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学位論文の内容の要旨 

 

マラリアは,熱帯・亜熱帯地域で流行する原虫感染症で, 蚊の媒介によって感染する。マ

ラリアに対する予防法は, 抗マラリア薬の服用や蚊による吸血を防ぐことであるが, 抗マ

ラリア薬には薬の副作用と抗マラリア薬耐性原虫の出現という 2つの問題があり, 高い効

果と安全性を有する新たな予防法の開発が必要とされている。近年, α-トコフェロール輸

送蛋白(α-tocopherol transfer protein; α-TTP)ノックアウトマウスを使用した研究で, 

宿主循環中のビタミン Eの 1つである α-トコフェロールの欠乏が, 原虫に酸化的障害を与

えることでマラリア原虫感染に対する抵抗性を高めることが明らかとなったことから, 本

研究では, 宿主循環中のビタミン E濃度の制御によるマラリアの予防・治療方法の開発を

目的とし, マウスを使用して薬剤による低ビタミン E血症の誘導を試み, その薬剤が致死

性のローデントマラリア原虫感染に対して有効であるか否かについて検討を加え, さらに

は, 既存の抗マラリア薬との併用効果についても評価した。 

 作用機序の異なる高脂血症治療薬であるエゼチミブ, ベルベリン, コレスチラミンやプ

ロブコールは, マウスの血中 α-トコフェロール濃度を有意に低下させた。この中で, プロ

ブコールは最も血中 α-トコフェロール濃度低下作用が強く, プロブコールの感染前から

の投与が Plasmodium yoelii 17XL感染に対するマウスの抵抗性を高めることが明らかとな

ったが, 他の高脂血症治療薬にはマラリアに対する有効性は認められなかった。プロブコ

ールの P. yoelii 17XL感染に対する効果を宿主の病態および原虫への影響という点から検

討したところ, 宿主の症状に関して注目すべき点は 2 点あった。1 つ目は, プロブコール

投与マウスは, 貧血がコントロール群よりも遅れて進行し, さらに, 血管内溶血優性から

血管外溶血優位に移行していることが示唆されたこと。2 つ目は, プロブコール投与マウ

スはヘモグロビン尿を呈さなかったことである。血管内溶血により放出された遊離ヘモグ

ロビンは, 血管内皮細胞や脈管に障害を与えることが知られており, プロブコールの投与

は各臓器への障害を軽減したのではないかと推測された。また, プロブコールをビタミン
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E過剰食とともに投与することで, マウスの血中 α-トコフェロール濃度がコントロールマ

ウスと同程度になり, プロブコールのマラリア原虫感染に対する有効性が失われた。この

ことから, プロブコールのマラリア原虫感染に対する効果は血中 α-トコフェロール濃度

低下作用によるものであると考えられた。さらに, プロブコール投与マウス感染原虫から

は, DNA 酸化物がコントロール群よりも多く検出され, プロブコール投与が原虫へ酸化的

障害を与えることが明らかとなった。また, 抗マラリア薬ジヒドロアルテミシニン(DHA)

