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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネオスポラ原虫由来のDense　granule　protein　7又はApical　membrane　antigen　1
を、抗原提示細胞表面の糖鎖認識分子に結合しうるオリゴ糖を表面に有するリポソームに
封入してなるリポソーム製剤を含む、ネオスポラ原虫感染症に対するワクチン製剤。
【請求項２】
　Dense　granule　protein　7が、
(a)　配列番号１に示されるアミノ酸配列を含むタンパク質、あるいは
(b)　配列番号１に示されるアミノ酸配列において1又は数個のアミノ酸が欠失、置換もし
くは付加されたアミノ酸配列を含み、ネオスポラ原虫に対する免疫応答を誘導しうるタン
パク質である、請求項１に記載のワクチン製剤。
【請求項３】
　Apical　membrane　antigen　1が、
(c)　配列番号２に示されるアミノ酸配列を含むタンパク質、あるいは
(d)　配列番号２に示されるアミノ酸配列において1又は数個のアミノ酸が欠失、置換もし
くは付加されたアミノ酸配列を含み、ネオスポラ原虫に対する免疫応答を誘導しうるタン
パク質である、請求項１に記載のワクチン製剤。
【請求項４】
　前記抗原提示細胞表面の糖鎖認識分子がマンノース・レセプターである、請求項１～３
のいずれか１項に記載のワクチン製剤。
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【請求項５】
　前記オリゴ糖が２～１１の糖残基からなる、請求項１～４のいずれか１項に記載のワク
チン製剤。
【請求項６】
　前記オリゴ糖が３～５の糖残基からなる、請求項１～５のいずれか１項に記載のワクチ
ン製剤。
【請求項７】
　前記オリゴ糖が２以上のマンノース糖残基を含むものである、請求項１～６のいずれか
１項に記載のワクチン製剤。
【請求項８】
　さらに製薬上許容しうる担体を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載のワクチン製
剤。
【請求項９】
　皮下、皮内、経口又は経鼻投与されるものである、請求項８に記載のワクチン製剤。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネオスポラ原虫感染症に対するワクチン製剤に関する。より詳しくは、ネオ
スポラ原虫由来の可溶性タンパク質を抗原提示細胞表面の糖鎖認識分子に結合しうるオリ
ゴ糖を表面に有するリポソームに封入してなるワクチン製剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネオスポラ原虫（Neospora　caninum）は犬科動物を終宿主とし、牛・羊・山羊、鹿な
どを中間宿主とする細胞内寄生性原虫である。ネオスポラは、終宿主の糞便中に排出され
るオーシストによる水平感染や中間宿主における垂直感染により伝搬され、特に牛では流
産、死産或いは子牛の神経症状を主徴とする異常産を高率に引き起こす。欧米諸国の報告
では、牛の流産の約４０％の原因はネオスポラ原虫感染によるものとされている。ネオス
ポラ原虫の垂直感染は何世代にも渡って成立し、このことが本原虫の感染拡大の最大の原
因として挙げられる。実際、ネオスポラ原虫の感染例は世界中で報告されており、日本に
おいてもその発生は深刻である。ネオスポラ原虫が感染した母牛は搾乳に供することがで
きない場合が多く、子牛と搾乳量の損耗などのため、畜産業会では、その発生による経済
的損失は極めて大きい。ネオスポラ原虫感染による地球規模での被害額は年間約数十億US
ドルにのぼるとの試算もある。
【０００３】
　ネオスポラ原虫感染を予防するワクチンについては、以下の点を考慮する必要がある。
ネオスポラ原虫は細胞内寄生性の原虫であるため、その防御免疫には細胞性免疫が重要で
ある。特に、インターフェロンガンマとCD4陽性T細胞の働きが重要である。ネオスポラ原
虫に対する抗体の効果については議論の余地があるものの、細胞外に存在するネオスポラ
原虫に反応して、その体内伝播を阻止することが推測されている。
【０００４】
　妊娠時の感染は、母体特有の免疫応答により、流産や垂直感染を引き起こす。すなわち
、妊娠初期にネオスポラ原虫が感染した場合、母体の免疫反応により流産が誘発される。
また、母体が免疫抑制状態になっている妊娠中期にネオスポラ原虫が感染した場合、胎児
への垂直感染が成立し、先天的にネオスポラ原虫に感染している個体が生まれてくる。
【０００５】
　これまでに、牛のネオスポラ症を対象に、不活化ワクチンや生ワクチンを用いたネオス
ポラ原虫に対するワクチン開発がいくつか試みられている。不活化したネオスポラ原虫と
アジュバントとしてPOLYGENを用いた場合、胎児への感染を防ぐことはできなかった（非
特許文献１）。不活化したネオスポラ原虫とアジュバントとしてHAVLOGENを用いた場合、
ニュージーランドでは5.2％から54％の予防効果、コスタリカでは46％の予防効果が報告
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されている（非特許文献１）。また、生ワクチンの接種による死産の抑制効果も報告され
ている。しかしながら、自然感染牛に対するワクチンの効果は今だ実証されてはいない。
【０００６】
　不活化ワクチンや生ワクチンに加え、ネオスポラ原虫由来のタンパク質を標的にした組
換えワクチンの作製も試みられている。マウスモデルを使った実験では、ネオスポラ原虫
由来タンパク質のMIC1,　MIC3,　GRA2,　GRA6,　SAG1,　SRS2を用いた組換えワクチンに
おいて、原虫の垂直感染を抑制する結果が得られている（非特許文献２、３）。
【０００７】
　しかしながら、上記組換えワクチンには微生物やウイルスがベクターとして使用されて
おり、動物への接種の際にそのベクターの病原性が問題となる。従って、組換えワクチン
を作製するには、安全性と細胞性免疫誘導能の高いベクターやアジュバントを開発するこ
とが課題としてあげられる。
【０００８】
　ワクチンや免疫療法などのアジュバントとして開発されたマンナンのような高分子多糖
体にて被覆したリポソームには、強い細胞性免疫誘導能のあることが報告されている（特
許文献１、非特許文献４）。しかし、マンナンは分子量が不均一なポリマンノースの混合
物であり、また、生体に強い毒性を示すため（非特許文献５）、医薬品には適さない。
【０００９】
　一方で、水落らは２～１１個の糖残基から成り抗原提示細胞由来のレクチンに結合する
オリゴ糖を表面に有するリポソームに抗原を封入することで、糖の毒性や抗原性を除き、
ワクチンとしての効果が高まることを報告している（特許文献２）。また、この文献にお
いては、オリゴ糖を表面に有するリポソームに封入された抗原に対する細胞性免疫が効率
良く誘導できることも開示されている。オリゴ糖を表面に有するリポソームはマンノース
受容体を介して抗原提示細胞に貪食され、MHCクラスI又はII分子を介して抗原を提示する
