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研究成果の概要（和文）：本研究では, マラリア流行地に居住する女性が妊娠し, マラリア原虫に感染した場合の症状
を反映するマウスモデルを作出し, 妊娠中のマラリアの病態を解析した. その結果, マラリア原虫に対する防御免疫は
妊娠によって強く抑制され, マラリア原虫は妊娠後期に急激に増加することを見出した. 妊娠したマウスは, マラリア
原虫に感染した妊婦と同様, 妊娠後期に重度の貧血, 胎盤組織の傷害, および重度の肝障害を引き起こした. さらに肝
障害の病態について詳細に解析したところ, 肝障害の発症には一酸化窒素が重要な役割を担っていることを明らかにす
ることができた. 

研究成果の概要（英文）：In this study, we established a mouse model of pathological features of pregnant w
omen living in malaria-endemic regions and investigated the pathogenesis of malaria during pregnancy using
 the mouse model. Pregnant mice immunized by infection of nonlethal Plasmodium berghei (Pb) XAT were more 
susceptible to lethal Pb NK65 challenged infection than non-pregnant mice and showed high levels of parasi
temia and poor pregnancy outcome associated with placental pathology in late phase of pregnancy. Notably, 
the pregnant immunized mice infected with Pb NK65 developed liver injury in late phase of pregnancy. Highe
r levels of IFN-gamma and NO were observed in plasma from pregnant immunized mice infected with Pb NK65 co
mpared with those in non-pregnant immunized mice infected with Pb NK65. These findings suggest that develo
pment of liver injury and placental pathology in pregnant immunized mice infected with Pb NK65 are associa
ted with enhanced production of pro-inflammatory cytokines.
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1. 研究開始当初の背景 
妊婦はマラリア原虫に対する抵抗性が低下している

ことから, マラリアの病態が重症化しやすい. 妊婦が

熱帯熱マラリア原虫に感染した場合に発症する主な病

態は, 重度の貧血と胎児の流産・死産, 早産および低体

重出産である. 熱帯熱マラリア原虫に感染した妊婦の

胎盤の病理組織学的解析によって, 多数のマラリア原

虫感染赤血球が胎盤組織に集積していることが明らか

となった. 胎盤組織へのマラリア原虫感染赤血球の集

積は胎盤マラリアとよばれ, 胎児の流産・死産, 早産お

よび低体重出産の原因と考えられている. また, 妊娠

中の熱帯熱マラリア原虫感染によって HELLP
（hemolysis, elevated liver enzyme, low platelets）症

候群様の重篤な肝障害を引き起こすことが, 近年, 報
告された. 熱帯熱マラリア原虫に感染した妊婦の体内

では, マラリア原虫に対する免疫が妊娠によって抑制

されるため, 体内でマラリア原虫が増殖し, 胎盤マラ

リアや肝障害などの病態を引き起こすと推測される. 
しかし, 妊娠中のマラリアの病態発症機序については, 
これまでほとんど明らかにされていない.  
マウスマラリア原虫の強毒株である Plasmodium 

berghei ANKA やP. berghei NK65をマウスに感染させ

ると, マウスは熱帯熱マラリアに類似した症状を引き

起こすことから, これらの原虫は熱帯熱マラリアのモ

デルとして広く用いられている. 一方, P. berghei XAT
は P. berghei NK65 にＸ線を照射することによって弱

毒化されたマウスマラリア原虫である. P. berghei XAT
を感染させたマウスは, 低レベルの原虫血症を示すも

のの, 感染後約 30 日以内に自然治癒する. さらに P. 
berghei XAT の感染から治癒したマウスは, 強毒株マ

ウスマラリア原虫に対する強力な防御免疫を獲得す

る.  
妊娠中にマラリア原虫が感染した場合の病態を研究

するための実験動物モデルについては, 主に, 強毒株

のマウスマラリア原虫を用いた報告がある. しかし, 
これまでの多くのモデルでは, 妊娠マウスに対するマ

ラリア原虫感染は 1 回のみであるため, 妊婦がマラリ

ア原虫に初めて感染した場合のモデルにはなり得るも

のの, マラリア流行地に居住している女性が妊娠し, 
マラリア原虫に感染した場合の病態とその発症機序を

探るには限界があった. 
 

2. 研究の目的 
本研究では, マラリア流行地に住む女性が妊娠し, 

マラリア原虫に感染した場合の症状を反映する実験動

物モデルを作出し, 妊娠中のマラリアにおける病態発

症機序を明らかにすることを目的とした. 
 

3. 研究の方法 
(1) マウスマラリア原虫と原虫の接種 
本研究では, 赤色蛍光タンパク質である mCherry を発

現する強毒株のマウスマラリア原虫 P. berghei NK65
と, 緑色蛍光タンパク質であるGFPを発現する弱毒株

のマウスマラリア原虫 P. berghei XAT を使用した. 
 
(2)感染と交配 

5-6 週齢の雌マウスの尾静脈内に，弱毒株の P. 
berghei XAT (GFP 発現) を接種して感染させ, 感染後

30 日目の雌マウスを非感染の雄マウスと一晩交配さ

せた後, 強毒株の P. berghei NK65 (mCherry 発現)を感

染させた. 交配後，膣栓を確認することによって交尾

の有無を判定し，膣栓の認められたマウスを妊娠群, 
認められなかったマウスを非妊娠群とした. 対照群と

しては, P. berghei XAT 感染後 30 日目の雌マウスを非

感染の雄マウスと一晩交配させ，その後 P. berghei 
NK65 による感染を行わなかったマウスと, 9-10 週齢

の非感染マウスを用いた． 
 

(3) 肝臓と胎盤の組織学的解析と胎児重量の解析 
マウスの肝臓, 胎盤と胎児は, マウスを深麻酔下に

て殺処分した後に採取した. 肝臓と胎盤については, 
10%中性緩衝ホルマリンで固定後, パラフィンブロッ

クを作製した. 肝臓の一部は 4%パラホルムアルデヒ

ドで固定後, －80℃で凍結した. 組織切片は 5-6 µmで

薄切し , ヘマトキシリン&エオジン  (H&E) 染色と

Sudan IV 染色によって標本を作製した . 標本は

All-in-One 蛍光顕微鏡  (BZ9000; Keyence, Osaka, 
Japan) を用いて撮影した . 脂肪滴の定量は , BZ-II 
Analyzer software (Keyence) を用いて計測した. 胎児

重量は , 電子天秤を用いて測定した  (TE1502S; 
Sartorius, Gottingen, Germany). 

 
(4) マウス血漿中のマラリア原虫特異的抗体, IFN-γ と

IL-10 の測定 
非感染マウスと感染マウスから血漿を分離し, 血漿

中のマラリア原虫特異的抗体 , IFN-γ と IL-10 を

Sandwich ELISA 法 (Kobayashi et al., 2007) によって

測定した. 
 

(5) 血漿中の一酸化窒素 (NO) 濃度の測定 
非感染マウスと感染マウスから血漿を分離し, 血漿

中の一酸化窒素（NO）濃度を, QuantiChromTM Nitric 
Oxide Assay Kit (BioAssay Systems, Hayward, USA) 
を用い, 添付プロトコールに従って測定した. 

 
(6) 統計解析 
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