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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法であって、
（ａ）薬剤耐性を示す原虫から抽出した染色体ＤＮＡを制限酵素で消化して複数の候補遺
伝子断片を調製し、前記候補遺伝子断片を人工染色体に組み込む工程、
（ｂ）前記候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入した組換え原虫を作製する工程、
（ｃ）前記組換え原虫を非ヒト哺乳動物に接種した後、薬剤を投与する工程、または前記
組換え原虫をｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養し、培養系に薬剤を添加する工程、および

（ｄ）前記非ヒト哺乳動物または前記培養系から薬剤耐性組換え原虫を回収し、前記原虫
に含まれる候補遺伝子断片を薬剤耐性遺伝子として同定する工程を含み、
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前記人工染色体が原虫由来のセントロメア領域を含む原虫人工染色体である方法。
【請求項２】
薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法であって、
（ａ）薬剤耐性を示すマラリア原虫から抽出した染色体ＤＮＡを制限酵素で消化して複数
の候補遺伝子断片を調製し、前記候補遺伝子断片を人工染色体に組み込む工程、
（ｂ）前記候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入した組換えマラリア原虫を作製する工
程、
（ｃ）前記組換えマラリア原虫を非ヒト哺乳動物に接種した後、薬剤を投与する工程、お
よび
（ｄ）前記非ヒト哺乳動物から薬剤耐性組換えマラリア原虫を回収し、前記マラリア原虫
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に含まれる候補遺伝子断片を薬剤耐性遺伝子として同定する工程を含み、
人工染色体がマラリア原虫由来のセントロメア領域を含むマラリア原虫人工染色体であ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法であって、
（ａ）薬剤耐性を示すマラリア原虫から抽出した染色体ＤＮＡを制限酵素で消化して複数
の候補遺伝子断片を調製し、前記候補遺伝子断片を人工染色体に組み込む工程、
（ｂ）前記候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入した組換えマラリア原虫を作製する工
程、
（ｃ）赤血球を用いて前記組換えマラリア原虫をｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養することで赤血球
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に感染させた後、薬剤を培養系に添加する工程、および
（ｄ）前記培養系から薬剤耐性組換えマラリア原虫を回収し、前記マラリア原虫に含まれ
る候補遺伝子断片を薬剤耐性遺伝子として同定する工程を含み、
前記人工染色体がマラリア原虫由来のセントロメア領域を含むマラリア原虫人工染色体
である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
非ヒト哺乳動物が、げっ歯類または霊長類である、請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
マラリア原虫人工染色体が、ネズミマラリア原虫、熱帯熱マラリア原虫、または三日熱マ
ラリア原虫由来のセントロメア領域を含むものである、請求項２〜４のいずれか１項に記
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載の方法。
【請求項６】
マラリア原虫人工染色体が、環状人工染色体である、請求項２〜５のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項７】
マラリア原虫人工染色体が、直鎖状人工染色体である、請求項２〜５のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項８】
候補遺伝子断片が、薬剤耐性マラリア原虫由来の遺伝子断片である、請求項１〜７のいず
れか１項に記載の方法。
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【請求項９】
候補遺伝子断片が、２．５〜４．０ｋｂの平均長を有する、請求項１〜８のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１０】
候補遺伝子断片が、４．０〜１０ｋｂの平均長を有する、請求項１〜８のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１１】
候補遺伝子断片が、１０〜５０ｋｂの平均長を有する、請求項１〜８のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１２】
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薬剤がマラリア治療薬である、請求項１〜１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
マラリア治療薬が、クロロキン、キニーネ、ピリメサミン、メフロキン、プリマキン、お
よびアルテミシニンからなる群から選択される薬剤である、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
組換えマラリア原虫を作製する方法であって、
（ａ）赤血球侵入直前期のシゾント期マラリア原虫を調製する工程、および
（ｂ）エレクトロポレーションにより、赤血球侵入直前期のシゾント期マラリア原虫に人
工染色体を直接導入する工程を含み、
前記人工染色体がマラリア原虫由来のセントロメア領域を含むマラリア原虫人工染色体
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であり、前記マラリア原虫が、熱帯熱マラリア原虫、三日熱マラリア原虫、四日熱マラリ
ア原虫、卵形マラリア原虫、およびサルマラリア原虫（Ｐ．ｃｙｎｏｍｏｌｇｉおよびＰ
．ｋｎｏｗｌｅｓｉ）からなる群から選択される方法。
【請求項１６】
請求項１４記載の方法を用いて組換えマラリア原虫を作製することを特徴とする、請求項
３記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、日本特許出願２０１０−０７１６８８（２０１０年３月２６日出願）に基づ
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く優先権を主張しており、この内容は本明細書に参照として取り込まれる。
【０００２】
本発明は、原虫人工染色体を用いた、薬剤耐性遺伝子の迅速同定法に関する。詳しくは
、マラリア原虫人工染色体を利用して組換えマラリア原虫を作製して、非ヒト哺乳動物に
接種もしくは赤血球を用いた血液ステージ原虫のｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養系を用い、薬剤存

在下での該組換えマラリア原虫の生存を指標として、薬剤耐性遺伝子をスクリーニングす
る方法に関する。また、本発明は、マラリア原虫に高効率で外来遺伝子を直接導入するこ
とによって、組換えマラリア原虫を作製する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
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マラリアは、ハマダラカ属の蚊によって媒介され、プラスモジウム属に属するマラリア
原虫が赤血球に感染することによって起こる、原虫性の熱性疾患である。ヒトに感染する
マラリア原虫としては、熱帯熱マラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ
ｕｍ）、三日熱マラリア原虫（Ｐ．

ｆａｌｃｉｐａｒ

ｖｉｖａｘ）、四日熱マラリア原虫（Ｐ．

ａｒｉａｅ）、卵形マラリア原虫（Ｐ．

ｍａｌ

ｏｖａｌｅ）の４種が知られている。このうち

、熱帯熱マラリア原虫により引き起こされる熱帯熱マラリアは、患者数、重篤性、薬剤耐
性の広がりから、最も重要なものと考えられている。なお、ヒト以外の哺乳類、主として
霊長類とげっ歯類にも、マラリア原虫はハマダラカ属の蚊を媒介として感染する。サルに
感染するマラリア原虫として、プラスモディウム・ノウレシ（Ｐ．
、サル三日熱マラリア原虫（Ｐ．

ｋｎｏｗｌｅｓｉ）

ｃｙｎｏｍｏｌｇｉ）の２種が知られており、ネズミ
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に感染するネズミマラリア原虫として、プラスモディウム・ベルゲイ（Ｐｌａｓｍｏｄｉ
ｕｍ

ｂｅｒｇｈｅｉ）、プラスモディウム・シャバウディ（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ

ｈａｂａｕｄｉ）、プラスモディウム・ヨエリ（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ

ｃ

ｙｏｅｌｉｉ）

の３種が知られている。
【０００４】
マラリアのワクチンは、原虫の抗原が変化することなどから、その開発は困難であると
いわれている。近年、原虫の抗原を遺伝子工学的に生産することにより、マラリアに対す
るワクチンを開発する試みなども行われているが、実用化されたものは未だない。よって
、現在、マラリアの治療は、クロロキン、キニーネ、ピリメサミン、メフロキン、プリマ
キン、アルテミシニンなどの抗マラリア薬を投与することにより実施されている。しかし
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、薬剤耐性原虫の出現及びその分布の拡大により、抗マラリア薬を用いた治療は困難とな
ってきており、そのため、薬剤耐性遺伝子の同定、耐性機構の解明、及び耐性原虫の分布
の把握は急務の課題である。
【０００５】
従来、マラリア原虫が有する薬剤耐性遺伝子の同定は、薬剤耐性原虫と野生型原虫を掛
け合わせ、その子孫原虫の染色体マーカーを用いた多型解析（ＲＦＬＰ等）を行うことに
よりなされてきたが、子孫原虫の掛け合わせに媒介蚊が必要であること、および解析には
多数の子孫原虫が必要であることから、該方法は多大な労力と時間を要する。実際、この
２０年間で２〜３種類の薬剤耐性遺伝子しか同定されていない。また、上記方法を用いて
、仮に薬剤耐性遺伝子の候補が同定された場合においても、遺伝子組換え原虫を作製し、
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耐性能を確認する必要がある。
【０００６】
遺伝子組換え熱帯熱マラリア原虫を作製するための遺伝子導入は、非感染赤血球へＤＮ
Ａを導入し、その後原虫を感染させ、原虫の自然な取り込みによって行う手法（間接導入
法）、または原虫の同調培養を行い、リング期原虫が多いタイミングで、原虫を精製回収
することなくＤＮＡを直接導入する方法（直接導入法）を用いて行われている。これらの
方法は、遺伝子導入効率が非常に低く、組換え原虫を得るまでに少なくとも１ヶ月以上、
長期の場合には半年以上かかることもあり、時間・コスト・労力の面から改良する必要が
ある。そのような必要性に鑑み、従来よりシゾント期原虫は、遺伝子導入後に直ちに赤血
球に感染できること、並びに感染赤血球内に多数の原虫が存在することから、該ステージ
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の原虫を使用すれば遺伝子導入効率が改善されるのではないかと考えられていた。しかし
ながらエレクトロポレーションにより死滅するため、実際に遺伝子導入に使用することは
できなかった。
【０００７】
以上の通り、マラリア原虫の薬剤耐性遺伝子の同定、耐性機構の解明、及び耐性原虫の
分布の把握は急務の課題であるにもかかわらず、迅速かつ正確な薬剤耐性遺伝子を同定す
る方法は確立されていなかった。また、薬剤耐性遺伝子の同定にも使用し得る、従来技術
よりも迅速で効率がよい熱帯熱マラリア原虫への遺伝子導入法の開発が望まれていた。
【先行技術文献】
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明の目的は、迅速かつ正確な、原虫の薬剤耐性遺伝子の同定法を提供すること、具
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体的には、迅速かつ正確な、マラリア原虫の薬剤耐性遺伝子の同定法を提供することにあ
る。さらに、本発明の目的は、従来技術よりも効率のよいマラリア原虫への遺伝子導入法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するため、候補遺伝子断片を導入した遺伝子組換えマラリア原虫を作製
して、非ヒト哺乳動物へ接種、もしくは赤血球存在下でｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養することで

