
76
0 |
142
20-24 |
58
56
0 |
114
25-29 |
59
56
0 |
115
30-34 |
77
52
0 |
129
35-39 |
79
55
0 |
134
40-44 |
79
67
0 |
146
45- |
81
71
0 |
152
年齢未確認|
0
0
29 |
29
-----------+---------------------------------+---------計
|
760
695
29 |
1,484
○ Mbita 地区
|
性
年齢階級 |
女性
男性
. |
計
-----------+---------------------------------+---------0-4 |
102
97
0 |
199
5-9 |
106
107
0 |
213
10-14 |
105
105
0 |
210
15-19 |
99
101
0 |
200
20-24 |
86
85
0 |
171
25-29 |
100
93
0 |
193
30-34 |
97
92
0 |
189
35-39 |
102
87
0 |
189
40-44 |
103
91
0 |
194
45- |
108
92
0 |
200
年齢未確認|
0
0
12 |
12
-----------+---------------------------------+---------計
|
1,008
950
12 |
1,970
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2）抗体価の一括測定に関して
本報告書における「（２）診断用ビーズに関する研究開発」においても述べたとおり、ポリスチレンビ
ーズ自体に対する抗体を持つ住民を予想外に多数認めた。そのため、異なる素材によるビーズ（磁
気ビーズ）に現在変更中であるが、本報告書作成に、間にあわないことから、当初のビーズによるデ
ータ解析結果を報告する。磁気ビーズにより、より解析の正確性は増すと思われるが、用いる抗原は
同じであり、本質的な違いはない。ビーズ自体に高抗体価を持つ住民を特定し、その後の解析から
除外するべく、ビーズに対する高抗体価のカットオフ値の解析を行った。
本調査は、一般住民に対する一般地域における抗体価を測り、疫学的に感染症対策に応用するこ
とを目的としている。従って、感染が明らかとなっていない住民が多く含まれることから、医療施設等
で行われる病原体の存在診断による陽性･陰性とは、異なる解析が必要となる。つまり、過去に感染
し、現在は病原体を体内に持たない住民についても、抗体価が上昇していることが考えられる。従っ
て、今回の調査の検体には、A) 病原体に曝されたことのない抗体価が陰性のグループ；B)病原体に
過去に曝されたことがあるが、現在は､病原体を持たないグループ（抗体を持ってはいるが、低値）；
C) 病原体に現在も曝されており、高抗体価を持つグループの 3 つのグループが尐なくとも存在する
と考えられる。
B) のグループは、疫学的さらには、感染対策の評価には、重要ではあるものの、医療施設におけ
る感染症診断にでは、A）のグループと同じ扱いとなる。
従って､これまでとは異なった解析の方法が必要である。今回の調査結果に関しては、数理学的に、
これらのグループを分離し、カットオフ値を数理学的に求め、抗体陽性率を計算することとした。
3）混合分布モデル（Finite Mixture Model）
ある集団の抗体価の分布は、感染の状態により正規分布を取ると考えられる。感染の状態は、前項
で述べたとおり、3 種類程度（場合によっては､2 グループもしくはさらに多くのグループ）に分けられ
るはずである。従って､抗体価の分布を一般集団で見る場合、それらの複数のグループの分布が混
ざり合って、結果として提示されているはずである。このような、混ざり合ったグループを数理的に分
離し、各グループの分布を明らかにする方法が、混合分布モデル（Finite Mixture Model）である。今
回の解析には、STATA 統計ソフト（Version 12.1, STATA Corp, Texas, USA）の FMM コマンドを用
い、測定値（MFI 値）の分布を幾つかの正規分布に分離した。分離された正規分布の中で、最小の
平均値をもつ正規分布を抗体陰性のグループにより構成された分布と捉え、その正規分布のある確
率変数 x 以下の割合が、0.99（99%）となる値 x をカットオフ値とし、各感染症･抗原に対する抗体陽性
率を性・年齢階級別に計算した。このカットオフ値は、特異度 99%としたときの値という解釈となる。そ
の際の感度については、最大となる平均値をもつ分離された正規分布がカットオフ値である値 x 以
上になる割合を持って、感度として計算した。
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⑥結果
Multiplex による一括抗体価測定の結果得られた感度特異度は、以下の通りである。

