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　ベクター媒介感染症の成立にはヒトや動物に病原体を行き来させる蚊やマダニが必要で，媒介に

は必ず吸血行動が伴う。我々は，この吸血過程にはベクターが進化的に獲得したヒトや動物の生体

防御反応を凌ぐ様々な応答機構が働いていると考えている。実際，分子レベルで探ってみると，宿

主の生体防御反応を抑制しながら，血液を搾取する仕組みが次々と明らかになってきた。たとえ

ば，吸血の時だけ唾液腺で産生される血管新生抑制物質のヘマンギンやプラスミノーゲン活性化因

子として機能するロンギスタチンの存在が見出されてきた。さらに，ロンギスタチンは炎症反応の

発端となるReceptor for advanced glycation end products (RAGE) に作用し，下流にある炎症性エフェ

クターを下方制御しながら，blood pool型吸血を展開していることが分かった。
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はじめに

　感染症全体の約2割は蚊やマダニなどによるベクター

媒介感染症 (vector-borne disease，VBD) で，世界的に

死者は毎年100万人以上にのぼる。我が国でもVBD

は，記憶に新しいところで2013年初頭の西日本を中心

に確認されたSFTS (重症熱性血小板減少症候群) や今

夏のデング熱の発生など身近なものとなってきている
1,2。我々は，VBDの成立に必要な宿主，病原体，ベク

ターの3者の内，主にヒト・動物に病原体を伝播するベ

クター側に焦点をあて，ベクター対宿主間で展開され

ている分子を介在とした鬩ぎあいについて解析を行っ

てきた3。ベクター基盤の分子論的解析からは，宿主が

保有しない新規物質が同定され，予防治療薬の開発に

向けた新たな創薬の基盤構築が見えてきている。

　本稿では，ベクターの中でも最も多種多様な薬理物

質を保有し，節足動物界最強の“pharmacologist”とも

言われているマダニの吸血様式4について概説し，我々

が最近性状解明に成功したRAGEアンタゴニストのロ

ンギスタチン (longistatin)5について紹介したい。

ベクターの吸血様式

　マダニ吸血の特徴は何と言っても，長時間にわたる

宿主血液の大量搾取である。吸血様式として，比較対

照とされやすい蚊は口器を直接皮下の血管に挿入する

血管内吸血型 (vessel feeder) であるのに対して，マダ

ニは皮下の血管を破綻させ，真皮に血液を溜めるblood

poolを形成し，ここから血液を搾取する血管外吸血型

(blood pool feeder) である6,7 (図1)。吸血はまず，外部

寄生虫として宿主体表に付着後，固着する際に必要な

セメント様物質などを唾液腺から分泌し，その後は抗

止血物質などを宿主内に放出しながら，宿主血液を中

腸内に取り込み，飽血になるまで宿主体表に寄生し数

日間にわたって吸血を続けることができる (図2)。搾取

した血液は栄養源として，哺乳類の消化管に相当する

中腸に溜められ，発達した細胞内消化機構によって未

吸血時体重の数百倍にも及ぶ血液を長時間かけて消化

できるようになっている。こうしたマダニ吸血の特徴

は，唾液腺及び中腸で産生される多種多様な『吸血調

節物質』8によって支えられ，近年整備された，ゲノム

データベース9，特定の遺伝子発現を阻害したノックダ

ウン (Kd) マダニ10や宿主動物を用いずに吸血過程を再

現できる人工吸血実験法11などの新たな研究技法を用

いて，中腸上皮細胞内に構築されたヘモグロビン分解

経路12の発見に至るなど，分子レベルにおける吸血行

動や血液消化経路の解析が飛躍的に進んだ。我々は，

マダニ吸血は吸血調節物質の精妙な分子間連携・協調

によって営まれているものと考えている。一方，マダ

ニ吸血を支える物質は単に生化学的興味だけでなく，

医薬品としての創薬を前提に多くの有用分子が発掘さ

れてきた経緯があり，唾液腺物質の単離・機能解明に

ついては大きな前進がみられているが，同時に，魅力

的な生理活性物質を数多く保有するマダニは，血液・
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図1.  ベクターの吸血様式

　蚊などの吸血昆虫は血管に口器を直接挿入して吸血

する (左) のに対して，マダニは皮下の血管を破壊し，
真皮にblood poolをつくり，ここから血液を搾取する
(右)。

図2. マダニの吸血過程

左: 成ダニステージの未吸血時から胞血時までの個体変化 (数字は吸血開始後日数を示す)。
右: 未吸血時から胞血時までの体重変化。
　成ダニの吸血期間は約6日間で，この間に未吸血時体重の約200〜300倍に宿主血液を搾取する。取り
込んだ血液は主にエンドサイトーシスによって中腸上皮に取り込まれ，緩慢な細胞内消化によって分