ことにより、抗原特異的なＴ細胞の活性化やTh1由来サイトカインを誘導すると考えられ
ている。
【００１０】
　清水らは、オリゴ糖を表面に有するリポソームにリーシュマニア原虫（leishmania　ma
jor）由来の可溶性抗原を封入し、このリポソームでマウスを免疫すると、リーシュマニ
ア原虫に対するTh1型免疫を有意に誘導し、原虫感染を制御することを報告している（非
特許文献６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第９２／０４８８７号パンフレット
【特許文献２】特許第２８２８３９１号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Dubey　et　al.,　Clinical　Microbiology　Reviews　2007　20:323-3
67
【非特許文献２】Ramamoorthy　et　al.,　Int.　J.　Parasitol.　2007,　37:1531-1538
【非特許文献３】Nishikawa　et　al.,　Vaccine　2001,　19:1710-1716
【非特許文献４】Noguchi　et　al.,　J.　Immunol．1991,　146:3599-3603
【非特許文献５】Mikami　et　al.,　第１５回糖質シンポジウム抄録,　1993,　43-44
【非特許文献６】Shimizu　et　al.,　Parasite　Immunol　2007,　29:229-239
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の課題は、ネオスポラ原虫感染に対して、効果的な免疫応答を誘導しうる、安全
なワクチン製剤を提供し、ネオスポラ原虫感染症の予防効果の向上を実現することにある
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。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、抗原提示細胞表面の糖鎖認
識分子に結合するオリゴ糖を表面に有するリポソームにネオスポラ原虫由来の可溶性タン
パク質を封入すると、ネオスポラ原虫に対するＴｈ１型反応とＴｈ２型反応のバランスが
改善され、ワクチン効果が顕著に向上することを見いだした。
【００１５】
　本発明は、係る知見に基づくものであり、ネオスポラ原虫由来のDense　granule　prot
ein　7又はApical　membrane　antigen　1あるいはその免疫学的に活性な変異体又は誘導
体を、抗原提示細胞表面の糖鎖認識分子に結合しうるオリゴ糖を表面に有するリポソーム
に封入してなるリポソーム製剤に関する。
　前記抗原提示細胞表面の糖鎖認識分子としては、例えばマンノース・レセプターを挙げ
ることができる。
【００１６】
　１つの態様において、Dense　granule　protein　7あるいはその免疫学的に活性な変異
体又は誘導体は、例えば
(a)　配列番号１に示されるアミノ酸配列を含むタンパク質、あるいは
(b)　配列番号１に示されるアミノ酸配列において1又は数個のアミノ酸が欠失、置換もし
くは付加されたアミノ酸配列を含み、ネオスポラ原虫に対する免疫応答を誘導しうるタン
パク質である。
【００１７】
　また、Apical　membrane　antigen　1あるいはその免疫学的に活性な変異体又は誘導体
は、例えば
(c)　配列番号２に示されるアミノ酸配列を含むタンパク質、あるいは
(d)　配列番号２に示されるアミノ酸配列において1又は数個のアミノ酸が欠失、置換もし
くは付加されたアミノ酸配列を含み、ネオスポラ原虫に対する免疫応答を誘導しうるタン
パク質である。
【００１８】
　用いられるオリゴ糖は、２～１１の糖残基であることが好ましく、３～７の糖残基から
なることがより好ましく、３～５の糖残基からなることがもっとも好ましい。
　好適なオリゴ糖としては、２以上のマンノースを含む糖鎖を挙げることができる。
【００１９】
　本発明のリポソーム製剤は、ネオスポラ感染症に対するワクチン製剤として利用するこ
とができる。前記ワクチン製剤は、製薬上許容しうる担体とともに製剤化され、例えば皮
下、皮内、静脈内、経口又は経鼻投与されることが望ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明で提供されるワクチン製剤は、高い予防効果を有すると同時に副作用の危険性が
低減されている。本発明にかかるワクチン製剤の使用により、ワクチン接種した個体だけ
でなく、胎児への原虫の垂直感染も予防することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】新生マウスの出生数と生後３０日間の生存率を示した図である。
【図２】新生マウスの生後３０日間の生存曲線を示した図である。
【図３】母親マウスのネオスポラ原虫感染率を示した図である。
【図４】被検物質処置を行ったマウスにおける血漿中封入抗原特異的IgG、IgG1、及びIgG
2a抗体レベルを示した図である。
【図５】被検物質処置を行ったマウスにおける血漿中ネオスポラ原虫可溶性抗原特異的Ig
G、IgG1、及びIgG2a抗体レベルを示した図である。
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【図６】被検物質処置を行ったマウスの脾細胞における、抗原刺激特異的なIFN-γとIL-4
の産生量を示した図である。
【００２２】
　本明細書は、本願の優先権の基礎である特願２００８－２３７７１９号の明細書に記載
された内容を包含する。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、ネオスポラ原虫由来のDense　granule　protein　7又はApical　membrane　
antigen　1あるいはその免疫学的に活性な変異体又は誘導体を、抗原提示細胞表面の糖鎖
認識分子に結合しうるオリゴ糖を表面に有するリポソームに封入してなるリポソーム製剤
と前記リポソーム製剤を含むネオスポラ感染症に対するワクチン製剤に関する。
　以下、本発明について、詳細に説明する。
【００２４】
１．ネオスポラ原虫
　原虫（げんちゅう）とは真核単細胞微生物であって、運動能力や捕食能力を持つ動物的
な単細胞生物である。単細胞の寄生虫と区別するため、寄生性で特に病原性のあるものを
原虫と呼ぶことも多い。原虫には、ヒトにしか寄生できない宿主特異性の強い種類（マラ
リア原虫やイソスポーラなど）と、複数の動物種に寄生し、人畜共通の感染症を起す種類
（赤痢アメーバやクリプトスポリジウムなど）がある。病原性は致死感染や重篤な症状を
起すものから、無症状の非病原性のものまでさまざまである。消化管に寄生する原虫は、
飲料水や食物を介して経口的に人体に侵入する。感染型は原虫の種類により異なるが、被
嚢したシストやオーシスト、胞子（spore）などがある。赤痢アメーバやランブル鞭毛虫
などはシストを、コクシジウム類はオーシストを、微胞子虫類は胞子を形成する。血液や