表 4．Multiplex による一括抗体価測定の結果得られた感度特異度

対象感染症
裸ビーズ
HIV
コレラ
マラリア
トキソプラズマ
フィラリア

抗原
なし
gag 抗原
コレラ毒素
pf.MSP1 抗原
pv.MSP1 抗原
SAG 抗原
SAG 抗原

リーシュマニア

KRP42 抗原

アメーバ赤痢

IgL 抗原

結核

ESAT6 抗原
CFP10 抗原

カットオ
フ値
340.4
2240
679
121.5
84.8
1085.7
100.5

分離で
きた正
規分布
数
4
3
2
4
3
5
3

感度

特異
度

44.2%
99.9%
1.2%
93.8%
99.7%
100.0%
71.6%

99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%

3463

2

12.7%

99.0%

1032.8

2

27.2%

99.0%

788.4
484.4

2
2

13.9%
20.2%

99.0%
99.0%

追記

流行地でないことか
ら、抗体陰性集団で
ある可能性がある。従
って感度は、参考値。
腸管感染の場合、抗
体価があがりにくい可
能性がある。

数理モデルからのカットオフ値の設定は、特異度が高くなるように設定してあることから、感度がやや
务る結果となっている。途上国の感染症対策を広域に公衆衛生学的に考慮すると、特異度を上げて、
問題地域を把握しながら、ある程度の制圧対策の結果が見られた段階で、感度を上げ、感染者疑い
を多く、見つけることの出来る仕組みを構築することが重要と考える。従って、特異度重視のカットオフ
値の設定が当面、必要と考えられる。しかし、感度を重視したカットオフ値の設定も数理モデル的に
は可能であり、今後の情報収集と調査結果により判断することも可能である。

38

⑦考察
今回のフィールド実証は、開発した技術を実際にフィールドに応用する際に起こる問題の把握と実
際に得られるデータの解析法の検討を行うことを目的としていた。その意味において、本フィールド
実証は、成功したと言える。まず、計画したフィールド採血がある程度成功した。4,000 名の対象者を
性年齢階級別に無作為に抽出したが、うち、3,500 名、87.5％の住民が採血に同意し、協力してくれ
た。今回得られたデータがある程度地域を代表するものと考えてよい。また、複数感染症の抗体測定
も一括同時に行うことが可能であった。今後の大規模サーベイランスへの応用に期待出来る。今回
の調査で得られたデータに関しても、混合分布モデルにより数理学的に解析ができ、一般住民を対
象としたサーベイランスを行った際に問題となるカットオフ値の検討も行うことができた。さらに地域を
広げ、検討を重ねる必要があるものの、技術開発の基盤、multiplex 技術のための診断用ビーズ生産
のプロトタイプの構築、データ解析の手法の検討、など多くの結果を得ることが出来た。また、一般住
民からの血液を多く集める事で、ビーズ（ポリスチレン）に対する抗体を持つ対象者がある程度の割
合で存在することが明らかとなり、別の素材で開発されたビーズ（磁気ビーズ）への変更に関しての新
しい検討へと繋がった。
繰り返すが、今回の研究･検討は、複数の感染症の診断のプロトタイプ開発であり、その点では、そ
の目的を達成できたと考える。今後、「診断」という観点から、それに適した抗原の選択、さらには、病
原体そのものの把握に向けた検討を進める必要がある。