解される。血液中の液体成分は，中腸上皮を通過して血体腔に移行し，唾液と共に排出されるが，固

型成分の大半は糞尿として吸血期間中に活発に体外に排出される。飽血時の体重は，宿主から搾取し

た血液の3〜10倍に濃縮された結果であることから，実際に搾取する血液量は数mlに及ぶ。

※写真はモデルマダニとして用いられているフタトゲチマダニ

　極東からオーストラリアのアジア諸国にかけて広く分布するマダニで，我が国では最優占種となっ

ている。実験室内では単為生殖系の株が約40年にわたって継代されている。マダニはウイルスから寄
生虫まで多種多様なヒト・動物の病原体を媒介するが，フタトゲチマダニもQ熱，リケッチア疾患，
動物のマラリア様疾患であるバべシア症などを媒介する。
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図3. ヘマンギンの血管新生抑制作用

上: 対照ではヒト臍帯静脈内皮細胞 (HUVEC) の管
腔形成 (→) が認められたのに対して，ヘマンギン
添加では確認されなかった。

下: 絨毛尿膜 (CAM) におけるヘマンギンの血管新
生抑制作用。矢印は毛細血管を示す。

図4. Blood poolに放出される吸血調節物質のロンギスタチ
ン

左: 吸血開始後3日目のフタトゲチマダニ幼ダニの矢状面
右: 唾液腺で産生されるロンギスタチンは唾液腺管と通し
てBlood poolに放出される (緑色蛍光)。

循環器薬などヒト医療に応用する分子ハンティングの

対象としてたいへん注目されている13。しかし，これ

までに単離されたマダニ唾液腺由来の抗止血物質だけ

では付着・吸血部位における宿主の炎症・創傷反応を

未然に防ぐことは難しいものと考え，著者らは新たな

研究テーマに着手した。

マダニの創傷治癒遅延戦略

　マダニの吸血部位は口器による咬創であり，ここに

は当然，止血と炎症から始まる一連の生体反応からな

る創傷治癒の反応が伴うはずである。また，止血を阻

止する分子機能が発揮されれば，創傷治癒過程は当然

遮断されることとなるが，それだけでは長期にわたる

blood poolを維持することはできない。我々は，blood

poolを中心にした病理組織学的解析から，宿主毛細血

管の新生を抑制して，大量かつ持続吸血を可能にする

新規の血管新生抑制物質，ヘマンギンを分離すること

に成功した14 (図3)。ヘマンギンは発見当初，そのアミ

ノ酸構造からセリンプロテアーゼを特異的に阻害する

内在性阻害剤として同定された。しかし，ヘマンギン

Kdマダニをウサギに付着させると，著しい吸血阻害と

ともに，宿主皮下におけるblood poolの形成不全が惹起

されていることが見出されたことから，我々は，炎

症・創傷治癒の阻害に働くヘマンギンの役割を想定

し，正常培養条件下では増殖・接合により血管形成像

を呈するヒト臍帯静脈内皮細胞 (HUVEC) を用いて機

能を検証した。その結果，添加したヘマンギンの濃度

依存的に内皮細胞の増殖が抑制され，血管腔形成が阻

害されることが分かった。次いで，発育鶏卵を用いて

絨毛尿膜における血管新生抑制効果を検証したとこ

ろ，ヘマンギンはin vivoでも毛細血管の増殖を顕著に

抑制することが分かった。以上の創傷治癒アッセイの

成績から，ヘマンギンが濃度依存的に血管内皮細胞の

増殖を抑制し，傷の修復を遅延させるなど，血管新

生・創傷治癒の阻害という新たな吸血調節物質として

の機能を発見するに至った。最近では，blood poolの形

成に不可欠な分子として同定されたロンギスタチン

に，フィブリノーゲンのα，β及びγ鎖を加水分解し，

フィブリンクロット形成遅延作用があることが分かっ

た。同時に，ロンギスタチンはフィブリン網目構造と

結合してフィブリンクロット結合プラスミノーゲンを

活性型プラスミノーゲンに賦活化し，フィブリンク

ロットと多血小板血栓を溶解することも見出され，新

たな抗血液凝固経路の存在が判明した15-17 (図4)。興味

深いことに，ヘマンギンやロンギスタチンの産生は，

マダニの吸血開始から飽血直前まで増加するものの，

飽血時には完全に停止することから，両分子は吸血調

節物質として吸血時期に特化した役割を担っているも

のと考えられる。

マダニが保有するRAGEアンタゴニストの

ロンギスタチン

　血液搾取の間に，唾液腺で産生されるロンギスタチ

ンは断続的にBlood pool内で，フィブリノーゲン変性や
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プラスミノーゲン活性化に働くが，ロンギスタチンKd