赤血球に感染させ、薬剤投与後における動物体内もしくは培養系での該組換えマラリア原
虫の生存を指標として、候補遺伝子が薬剤耐性遺伝子か否かを判定した。そして選択され
たマラリア原虫内に導入されている人工染色体を回収し、その中に組み込まれた候補遺伝
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子断片の塩基配列を決定して薬剤耐性遺伝子を同定した。なお、候補遺伝子断片の導入に
は、発明者らが独自に開発した、迅速かつ簡便にマラリア原虫の遺伝子組換えを行うこと
ができるマラリア原虫人工染色体（特願２００９−０５１４５４）を用いた。このマラリ
ア原虫人工染色体を用いることで、従来の方法に比べて迅速に薬剤耐性遺伝子の同定を行
うことができた。
【００１１】
また、候補遺伝子断片を導入した遺伝子組換え熱帯熱マラリア原虫を作製する際、熱帯
熱マラリア原虫の細胞周期を同調させて赤血球侵入直前期のシゾント期の原虫を調製し、
当該特定の細胞周期の原虫に遺伝子を直接導入することで、従来の方法に比べて短期間で
遺伝子組換え熱帯熱マラリア原虫を得ることができた。
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【００１２】
すなわち、本発明は、薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法であって、
（ａ）候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入した組換え原虫を作製する工程、
（ｂ）前記組換え原虫を非ヒト哺乳動物に接種した後、薬剤を投与する工程、または前記
組換え原虫をｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養し、培養系に薬剤を添加する工程、および

（ｃ）前記非ヒト哺乳動物または前記培養系から薬剤耐性組換え原虫を回収し、前記原虫
に含まれる候補遺伝子断片を薬剤耐性遺伝子として同定する工程を含み、
前記人工染色体が原虫由来のセントロメア領域を含む原虫人工染色体である方法に関す
る。
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【００１３】
また、本発明は、薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法であって、
（ａ）候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入した組換えマラリア原虫を作製する工程、
（ｂ）前記組換えマラリア原虫を非ヒト哺乳動物に接種した後、薬剤を投与する工程、お
よび
（ｃ）前記非ヒト哺乳動物から薬剤耐性組換えマラリア原虫を回収し、前記マラリア原虫
に含まれる候補遺伝子断片を薬剤耐性遺伝子として同定する工程を含み、
前記人工染色体がマラリア原虫由来のセントロメア領域を含むマラリア原虫人工染色体
である方法に関する。
【００１４】
また、本発明は、薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法であって、
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（ａ）候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入した組換えマラリア原虫を作製する工程、
（ｂ）赤血球を用いて前記組換えマラリア原虫をｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養することで赤血球

に感染させた後、薬剤を培養系に添加する工程、および
（ｃ）前記培養系から薬剤耐性組換えマラリア原虫を回収し、前記マラリア原虫に含まれ
る候補遺伝子断片を薬剤耐性遺伝子として同定する工程を含み、
前記人工染色体がマラリア原虫由来のセントロメア領域を含むマラリア原虫人工染色体
である方法に関する。
【００１５】
前記非ヒト哺乳動物として、げっ歯類または霊長類を使用してもよい。
【００１６】
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前記マラリア原虫人工染色体としては、ネズミマラリア原虫、熱帯熱マラリア原虫、ま
たは三日熱マラリア原虫由来のセントロメア領域を含むものを使用することができる。
【００１７】
前記マラリア原虫人工染色体は、環状人工染色体でも直鎖状人工染色体でもよい。
【００１８】
前記候補遺伝子断片は、薬剤耐性マラリア原虫由来の遺伝子断片とすることができる。
【００１９】
本発明の方法は、前記候補遺伝子断片の平均長が、２．５〜４．０ｋｂ、４〜１０ｋｂ
、及び１０〜５０ｋｂであっても実施することができる。
【００２０】
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前記薬剤としては、例えばクロロキン、キニーネ、ピリメサミン、メフロキン、プリマ
キン、およびアルテミシニンからなる群から選択されるマラリア治療薬を使用することが
できる。
【００２１】
さらに、本発明は、組換えマラリア原虫を作製する方法であって、
（ａ）赤血球侵入直前期のシゾント期マラリア原虫を調製する工程、および
（ｂ）エレクトロポレーションにより、赤血球侵入直前期のシゾント期マラリア原虫に人
工染色体を直接導入する工程を含み、
前記人工染色体がマラリア原虫由来のセントロメア領域を含むマラリア原虫人工染色体
である方法に関する。
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【００２２】
前記マラリア原虫は、熱帯熱マラリア原虫、三日熱マラリア原虫、四日熱マラリア原虫
、卵形マラリア原虫、およびサルマラリア原虫（Ｐ．

ｃｙｎｏｍｏｌｇｉおよびＰ．

ｋｎｏｗｌｅｓｉ）からなる群から選択されてもよい。
【００２３】
前記組換えマラリア原虫を作製する方法を用いて候補遺伝子断片を含む人工染色体を導
入した組換えマラリア原虫を作製し、前記薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法を実
施してもよい。
【００２４】
ここで、前記マラリア原虫は、熱帯熱マラリア原虫、三日熱マラリア原虫、四日熱マラ
リア原虫、卵形マラリア原虫、およびサルマラリア原虫（Ｐ．
びＰ．

10

ｃｙｎｏｍｏｌｇｉおよ

ｋｎｏｗｌｅｓｉ）からなる群から選択されてもよい。

【発明の効果】
【００２５】
本発明に係る同定法を用いると、薬剤耐性遺伝子を同定するまでに要する全工程を、１
〜３週間程度で終了することが可能であり、従来の方法に比べて飛躍的に迅速かつ簡便に
薬剤耐性遺伝子を同定することができる。また、本発明に係る同定法に従うと、薬剤存在
下での組換えマラリア原虫の生存を指標として選択する、すなわち、実際に薬剤耐性を示
す原虫を選択するため、確実に耐性遺伝子を同定することができる。さらに、本発明の方
法を用いると、一度に複数の薬剤耐性遺伝子を同定することが可能である。