組織に寄生する原虫の多くは特定の吸血昆虫やマダニの腸管で増殖し、これらを媒介者と
して人体に感染する。
【００２５】
　ネオスポラ原虫（Neospora　caninum）は犬科動物を終宿主とし、牛・羊・山羊、鹿な
どを中間宿主とする細胞内寄生性原虫である。ネオスポラ原虫は、終宿主の糞便中に排出
されるオーシストによる水平感染や中間宿主を介した垂直感染により伝搬される。ネオス
ポラ原虫は、宿主の上皮細胞、脳脊髄液中の単核細胞、神経細胞の細胞内に寄生し、特に
牛では流産、死産或いは子牛の神経症状を主徴とする異常産を高率に引き起こす。イヌで
は多発性筋炎、上行性麻痺を引き起こす。治療にはサルファ剤、エリロマイシン、ドキシ
サイクリン、クリンダマイシンが用いられるが、効果的な予防法は確立されていない。
【００２６】
　ネオスポラ原虫感染に対して、ネオスポラ原虫自体やこれに由来する可溶性タンパク質
MIC1,　MIC3,　GRA2,　GRA6,　SAG1,　SRS2等を用いたワクチンの開発も進められている
が、十分な効果が得られていない。
【００２７】
２．Dense　Granule　Protein　7（GRA7）及びApical　membrane　antigen　1（AMA1）
　本発明においては、免疫応答を引き起こすオスポラ原虫由来の可溶性タンパク質として
、Dense　Granule　Protein　7（GRA7）とApical　membrane　antigen　1（AMA1）を用い
る。
【００２８】
　GRA7は、ネオスポラ原虫の細胞小器官dense　granuleに存在する抗原分子で、GRA7のほ
か、NcGRA7あるいはNcDG1と称されることもある。ネオスポラ原虫GRA7のアミノ酸配列や
、これをコードする遺伝子配列はすでに公知であり、それぞれ公共のデータベースである
GenBankにU82229として登録されている。
【００２９】
　AMA1もまた、ネオスポラ原虫の頂端部に存在する抗原分子で、AMA1あるいはNcAMA1と称
される。ネオスポラ原虫AMA1のアミノ酸配列や、これをコードする遺伝子配列はすでに公
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知であり、それぞれ公共のデータベースであるGenBankにAB265823として登録されている
。
【００３０】
　本発明で用いられるGRA7やAMA1は、構成されるアミノ酸配列中の疎水性領域を除いた領
域やシグナル配列を除いた領域でもよく、開始コドンから終止コドン内のアミノ酸配列を
使用すれば、アミノ酸の長さは限定されない。
【００３１】
　配列番号１にネオスポラ原虫GRA7のアミノ酸配列を、また配列番号２にネオスポラ原虫
AMA1のアミノ酸配列を示す。しかしながら、配列番号１あるいは配列番号２に示されるア
ミノ酸配列に限定されることなく、それが所望の免疫原性を有する限り、配列番号１ある
いは配列番号２に示されるアミノ酸配列において１又は数個のアミノ酸が欠失、置換ある
いは付加した配列であってもよい。なお、「数個」とは、好ましくは２～７個、より好ま
しくは２～５個、最も好ましくは２～３個のアミノ酸を意味する。また、アミノ酸置換は
、類似するアミノ酸残基間の保存的置換が好ましく、例えば、グリシン（Gly）とプロリ
ン（Pro）、グリシンとアラニン（Ala）たはバリン（Val）、ロイシン（Leu）とイソロイ
シン（Ile）、グルタミン酸（Glu）とグルタミン（Gln）、アスパラギン酸（Asp）とアス
パラギン（Asn）、システイン（Cys）とスレオニン（Thr）、スレオニンとセリン（Ser）
又はアラニン、リジン（Lys）とアルギニン（Arg）等のアミノ酸の間での置換を挙げるこ
とができる。
【００３２】
　あるいはまた、それが所望の免疫原性を有する限り、配列番号１あるいは配列番号２に
表されるアミノ酸配列と、BLAST等を用いて計算したときに（例えば、BLASTのデフォルト
すなわち初期条件のパラメーターを用いた場合に）、少なくとも70％以上、好ましくは80
％以上、より好ましくは90％以上、さらに好ましくは95％以上、特に好ましくは97％、98
％若しくは99％以上の相同性を有しているタンパク質であってもよい。
【００３３】
　すなわち、本発明にかかる「免疫学的に活性な変異体又は誘導体」には、投与された生
体内においてネオスポラ原虫に対する免疫応答活性を誘導しうる（例えば抗原性、受容体
結合、ＭＨＣクラスＩ及びクラスＩＩ分子によるペプチドの結合による複合体の形成等）
限りにおいて、わずかな改変や修飾を有するRNA7やAMA1タンパク質、RNA7やAMA1と他のペ
プチドとの融合タンパク質等が含まれる。
【００３４】
３．GRA7及びAMA1の調製
３．１　ネオスポラ原虫からの調製　本発明で用いられるGRA7やAMA1の調製は、ネオスポ
ラ原虫由来可溶性タンパク質を含む天然物、例えばネオスポラ原虫から一般的なカラムワ
ークで精製を行う方法によることができ、さらに得られたネオスポラ原虫由来可溶性タン
パク質の糖鎖除去部分分解、修飾等の工程を適宜追加して行ってもよい。
【００３５】
３．２　組換え生産
　大腸菌などの微生物や動物細胞、植物を使用し、ネオスポラ原虫のGRA7やAMA1遺伝子全
体あるいは一部を導入・発現して組換えタンパク質を調製してもよい。
【００３６】
　組換えタンパク質作製のためのベクターは、公知のベクターにGRA7やAMA1をコードする
遺伝子を連結（挿入）して得ることができる。前記ベクターは宿主中で複製可能なもので
あれば特に限定されず、例えば、プラスミドDNA、ファージDNA等が挙げられる。前記プラ
スミドDNAとしては、大腸菌由来のプラスミド（例えば、pBR322,pBR325,pUC18,　pUC119,
pTrcHis,pBlueBacHis等）、枯草菌由来のプラスミド（例えば、pUB110,pTP5等）、酵母由
来のプラスミド（例えば、YEp13,YEp24,YCp50,pYE52等）、植物細胞宿主用プラスミド（p
BI221、pBI121）等が挙げられ、ファージ　DNAとしてはλファージ等が挙げられる。さら
に、レトロウイルス又はワクシニアウイルス等の動物ウイルス、バキュロウイルス等の昆
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虫ウイルスベクターを用いることもできる。
【００３７】
　ベクターに本発明の遺伝子を挿入するには、まず、精製されたDNAを適当な制限酵素で
切断し、適当なベクター　DNAの制限酵素部位又はマルチクローニングサイトに挿入して
ベクターに連結する方法等が採用される。本発明の遺伝子は、その遺伝子が機能しうる態
様で、宿主に応じたプロモーターに連結して導入される必要がある。ここで「機能しうる
態様」とは、プロモーター活性によって、その下流に配置された本発明の遺伝子が宿主中
で適切に発現され、その機能を発揮することをいう。使用されるプロモーターの種類は、
宿主細胞によって適宜決定されるが、その詳細は次項で説明する。
【００３８】
　本発明のベクターは、プロモーター、本発明の遺伝子のほか、所望によりエンハンサー