マダニの刺咬部位を組織切片で観察すると炎症性細胞

の大量浸潤が認められたため，本分子には炎症反応を

ブロックする何らかの分子機能が存在することが示唆

された。ロンギスタチンの分子性状を詳細に解析した

ところ，炎症性メディエーターのS100蛋白18と同様

に，アミノ酸構造内に2つのEF handを保有するCa2+結

合蛋白であることを見出した19。そこで我々は，マル

チリンガンドのレセプターであるRAGEに着目するこ

ととした20。RAGEは発見当初，加齢や糖尿病状態で促

進的に生成される終末糖化物質 (AGE) のレセプターと

して同定されたが，現在ではがん転移及び炎症への関

連が指摘されているhigh mobility group B1 (HMGB1)，

アルツハイマー病に関連するアミロイドβや細菌の膜

構成成分であるlipopolysaccharide (LPS) などの様々な

リガンドを認識し，triglyceride-rich lipoproteines (TRLs)

と同様にpattern recognition receptors (PRPs) に位置づけ

られている。蛋白質としてのRAGEは分子量約55 kDa

のI型膜蛋白で，細胞外に3つの免疫グロブリン様ドメ

インを有する免疫グロブリンスーパーファミリーに属

し，活性酸素種 (reactive oxygen species，ROS) の生成，

MAPキナーゼの活性化，転写因子の核移行を経て，下

流のエフェクター遺伝子群を活性化し，様々な細胞応

答を惹起する21,22。図5には我々のin vitro，in vivo解析の

成績から推定されるロンギスタチンの作用機序を示し

た。

1. RAGEリガンドのロンギスタチン

　まず，リガンドとしてのRAGEへのロンギスタチン

結合親和性を検討したところ，濃度依存的にRAGE標

品と固定化することが確認され，既知のリガンドと比

較して極めて高値の親和性が認められた (図6-A，B)。

また，ロンギスタチン/RAGE結合は，抗ロンギスタチ

ン抗体で減弱された。なお，toll-like receptor 4 (TLR4)

辻　尚利，他

図5. RAGEのアンタゴニストとして作用するロンギスタチン

　唾液腺からBlood pool内に放出されたロンギスタチンは，RAGEのVドメインに結合し，NF-κB
の核内移行，接着因子，サイトカインなどの炎症性エフェクターの発現を抑制する。
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との固定化は認められなかった。次に，RAGEドメイ