⑧まとめ
複数の感染症を一括同時に診断する事に成功した。また、数理モデルを用いた解析も行えること
が解り、今後の感染症サーベイランス構築に向け、更なる病原体の追加、さらには、診断に適した抗
原の選択、病原体そのものの把握に向けた取り組みを進める必要がある。
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（４）追加検討
研究内容（様式７－５）に追加した内容
①経済的側面についての検討
採択時にもコメントを頂いているとおり、今後、アフリカに本技術を展開することを考慮すると、経済
的側面の検討も必要である。Multiplex による一括診断を行うに当たり必要とされるコストは、１）
Multiplex の機器に関するコスト（初期投資コスト、メインテナンスコスト）、２）診断用ビーズの生産コスト、
３）採血検体を中央の検査部門に搬送するコスト、４）一括診断のランニングコストなどがあげられる。
以下それぞれに関して、検討を行う。
１）Multiplex の機器に関するコスト（初期投資コスト、メインテナンスコスト）
Multiplex で使用する機器の購入（1 台 800 万円程度）が必要となる。この機器を各病院に配置す
るとなるとコストがかかるが、国レベルでのサーベイランス等の目的で中央に 1，2 台設置し、全国の
検体を集める仕組みにすれば、初期の投資のみでサーベイランスを構築する事が可能となる。この
仕組みを構築するためには、検体を安価に中央に集める仕組みの構築が必要となる。今回の調査･
研究では、採血管を用いた検体の搬送を行ったが、ろ紙フィルターを用いた採血に移行できれば、
郵送等による送付も可能となることから、コストを抑えることが可能となるだけではなく、同じ作業基準、
人員により診断を行うことから、標準化されたデータを収集することが可能となる。（この件に関しては、
追加項目の「ろ紙フィルターによる採血とその診断」の項において、ろ紙フィルター採血による診断の
報告をしている）
メインテナンスについては、温度の変動、移動等によりメインテナンスが必要となる。主に、レーザー
ビームの微調整である。このメインテナンスには、Luminex 社からの技術員派遣をあおがなければな
らない。アフリカは、南アフリカ支社からの出張となるため、多尐のコストが発生する。このメインテナン
スのコストと手間を省く意味においても、Multiplex の磁気ビーズ専用機の導入をすべきであると考え
る。MAGPIX という機器であり、現在の Multiplex の機器と同じく Luminex 社が製造販売している。こ
の MAGPIX は、現行の機器で行っている細いシースに流したビーズをレーザービームにより測定す
る方法とは異なり、ビーズを磁気により一定平面に吸着させ、それを CCD カメラで撮影を行うという原
理であり、現在の方法と同じように複数のビーズの測定が可能となっている。MAGPIX では、レーザ
ービームの軸のぶれ等が発生しないことから、メインテナンスをほとんど必要としない。また、この機器
は、現行の機器より安価（約 600 万円：洗浄機込み）であり、初期投資だけでサーベイランスの構築
が可能となる。さらには、本調査で問題となったポリスチレン製ビーズに対する抗体をもつ対象者に
対処する上でも、磁気ビーズへの変更は、必要であり、MAGPIX 機器への変更も容易になると考えら
れる。
２）診断用ビーズの生産コスト
本事業を行うに当たって、診断用ビーズを研究用に、さらには、フィールド実証に用いるために多
数生産してきた。そのコストに関して、概略を報告する。約 10,000 人分の一括検査を行うセットを作
成するに当たり必要な金額を計算する。
抗原の精製 （約 10,000 人分）
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1 回の精製で必要な量を精製できるものとし、対象病原体の cDNA を組み込んだ大腸菌株から抗原
を精製するとして費用を算出した。また、抗原の精製に至る間の開発費、抗原の精製を確認する電
気泳動等の費用は考慮しない。
表 5．診断用ビーズの生産コスト
抗原名