20

【００２６】
また、本発明に係る組換えマラリア原虫作製方法を用いると、外来遺伝子の導入効率を
、従来法の約１０００倍以上改善することができるため、従来よりも短期間で組換えマラ
リア原虫を得ることができる。よって、本発明に係る組換えマラリア原虫作製方法を用い
て本発明に係る薬剤耐性遺伝子のスクリーニング法を実施すると、さらに迅速かつ簡便に
薬剤耐性遺伝子を同定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、マラリア原虫の薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法の概略を示す
。
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【図２】図２は、ネズミマラリア原虫人工染色体の構造を示す模式図である。
【図３】図３は、本発明に係る同定法に従って選択された組換えマラリア原虫が、薬剤耐
性遺伝子を有していることを示す、ＰＣＲの結果である。
【図４】図４は、本発明の方法に従って選択されたマラリア原虫が、薬剤耐性遺伝子を有
していること、および薬剤耐性遺伝子を含む複数種類のＤＮＡ断片が人工染色体に組み込
まれていることを示すサザンブロットであり、理論上、一度に複数種類の薬剤耐性遺伝子
を同定できることを示している。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の方法に従って選択されたマラリア原虫が人工染色体を有す
ることを示すサザンブロットである（プローブとしてｇｆｐを使用）。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の方法に従って選択されたマラリア原虫内の人工染色体に薬
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剤耐性遺伝子が組み込まれていることを示すサザンブロットである（プローブとしてヒト
ｄｈｆｒを使用）。
【図６】図６は、熱帯熱マラリア原虫の薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法の概略
を示す。
【図７】図７は、熱帯熱マラリア原虫人工染色体の構造を示す模式図である。
【図８】図８は、熱帯熱マラリア原虫の赤血球侵入直前期のシゾント期原虫の顕微鏡観察
像（明視野像および蛍光検出像（核染色））である。
【図９】図９は、直接導入法および間接導入法（人工染色体またはコントロールプラスミ
ドを使用）に従って遺伝子導入を行った際の、熱帯熱マラリア原虫の寄生率と導入後の日
数に関するグラフである。
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【図１０】図１０は、熱帯熱マラリア原虫の遺伝子ライブラリーが構築されたことを示す
サザンブロットである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
本発明は、原虫人工染色体を利用して、薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法に関
する。具体的には、本発明は、マラリア原虫人工染色体を利用して候補遺伝子断片を導入
した組換えマラリア原虫を作製して、非ヒト哺乳動物に接種した後、薬剤を投与し、もし
くは赤血球を用いた血液ステージの原虫のｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養系を用いて培養して薬剤

を培養系に添加し、薬剤存在下での該組換えマラリア原虫の生存を指標として、候補遺伝
10

子が薬剤耐性遺伝子か否かをスクリーニングする方法に関する。
【００２９】
また、本発明は、マラリア原虫の細胞周期を同調させて赤血球侵入直前期のシゾント期
のマラリア原虫を調製し、当該特定の細胞周期のマラリア原虫に遺伝子を直接導入して遺
伝子組換えマラリア原虫を作製する方法に関する。
【００３０】
１．定義
「薬剤耐性遺伝子」とは、例えば薬剤を不活性化する酵素をコードする遺伝子等、薬剤
に対する抵抗性を与える分子をコードする遺伝子を指す。該遺伝子がコードする分子の働
きによって耐性を得た生物に対しては、その治療薬が効かなくなる、または効きにくくな

20

る。
【００３１】
「原虫」とは真核単細胞の動物、即ち原生動物のことを指す。
【００３２】
本発明において、「組換えマラリア原虫」とは、候補遺伝子断片を導入したマラリア原
虫人工染色体を有するマラリア原虫のことをいう。
【００３３】
「セントロメア領域」とは、細胞分裂期における染色体の均等分配に働くゲノム領域で
ある。プラスモジウム属原虫では、一般的に、セントロメア領域はアデニン−チミジン塩
基対に富み、繰り返し配列を有することが知られている。本発明において、セントロメア
領域の配列は、セントロメアとしての機能を有する限り、その一部に改変を施されてもよ

30

い。ここで「一部に改変」とは、対象となる領域の配列において、１もしくは複数の塩基
を置換、欠失、挿入、および／または付加することをいう。
【００３４】
マラリア原虫の一般的なライフサイクルは、次の通りである。まず、蚊の吸血によりス
ポロゾイトが宿主へ注入される。スポロゾイトは血流に乗り、肝細胞へと到達、寄生し、
増殖する。増殖した原虫は赤血球に感染可能なメロゾイト（肝臓メロゾイト）となり、肝
細胞から血流へと放出され、赤血球に感染する。赤血球に感染すると、原虫は輪状体（リ
ング）、栄養体（トロホゾイト）、分裂体（シゾント）と分化後、再びメロゾイト（赤血
球メロゾイト）となる。メロゾイトは赤血球から放出後、再び赤血球へ感染し、前述の分
化を繰り返す。一方、分化の過程で一部の原虫は雌雄の生殖母体（ガメトサイト）へと分
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化する。蚊に吸血されるとガメトサイトは蚊の中腸へと移動し、雌雄の生殖体（ガメート
）となり、接合後、接合体（ザイゴート）、虫様体（オーキネート）と分化する。分化後
、中腸でシスト（オーシスト）を形成し、シスト内にスポロゾイトが形成される。スポロ
ゾイトはその後、中腸から唾液腺へと移動し、次の吸血を待ち、これによりマラリア原虫
のライフサイクルが完成する。
【００３５】
シゾント期マラリア原虫は、さらにシゾント期前期（ｅａｒｌｙ
マラリア原虫とシゾント期後期（ｌａｔｅ

ｓｃｈｉｚｏｎｔ）

ｓｃｈｉｚｏｎｔ）マラリア原虫に区別する

ことができる。ここで、シゾント期マラリア原虫とは、一般に、「核分裂が始まったとこ
ろから、赤血球から放出される直前まで」のマラリア原虫を指し、シゾント期において、
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核の数が２個、４個と増えていき、３２個まで増加することが知られている。また、シゾ
ント期マラリア原虫が分化して形成される「メロゾイト期マラリア原虫」は、赤血球にも
寄生胞にも含まれていないことが知られている（Michael
crobiology,

10:

1925‑1934,

J.

Blackman:

Cellular

Mi

2008）。

【００３６】
そこで、本発明の方法においては、「シゾント期前期マラリア原虫」は、シゾント期マ
ラリア原虫のうち核の数が２個、４個、または８個である原虫と、「シゾント期後期マラ
リア原虫」は、シゾント期マラリア原虫のうち核の数が１６個または３２個である原虫と
定義する。
10

【００３７】
本発明において、「赤血球侵入直前期のシゾント期マラリア原虫」または「成熟シゾン
ト期マラリア原虫」とは、シゾント期後期マラリア原虫のうち、メロゾイトになる直前の
マラリア原虫をいい、核の数が１６個または３２個であって、赤血球膜または寄生胞膜の
どちらか一方が消失している原虫と定義する。
【００３８】
本発明において、「密度勾配を形成する媒体」とは、それ自身で、または遠心分離によ
り密度勾配を形成する液体状または粒子状の物質をいう。
【００３９】
２．１

原虫人工染色体

本発明において、原虫人工染色体は、宿主原虫由来のセントロメア領域を含むものであ

20

って、さらにテロメア領域、マーカータンパク質をコードする遺伝子、およびレポーター
遺伝子等の外来遺伝子を含んでもよい。外来遺伝子としては、追跡可能なマーカータンパ
ク質をコードする遺伝子、例えば緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）、黄色蛍光タンパク質（
ＹＦＰ）、およびシアン蛍光タンパク質（ＣＦＰ）をコードする遺伝子、ならびに他のレ
ポーター遺伝子が含まれる。原虫人工染色体は、さらに、外来遺伝子を発現させ、または
外来遺伝子の発現を調節するために必要な領域である、制御領域を含んでもよい。
【００４０】
原虫人工染色体のベースとしては、例えば、大腸菌を宿主とするｐＢＲ３２２、ｐＵＣ
１８、ｐＵＣ１９、ｐＵＣ１１８、ｐＵＣ１１９、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔ（登録商標）
などから選択されるプラスミドを用いることができ、セントロメア領域の配列、テロメア

30

領域の配列、制御領域の配列、および外来遺伝子配列は、人工染色体が機能しうる配置で
プラスミドに組み込まれる。プラスミドとは、核酸を細胞へ導入するのに使用される独立
したエレメントをいう。
【００４１】
宿主原虫としては、例えば、トキソプラズマ属原虫（Ｔｏｘｏｐｌａｓｍａ）、バベシ
ア属原虫（Ｂａｂｅｓｉａ）、および、プラスモジウム属原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ）
等のアピコンプレクス門（Ａｐｉｃｏｍｐｌｅｘａ）に属する原虫、ならびにトリパノソ
ーマ属原虫（Ｔｒｙｐａｎｏｓｏｍａ）を使用することができる。例えば、プラスモジウ
ム属原虫では、一般的に、セントロメア領域はアデニン−チミジン塩基対に富み、繰り返
し配列を有することが知られているので、セントロメア領域を推定することができる。他