とプロブコールの併用効果の検討を行ったところ, DHA およびプロブコールをそれぞれ単

剤でマウスに投与した場合には十分な抗マラリア効果が得られない濃度であっても, 両剤

を併用することでマウスは高い生存率と低いパラシテミアを呈したことから, DHA とプロ

ブコールの併用の有効性が示された。 

さらに, マウスへのプロブコール投与が, P. berghei ANKA 感染による脳マラリアの発

症を抑制し, 生存期間を延長することが示された。プロブコールを投与した P. berghei 

ANKA 感染マウスの脳における接着因子の発現量は, 感染コントロールマウスとの間に有

意な差はなく, 感染 α-TTPノックアウトマウスよりも有意に上昇していたが, プロブコー

ル投与マウスの感染による脳内の脂質および脂質酸化物量の増減パターンはコントロール

マウスよりもむしろ α-TTPノックアウトマウスと類似していた。この脂質および脂質酸化

物がプロブコール投与による脳マラリア発症抑制の原因，または脳マラリア発症を抑制し

た結果として現れた現象ではないかと考えられるが, プロブコール投与の脳マラリアに対

する効果の作用機序の解明には, さらなる検討が必要である。 

本研究により, プロブコールのマラリア原虫感染に対する予防・治療薬としての有効性

が示唆された。また, 最も効果的なマラリア治療法であると言われているアルテミシニン

併用療法のアルテミシニン誘導体の併用薬の候補としても適していることも明らかとなっ

た。原虫の代謝系を標的とした従来の抗マラリア薬とは異なり, プロブコールは宿主の体

内環境の修飾による間接的な効果でマラリア原虫感染に抵抗することから, 薬剤耐性が獲

得されにくいと考えられる。今後, サル類を用いた前臨床試験および原虫のプロブコール

に対する耐性獲得の可否や詳細な作用機序についてのさらなる研究を重ねることによって, 

プロブコールが抗マラリア薬として実用化されることが期待できる。 

 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

マラリアは, 熱帯・亜熱帯地域で流行する原虫感染症で, 蚊の媒介によって感染する。

マラリアに対する予防法は, 抗マラリア薬の服用や蚊による吸血を防ぐことであるが, 抗

マラリア薬には薬の副作用と抗マラリア薬耐性原虫の出現という 2つの問題があり, 高い

効果と安全性を有する新たな予防法の開発が必要とされている。最近の α-トコフェロール

輸送蛋白(α-TTP)遺伝子欠損マウスを使用した研究によると, 宿主循環中のビタミンE (α-

トコフェロール)の欠乏が原虫に酸化的障害を与え, 結果的にマラリア原虫感染に対する

抵抗性を高めることが明らかとなっている。そこで, 本研究では宿主循環中のビタミン E

濃度の制御によるマラリアの予防・治療方法の開発を目的とし, マウスに対して薬剤によ

る低ビタミン E血症の誘導を試み, その薬剤が致死性のローデントマラリア原虫感染に対

して有効であるか否かについて検討するとともに, 既存の抗マラリア薬との併用効果につ

いても評価した。 

 作用機序の異なる高脂血症治療薬であるエゼチミブ, ベルベリン, コレスチラミンやプ

ロブコールは, マウスの血中 α-トコフェロール濃度を有意に低下させたが, プロブコー

ルが最も強力であった。また, プロブコールの感染前からの投与が Plasmodium yoelii 



 

 

 

17XL 感染に対するマウスの抵抗性を高めることが明らかとなったが, 他の高脂血症治療

薬にはマラリアに対する有効性は認められなかった。プロブコールの P. yoelii 17XL感染

に対する効果については, 以下の注目すべき事項も観察された。プロブコール投与マウス

では貧血がコントロール群よりも遅れて進行するとともに, 血管内溶血優性から血管外溶

血優位に移行していることが示唆された。また, プロブコール投与マウスでは感染後にヘ

モグロビン尿を呈さなかった。血管内溶血により放出された遊離ヘモグロビンは, 血管内

皮細胞や脈管に障害を与えることが知られており, プロブコールの投与は各臓器への障害

を軽減したものと推測された。また, ビタミン E過剰投与によってプロブコールのマラリ

ア原虫感染に対する効果が失われたことから, プロブコールのマラリア原虫感染に対する

効果は血中 α-トコフェロール濃度低下作用に起因すると考えられた。さらに, この作用は

原虫の DNAに対し酸化的障害を与えることを明らかにした。また, 抗マラリア薬であるジ

ヒドロアルテミシニン(DHA)とプロブコールの併用効果の検討を行ったところ, DHAおよび

プロブコールをそれぞれ単剤でマウスに投与した場合には十分な抗マラリア効果が得られ

ない濃度であっても, 両剤を併用することでマウスは高い生存率と低いパラシテミアを呈

したことから, DHAとプロブコールの併用の有効性が示された。 

さらに, マウスへのプロブコール投与が, P. berghei ANKA 感染による脳マラリアの発

症を抑制し, 生存期間を延長することが示された。プロブコールを投与した P. berghei 

ANKA 感染マウスの脳における接着因子の発現量は, 感染コントロールマウスとの間に有

意な差はなく, 感染 α-TTP遺伝子欠損マウスよりも有意に上昇していたが, プロブコール

投与マウスの感染による脳内の脂質および脂質酸化物量の増減パターンはコントロールマ

ウスよりもむしろ α-TTP遺伝子欠損マウスと類似していた。この脂質および脂質酸化物が

プロブコール投与による脳マラリア発症抑制の原因，または脳マラリア発症を抑制した結

果として現れた現象と考えられるが, プロブコール投与の脳マラリアに対する効果の作用

機序解明には, さらなる検討が必要である。 

本研究により, プロブコールのマラリア原虫感染に対する予防・治療薬としての有効性

が示唆された。また, プロブコールは, 効果的なマラリア治療法であるアルテミシニン併

用療法のアルテミシニン誘導体併用薬の候補としても適していることも示された。原虫の

代謝系を標的とした従来の抗マラリア薬とは異なり, プロブコールは宿主の体内環境の修

飾による間接的な作用でマラリア原虫感染に効果を発揮することから, 薬剤耐性が獲得さ

れにくいものと考えられる。今後, サル類を用いた前臨床試験および原虫のプロブコール

に対する耐性獲得の可否, 作用機序の詳細についての研究を重ねることによって, プロブ

コールが抗マラリア薬として実用化されることが期待できる。 

以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論

文として十分価値があると認めた。 
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