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デングウイルスの
ADEと重症化機構、
ワクチン開発
モイメンリン
⻑崎⼤学熱帯医学研究所

蚊が媒介する
ウイルス性

感染症である

デング熱・出⾎熱の主症状

タイの出⾎熱の症例

出⾎熱の⼀症例

主な症状︓

デング熱
1. 熱
2. 頭痛
3. 関節・筋⾁痛
4. ⾎⼩板減少症

デング出⾎熱・
ショック症候群
1. 出⾎傾向
2. ⾎漿漏出
3. DIC
4. 死亡

デング熱・出⾎熱

Virus Morphology

Phylogeny of dengue virus (DENV)
Flavivirus

West Nile virus

Kunjin virus

Japanese encephalitis virus

Murray Valley encephalitis virus

St. Louis encephalitis virus

Dengue virus serotype 1

Dengue virus serotype 3

Dengue virus serotype 2

Dengue virus serotype 4

Yellow fever virus

重症型デング熱の病態形成に
関わるファクター
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重症化発症メカニズム

デングウイルス1型
(DENV‐1)*

初感染

同型に対する
防御作⽤(DENV‐1)

交叉抗体が初感染と
異なる⾎清型の
デングウイルス

(DENV‐2)感染を増強
させ、症状が重症化

異なる型に
感染しうる
(DENV‐2)

1. 病因となるDENVは⾎清学的に4つの⾎清型が存在し，いずれもがデング熱・出⾎熱
を引き起こす。防御免疫は中和抗体が主体であると考えられている。

2. デングウイルス感染時に誘導された抗体は，初感染と同⾎清型の感染に対しては防御
的に作⽤するが，異なる⾎清型に対しては感染増強活性を有し症状を悪化させる。

デングワクチン開発の歴史

1. マウス由来ワクチン（1940〜1960年代）
2. 細胞培養弱毒４価ワクチン（1980〜2000年代）

• イヌ腎臓由来細胞、VERO細胞、LLCMK細胞
• Sanofi/Mahidol ⼤学（初代ワクチン、SET1）PII中⽌
• WRAIR/GSK (T-DEN) PII中⽌

3. 組み換え（キメラウイルス）４価ワクチン（1990〜現在）
• ⻩熱ウイルスをベースにしたワクチン Sanofi(ChimeraVax) PIII
• 弱毒DENV2をベースにしたワクチン Takeda/Inviragen PII
• 遺伝⼦⽋損ウイルス Butantan/NIH (TetraVax) PII

4. 不活化ウイルス、サブユニット、DNAワクチン、ウイルスベクター

共通課題︓
1. 有効性、4つの⾎清型に対する防御免疫の誘導、持続性
2. 安全性（ADE抗体の誘導）

デング熱ワクチン作⽤、
評価基準

1. デングウイルスは蚊によって媒介し、ヒフLangerhans細胞、
PBMC及び局所リンパ節で増殖後、ウイルス⾎症を起こして、
発症すると考えられている。

2. デング熱ワクチンの接種により、デングウイルスに対する防御
免疫か獲゙得され、その後に感染したデングウイルスの増殖が抑制
されて発症か阻゙⽌されると考えられる。

効果の評価基準
1. 4つの⾎清型ウイルスに対する有効性を⽰す（防御効果）

臨床症状、ウイルス⾎症
2. 1回、2回またそれ以上の接種回種で防御免疫が誘導される

接種dose、頻度、⼒価試験
⼲渉による交差防御免疫の低下（4価ワクチン）

3. ⼊院期間の短縮（症状軽減）
4. 重症患者数の減少 Guidelines for clinical evaluation 

of dengue vaccines in endemic 
areas, WHO

安全性•有効性
評価の基準

弱毒⽣ワクチン
• 体内動態、ウイルス増殖能の基礎データ、安定性の基準制定
• 弱毒化株のマーカー同定（ウイルス増殖能、⽐較対照）
• ウイルス遺伝⼦の安定性同定（突然変異）
• 媒介蚊に対する感染能⼒が低い、または感染を起こさない
• 安全性基準、抗原性基準の制定（例︓⻩熱ウイルスの遺伝⼦
をベースにしたワクチンのサルにおける異常毒性否定試験

⼀般状態、神経機能に及ぼす影響を評価する（神経毒性試験）

抗原性
1. 4つのDENV⾎清型が存在する。
2. 動物実験（マウス、サル）︔HI試験、 中

和試験にて中和抗体の測定
3. 免疫状況によって免疫反応が異なる

（例︓初回接種、2回⽬以降の接種︔過去
の感染︔⽇本脳炎，⻩熱ワクチン

（フラビウイルスワクチン）の接種
4. 単価•4価︔⾎清型に対する免疫の持続性

有効性
1. 4つのDENV⾎清型の感染に対する防御的

に作⽤することの確認が必要。
2. 動物実験（マウス、サル）を⽤いた評価

• モデル動物の構築が必要
3. 防御マーカーの測定（in vitro)