40

に、トリパノソーマ属原虫ではグアニン―シトシンに富む領域がセントロメア領域である
と推定されている（Ｇｅｎｏｍｅ

Ｂｉｏｌ．

２００７；８（３）：Ｒ３７）。

【００４２】
２．２

マラリア原虫人工染色体

本発明においては、発明者らが以前開発して特許出願を行った、マラリア原虫人工染色
体（特願２００９−０５１４５４）を使用することができる。該マラリア原虫人工染色体
は、
（１）セントロメアの働きにより、細胞分裂時に娘原虫へ均一に分配され、結果人工染色
体を持たない原虫は生じないため、通常のプラスミドより迅速に組換え原虫を作製するこ
とができる、
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（２）セントロメアの働きにより、ＤＮＡ複製時に相同組換えにより染色体に組み込まれ
ず、常に核内で原虫染色体とは独立して存在する、
（３）通常のプラスミドで見られる異常な複製が起こらない（マラリア原虫では通常のプ
ラスミドは複製時、ローリングサーキュラータイプの複製が起き、これにより、プラスミ
ドの多量体化（Ｃｏｎｃａｔｅｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）が起こる）、および
（４）均一な分配により、薬剤非存在下でも安定的に維持される（通常のプラスミドは不
均一な分配のため、薬剤非存在下では安定的に原虫内で維持されず、最終的には原虫から
失われてしまう）という利点を有する。
【００４３】
マラリア原虫人工染色体のベースとしては、例えば、大腸菌を宿主とするｐＢＲ３２２

10

、ｐＵＣ１８、ｐＵＣ１９、ｐＵＣ１１８、ｐＵＣ１１９、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔ（登
録商標）などから選択されるプラスミドを用いることができる。プラスミドとは、核酸を
細胞へ導入するのに使用される独立したエレメントをいう。
【００４４】
マラリア原虫人工染色体は、宿主マラリア原虫由来のセントロメア領域を含むものであ
って、さらにテロメア領域、マーカータンパク質をコードする遺伝子、およびレポーター
遺伝子等の外来遺伝子を含んでもよい。外来遺伝子としては、追跡可能なマーカータンパ
ク質をコードする遺伝子、例えば緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）、黄色蛍光タンパク質（
ＹＦＰ）、およびシアン蛍光タンパク質（ＣＦＰ）をコードする遺伝子、ならびに他のレ
ポーター遺伝子、例えばクロラムフェニコールアセチル基転移酵素（ｃｈｌｏｒａｍｐｈ
ｅｎｉｃｏｌ

ａｃｅｔｙｌｔｒａｎｓｆｅｒａｓｅ

20

（ＣＡＴ））遺伝子が含まれる。

【００４５】
また、マラリア原虫人工染色体では、外来遺伝子あるいはその制御領域の配列に、宿主
と異なるマラリア原虫種由来の配列を用いることができる。外来遺伝子の制御領域に宿主
と異種のマラリア原虫に由来する配列を利用することにより、導入遺伝子の宿主染色体へ
の取り込みを抑制することができるので、予期せぬ宿主染色体への相同組換えによる組み
込みが起こる可能性は排除され、より確実性を持って、正確な実験を行うことができる。
【００４６】
なお、外来遺伝子の「制御領域」とは、マラリア原虫内で外来遺伝子を発現させ、また
は外来遺伝子の発現を調節するために必要な領域をいい、例えば、プロモーター領域、転
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写終結領域等が含まれる。
【００４７】
マラリア原虫人工染色体において、セントロメア領域の配列、テロメア領域の配列、制
御領域の配列、および外来遺伝子配列は、人工染色体が機能しうる配置でプラスミドに組
み込まれる。
【００４８】
本発明において使用しうる宿主マラリア原虫としては、熱帯熱マラリア原虫（Ｐ．
ａｌｃｉｐａｒｕｍ）、三日熱マラリア原虫（Ｐ．
（Ｐ．
Ｐ．

ｖｉｖａｘ）、四日熱マラリア原虫

ｍａｌａｒｉａｅ）、卵形マラリア原虫（Ｐ．

虫（Ｐ．

ｃｙｎｏｍｏｌｇｉおよびＰ．

ｂｅｒｇｈｅｉ、Ｐ．

ｆ

ｏｖａｌｅ）、サルマラリア原

ｋｎｏｗｌｅｓｉ）、ネズミマラリア原虫（

ｃｈａｂａｕｄｉ、Ｐ．

40

ｙｏｅｌｉｉ）等が挙げられる

。
【００４９】
本発明において使用しうる宿主と異なるマラリア原虫としては、熱帯熱マラリア原虫（
Ｐ．

ｆａｌｃｉｐａｒｕｍ）、三日熱マラリア原虫（Ｐ．

リア原虫（Ｐ．

ｍａｌａｒｉａｅ）、卵形マラリア原虫（Ｐ．

ラリア原虫（Ｐ．
ア原虫（Ｐ．

ｖｉｖａｘ）、四日熱マラ

ｃｙｎｏｍｏｌｇｉおよびＰ．

ｂｅｒｇｈｅｉ、Ｐ．

ｏｖａｌｅ）、サルマ

ｋｎｏｗｌｅｓｉ）、ネズミマラリ

ｃｈａｂａｕｄｉ、Ｐ．

ｙｏｅｌｉｉ）等が挙

げられる。
【００５０】
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本発明の１つの実施形態として、宿主がネズミマラリア原虫であって、５番染色体由来
のセントロメア領域の配列（配列番号１）を有する、ネズミマラリア原虫用の人工染色体
を使用することができる。
【００５１】
別な実施形態として、宿主が熱帯熱マラリア原虫であって、１〜９番および１１〜１４
番染色体由来のセントロメア領域の配列から選ばれるいずれかの配列を有し、あるいはそ
の制御領域の配列としてネズミマラリア原虫由来の配列を含む、熱帯熱マラリア原虫用の
人工染色体を使用することができる。本明細書では、熱帯熱マラリア原虫５番、１番、２
番、３番、４番、６番、７番、８番、９番、１１番、１２番、１３番、１４番染色体に由
来するセントロメア領域の配列を、それぞれ配列表の配列番号２〜１４に示す。

10

【００５２】
別な実施形態として、宿主が三日熱マラリア原虫（Ｐ．

ｖｉｖａｘ）であって、三日

熱マラリア原虫の染色体由来のセントロメア領域の配列を有する、三日熱マラリア原虫用
の人工染色体を使用することができる。本明細書では、三日熱マラリア原虫の染色体に由
来するセントロメア領域の配列と推定される配列を、配列表の配列番号１６〜１９に示す
。
【００５３】
本発明において使用するマラリア原虫人工染色体は、環状人工染色体であってもよいし
、直鎖状人工染色体であってもよい。本発明を限定するものではないが、ネズミマラリア
原虫人工染色体の場合、直鎖状人工染色体の方が、通常の環状プラスミドと比較し、１０

20

倍以上遺伝子導入効率が上昇するという利点を有するため、より簡便に本発明を実施でき
ると考えられる。
【００５４】
３．薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法
本発明は、上記２に従って構築した原虫人工染色体を使用して、（１）候補遺伝子断片
を含む人工染色体を導入した組換え原虫を作製する、（２）前記組換え原虫を非ヒト哺乳
動物に接種した後、薬剤を投与する、または前記組換え原虫をｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養し、

培養系に薬剤を添加する、および（３）前記非ヒト哺乳動物または前記培養系から薬剤耐
性組換え原虫を回収し、前記原虫に含まれる候補遺伝子断片を薬剤耐性遺伝子として同定
することにより、薬剤耐性遺伝子をスクリーニングすることができる。例えば、マラリア

30

原虫人工染色体を使用する場合には、以下の工程を実施することにより薬剤耐性遺伝子を
スクリーニングすることができる。
【００５５】
（１）候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入した組換えマラリア原虫を作製する工程
候補遺伝子断片を、例えば、Ｔ４リガーゼ等のＤＮＡリガーゼを用いてマラリア原虫人
工染色体に組み込む。ＤＮＡリガーゼを用いた連結は、当業者に周知の方法により行うこ
とができる。候補遺伝子断片を組み込まれた人工染色体は、当業者に周知の方法、例えば
エレクトロポレーション法を使用して、野生型宿主マラリア原虫に導入される。以上の工
程により、候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入した組換えマラリア原虫が作製される
40