ン解析を行ったところ，Vドメインに結合することが

3Dホモロジーモデリング解析などから明らかとなった

(図6-C)。興味深いことに，ロンギスタチンとRAGEの

親和性はCa2+存在下で3倍上昇することも分かった。さ

らに，HUVECを用いた可視化技法，結合アッセイ及び

RAGE-siRNAを用いたex vivoノックダウン解析による

と，デコイ受容体23-24などとして機能する可溶性RAGE

が，ロンギスタチンと膜結合型RAGEとの結合を干渉

するなど，ロンギスタチンがRAGEの新規リガンドと

してRAGE細胞外ドメインを標的としていることを解

明した (図6-D)。

2. RAGE/リガンド軸を下方制御するロンギスタチン

　RAGEは炎症に関与する様々なエファクターを制御

することで知られている25-27。そこで，ロンギスタチ

ン/RAGE結合によって誘導されるシグナル経路やエ

フェクターの産生を調べた。はじめに，グリコールア

ルデヒド (glycoladehide，Gla)/RAGE結合によるROS産

生が，NADPHオキダーゼ阻害剤 (DPI) によって阻害さ

れるHUVECの評価系を用いて検討したところ，ロンギ

スタチン及び抗ロンギスタチン抗体はいずれもDPIと

同様にROS産生を有意に低下させることが分かった (図

7-A)。次に，NF-κBの核内移行に及ぼす影響を検討し

たところ，Gla-BSA刺激したHUVECで誘導される核内

移行は，ロンギスタチンや抗RAGE抗体で阻止され，

同時に，IκB-αのリン酸化と変性も低下されたことか

ら，ロンギスタチンはNF-κBの核内移行を阻害するこ

とが判明した (図7-B)。さらに，HUVECのGla/RAGE経

路においてロンギスタチンによる接着分子，サイトカ

イン産生への影響を調べたところ，ロンギスタチン

は，既知のリガンド/RAGE経路で有意に発現が上方制

御される接着分子VCAM1，ICAM1，E-selectinを濃度依

存的に抑制し，同様に，IL-6，L-13，IFN-γ，TNF-α，

GCSF及びTGF-βの発現も有意に低下させることが確

認された。

3. ロンギスタチンは内在性RAGEによる炎症反応を抑

制する

　In vitroで得られた仮説を，RAGE非依存性炎症を惹

起するカラゲナン (carrageenan) を用いて，野生型マウ

ス (Wt) 及びRAGEノックアウトマウス (RAGE-/-) の足

図6. RAGEに対するロンギスタチンのリガンド能

A. RAGEへの濃度依存的結合。B. RAGE依存性結合。C. リガンドドッキング解析。D. 膜型RAGE
への結合。
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図7. ロンギスタチンによる細胞内活性酸素と
核移行シグナルへの影響

A. ROS阻害効果 (緑色蛍光: ROS)
Mito-TEMPO, a mitochondria-targeted ROS
antagonist; DPI, an inhibitor of NADPH oxidase
B. NF-κBの核内移行阻害

図8. ロンギスタチンによるリガンド/RAGE介在炎症の阻害
効果

A. カラゲナン (carrageenan) 誘導性炎症におけるロンギス
タチン影響

　ロンギスタチンは，Wt及びRAGE-/-マウスにおけるカラ

ゲナンによる炎症性細胞の出現に影響しないことが確認さ

れた。

　組織標本はマウス足蹠にロンギスタチン (100μg) 及び
PBSを接種した1時間後，2%カラゲナンもしくは生理食塩
水 (100μl) 投与後の5時間後を示す。
B. Gla/RAGE経路誘導炎症におけるロンギスタチンの影響
Wt足蹠及び肺におけるGla/RAGE経路誘導性炎症性細胞浸
潤はロンギスタチンによって減弱された。

足蹠; 対照: 75 ± 32 cells/mm2，Gla-BSA: 301 ± 53 cells/
mm2，ロンギスタチン: 152 ± 55 cells/mm2

肺; 対照: 85 ± 14 cells/mm2，Gla-BSA: 403 ± 56 cells/mm2，

ロンギスタチン: 185 ± 30 cells/mm2

　組織標本は足蹠にロンギスタチン (100μg) を接種した1
時間後，Gla-BSA (50μg) もしくは生理食塩水 (100μl) を
投与した5時間後を示す。
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蹠及び肺で検討した。まず，カラゲナン誘導性炎症の