等のシスエレメント、スプライシングシグナル、ポリA付加シグナル、形質転換マーカー
遺伝子（例えば、ジヒドロ葉酸還元酵素遺伝子、アンピシリン耐性遺伝子、ネオマイシン
耐性遺伝子、カナマイシン耐性遺伝子、ハイグロマイシン耐性遺伝子、ビアラフォス耐性
遺伝子、カルボキシン耐性遺伝子、フレオマイシン耐性遺伝子等）、リボソーム結合配列
（SD配列）等を含んでいてもよい。
【００３９】
　組換えタンパク質を生産するための形質転換体は、前記ベクターを適当な宿主に導入す
ることにより得ることができる。宿主は、本発明のGRA7やAMA1遺伝子が発現できるもので
あれば特に限定されない。例えば、エッシェリヒア・コリ(Escherichia　coli)等のエッ
シェリヒア属、バチルス・ズブチリス(Bacillus　subtilis)等のバチルス属、シュードモ
ナス・プチダ(Pseudomonas　putida)等のシュードモナス属、リゾビウム・メリロティ(Rh
izobium　meliloti)等のリゾビウム属に属する細菌、サッカロミセス・セレビシエ(Sacch
aromyces　cerevisiae)、シゾサッカロミセス・ポンベ（Schizosaccharomyces　pombe）
等の酵母、麹菌(Aspergillus　oryzae)、COS細胞、CHO細胞等の動物細胞、あるいはSf9、
Sf21等の昆虫細胞等が挙げられる。
【００４０】
　大腸菌等の細菌を宿主とする場合は、本発明のベクターが該細菌中で自律複製可能であ
ると同時に、プロモーター、リボゾーム結合配列、本発明の遺伝子、転写終結配列により
構成されていることが好ましい。また、プロモーターを制御する遺伝子が含まれていても
よい。大腸菌としては、例えば、エッシェリヒア・コリ(Escherichia　coli)HMS174(DE3)
、K12、DH1等が挙げられ、枯草菌としては、例えば、バチルス・ズブチリス(Bacillus　s
ubtilis)MI　114、207-21等が挙げられる。プロモーターとしては、大腸菌等の上記宿主
中で発現できるものであれば特に限定されず、例えば、trpプロモーター、lacプロモータ
ー、PLプロモーター、PRプロモーター等の、大腸菌やファージに由来するプロモーターが
挙げられる。また、tacプロモーター等のように、人為的に設計改変されたプロモーター
を用いてもよい。細菌へのベクターの導入方法は、特に限定されず、例えば、カルシウム
イオンを用いる方法[Cohen,　S.N.　et　al.：Proc.　Natl.　Acad.　Sci.,　USA,　69：
2110-2114　(1972)]や、エレクトロポレーション法等が挙げることができる。
【００４１】
　酵母を宿主とする場合は、例えば、サッカロミセス・セレビシエ、シゾサッカロミセス
・ポンベ、ピヒア・パストリス等が用いられる。プロモーターとしては、酵母中で発現で
きるものであれば特に限定されず、例えば、gal1プロモーター、gal10プロモーター、ヒ
ートショックタンパク質プロモーター、MFα1プロモーター、PHO5プロモーター、PGKプロ
モーター、GAPプロモーター、ADHプロモーター、AOX1プロモーター等を挙げることができ
る。酵母へのベクターの導入方法は、特に限定されず、例えば、エレクトロポレーション
法[Becker,　D.M.　et　al.：Methods.　Enzymol.,　194：　182-187　(1990)]、スフェ
ロプラスト法[Hinnen,　A.et　al.：Proc.　Natl.　Acad.　Sci.,　USA,　75：1929-1933
　(1978)]、酢酸リチウム法[Itoh,　H.：J.　Bacteriol.,　153：163-168　(1983)]等を
挙げることができる。
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【００４２】
　麹菌を宿主とする場合、プロモーターとしては、例えば、GlaA　プロモーター（Hata　
et　al.　Curr.　Genet.,　Vol　22,　85-91,　1992）、AmyB　プロモーター（Tuchiya　
et　al.　Biosci.　Biotechnol.　Biochem.,　Vol　46,　1849-1853,　1992）、No.　8　
プロモーター（Ozeki　et　al.　Biosci.　Biotech.　Biochem.,　Vol　60,　383-389,　
1996）が挙げられる。麹菌へのベクターの導入方法は、特に限定されず、例えば、エレク
トロポレーション法、カルシウムイオン法等を用いることができる。
【００４３】
　GRA7やAMA1タンパク質は、前述の形質転換体（宿主細胞）を適当な培地で培養し、その
培養物から所望のタンパク質を採取することによって得ることができる。形質転換体の培
養は、常法に従って行えばよい。例えば、大腸菌や酵母等の微生物を宿主とする形質転換
体の場合は、微生物が資化しうる炭素源、窒素源、無機塩類等を含有し、形質転換体を効
率的に培養しうる天然培地、あるいは合成培地で培養すればよい。また、植物細胞を宿主
として用いている場合には、チアミン、ピリドキシン等のビタミン類を添加した植物細胞
用の培地で培養すればよい。
【００４４】
　炭素源としては、グルコース、フラクトース、スクロース、デンプン等の炭水化物、酢
酸、プロピオン酸等の有機酸、エタノール、プロパノール等のアルコール類が用いられる
。窒素源としては、アンモニア、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、酢酸アンモニウ
ム、リン酸アンモニウム等の無機酸若しくは有機酸のアンモニウム塩又はその他の含窒素
化合物のほか、ペプトン、肉エキス、コーンスティープリカー等が用いられる。無機物と
しては、リン酸第一カリウム、リン酸第二カリウム、リン酸マグネシウム、硫酸マグネシ
ウム、塩化ナトリウム、硫酸第一鉄、硫酸マンガン、硫酸銅、炭酸カルシウム等が用いら
れる。
【００４５】
　培地中は必要に応じてアンピシリンやテトラサイクリン等の抗生物質を培地に添加して
もよい。プロモーターとして誘導性のプロモーターを用いたベクターで形質転換した微生
物を培養する場合は、必要に応じてインデューサーを培地に添加してもよい。例えば、La
cプロモーターを用いたベクターで形質転換した微生物を培養するときにはイソプロピル-
β-D-チオガラクトピラノシド(IPTG)等を、trpプロモーターを用いたベクターで形質転換
した微生物を培養するときにはインドールアクリル酸(IAA)等を培地に添加してもよい。
【００４６】
　培養は、通常、振盪培養又は通気攪拌培養等の好気的条件下、30～37℃位で6時間～3日
間程度行う。培養期間中、pHは7.0～7.5程度に保持する。pHの調整は、無機又は有機酸、
アルカリ溶液等を用いて行う。培養後、本発明のタンパク質が菌体内又は細胞内に生産さ
れる場合には、菌体又は細胞を破砕することにより該タンパク質を抽出する。また、本発
明のタンパク質が菌体外又は細胞外に生産される場合には、培養液をそのまま使用するか
、遠心分離等により菌体又は細胞を除去する。その後、タンパク質の単離精製に用いられ