。
【００５６】
候補遺伝子断片としては、例えば、薬剤耐性を示すマラリア原虫由来のＤＮＡフラグメ
ント、他の原虫の薬剤耐性遺伝子に類似した配列等が挙げられる。
【００５７】
候補遺伝子断片の平均長は、２．５〜４．０ｋｂ、好ましくは４．０〜１０ｋｂ、より
好ましくは１０〜５０ｋｂである。大きな候補遺伝子断片を使用すると、薬剤耐性遺伝子
のクローニングの確実性を向上させることができる。
【００５８】
本発明の１つの実施形態として、薬剤耐性を示すマラリア原虫について遺伝子ライブラ
リーを作製し、かかる遺伝子ライブラリーを、本発明における候補遺伝子断片を含む人工
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染色体として使用して、スクリーニングを行うことができる。該実施形態においては、ま
ず薬剤耐性を示すマラリア原虫から、染色体ＤＮＡを抽出し、該ＤＮＡを制限酵素で消化
して候補遺伝子断片を含むＤＮＡ断片を得る。ＤＮＡの抽出および消化は、当業者に周知
の方法により行うことができる。次に、得られた候補遺伝子断片を含むＤＮＡ断片を、Ｄ
ＮＡリガーゼを用いてマラリア原虫人工染色体に組み込み、遺伝子ライブラリーを作製す
る。限定するものではないが、ＤＮＡリガーゼは、例えば、Ｔ４リガーゼ等を使用するこ
とができる。ＤＮＡリガーゼを用いた連結は、当業者に周知の方法により行うことができ
る。なお、染色体ＤＮＡの抽出から遺伝子ライブラリーを作製するまでの工程は、約２日
間で実施することができる。
10

【００５９】
薬剤耐性を示すマラリア原虫は、熱帯熱マラリア原虫（Ｐ．
、三日熱マラリア原虫（Ｐ．

ａｅ）、卵形マラリア原虫（Ｐ．
ｏｌｇｉおよびＰ．
、Ｐ．

ｆａｌｃｉｐａｒｕｍ）

ｖｉｖａｘ）、四日熱マラリア原虫（Ｐ．

ｍａｌａｒｉ

ｏｖａｌｅ）、サルマラリア原虫（Ｐ．

ｋｎｏｗｌｅｓｉ）、ネズミマラリア原虫（Ｐ．

ｃｈａｂａｕｄｉ、Ｐ．

ｃｙｎｏｍ

ｂｅｒｇｈｅｉ

ｙｏｅｌｉｉ）からなる群から選択することができる

。
【００６０】
（２）組換えマラリア原虫を非ヒト哺乳動物に接種した後、薬剤を投与する工程、または
赤血球を用いてｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養することで赤血球に感染させた後、薬剤を培養系に
20

添加する工程
候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入された組換えマラリア原虫を、導入後、直ちに
、宿主マラリア原虫が感染しうる非ヒト哺乳動物に接種し、赤血球へ感染させる。本発明
の方法において使用しうる非ヒト哺乳動物としては、げっ歯類および霊長類が挙げられる
。例えば、ネズミマラリア原虫人工染色体を使用した場合、マウスまたはラットに接種す
ることができ、熱帯熱マラリア原虫人工染色体を使用した場合、サルに接種することがで
きる。
【００６１】
または、候補遺伝子断片を含む人工染色体を導入された組換えマラリア原虫を、ｉｎ
ｖｉｔｒｏ培養系において培養し、赤血球へ感染させる。

30

【００６２】
熱帯熱マラリア原虫は連続培養法が確立されていることから、当該方法を用いて、ｉｎ
ｖｉｔｒｏで組換えマラリア原虫を培養できる（Ｔｒａｇｅｒ，
ｎｓｅｎ．
ｉｎ

Ｊ．Ｂ．

（１９７６）

ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ

Ｗ．

ａｎｄ

Ｊｅ

Ｈｕｍａｎ

ｍａｌａｒｉａ

ｐａｒａｓｉｔｅ

ｃｕｌｔｕｒｅ．

Ｓｃｉｅｎｃｅ

１９３，

６７３

−６７５）。
【００６３】
接種から一定時間経過後、組換えマラリア原虫を接種した非ヒト哺乳動物もしくは培養
系の培地に、薬剤を投与または添加する。ここで使用しうる薬剤は、例えば、クロロキン
、キニーネ、ピリメサミン、メフロキン、プリマキン、アルテミシニン等のマラリア治療
薬である。例えば、ネズミマラリア原虫人工染色体を使用した場合には接種後２０時間か

40

ら３０時間後から、熱帯熱マラリア原虫を使用した場合には接種後４８時間後から、薬剤
の投与を開始してもよい。薬剤の投与量、投与頻度、および投与期間は、各薬剤毎に、当
業者により適宜調整される。
【００６４】
本発明の１つの実施形態として、薬剤耐性を示すマラリア原虫の遺伝子ライブラリーを
使用した場合、染色体ＤＮＡを抽出したマラリア原虫が耐性を示していたマラリア治療薬
を薬剤として使用することができる。
【００６５】
（３）非ヒト哺乳動物由来感染赤血球及びｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養系における感染赤血球か

ら薬剤耐性組換えマラリア原虫を回収し、マラリア原虫に含まれる候補遺伝子断片を薬剤
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耐性遺伝子として同定する工程
組換えマラリア原虫を、非ヒト哺乳動物に接種して一定期間薬剤を投与した後、または
ｉｎ

ｖｉｔｒｏ培養系において赤血球に感染させて一定期間薬剤を培養系に添加した後

、動物体内もしくは培養系内で生存したマラリア原虫を回収する。薬剤の投与により、野
生型マラリア原虫および薬剤耐性遺伝子を有しない組換えマラリア原虫は動物の体内また
は培養系から排除されるので、かかる工程では、薬剤耐性を獲得した組換えマラリア原虫
のみが回収される。
【００６６】
候補遺伝子断片を含む人工染色体を野生型マラリア原虫に導入する工程から、薬剤耐性
を獲得した組換えマラリア原虫を回収する工程まで、約５〜２０日を要する。

10

【００６７】
回収された組換えマラリア原虫に含まれる、マラリア原虫人工染色体に組み込まれた候
補遺伝子断片を含むＤＮＡ断片を制限酵素を用いて切り出し、塩基配列を決定して薬剤耐
性遺伝子として同定する。かかる工程は、当業者に周知の方法により実施することができ
る。
【００６８】
回収した組換えマラリア原虫から人工染色体を回収し、候補遺伝子断片の塩基配列を同
定する工程に、約２日を要する。
【００６９】
20

４．組換えマラリア原虫を作製する方法
本発明を用いると、上記２．２に従って構築したマラリア原虫人工染色体を使用して、
従来よりも迅速かつ簡便に人工染色体を導入した組換えマラリア原虫を作製することがで
きる。
【００７０】
（１）赤血球侵入直前期のシゾント期マラリア原虫を調製する工程
（ｉ）シゾント期原虫の精製
マラリア原虫を培養している培養液を遠心して上清を除去し、マラリア原虫を高濃度に
含むようにマラリア原虫溶液を調製する。該マラリア原虫溶液を密度勾配遠心に供してマ
ラリア原虫をライフサイクル中の特定のステージごとに分離精製し、中間層にあるシゾン
ト期原虫を回収する。一般に、リング期原虫とシゾント期原虫とでは、シゾント期原虫の

30

方が比重が軽いことが知られている。シゾント期原虫は、蛍光顕微鏡観察により、核の分
裂・形状を指標として選択することができる。また、シゾント期の原虫はギムザ染色後、
顕微鏡観察により核の分裂、形状を指標として選択することもできる。
【００７１】
密度勾配を形成する媒体としては、例えばショ糖、グリセロール、ニコデンツ（Ｎｙｃ
ｏｄｅｎｚ（登録商標）、Ａｘｉｓ−Ｓｈｉｅｌｄ

ＰｏＣ

ＡＳ製）が挙げられ、イオ

ン性又は非イオン性のいずれのものも使用できる。また、フィコール（Ｆｉｃｏｌｌ（登
録商標））、フィコール−パック（Ｆｉｃｏｌｌ−Ｐａｑｕｅ（登録商標））やパーコー
ル（Ｐｅｒｃｏｌｌ（登録商標））（いずれもＧＥヘルスケアジャパン製）等の密度勾配
形成用として市販されている媒体も好適に使用できる。好ましくは、パーコールまたはニ

40

コデンツが使用される。
【００７２】
密度勾配を形成する媒体としてパーコールを使用する場合、ソルビトールも添加してパ
ーコールソルビトール溶液を調製する。これを不完全培地で希釈して希釈系列を調製し、
チューブ中に重層して密度勾配を作製する。
【００７３】
密度勾配を形成した媒体上に、調製したマラリア原虫溶液を重層し、遠心する。
【００７４】
（ｉｉ）ソルビトール処理
本発明の一態様では、前記（ｉ）において精製したマラリア原虫を、赤血球とともに、
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5%）存在下、３７℃にて完全培地で培養する。