金額(\）

1

IgG Ab

購入品

2

CFP10

His-Accept&StrepTactin による精製

9500

3

Pv-MSP1

His-Accept&StrepTactin による精製

9500

4

KRP42

His-Accept&StrepTactin による精製

9500

5

SXP1

His-Accept&StrepTactin による精製

9500

6

HIVgag

His-Accept&StrepTactin による精製

9500

7

ESAT6

His-Accept&StrepTactin による精製

9500

8

Cholera toxin

購入品

200000

342

9

Pf-MSP1

His-Accept&StrepTactin による精製

9500

10

SAG1

His-Accept&StrepTactin による精製

9500

11

IgL

不溶画分からの抽出

10836

合計

¥287,178
0.5M リン酸ナトリウムバッファー 7ml
0.5×156×7/1000=0.546g \1500×0.546/500=\2
5M NaCl 7ml 58.4×5×7/1000=2.044g
\750×2.044/500=\3
10% Tween20 70ul→原液 7ul \10000×0.007/500=\1
2M Imidazole 4.5ml 136.16g×4.5/1000=0.613g
\3900×0.613/25=\96
BugBuster 15ml \42800×15/500=\1284

※His-Accept&StrepTactin による精製の詳細な内訳（大
腸菌発現画分の調製まで）
LB 培地 10g \8500×10/500=\170
カルベニシリン 400ul 100mg/ml×0.4ml=40mg
\49000×0.04/10=\196
クロラムフェニコール 400ul 34mg/ml×0.4ml=13.6mg
\4100×0.0136/25=\3
1M IPTG 400ul 238.31×0.4/1000=0.095g
\19000×0.095/5=\361
BugBuster 10ml \42800×10/500=\856
Benzonase Nuclese 2ul \34500×2/100=\690
HIs-Accept 精製
HIs-Accept 2ml \120000×2/100/3=\800

StrepTactin 精製
StrepTactin 2ml \63000×2/10/3=\4200
StrepTactin Buffer Kit \11000×1/20=\550
透析
PBS \3000×9.6/100=\288
以上の合計 \9500

表 6．ビーズの作成（裸ビーズの購入費用：約 10,000 人分）の抗原一種類に対しす

る費用
試薬

金額(\）

内訳

磁気ビーズ

購入品

79800

S-NHS

購入品

310

EDC

購入品

19

PBS

購入品

5

3000 円×(0.1248 + 0.0315)/100 個=4.7 円

Tween20

購入品

1

\10000×0.0016/500 個=\0.032

NaH2PO4

購入品

1

\1500×0.0312/500 個=\0.0936

Ethanolamine

購入品

1

\1700×0.0076/500 個=\0.02584

StabilGuard

購入品

1020

34000 円×30/1000 個=1020 円

合計
総合計

11 種類準備

1 本丸々使用
50ug/ul×100ul=5mg

31000 円×5/500 個＝310 円

50ug/ul×100ul=5mg 18500 円×5/5000 個=18.5 円

¥81,157

（一種類のビーズの予算）

¥892,727

¥81,157×11 種類のビーズ

総額計算（10,000 人分 11 病原体に対する）
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30ml 使用

¥287,178+¥892,727=¥1,179,905
となる。１人当たりのコストにすると、
¥1,179,905/10,000=¥117.99
最終的に、１人当たりの１１病原体の検査コストは、約 118 円となる。さらに、１病原体当たりにするとコ
ストは、10.7 円（118/11）となる。対象病原体を増やせば､更なるコストが必要となるが、大量生産によ
りさらにコストを下げることが可能になると予想される。
３）採血検体を中央の検査部門に搬送するコスト
今回の調査では、採血管の冷蔵、プロジェクトの車による搬送を行ったが、今後、ろ紙フィルター採
血に移行することにより、郵送費のみのコストに押さえることが可能となる。
４）一括診断のランニングコスト
ラボの維持費、人件費等が必要となる。
５）まとめ
開発コストを勘定せずに、生産コストだけ計上した場合、１病原体当たりのコストは、約 10.7 円となる。
今後、さらに規模を拡大した場合のコストに関しては、さらなる検討が必要ではあるものの、ある程度
の許容範囲ではないかと考える。
②ろ紙フィルターによる採血とその診断
今後、ケニア全土もしくは東アフリカなどの広域感染症サーベイランスを multiplex 技術を応用して、
構築する際、採血管での採血とその搬送を行ったのでは､コストがかかりすぎる。ろ紙フィルター採血
を行い、乾燥させた上で、中央の検査室に送付する仕組みを構築できれば､搬送コストを大幅に削減
することが可能となる。本事業の追加検討事項として､ろ紙採血からの一括診断についての可能性を
検討した。
（検討方法）
日本人健常人の全血に、微量の HIV およびマラリア陽性血清を加え、人工的に陽性全血を作成し、
ろ紙に染みこませた後、乾燥、長期間保存の後、ろ紙から血清を溶出し、その溶出サンプルにより
multiplex アッセイが可能かどうかについて検討を行った。
（結果）
血清サンプルは通常最終濃度で x100 希釈の条件で行っている。詳細な条件は詰めなくてはならな
いが、ろ紙からの溶出物でもほぼ同等のアッセイが可能であった。
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図 14. 通常の血清によるアッセイ結果（黒色プロット）とろ紙採血（乾燥後に血清を溶出）に
よるアッセイ結果（赤色プロット）の比較。ろ紙から溶出させた血清の希釈率を調整すること
で、通常の血清によるアッセイ結果と同じ結果を得ることが出来る。