• ⽣物的に意義のあるマーカー
4. それぞれの⾎清型に対する免疫の持続性

• 抗体、T細胞
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安全性
1. 副反応（発熱、局所、全⾝の有害事象）
2. 動物実験（マウス、サル）を⽤いた評価

• モデル動物の発症モデル
3. 免疫の持続性、感染増強抗体の誘導

• 重傷化へと導かないことの確認

デングワクチン開発に
おける課題

1. 感染とワクチン接種における
(1)中和 (2)感染増強という⼆
つの相反する現象の相互作⽤の
解明は，持続性のある防御能の
誘導が可能な4価ワクチンの開
発に展望を開く。

2. しかし，2013年に世界初となる
4価ワクチン防御効⼒試験では，
中和抗体が認められた被治験者
でデング熱患者が出現した。

3. このことから，防御に最も重要
とされるマーカーの中和抗体が
防御を正確に反映するのかが問
われている。

ワクチン種類 開発者 治験段階 現状

弱毒化ワクチン WRAIR/GSK 4価, PI/II 治験中⽌

弱毒化ワクチン・
YFV backbone

Acambis/Sanofi Pasteur 4価, PI/II/III PIII

弱毒化ワクチン・ NIAID, NIH/Merck 4価, PI PII

弱毒化ワクチン・
DENV2 backbone

CDC/Inviragen/Takeda 4価, PI PII

不活化ワクチン WRAIR/GSK Monovalent PI

Subunit (rE) Hawaii Biotech/Merck 4価 PI

DNA NMRC Monovalent PI

臨床治験中のデングワクチン候補

など数⼗種類以上

組み換え（キメラウイルス）ワクチン

• ⻩熱ウイルスをベースにしたワクチン Sanofi(ChimeraVax) PIII
• 弱毒DENV2をベースにしたワクチン Takeda/Inviragen PII

DENVまたはYFV

デングワクチン開発に
おける課題

ワクチン種類 開発者 治験段階 現状

弱毒化ワクチン A (SET1) 4価, PI/II
弱毒化不⾜、副反応の出現、
治験中⽌

弱毒化ワクチン・
YFV backbone

B 4価, PI/II/III
DENV-2に対する防御効果が低い、
⻑期経過観察が必要、治験中

弱毒化ワクチン・
DENV2 backbone

C 4価, PI/II
4価のバランス（抗原性、有効性）の
データが必要、治験中

弱毒化ワクチン A (SET2) 4価, PI/II
4価のバランス（抗原性、有効性）の
データが必要、治験中

臨床治験中のデングワクチン候補

共通課題︓
1. 抗原性（弱毒化vsキメラウイルス）
2. 有効性、4つの⾎清型に対する防御免疫の誘導、持続性

通常、LAV デングを接種すると、JE抗体backgroundではフラビウイルス交差
抗体が強く誘導されるが、YF backboneワクチンでは交差反応が低い。

Pathways for WHO Recommendations 
on Vaccine Use

SAGE

Relevant  existing 
technical advisory 
committee

Background 
Paper

Global Advisory 
Committee  on 
Vaccine Safety

Expert Committee 
on Biological  

Standardization

Regional TAGS

Regional 
consultations

WHO 
Position 

Paper

WHO DG

Secretariat

SAGE 
working group

Input
Request for review 
of evidence 

Country
Decision
making

Recommendations

Other relevant non immunization 
related WHO policy 
recommendation making body

Other specific or 
cross-cutting 

technical advisory 
committee

Industry and other 
partners

Immunization Practices 
Advisory Committee

Immunizations  
and Vaccines 

Implementation  
Research Advisory 

Committee

Joachim Hombach, WHO HQ

ECBS

DR IVANA KNEZEVIC, WHO/HIS/EMP/TSN
15TH OCTOBER 2014

Clinical Evaluation of Dengue Vaccine–

Amendments in Q&A & Guidelines
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Question 1:Is vaccine efficacy in the prevention of DFI of 
any severity caused by any of the 4 dengue serotypes over 
an appropriate minimum period of observation still 
considered to be a primary objective of the clinical trials 
programme? (C3.3.4)

 Consideration:  recent publications on the clinical efficacy of a live, attenuated tetravalent dengue 
vaccine have revealed significant differences in protective efficacy against dengue by serotype 
(Sabchareon, 2012; Capeding, 2014; sanofi press release).   In a phase 3 study in Asia, vaccine 
efficacy against dengue of any one of the four dengue virus (DENV) serotypes in this period (the 
per-protocol (PP) analysis) was estimated as 57% (95% CI 44, 66). Vaccine efficacy for each of the 
four serotypes, a secondary trial endpoint, was variable:  vaccine efficacy against DENV1 was 50% 
(95% CI 25, 67), against DENV2 was 35% (95% CI -9, 61), against DENV3 was 78% (95% CI 53, 91), 
and against DENV4 was 75% (95% CI 54, 87).  This observation was unexpected, in particular as 
neutralizing antibodies were detected against all for dengue types.  Exploratory research is ongoing 
to explain this observation.