４時間培養した後、培養液を遠心し、赤血球を回収する。回収した赤血球に１０倍量（ｖ
／ｖ）のソルビトール溶液を加え、３７℃に静置する。再度遠心して赤血球を回収し、赤
血球に１０倍量（ｖ／ｖ）の不完全培地を加え懸濁する。その後、再び遠心して赤血球を
回収し、完全培地を加え、３７℃にて培養する。この過程で、細胞周期が、赤血球感染直
後〜４時間までのリング期原虫に同調される。さらに３７℃での培養を約９６時間程度続
けることにより大量のシゾント期原虫を得ることができる。
【００７５】
前記工程（ｉ）および（ｉｉ）を繰り返すことにより、マラリア原虫を高度に同調培養
10

することができる。
【００７６】
（２）エレクトロポレーションにより、赤血球侵入直前期のシゾント期マラリア原虫に人
工染色体を直接導入する工程
前記（１）により得られた、高度に同調培養されたマラリア原虫を含むマラリア原虫溶
液について、再び前記工程（ｉ）を行って、シゾント期原虫を精製する。精製された原虫
を、５０倍量（ｖ／ｖ）以上の完全培地に懸濁し、混合ガス（N2,
,

90%,

O2,

5%,

CO2

5%）存在下、３７℃で培養する。

【００７７】
培養開始から１時間おきにヘキスト（Hoechst33342）による核染色を行い、核の分裂、
形状、および数、寄生胞膜、ならびに赤血球膜の観察を行う。核の数が１６個または３２

20

個であって寄生胞膜または赤血球膜のどちらか一方が崩壊した成熟シゾント期原虫が、多
数出現するタイミングを計る。
【００７８】
観察により成熟シゾント期原虫が多数出現したタイミングを決定した後、直ちに当該原
虫を回収し、エレクトロポレーションによりＤＮＡを導入する。エレクトロポレーション
は当業者に周知の方法に従って行うことができ、例えば、T‑cell
fector

nucleofectorとNucleo

II（ロンザ社製）等、市販のエレクトロポレーション用試薬と装置とを使用する

ことができる。
【００７９】
エレクトロポレーション終了後、赤血球を含む完全培地中で、混合ガス（N2,
2,

5%,

CO2,

90%,

O

30

5%）存在下、３７℃で培養して増殖させる。以降２４時間ごとに感染赤

血球を一部採取してギムザ染色を行い、原虫寄生率をモニターする。
【００８０】
（３）特徴および利点
以上の工程により、従来法よりも高効率でマラリア原虫に外来遺伝子を導入することが
でき、短期間で遺伝子組換えマラリア原虫を作製することができる。
【００８１】
赤血球膜からマラリア原虫が出現する機序は全てのマラリア原虫で大きく異なることは
ないと考えられることから、本発明の方法、すなわち、成熟シゾント期の原虫を調製して
エレクトロポレーションにより直接外来遺伝子を導入する方法は、熱帯熱マラリア原虫（
Ｐ．

ｆａｌｃｉｐａｒｕｍ）、三日熱マラリア原虫（Ｐ．

リア原虫（Ｐ．

ｖｉｖａｘ）、四日熱マラ

ｍａｌａｒｉａｅ）、卵形マラリア原虫（Ｐ．

ラリア原虫（Ｐ．

ｃｙｎｏｍｏｌｇｉおよびＰ．

40

ｏｖａｌｅ）、サルマ

ｋｎｏｗｌｅｓｉ）等に適用するこ

とができる。本発明の方法は、好ましくは、熱帯熱マラリア原虫に適用される。
【００８２】
アピコンプレクサ門に属するトキソプラズマ属、タイレリア属、バベシア属、プラスモ
ディウム属は進化上、近い位置に存在し、有性生殖および無性生殖からなる生活環を有す
ることやシストを形成する点で類似した生活環を有し、またアピカルコンプレックスと呼
ばれる共通の細胞器官を有する点で細胞構造においても類似した性質を有する。したがっ
て、本発明の方法は、プラスモディウム属に限らず、広く上記の原虫、すなわちアピコン
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プレクサ門に属するトキソプラズマ属原虫、タイレリア属原虫、バベシア属原虫、および
プラスモディウム属原虫へと応用可能であると考えられる。
【００８３】
従来より、シゾント期熱帯熱マラリア原虫は、遺伝子導入後に直ちに赤血球に感染でき
ること、並びに感染赤血球内に多数の原虫が存在することから、該ステージの原虫を使用
すれば遺伝子導入効率が改善されるのではないかと考えられていた。しかしながらエレク
トロポレーションにより死滅するため、実際に遺伝子導入に使用することはできなかった
。
【００８４】
これに対し本発明者はシゾント期熱帯熱マラリア原虫のうち、さらに特定の時期（本明

10

細書において、成熟シゾント期または赤血球侵入直前期のシゾント期と定義した）の原虫
では原虫周囲の膜が１つ減るという既知の知見に着目し、該特定の時期のシゾント期原虫
を用いて遺伝子導入を行った結果、（１）該特定の時期のシゾント期原虫を用いれば、原
虫周囲の膜が１つ減るために遺伝子導入効率が向上されること、並びに（２）該特定の時
期のシゾント期原虫はエレクトロポレーションによって死滅しないという特徴を有するこ
とを発見した。また、そのような特徴を有する赤血球侵入直前期のシゾント期熱帯熱マラ
リア原虫を調製する新しい方法を開発した。
【００８５】
本発明の方法を用いると、赤血球侵入直前期のシゾント期原虫を大量に調製することが
できる。シゾント期原虫は、他のステージの原虫に比べて１つの赤血球内に数多く存在す

20

るため、かかる点からも、本発明の方法により遺伝子導入に使用可能なマラリア原虫を大
量に調製することが可能になるといえる。
【００８６】
本発明の方法により、熱帯熱マラリア原虫に、従来法よりも１０００倍以上も効率よく
遺伝子を導入することが可能になる。ここで、遺伝子導入効率の改善は、以下のようにし
て算出する。
熱帯熱マラリア原虫は、一細胞周期（４８時間、すなわち２日間）で１０倍程度に増殖
するため、従来法（間接導入法）で一定の寄生率を超えるのに要した日数をｙ日、本発明
の方法（直接導入法）で一定の寄生率を超えるのに要した日数をｘ日とすると、
遺伝子導入効率の改善比＝１０（ｙ−ｘ）／２

30

で求めることができる。
【００８７】
本発明の方法を用いると、マラリア原虫に対して高効率に外来遺伝子を導入できるため
、従来法に比べ、導入に使用するＤＮＡが少量ですむ。
【００８８】
以下、実施例をもって本発明をさらに詳しく説明するが、これらの実施例は本発明を制
限するものではない。
【実施例】
【００８９】
１．完全消化した、既知の薬剤耐性遺伝子を含むネズミマラリア原虫染色体ＤＮＡを用い

40

た、薬剤耐性遺伝子のスクリーニング
図１に示した、マラリア原虫の薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法の概略に従い
、以下の実験を行った。
【００９０】
薬剤耐性原虫として、薬剤耐性遺伝子を原虫染色体上の特定の位置に人工的に相同組換
えを利用して組込んだネズミマラリア原虫を使用した。薬剤耐性遺伝子はヒト由来のジヒ
ドロ葉酸還元酵素を使用し、かかる遺伝子は、マラリア原虫に対しピリメサミン耐性を付
与する。
【００９１】
実験には、図２に示した、ネズミマラリア原虫人工染色体（配列番号１５）を使用した
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。かかるネズミマラリア原虫人工染色体には、ネズミマラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕ
ｍ

ｂｅｒｇｈｅｉ）の５番染色体由来のセントロメア配列（ＰｂＣｅｎ５）、ネズミマ

ラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ
ックタンパク質の５
ｓｍｏｄｉｕｍ
素の３

ｂｅｒｇｈｅｉ）の５

−ＵＴＲ

ＨＳＰ（熱ショ

ＵＴＲ）、オワンクラゲ由来ＧＦＰ、ネズミマラリア原虫（Ｐｌａ

ｂｅｒｇｈｅｉ）の３

−ＵＴＲ

Ｐｂｄｈｆｒ（ジヒドロ葉酸還元酵

ＵＴＲ）、およびネズミマラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ

ｂｅｒｇｈｅｉ

）のテロメア配列（ＰｂＴｅｌａおよびＰｂＴｅｌｂ）が組み込まれている。
【００９２】
（１）遺伝子ライブラリーの作製
薬剤耐性原虫より原虫染色体ＤＮＡを抽出・精製し、制限酵素（ＨｉｎｄＩＩＩ）で完

10

全に消化した。原虫染色体を完全消化した場合、薬剤耐性遺伝子（ジヒドロ葉酸還元酵素
）を含む２９６６ｂｐの候補遺伝子断片が得られることがわかっているため、消化産物を
アガロースゲル電気泳動にかけ、約２．５ｋｂ〜約４．０ｋｂの範囲の大きさを持つＤＮ
Ａ断片を分離後、ゲルより回収した。
【００９３】
人工染色体は原虫染色体ＤＮＡに対して使用したものと同じ制限酵素によって、完全消
化し、ライゲーション反応時の自己閉環化を防ぐためにアルカリフォスファターゼ処理し
、末端を脱リン酸化した。
【００９４】
続いて、候補遺伝子断片を含む約２．５〜約４．０ｋｂのＤＮＡ断片と制限酵素消化し