る一般的な生化学的方法、例えば、硫酸アンモニウム沈殿、SDS-PAGE、ゲルクロマトグラ
フィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水クロマトグラフィー、アフィニティークロ
マトグラフィー等を単独で又は適宜組み合わせて用いることにより、前記培養物中から本
発明のタンパク質を単離精製することができる。
【００４７】
　上記した方法のほか、GRA7やAMA1の部分配列や、Ｔ細胞エピトープを含むペプチド断片
をタンパク質工学的に、或いはペプチド合成により作製してもよい。
【００４８】
４．リポソーム
４．１　リポソーム構成脂質
　本発明で用いられるリポソームを構成する脂質は、リポソームを構成することが知られ
ている通常の脂質であればよく、例えば、卵黄、大豆、又はその他の動植物などの天然物
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由来の脂質やこれらを水素添加によって不飽和度を低下したもの、あるいは化学合成した
ものが挙げられ、これらを単独で又は複数組み合わせて使用することができる。
【００４９】
　後述するように、オリゴ糖導入では、リン脂質上のアミノ基とオリゴ糖の有するアルデ
ヒド基を反応させるため、本発明で用いるリン脂質としてはアミノ基を有するものが好ま
しく、これらを単独で、又は二種以上組合せて使用できる。これらのリン脂質は１位、２
位の２つの脂肪酸残基は任意に選択することができ、その脂肪酸残基は天然物由来又は合
成品由来のいずれのものでもよく、混合脂肪酸、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、重合性脂肪
酸などに由来する炭素数４～３０の脂肪酸残基を利用できる。飽和脂肪酸としては炭素数
１２～２４のものが好ましく、例えばラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステア
リン酸などがあげられる。また不飽和脂肪酸としては炭素数１４～２２、不飽和結合１～
６のものが好ましく、例えばオレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸などが
あげられる。このようなアミノ基を有するリン脂質の中では、天然物由来のものとしては
卵黄又は大豆由来のリン脂質が好ましい。好適な例としては、例えばホスファチジルエタ
ノールアミン、ホスファチジルセリン又はホスファチジルスレオニン、ジパルミトイルホ
スファチジルエタノールアミン、ジパルミトイルホスファチジルコリンなどがあげられる
。
【００５０】
　リポソームの膜構成成分（膜形成成分）としては、糖鎖の導入が可能な限り、アミノ基
を有するリン脂質の他にもリポソームを形成しうる他の化合物も使用でき、例えば大豆レ
シチン、卵黄レシチン、ホスファチジルグリセロール、その他のリン脂質類、コレステロ
ール、脂肪酸、脂肪酸塩など、従来からリポソームの膜構成成分として用いられているも
のが使用できる。
【００５１】
　具体的には、コレステロール（Ｃｈｏｌ）、３β－［Ｎ－（ジメチルアミノエタン）カ
ルバモイル］コレステロール（ＤＣ－Ｃｈｏｌ）、Ｎ－（トリメチルアンモニオエチル）
カルバモイルコレステロール（ＴＣ－Ｃｈｏｌ）などのステロール類；ジパルミトイルホ
スファチジルエタノールアミン（ＤＰＰＥ）、ジステアロイルホスファチジルエタノール
アミン（ＤＳＰＥ）などのホスファチジルエタノールアミン類；ジパルミトイルホスファ
チジルコリン（ＤＰＰＣ）、ジステアロイルホスファチジルコリン（ＤＳＰＣ）などのホ
スファチジルコリン類；ジパルミトイルホスファチジルセリン（ＤＰＰＳ）、ジステアロ
イルホスファチジルセリン（ＤＳＰＳ）などのホスファチジルセリン類；ジパルミトイル
ホスファチジン酸（ＤＰＰＡ）、ジステアロイルホスファチジン酸（ＤＳＰＡ）などのホ
スファチジン酸類等が挙げられる。
【００５２】
　リポソームは、多層タイプであっても、単層タイプであってもよい。本発明において用
いられるリポソームの粒径は特に限定されないが、０．１～３μｍ、好ましくは０．２～
２．５μｍである。リポソームの粒径が上記上限値を超えると、ゲル化してしまい、ワク
チンとして使用できないからである。リポソームの粒径は、用いられる投与形態に応じて
常法に従い、例えば所望の孔サイズのフィルターにより濾過することにより、調整するこ
とができる。
【００５３】
４．２　リポソーム表面のオリゴ糖
　本発明で用いるリポソームは、その表面に抗原提示細胞表面の糖鎖認識分子に結合可能
なオリゴ糖を有する。ここで、「抗原提示細胞」とは、マクロファージ、樹状細胞等を意
味する。抗原提示細胞の表面には、Fcレセプターや補体レセプター、スカベンジャーレセ
プター、マンノース・レセプター、リポ多糖（LPS）レセプター、補体レセプターでもあ
る　CD11b/CD18（CR3）、Toll様レセプターなどが存在し、糖鎖を介する細菌などの貪食
や、外来異物中の糖蛋白質の取り込みと抗原提示に直接的あるいは間接的に重要な役割を
果たしている。本発明にかかる「抗原提示細胞表面の糖鎖認識分子」とは、前述したよう
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な抗原提示細胞表面に存在する糖鎖結合性のレクチン様の性質を有する分子全般を意味し
ており、その好適な例としてマンノース・レセプターを挙げることができる。
【００５４】
　リポソーム表面のオリゴ糖は、上述の抗原提示細胞表面の糖鎖認識分子と結合可能なも
のであれば特に限定されず、構成する糖残基としては、Ｄ－マンノース（Ｄ－Ｍａｎ）、
Ｌ－フコース（Ｌ－Ｆｕｃ）、Ｄ－アセチルグルコサミン（Ｄ－ＧｌｃＮＡｃ）、Ｄ－グ
ルコース（Ｄ－Ｇｌｃ）、Ｄ－ガラクトース（Ｄ－Ｇａｌ）、Ｄ－アセチルガラクトサミ
ン（Ｄ－ＧａｌＮＡｃ）、Ｄ－ラムノース（Ｄ－Ｒｈａ）などが挙げられる。オリゴ糖は
、Ｄ－マンノースを含む糖残基から成るハイマンノースタイプであることが好ましく、な
かでもＤ－マンノースから成るものやＤ－マンノースとＤ－アセチルグルコサミンとから
なるものが好ましく、特にＤ－マンノースのみから成るものが最も好ましい。Ｄ－マンノ
ースから成るオリゴ糖としては、マンノビオース（Ｍａｎ２）、マンノトリオース（Ｍａ
ｎ３）、マンノテトラオース（Ｍａｎ４）、マンノペンタオース（Ｍａｎ５）、マンノヘ
キサオース（Ｍａｎ６）、マンノヘプタオース（Ｍａｎ７）を挙げることができる。
【００５５】
　オリゴ糖を構成する各糖残基の結合は特に限定されず、α１→２結合、α１→３結合、
α１→４結合、α１→６結合、β１→４結合等を挙げることができる。また、各糖残基は
１つずつ直鎖状に結合していてもよいし、枝分かれ構造であってもよい。
【００５６】
　オリゴ糖を構成する糖残基の数は２～１１個が好ましく、特に３～１１個、なかでも３
～５個程度がもっとも好ましい。
【００５７】
　リポソームの量に対するオリゴ糖の量はオリゴ糖の種類、封入しようとするネオスポラ
原虫由来可溶性タンパク質の種類、リポソームの組合せ構造等により異なるが、一般に、