表現型がWt及びRAGE-/-において，同一であることを

確認したところで，ロンギスタチン接種による影響を

調べた。その結果，カラゲナン誘導性炎症に有意な変

化は認められなかったことから，ロンギスタチンは非

RAGE炎症反応には関与しないことが確認された (図8-

A)。次に，リガンド/RAGE経路によるロンギスタチン

の影響をマウス足蹠及び肺で検討した。両組織ともに

ロンギスタチンはGla/RAGE経路による炎症を有意に抑

制したことから，ロンギスタチンはin vivoにおいてリ

ガンド/RAGE経路による炎症を抑制することが示唆さ

れた (図8-B)。なお，マダニの刺咬は，S100b，S100a8

及びS100a9などの炎症性メディエーターを有意に上方

制御するが，RAGE発現には影響を及ぼさないことも

判明した。

4. 内在性ロンギスタチンは吸血中のRAGE介在性炎症

反応を抑制する

　ロンギスタチン接種がマウスの足蹠炎や肺炎モデル

において炎症反応を抑制することが見出されたことを

受け，マダニ刺咬によって唾液腺から宿主皮下Blood

poolに放出される内在性ロンギスタチンの作用につい

て，Kdマダニを用いた実験系により検討することとし

た (図9)。その結果，陰性対照であるマダニ (dsmalE，

ロンギスタチンは正常に発現している) と比較して，ロ

ンギスタチンKdマダニ (dsロンギスタチン) の刺咬部位

では，寄生虫感染に特有の細胞集簇である好酸球及び

マクロファージの浸潤28-30が確認された (図9A)。同時

に，これらのマウス皮下におけるサイトカインを測定

すると，dsmalEではIl5，Tnfa，Cox2，及びMcp5の発

現，蛋白レベルの産生が低値であったのに対し，dsロ

ンギスタチンではいずれの産生も有意に高いことが分

かった。次に，Wt及びRAGE-/-マウスにdsmalE，また

はdsロンギスタチンを吸血させたところ，Wt−dsロン

ギスタチンの組合せでは，Wt−dsmalEと比べて皮下に

顕著な好酸球浸潤が確認されたが，RAGE-/-−dsロンギ

スタチンとRAGE-/-−dsmalEの場合，いずれも皮下細胞

数に有意な差は認められなかった。以上の成績から内

在性ロンギスタチンは，吸血部位においてRAGE介在

性炎症反応を緩解しているものと結論づけられた。

ま  と  め

　マダニは宿主皮膚への付着後は，唾液腺で作られる

吸血調節物質を宿主皮膚下に放出し，宿主生体防御反

応をうまく抑制しながら吸血を有利に進めている。今

回性状解明に成功したロンギスタチンは，RAGE-/-マウ

ス及びロンギスタチンKdマダニを用いたin vivo解析に

よって，リガンド/RAGE経路にある一連の炎症反応を

効率的に抑制していることが分かった。外部寄生虫と

図9. 内在性ロンギスタチンは吸血中の炎症反応の抑制に必
須である

A. 内在性ロンギスタチンは炎症反応を抑制する
　H&Eにおける炎症性細胞数/mm2 (n = 5) は，N，37 ± 20;
L，508 ± 20; M，141 ± 20でロンギスタチンKdマダニで
は有意に増加した。また好酸球浸潤も有意に増加すること

が確認された (L，45 ± 8; M，7 ± 3)。肥満細胞には有意
差は認められず，マクロファージは有意に増加することが

分かった。

　組織標本は，WtマウスにロンギスタチンKdマダニ及び
Kd対照マダニ付着後5日目を示す。
B. 内在性ロンギスタチンはRAGE誘導炎症を抑制する
　WtにおいてロンギスタチンKdマダニは有意に細胞浸潤
を惹起したが， RAGE-/-マウスではロンギスタチンKdと対
照マダニの間には有意差は認められなかった。以上より唾

液腺からBlood pool内に放出するロンギスタチンは宿主炎
症反応を抑制することが分かった。

dsmalE: control, E. coli maltose-binding protein dsRNA injected
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しての進化の過程で，マダニがRAGEのアンタゴニス

トであるロンギスタチンを獲得してきたことは，宿主

皮下組織おいてRAGEが恒常的に大量発現している事

実31からすると，理に適うものと言える。

今後の展望

　本稿では，マダニ媒介病原体を含めたVBD成立の分

子論的解説は行わなかったが，マダニ体内には伝播す

る病原体を棲家として存続させる機構があると我々は

考えている。すなわち，「ベクターには，自己の生存を

調節しながら，病原体を精妙に伝播制御するシステム

が存在する」と想定している。我々は，病原体伝播が

展開される際の吸血とベクター細胞内に寄生する病原

体の生存は，生体内の分子の動的変化を一種の物流シ

ステムと考える細胞内ロジスティクスが，個体として

うまく調和した状態であると考えている。既に我々

は，『病原体伝播調節物質』の存在を突き止め，機

能・構造をベースにしたVBDの予防治療薬の開発に着

手している32。ベクター吸血と病原体媒介の仕組みを

論理的に説明できるようになれば，ベクター媒介感染

症の制御に役立つ普遍的方法が見つかると考えてい

る。
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感染症ベクターの吸血生理とRAGEアンタゴニストのロンギスタチン

Physiology of hematophagous infectious disease vectors and longistatin,
an antagonist of the receptor for advanced glycation end products

Naotoshi Tsuji,1 Anisuzzaman,2 Takeshi Hatta2

1Department of Parasitology, Kitasato University School of Medicine
2National Institute of Animal Health, National Agricultural Research Organization

Establishment of arthropod-borne infectious diseases requires hematohagous arthropods including mosquitoes
and ticks that transmit pathogens across humans and animals during blood feeding.  We assume that the
vectors evolutionally acquire a variety of molecular machineries which act against the host's defenses.  In fact,
recent exploration of molecular interaction between vector tick and animal host reveals that various interesting
mechanisms really exist to suppress hosts' defensive responses to ensure sucking mammalian blood.  We
discovered that tick-saliva substances contained haemagin, an anti-angiogenic agent and longistatin, a
plasminogen activator, efficiently inhibited wound healing and hemostasis, respectively, during acquisition of
blood meals from hosts.  Moreover, longistatin bound with the receptor for advanced glycation end products
(RAGE), a central player for inflammation; thus, down-regulated production of vital inflammatory effectors
including adhesion molecules and cytokines, and eventually counteracted amplification of inflammatory
signal transduction elicited during tick bites.  Our works shed light deeply into the triangular interaction
among hosts, vectors, and pathogens which may play critical roles to control disease vectors and/or vector-
borne diseases.
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