20

た人工染色体を混合し、ライゲーション反応を行なった。その後、フェノール／クロロホ
ルム／イソアミルアルコール処理を行なって、反応液中のタンパク質を除去した後、エタ
ノール沈殿を行ない、ライゲーション反応によりＤＮＡ断片が組込まれた人工染色体を回
収した。以上の作業を経て、薬剤耐性原虫由来染色体ＤＮＡと人工染色体による遺伝子ラ
イブラリーを構築した。
【００９５】
次に、回収した人工染色体を制限酵素ＰｍｅＩで消化し、直鎖化して、エレクトロポレ
ーション法により原虫へ遺伝子ライブラリーを導入した。遺伝子導入には薬剤感受性原虫
、即ち野生型原虫を用いた。
【００９６】

30

（２）薬剤耐性遺伝子のスクリーニング
遺伝子ライブラリーを導入した原虫をマウスへ接種し、接種後２０〜３０時間後よりピ
リメサミン（終濃度７μｇ／ｍｌ）を混合した飲料水を与え、薬剤耐性原虫のスクリーニ
ングを行なった。薬剤投与期間中は２４時間毎に血液塗沫標本を作製し、ギムザ染色を行
なって、原虫を検出した。
【００９７】
薬剤投与開始から５日間から６日間経過した段階で、新たに薬剤耐性能を獲得した組換
え原虫の出現を確認した。原虫寄生率が５〜１０％程度まで上昇した段階で、選択した薬
剤耐性原虫を精製し、染色体ＤＮＡを抽出・精製して導入された人工染色体を回収した。
なお、「原虫寄生率」とは全赤血球のうちマラリア原虫に感染している赤血球が占める割

40

合を計算して百分率で表すものである。
【００９８】
ＰＣＲにより、選択した組換え原虫内に、人工染色体が導入されていること及び、ヒト
由来のジヒドロ葉酸還元酵素（薬剤耐性遺伝子）が導入されていることを確認した（図３
）。
【００９９】
さらに、ジヒドロ葉酸還元酵素遺伝子をプローブとしたサザンハイブリダイゼーション
によって、人工染色体に薬剤耐性遺伝子が組込まれていること、並びに薬剤耐性遺伝子を
含む複数種類の長さを持つＤＮＡ断片が人工染色体に組込まれていることを確認した（図
４）。
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【０１００】
以上の実験により、薬剤耐性原虫由来染色体ＤＮＡとマラリア原虫人工染色体を用いた
遺伝子ライブラリーを作製することによって、迅速に耐性遺伝子を同定することができる
ことを証明した。
【０１０１】
２．部分消化した、既知の薬剤耐性遺伝子を含むネズミマラリア原虫染色体ＤＮＡを用い
た、薬剤耐性遺伝子のスクリーニング
（１）遺伝子ライブラリーの作製
薬剤耐性原虫より原虫染色体ＤＮＡを抽出・精製し、制限酵素（ＨｉｎｄＩＩＩ）で部
分消化した。消化産物を低融点アガロースゲルを用いた電気泳動にかけ、約１０ｋｂ〜約

10

５０ｋｂの範囲の大きさを持つＤＮＡ断片を分離後、β‑ａｇａｒａｓｅ処理を行なって
、ＤＮＡ断片を回収した。また、回収したＤＮＡ断片中に目的とする薬剤耐性遺伝子が含
まれていることをＰＣＲによって確認した。
【０１０２】
続く人工染色体の調製、遺伝子ライブラリーの構築、野生型原虫への遺伝子ライブラリ
ーの導入については上記１．に示した材料および方法に従って、操作を行なった。
【０１０３】
（２）薬剤耐性遺伝子のスクリーニング
遺伝子ライブラリーを導入した原虫をマウスへ接種し、２０〜３０時間後よりピリメサ
ミン（終濃度７μｇ／ｍｌ）を混合した飲料水を与え、薬剤耐性原虫のスクリーニングを

20

行なった。薬剤投与期間中は２４時間毎に血液塗沫標本を作製し、ギムザ染色を行なって
、原虫を検出した。
【０１０４】
薬剤投与開始から５日間から６日間経過した段階で、新たに薬剤耐性能を獲得した組換
え原虫の出現を確認した。原虫寄生率が５〜１０％程度にまで上昇した段階で選択した薬
剤耐性原虫を精製し、低融点アガロースゲル中に包埋して、原虫アガロースブロックを調
製した。これをＣＨＥＦ（Ｃｌａｍｐｅｄ

Ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ

Ｅｌｅｃｔｒｉｃ

Ｆｉｅｌｄｓ）電気泳動にかけ、その後、ジヒドロ葉酸還元酵素遺伝子及びＧＦＰ遺伝
子をプローブとしたサザンハイブリダイゼーションによって、選択した原虫内に人工染色
体が存在すること、及び人工染色体に薬剤耐性遺伝子が組込まれていることを確認した（

30

図５）。
【０１０５】
使用した人工染色体にはＧＦＰ遺伝子が組込まれているため、これをプローブとするこ
とにより人工染色体のみを検出することができる。さらに、サザンハイブリダイゼーショ
ンの結果より、少なくとも１０ｋｂ〜１５ｋｂ程度の大きさで、且つ薬剤耐性遺伝子を含
むＤＮＡ断片が人工染色体に組込まれていることを確認した。
【０１０６】
３．部分消化した薬剤耐性熱帯熱マラリア原虫由来染色体ＤＮＡを用いた遺伝子ライブラ
リーの作製
図６に示した、熱帯熱マラリア原虫の薬剤耐性遺伝子をスクリーニングする方法の作業

40

過程に含まれる遺伝子ライブラリーの作製を目的とし、以下の実験を行った。
【０１０７】
実験には、図７に示した、熱帯熱マラリア原虫人工染色体（配列番号２０）を使用した
。かかる熱帯熱マラリア原虫人工染色体には、熱帯熱マラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕ
ｍ

ｆａｌｃｉｐａｒｕｍ）の５番染色体由来のセントロメア配列（ＰｆＣｅｎ５）、３
−ＵＴＲ

ＰｂＨＳＰ（ネズミマラリア原虫由来熱ショックタンパク質の３

）、オワンクラゲ由来ＧＦＰ（ｇｆｐ）、３
原虫由来ジヒドロ葉酸還元酵素の３
ｄｈｆｒ）、および５
列の５

−ＵＴＲ

−ＵＴＲ

−ＵＴＲ

Ｐｂｄｈｆｒ（ネズミマラリア

−ＵＴＲ）、ヒト由来のジヒドロ葉酸還元酵素（ｈ
Ｐｂｅｆ＆ｅｆ（ネズミマラリア原虫由来伸長因子配

−ＵＴＲ）が組み込まれている。ちなみにｈｄｈｆｒは、マラリア原虫に対しピ
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リメサミン耐性を付与する。
【０１０８】
（１）遺伝子ライブラリーの作製
薬剤耐性原虫（クロロキン耐性原虫）より原虫染色体ＤＮＡを抽出・精製し、制限酵素
（ＢａｍＨＩ）で部分消化した。消化産物をアガロースゲル電気泳動にかけ、約１０ｋｂ
〜約５０ｋｂの範囲の大きさを持つＤＮＡ断片を分離後、β‑ａｇａｒａｓｅ処理を行な
って、ＤＮＡ断片をゲルより回収した。
【０１０９】
人工染色体は原虫染色体ＤＮＡに対して使用したものと同じ制限酵素によって、完全消
化し、ライゲーション反応時の自己閉環化を防ぐためにアルカリフォスファターゼ処理し

10

、末端を脱リン酸化した。
【０１１０】
続いて、候補遺伝子断片を含む約１０〜約５０ｋｂのＤＮＡ断片と制限酵素消化した人
工染色体を混合し、ライゲーション反応を行なった。その後、フェノール／クロロホルム
／イソアミルアルコール処理を行なって、反応液中のタンパク質を除去した後、エタノー
ル沈殿を行ない、ライゲーション反応によりＤＮＡ断片が組込まれた人工染色体を回収し
た。以上の作業を経て、薬剤耐性原虫（クロロキン耐性原虫）由来染色体ＤＮＡと人工染
色体による遺伝子ライブラリーを構築した。
【０１１１】
20