リポソームを構成する脂質１ｍｇに対して０．５μｇ～５００μｇである。
【００５８】
　リポソームへのオリゴ糖の導入は、上記オリゴ糖と脂質を結合して調製した人工糖脂質
を用いて行うことができる。人工糖脂質は、オリゴ糖の有するアルデヒド基を、アミノ基
を有するリン脂質と反応させてシッフ塩基を形成し、次にこのシッフ塩基を、常法に従い
還元、好ましくは化学還元、例えばＮａＢＨ3ＣＮにより還元することにより、オリゴ糖
と脂質とを結合して調製できる（水落次男、糖質工学、２２４－２３２頁、１９９２）。
次いで、この人工糖脂質を利用して、リポソームにオリゴ糖を導入する。人工糖脂質が水
溶性で有機溶剤に十分溶解しない場合（例えば、人工糖脂質として前記のＲＮとＤＰＰＥ
との結合物（ＲＮ－ＤＰＰＥ）を用いるとき）には、これら（ＲＮ－ＤＰＰＥ）の水性溶
液を調製し、これをポソームと混合して、例えば４℃ないし８０℃（好ましくは内封物質
が変性しない温度）、室温もしくは相転移温度において０．５～１２０時間、例えば約２
４時間インキュベーションする。人工糖脂質が有機溶剤に溶解する場合には、人工糖脂質
をリポソーム構成用脂質と共に、リポソーム製造過程において有機溶剤に溶解し、常法に
従いリポソームを形成すればよい。なお、リポソーム表面へのオリゴ糖の結合は、抗原提
示細胞表面に存在する糖鎖認識分子あるいはその一部を添加してリポソームの凝集反応が
生じるか否かで調べればよい。
【００５９】
４．３　リポソームの製剤化
　本発明のリポソーム製剤は、上記リポソームに前述したGRA7あるいはAMA1タンパク質を
内封して製造される。内封されるGRA7あるいはAMA1タンパク質の量は、特に限定されず、
投与経路に応じて適宜調節可能であるが、一般的にリポソームに用いる脂質１ｍｇに対し
て０．１μｇ～５００μｇであることが望ましい。
【００６０】
５．ワクチン製剤
　本発明のワクチン製剤は、本発明のリポソーム製剤に製薬上許容しうる担体を適宜加え
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て、溶液又は懸濁液のいずれかの形態で、投与可能に調製される。本発明のワクチン製剤
には、薬学的に受容可能であって、活性成分に適合した賦形剤がしばしば混合される。適
切な賦形剤には、例えば、水、生理食塩水、デキストロース、グリセロール、エタノール
など、及びそれらの混合物が挙げられる。さらに、所望に応じて、ワクチンは、少量の補
助剤（例えば加湿剤又は乳化剤）、pH緩衝剤、及び/又はワクチンの効能を高めるアジュ
バントを含有し得る。有効であり得るアジュバントの例は、限定されないが、例えば以下
を包含する。水酸化アルミニウム、Ｎ－アセチル－ムラミル－Ｌ－トレオニル－Ｄ－イソ
グルタミン（ｔｈｒ－ＭＤＰ）、Ｎ－アセチル－ノル－ムラミル－Ｌ－アラニル－Ｄ－イ
ソグルタミン（ＣＧＰ１１６３７、ｎｏｒ－ＭＤＰと称せられる）、Ｎ－アセチルムラミ
ル－Ｌ－アラニル－Ｄ－イソグルタミニル－Ｌ－アラニン－２－（１’－２’－ジパルミ
トイル－ｓｎ－グリセロ－３－ヒドロキシホスホリルオキシ）－エチルアミン（ＣＧＰ１
９８３５Ａ、ＭＴＰ－ＰＥと称せられる）、及びＲＩＢＩ。ＲＩＢＩは、バクテリアから
抽出した３成分、すなわちモノホスホリルリピドＡ、トレハロースジミコレート、及び細
胞壁骨格（ＨＰＬ＋ＴＤＭ＋ＣＷＳ）を２％スクアレン/Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０エ
マルジョン中に含有している。アジュバントの効能は、GRA7やAMA1から構成されるワクチ
ンを投与することにより生じる、抗体の量を測定することにより決定され得る。
【００６１】
　本発明のワクチン製剤は、通常皮下注射、静脈内注射又は筋内注射のような、注射によ
り投与される。他の投与態様に適切な別の処方としては、坐薬、及びある場合には経口、
経鼻処方薬が挙げられる。
【００６２】
　所望により、アジュバント活性を有する1以上の化合物を加えることができる。アジュ
バントは、該免疫系の非特異的刺激因子である。それらは、ワクチンに対する宿主の免疫
応答を増強する。当技術分野で公知のアジュバントの具体例としては、フロイント完全及
び不完全アジュバント、ビタミンE、非イオンブロック重合体、ムラミルジペプチド、サ
ポニン、鉱油、植物油及びCarbopolが挙げられる。粘膜適用に特に適したアジュバントと
しては、例えば、大腸菌（E.　coli）易熱性毒素（LT）又はコレラ（Cholera）毒素（CT
）が挙げられる。他の適当なアジュバントとしては、例えば、水酸化アルミニウム、リン
酸アルミニウム又は酸化アルミニウム、油性乳剤（例えば、Bayol（登録商標）又はMarco
l　52（登録商標）のもの）、サポニン又はビタミンEソリュビリゼートが挙げられる。し
たがって、好ましい形態においては、本発明のワクチンはアジュバントを含む。
【００６３】
　例えば、皮下、皮内、筋肉内、静脈内に投与する注射剤において、本発明のワクチンと
製薬上許容される担体又は希釈剤の他の具体例には、安定化剤、炭水化物（例えば、ソル
ビトール、マンニトール、デンプン、ショ糖、グルコース、デキストラン）、アルブミン
又はカゼインなどのタンパク質、ウシ血清又は脱脂乳などのタンパク質含有物質、及びバ
ッファー（例えば、リン酸バッファー）などともに投与することができる。
【００６４】
　投与されるべき量は、通常投与当たり抗原を０．０１μｇから１００,０００μｇまで
の範囲であり、これは、処置される対象（たとえば牛、羊、山羊、鹿、犬などの哺乳動物
）、その対象の免疫系での抗体合成能、及び所望の防御の程度に依存し、経口、皮下、経
鼻、皮内、筋肉内、静脈内投与経路などの投与経路にも依存する。
【００６５】
　本発明のワクチン製剤は、単独投与スケジュールで、又は好ましくは複合投与スケジュ
ールで与えられ得る。複合投与スケジュールでは、接種の開始時期に１～１０の個別の投
与を行い、続いて免疫応答を維持する及び又は強化するのに必要とされる時間間隔で、例
えば２回目の投与として１～４ヵ月後に、別の投与を行い得る。必要であれば、数ヶ月後
に引続き投与を行い得る。投与のレジメもまた、少なくとも部分的には、個体の必要性に
より決定され、医師の判断に依存する。
【００６６】



(12) JP 5429821 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

　さらに本発明のワクチンは、新たなネオスポラ原虫感染に対し、予防的に使用してもよ
い。さらにまた、ネオスポラ原虫に感染した対象に投与し、生体内にネオスポラ原虫に対
する強い免疫反応を誘導することにより、ネオスポラ原虫を排除する治療的ワクチンとし
て使用してもよい。
【００６７】
　本発明のワクチンは、ネオスポラ原虫に感染した対象に投与され、GRA7あるいはAMA1タ
ンパク質に対する免疫応答を誘導し、ネオスポラ原虫感染を予防する。
【実施例】
【００６８】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限
定されるものではない。
【００６９】