（考察）
ろ紙採血により一括診断の実施が可能であることが明らかとなったことにより､本技術の広域サー
ベイランスへの応用が可能になったと考えられる。今後、ろ紙採血による検査態勢を整えると共に、
その調査実施に向けての検討を行う必要がある。

図 15. ろ紙採血のサンプル写真（フィールド実証の際の採血）
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Ⅴ． 自己評価
１．目標達成度
III.の実施結果･成果の概要でも述べたとおり、一括診断のプロトタイプ開発の達成、フィールド実証
によるその評価を終えたことで、目標はほぼ、達成できたと考えている。また、数理モデルによるデー
タ解析を行ったことから、得られた結果の解釈が容易になったこと、さらに、コストの計算やろ紙フィル
ターによる採血の検討を行い、今後の発展･展開に関する検討も追加した等を考慮すると今後の応
用性・発展性という点において、目標以上の達成度と判断している。

２．成果
IV.実験結果･成果の詳細でも述べたとおり、一回の測定により複数の感染症を対象とした抗体価の
測定が可能となった。抗体価の測定は、過去から現在にかけての感染状況の把握に役立つことから、
年齢別に調査を行うことにより、過去の状況から現在の状況への対策・感染状況の変化を把握する事
が可能となる。この意味においても、本研究開発は、複数感染症の診断のプロトタイプを完成させた
だけではなく、時間的感染状況把握の可能性を示した意義は大きい。また、数理解析により分布を分
離することにより、これまで注目されていなかった集団の分布が、潜伏していることも明らかとなった。
今後の疫学研究への発展が望まれる。

３．計画・手法の妥当性
診断用ビーズの開発については、とくに、アフリカを中心とした感染症に特化した開発が行われて
いなかったこと、また、診断用ビーズの開発をアカデミアとして行っている研究が尐ないことなどから、
多くの時間とコストをかけて、検討を重ねる必要があった。しかし、その間の試行錯誤、基礎実験によ
り、今後の開発過程の基礎データを蓄えることができた。今後の研究開発に関しては、時間的･コスト
的計画を本事業で得られた情報を基盤に行うことが可能となる。その上でも、貴重な研究開発工程が
多くあったと考えている。
当初（特に初年度）、試行錯誤が多く発生した分、計画が多尐遅延したものの、最終的に、当初の計
画通り研究開発を終了することが出来た。その意味において、計画･手法は妥当であったと判断する。

４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
平成 24 年度からの科学技術戦略推進費「途上国におけるイノベーションを促進する国際協力の戦
略的推進｣、プロジェクト名 「貧困層を中心とする複数感染症の一括・同時診断技術開発のアフリカ
拠点整備とその技術を用いた多種感染症の広域監視網と統合的感染症対策基盤の構築」（研究代
表者 「調

漸」）に継続･発展させることが出来た。この意味でも、評価が出来ると考えている。

５．その他
特になし。
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