（２）遺伝子ライブラリーの原虫への導入（直接導入法）
次に、直接導入法により、薬剤感受性原虫、即ち野生型熱帯熱マラリア原虫へ遺伝子ラ
イブラリーを導入した。直接導入法は、以下の通りに行った。
【０１１２】
（ｉ）工程１：シゾント精製
試薬
１：不完全培地：RPMI1640（インビトロジェン社製）,

25mM

HEPS,

0.005%

ヒポキサ

ンチン
２：完全培地：RPMI1640,
ナトリウム,

10

mg/ml

25mM

HEPS,

0.005%

ゲンタマイシン,

0.25

ヒポキサンチン,
%

0.225%

炭酸水素

AlbumaxI（登録商標）（インビト
30

ロジェン社製）,
３：９０％パーコール・ソルビトール溶液：９０ｍｌPercoll溶液、１０ｍｌ０ｘRPMI溶
液、６ｇ

ソルビトール（これを原液とし、不完全培地で希釈して７０％および４０％パ

ーコール・ソルビトール溶液を調製した。）
【０１１３】
手順
熱帯熱マラリア原虫（寄生率５〜１０％）が感染している培養液（２％ヘマトクリット
（Ht）、４０ml）を３０００rpmで５分間遠心し、残りが１．５ml程度になるまで、上清
を除去した。
３ｍｌの７０％パーコール・ソルビトールを１５mlチューブに入れ、その上に３ｍｌの
４０％パーコール・ソルビトールを重層した。さらにその上に、上記で調製した１．５ml

40

のマラリア原虫培養液を重層した。
３５００rpmで２５分間遠心し、最終的に中間層にあるシゾント期原虫を回収した。
【０１１４】
（ｉｉ）工程２：ソルビトール処理
試薬
１：５％

ソルビトール

手順
工程１で精製したシゾント期原虫に２０倍量（v/v）の赤血球（Ht,
終的にHt５%となるように完全培地で希釈した。その後、混合ガス（N2,
CO2,

5%）存在下で３７℃、４時間培養した。

50%）を加え、最
90%,

O2,

5%,
50
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４時間後、３０００rpmで５分間遠心した。回収した赤血球に１０倍量（v/v）の５％ソ
ルビトール溶液を加え、３７℃で８分間静置した。
２５００rpmで２分間遠心し、回収した赤血球に１０倍量（v/v）の不完全培地を加え、
懸濁した。その後、再び３０００rpm、５分間遠心した。
遠心後、回収した赤血球に完全培地をHt2%となるように加えた。この過程で赤血球感染
直後〜４時間までのリング期原虫に細胞周期が同調される。
引き続き、３７℃で約９６時間程度培養する。これにより大多数の原虫がシゾント期原
虫となる。
【０１１５】
10

（ｉｉｉ）工程３：遺伝子直接導入
手順
工程２の培養終了後、再び工程１および２を繰り返した。この繰り返し操作によって高
度に同調培養されたシゾント期熱帯熱マラリア原虫の集団を確立した。
次に、再び工程１のみ行って、シゾント期原虫を精製し、５０倍量（v/v）以上の完全
培地に懸濁し、混合ガス（N2,

90%,

O2,

5%,

CO2,

5%）存在下、３７℃で培養した

。
培養開始から１時間置きにHoechst33342による核染色を行い、核の分裂・形状、寄生胞
膜、および赤血球膜の観察を行った（図８）。かかる観察により、寄生胞膜または赤血球
膜が崩壊した成熟シゾント期原虫が多数出現するタイミングを計った。
観察によってタイミングが決定された後、直ちに１ｘ１０８個の成熟シゾント期原虫を
回収し、DNA（5mg−50mg）を含む１００mlのT‑cell

nucleofector
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(Lonza社製)と混合

した。
混合後、直ちにNucleofector

II（U‑33program）を使い、エレクトロポレーションを

行った。終了後、完全培地を１００ml添加し、これをHt2%,
ガス（N2,

90%,

O2,

5%,

CO2,

5mlの完全培地に移し、混合

5%）存在下、３７℃で培養を開始した。以降24時間

毎に感染赤血球を一部採取し、ギムザ染色を行って、原虫寄生率を算出した。
【０１１６】
（３）遺伝子ライブラリーが導入された原虫のスクリーニング
上記の直接導入法により遺伝子ライブラリーを導入した野性型熱帯熱マラリア原虫を、
ピリメサミン含有培地を用いて培養した。人工染色体が導入された原虫は全て、ｈｄｈｆ
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ｒ遺伝子によりピリメサミン耐性となるため、ピリメサミン存在下で培養することにより
、人工染色体を用いた遺伝子ライブラリーが導入された原虫を全て選択することができた
。また、ピリメサミン存在下では遺伝子ライブラリーが導入されていない原虫は薬剤耐性
を獲得しないため、死滅した。
【０１１７】
遺伝子導入効率を比較するためのコントロールとして、セントロメア配列を含まないコ
ントロールプラスミド（すなわち、人工染色体ではないプラスミド）２５μｇを間接導入
した場合、および人工染色体２５μｇを間接導入した場合についても、同様に原虫寄生率
の変化をモニターし、原虫寄生率が１％を超えるのに要する日数を測定した。かかる日数
は、コントロールプラスミドを間接導入した場合には２５日、人工染色体を間接導入した
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場合には１９日、本発明の方法を用いた場合には１３日であった（図９）。よって、本発
明の方法を用いると、人工染色体を用いない場合に比べて１０６（１０（２５−１３）／
２

）倍、人工染色体を間接導入した場合に比べて１０３（１０（１９−１３）／２）倍、

遺伝子導入効率が改善されることがわかった。
【０１１８】
さらに、使用した人工染色体の量が、間接導入法の場合には２５μｇである一方、直接
導入法の場合には５μｇであったことから、本発明に係る直接導入法は、従来の間接導入
法に比べて１０３倍以上の導入効率であるといえる。
【０１１９】
（４）ＣＨＥＦによるライブラリー構築の確認
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上記（３）により選択した遺伝子ライブラリーが導入された原虫の集団より、個々の原
虫をクローン化し、各原虫クローンに組込まれた人工染色体のサイズをＣＨＥＦ（contou
r‑clamped

homogeneous

electric

field）で確認した。プローブとしてｈｄｈｆｒ遺

伝子を用いたサザンハイブリダイゼーションにより、人工染色体を検出した（図１０）。
その結果、クローン毎に組込まれた人工染色体のサイズが異なっていたことから、原虫に
、異なるインサートＤＮＡを持つ人工染色体が導入されていること、すなわち原虫ＤＮＡ
がライブラリー化されていることが確認された。１つの試料（レーン）において複数のシ
グナルが検出されたことは、原虫が２種の人工染色体を持つ、もしくは２種のクローンが
混合している可能性を示す。
10

【０１２０】
４．薬剤耐性遺伝子（クロロキン耐性遺伝子）のスクリーニング
上記３に示した薬剤耐性熱帯熱マラリア原虫（クロロキン耐性原虫）由来の遺伝子ライ
ブラリーを導入した野性型熱帯熱マラリア原虫を赤血球存在下、ｉｎ

ｖｉｔｒｏで培養

する。培地にクロロキンを添加して、培養を行うことで、クロロキン耐性遺伝子が組込ま
れた人工染色体を有する薬剤耐性熱帯熱マラリア原虫を選択することができる。
【０１２１】
選択した原虫から人工染色体を回収し、配列決定を行い、クロロキン耐性遺伝子を同定
する。
【０１２２】
上記３に示した方法に従い、他のマラリア治療薬（キニーネ、ピリメサミン、メフロキ
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ン、プリマキン、アルテミシニン等）に対する薬剤耐性熱帯熱マラリア原虫由来の染色体
ＤＮＡを用いた遺伝子ライブラリーを作製し、該当する薬剤を用いて前述と同様のスクリ
ーニングを行うことで薬剤耐性遺伝子を同定できる。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
本発明に従って、マラリア原虫の薬剤耐性遺伝子を迅速かつ正確に同定し、耐性機構の
解明を進めることで、耐性原虫にも有効な新薬の開発研究に寄与することができる。また
、本発明に従って、フィールドでマラリア原虫の薬剤耐性遺伝子を迅速かつ確実に同定し
、耐性原虫の分布を把握することで、効果的な投薬治療を行うことが可能となるとともに
、さらなる耐性原虫の出現を遅らせることができる可能性がある。さらに、本発明の方法
により、組換えマラリア原虫を、より効率よく短期間で作製可能になるため、マラリア原
虫の薬剤耐性遺伝子の同定がさらに促進されうる。
【０１２４】
本明細書中で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願をそのまま参考として本明細書
中にとり入れるものとする。
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