実施例１：ネオスポラ原虫由来可溶性タンパク質の調製
　GRA7、AMA1、SRS2遺伝子（それぞれ、GenBank　ID　U82229、AB265823、U93870）をネ
オスポラ原虫からクローニングし、その遺伝子を基に大腸菌にてglutathione　S-transfe
rase　(GST)と融合した組換えタンパク質を発現させた。得られた組換えタンパク質は、G
lutathione　Sepharose　4B(Amersham　Pharmacia　Biotech社製)を用いて精製した。さ
らに、Detoxi-GelTM　Endotoxin　Removing　Gel（Pierce社製）を用いて、精製した組換
えタンパク質からエンドトキシンを除去した。
【００７０】
実施例２：人工糖脂質の調製
　Ｍａｎα１→６（Ｍａｎα１→３）Ｍａｎという構造を有するマンノトリオース（Ｍａ
ｎ３）２．５～５ｍｇに６００μｌの蒸留水を加えて攪拌溶解してオリゴ糖溶液を調製し
た。他方、クロロホルム／メタノール（１：１体積比）混合液にＤＰＰＥを５ｍｇ／ｍｌ
の濃度で溶解してＤＰＰＥ溶液を調製した。また、メタノールに、ＮａＢＨ３ＣＮを１０
ｍｇ／ｍｌの濃度に溶解してＮａＢＨ３ＣＮ溶液を調製した。前記オリゴ糖溶液６００μ
ｌに前記ＤＰＰＥ溶液９．４ｍｌ及び前記ＮａＢＨ３ＣＮ溶液１ｍｌを加えて攪拌混合し
た。この反応混合液を６０℃にて１６時間インキュベートし、人工糖脂質を生成せしめた
。この反応混合液をシリカゲルカラム及びＣ１８逆相カラムにより精製することにより人
工糖脂質Ｍ３－ＤＰＰＥを得た。
【００７１】
実施例３：ネオスポラ原虫由来可溶性タンパク質封入リポソームの調製
　コレステロール、ジパルミトイルホスファチジルコリン（ＤＰＰＣ）、実施例２で作製
したマンノトリオースジパルミトイルホスフファチジルエタノールアミン（Ｍ３－ＤＰＰ
Ｅ）をモル比で１０：１０：１、あるいは、コレステロール、ジパルミトイルホスファチ
ジルコリン（ＤＰＰＣ）をモル比１：１で混合し、クロロホルム２ｍｌに溶解し、１０ｍ
ｌのナシフラスコ内で脂質フィルムを作製した。次に脂質フィルムに３．７５ｍｇ／ｍｌ
の実施例１で得られたネオスポラ原虫由来可溶性タンパク質（含量０．５ｍｇ／ｍｌ）を
加え、４０℃の水槽でＶｏｒｔｅｘにて、リポソームを作製した。次にこのリポソームを
整粒装置のエクストルーダーを用いて、１μｍのフィルターに０．２～１ＭＰａの範囲で
加圧しながら５回整粒を行った。次にリポソーム液を遠心法にて回収後、ＰＢＳ（－）で
３回懸濁、遠心、上清除去することでリポソームに封入されなかった抗原を除去した。得
られたリポソームの分析は、コレステロール量、ネオスポラ原虫由来可溶性タンパク質の
測定をそれぞれ市販のキット、コレステロールＥテストワコー（和光純薬、４３９－１７
５０１）、Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｌｏｗｒｙ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ａｓｓａｙ　Ｒｅａｇｅｎ
ｔ　Ｋｉｔ（Ｐｉｅｒｃｅ、２３２４０）を用いて行った。
【００７２】
実施例４：ネオスポラ原虫由来可溶性タンパク質封入リポソームのワクチン効果の検証
　以下の実施例で使用されているリポソーム封入体の略記について、「M3-GST」とは実施
例１の様に作製したGSTタンパク質を封入したオリゴ糖（Man3）を表面に持つリポソーム
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であることを示し、「M3-GRA7」とは実施例１の様に作製したGRA7タンパク質を封入した
オリゴ糖（Man3）を表面に持つリポソームであることを示し、「M3-AMA1」とは実施例１
の様に作製したAMA-1タンパク質を封入したオリゴ糖（Man3）を表面に持つリポソームで
あることを示し、「M3-SRS2」とは実施例１の様に作製したSRS2タンパク質を封入したオ
リゴ糖（Man3）を表面に持つリポソームであることを示す。また、「PBS」とはリン酸緩
衝液であることを示し、「GRA7」とはリポソームに封入していない実施例１の様に作製し
たGRA7タンパク質であることを示し、「AMA1」とはリポソームに封入していない実施例１
の様に作製したAMA1タンパク質であることを示す。
【００７３】
　ネオスポラ原虫由来可溶性タンパク質封入リポソーム(タンパク量で40　nmol)、各種タ
ンパク質(タンパク量で40　nmol)及びPBSをBALB/cマウス（６週齢、メス）に１週間間隔
で３回皮下投与した。３回目の投与から１週後に、オスのBALB/cマウス（９週齢）と交配
させた。妊娠１０日目にネオスポラ原虫（tachyzoite）を１００、０００個、腹腔内接種
した。新生マウスの出生数を計測し、生後３０日間の新生マウスの生存率（図１）と生存
曲線（図２）を計測した。さらに、生後３０日目に母マウスから脳を回収し、PCR法によ
りネオスポラ原虫の感染の有無について解析した（図３）。上記の実験は３回実施し、１
回目の実験をtrial　１、2回目の実験をtrial　2、3回目の実験をtrial　3と示す。
【００７４】
　各実験群の一腹あたりの出生数と免疫及び感染をさせていない群の出生数（8.3±1.5匹
）を比較したところ、有為な差は見られなかった（図１、Student’s　t-test、P<0.01で
判定）　。この結果は、リポソームあるいはタンパク質投与により、マウスの出生数には
影響を与えなかったことを示している。
【００７５】
　各実験群の新生マウスの３０日間生存率をPBS投与群の結果と比較したところ、M3-GRA7
投与群とM3-AMA1投与群において、新生マウスの生存率の上昇が認められた（図１、chi-t
est,　P<0.01で判定）。また、trial　1、trial　2、trial　3の実験結果を総合して各実
験群の新生マウスの３０日間生存曲線を作成したところ、M3-GRA7投与群とM3-AMA1投与群
において生後１２日目から１７日目の間で新生マウスが死亡する傾向にあるのに対し、そ
の他の投与群では生後１０日目から２２日目の間で新生マウスの死亡の傾向が認められた
（図２）。この結果は、GRA7タンパク質あるいはAMA1タンパク質を封入したオリゴ糖リポ
ソームの投与は、ネオスポラ原虫の垂直感染を防御できることを示している。
【００７６】
　各実験群の母親マウスにおけるネオスポラ原虫感染率をPBS投与群の結果と比較したと
ころ、M3-GRA7投与群とM3-AMA1投与群において、感染率の低下が認められた（図３、chi-
test,　P<0.01で判定）。さらに、M3-GRA7投与が最も効果的にネオスポラ原虫の感染を抑
制することが明らかとなった。
【００７７】
　図１、図２、及び図３で得られた結果より、M3-GSTあるいはM3-SRS2投与群においてワ
クチン効果がみられなかったことから、リポソームとネオスポラ由来のすべての抗原ある
いは異種抗原との組み合わせでワクチン効果は誘導できないことが明らかとなった。この
ことは、リポソームと最適な抗原（例えばGRA7あるいはAMA1）の組み合わせがワクチン効
果を誘導するのに重要であることを示している。
【００７８】
実施例５：マウスにおけるオリゴ糖リポソーム処置によるネオスポラ原虫特異的抗体産生
　ネオスポラ原虫由来可溶性タンパク質封入リポソーム(タンパク量で40　nmol)、各種タ
ンパク質(タンパク量で40　nmol)及びPBSをBALB/cマウス（６週齢、メス）に１週間間隔
で３回皮下投与した。初回投与前、初回投与後７、１４、２１日目に採血し、血漿を得た
。各実験群に用いた同一タンパク質を抗原（図４）あるいはネオスポラ原虫可溶性抗原を
抗原（図５、Student’s　t-test、P<0.01で判定）としたELISA法により，抗原特異的なI
gG、IgG1、IgG2a抗体を測定した。図４におけるPBS投与群には、GSTを抗原として抗体産
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生を測定した。
【００７９】
　GRA7投与群において、初回免疫後１４日からGRA7特異的IgG,　IgG1,　IgG2a抗体の産生
が認められた。M3-GRA7投与群においては、GRA7投与群と比較して、GRA7特異的IgG,　IgG
1,　IgG2a抗体の産生に僅かな増加傾向が見られた。AMA1投与群において、初回免疫後２
１日からAMA1特異的IgG,　IgG1,　IgG2a抗体の産生が認められた。M3-AMA1投与群におい
ては、初回免疫後14日からAMA1特異的IgG,　IgG1,　IgG2a抗体の産生が認められ、AMA1投
与群と比較しても抗体産生が亢進していた。この結果は、ネオスポラ原虫可溶性タンパク
質をリポソームに封入して免疫することで、封入抗原に対する特異抗体の産生を促進でき
ることが明らかとなった。
【００８０】
　次にネオスポラ原虫可溶性抗原に対する抗体産生について解析した。GRA7投与群におい
て、初回免疫後７日と１４日でネオスポラ原虫可溶性抗原特異的IgGおよびIgG1抗体の産
生が認められた。M3-GRA7投与群においては、初回免疫後２１日でGRA7投与群と同じレベ
ルのネオスポラ原虫可溶性抗原特異的IgG,　IgG1抗体の産生が確認された。IgG2a抗体の
産生は、GRA7投与群に比べM3-GRA7投与群で有意な産生が見られた。AMA1投与群において
、ネオスポラ原虫可溶性抗原特異的抗体の有意な産生は認められなかった。M3-AMA1投与
群においては、初回免疫後21日でネオスポラ原虫可溶性抗原特異的IgG,　IgG1,　IgG2a抗
体の産生が認められた。この結果は、ネオスポラ原虫可溶性タンパク質をリポソームに封
入して免疫することで、ネオスポラに存在する封入抗原と同一のタンパク質に対する特異
抗体の産生を促進でき、ネオスポラに対する液性免疫（IgG1抗体産生が指標）と細胞性免
疫（IgG2a抗体産生が指標）を誘導できることが示された。抗原をリポソームに封入しな
い場合はIgG2a抗体の誘導効率が低いことから、リポソーム封入により効果的にIgG2a抗体
の産生を促し、封入抗原特異的な細胞性免疫を誘導できることが示唆された。
【００８１】
実施例６：マウスにおけるオリゴ糖リポソーム処置によるネオスポラ原虫特異的脾臓細胞
の反応
　ネオスポラ原虫由来可溶性タンパク質封入リポソーム(タンパク量で40　nmol)、各種タ
ンパク質(タンパク量で40　nmol)及びPBSをBALB/cマウス（６週齢、メス）に１週間間隔
で３回皮下投与した。最終投与後１週目に脾臓を摘出・ホモジネートし、脾細胞懸濁液を
調製した（５×１０6　ｃｅｌｌｓ／ｍｌ、ＲＰＭＩ１６４０　ｍｅｄｉｕｍ）。各個体
の脾細胞懸濁液は、ネオスポラ原虫可溶性抗原（NLA、終濃度５０μｇ／ｍｌ）、AMA1（
終濃度１０μｇ／ｍｌ）、GRA7（終濃度１０μｇ／ｍｌ）存在下あるいは未刺激の条件（
medium）にて、ＣＯ2インキュベータ内にて４８時間の培養を行い、培養上清を回収した
。回収した培養上清中のインターフェロンガンマ（IFN-γ、Th1反応指標）とインターロ
イキン（ＩＬ）－４（IL-4、Ｔｈ２反応指標）をＥＩＡ法により測定した（図６、Studen
t’s　t-test、P<0.01で判定）。
【００８２】
　脾細胞のIFN-γ産生量を測定した結果、M3-GRA7投与群の脾細胞はNLAとGRA7の刺激に反
応しIFN-γを産生した。この産生量は、GRA7投与群の脾細胞のIFN-γ産生量と比較しても
高いレベルであった。M3-AMA1投与群の脾細胞はNLAとAMA1の刺激に反応しIFN-γを産生し
た。この産生量は、AMA1投与群の脾細胞のIFN-γ産生量と比較しても高いレベルであった
。M3-GRA7投与群の脾細胞とM3-AMA1投与群の脾細胞のIFN-γ産生は、未刺激あるいは異種
抗原の刺激では認められなかった。
【００８３】
　脾細胞のIL-4産生量を測定した結果、M3-GRA7投与群の脾細胞はNLAとGRA7の刺激に反応
しIL-4を産生した。この産生量は、GRA7投与群の脾細胞のIL-4産生量と比較しても高いレ
ベルであった。M3-AMA1投与群の脾細胞は、AMA1投与群の脾細胞と比べてAMA1の刺激に反
応し高いレベルのIL-4産生を示した。M3-GRA7投与群の脾細胞とM3-AMA1投与群の脾細胞の
IL-4産生は、未刺激あるいは異種抗原の刺激では極めて低いレベルであった。しかしなが
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ら、本実験で測定されたIL-4の産生量は50　pg/ml以下であり、IL-4産生の誘導効率は低
いと判定できる。
【００８４】
　各実験群の脾細胞における未刺激条件のIL-4産生量とIFN-γ産生の結果を考慮すると、
M3-GRA7投与群の脾細胞とM3-AMA1投与群の脾細胞はネオスポラ原虫の刺激に対しTh1反応
を呈することが明らかとなった。
【００８５】
　これらのことから、ネオスポラ原虫可溶性タンパク質であるGRA7あるいはAMA1を封入し
たオリゴ糖リポソームは、皮下投与によりネオスポラ原虫特異的な抗体産生とTh1反応を
誘導し、当該原虫の脳への伝播及び垂直感染を防御できることが明らかとなった。したが
って、本発明のネオスポラ原虫可溶性タンパク質を封入したオリゴ糖リポソームは、ネオ
スポラ原虫感染症に対する効果的なワクチンとして使用できることを確認した。また、本
発明で提供されるワクチン製剤は、周産期における安全性も確認された。
【００８６】
　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。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明によれば、安全で高い予防効果を有するネオスポラ原虫感染症に対するワクチン
製剤が提供される。本発明にかかるワクチン製剤は、ワクチン接種した個体だけでなく、
胎児への原虫の垂直感染も予防することができ、ネオスポラ原虫感染が深刻な畜産業界等
において有用である。

【図１】 【図２】
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