 Answer 1:

The primary objective of the clinical trial programme in relation to vaccine efficacy (pooled 
estimate) remains unchanged. A study that is adequately powered to assess serotype-specific 
efficacy is not expected to be feasible due to the sample size that would be required. 
Nevertheless, Phase 3 studies should be conducted in geographical areas anticipated to provide 
good representation of each serotype in the total database and serotype-specific efficacy should 
be assessed as a major secondary objective. Should there be significant heterogeneity in efficacy 
between the four serotypes, and in particular in case that the analyses point to lack of efficacy 
against one or more serotypes, implications for product labelling need to be 
considered. Consideration should also be given to the study of vaccine impact on circulating 
dengue strains post-vaccine introduction.

Question 2: How to examine the association between N antibody titres and 
protection against clinical illness (surrogate markers) and attempt to 
identify an N titre that predicts protection (correlate) as additional 
objective of the clinical trial programme, and other related immunogenicity 
studies (C.2.1, C2.2)?

 Consideration: while current evidence suggests that neutralizing antibody against each DENV 
serotype is likely to be the best surrogate marker for efficacy, there is significant uncertainty 
about the best way to measure such antibody activity. WHO currently recommends that the 
methodology for determination of DENV serotype-specific neutralizing antibody titres follows the 
WHO Guidelines for the plaque reduction  neutralization test (PRNT) (WHO/IVB/07.07).  Published 
clinical trials have documented the challenges in linking neutralization with protective efficacy 
(Sabchareon, 2012; Capeding, 2014): in fact GMT N titres were highest for the serotype against 
which no statistically significant vaccine efficacy was reported.  These findings suggest that 
the assay does not allow an unequivocal discrimination between protective neutralizing and non-
protective cross-reactive antibodies.  Various publications suggest that cell lines carrying FcgR
may be more discriminatory (Moi, 2010); similarly other approaches have been tested on an 
experimental basis to discriminate between cross-reactive and homotypic neutralizing antibodies 
(deAlwis, 2012).  However, none of these assays have currently been tested on a larger number of 
samples nor validated, and some of them may not be scalable to a clinical trial setting.

 Answer 2: Various alternatives to the WHO recommended PRNT have been tested, none of them 
have been validated at this point in time.  Other tests have been described to further dissect the 
specificity of the humoral immune response, in particular with the aim of distinguishing homotypic
neutralizing from crossreactive antibodies.  These tests have great potential for exploratory 
research, but are currently not scalable to the requirements of clinical trials.  Therefore, WHO 
continues to recommend the used of the Vero cell based PRNT, but encourages the exploration of 
alterative assays (including high throughput assays) and their validation against the Vero PRNT.

Question 3:  Are there particular 
considerations for the secondary clinical 
trial objectives?(section C3.3.4)

 Consideration: the recently published data on dengue vaccine efficacy suggest 
a significant heterogeneity in efficacy.  As already mentioned, vaccine 
efficacy varies by dengue serotype, but also by age of the vaccine 
recipient, which is likely a proxy for dengue exposure at time of 
enrolment.  Other parameters such as the clade of the circulating virus 
serotype may also impact on vaccine efficacy.  In addition, reported results 
from dengue efficacy trials suggest that efficacy against any DFI and severe 
dengue may be different.

 Answer 3:  WHO guidelines recommend a series of secondary analysis (C3.3.4) 
which all remain important.  However, as the reported heterogeneity in 
efficacy with that particular vaccine candidate is significant, secondary 
analysis requires careful attention.  In particular, there is need to plan for a 
large and representative cohort for immunological analysis, and it is 
recommended to define the immunity at baseline in the entire trial cohort.  
Clear case definitions for severe illness should be provided and should be 
based on WHO’s severity criteria (WHO/HTM/NTD/DEN/2009.1, and 
eventual updates).  

デングワクチン
実⽤化のための

基礎研究

ワクチン開発に必要な
ツール構築

1.デング熱に対するワクチンが実⽤化されていない。
2.防御と発症メカニズムを明らかにすることにより

有効かつ安全なワクチン開発が可能となる。
3. デングワクチンの実⽤化には、全ての4⾎清型に対して

（A）防御免疫能（有効性）を誘導する
（B）感染増強（ＡＤＥ）抗体が誘導されない

（安全性）
ワクチンが求められている

４. よって、我々はワクチン開発に必要なツール構築
（in vitroモデル，モデル動物構築）に着⽬した。

Re‐assessment of dengue 
neutralizing antibody and viremia 
titers in dengue patients using 

FcγR‐expressing cells 
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Phylogeny of dengue virus (DENV)
Flavivirus

West Nile virus

Kunjin virus

Japanese encephalitis virus

Murray Valley encephalitis virus

St. Louis encephalitis virus

Dengue virus serotype 1

Dengue virus serotype 3

Dengue virus serotype 2

Dengue virus serotype 4

Yellow fever virus

抗体依存性感染増強
(Antibody Dependent Enhancement, ADE)

FcγR細胞における抗体依存性感染増強 (ADE)

1. 抗体の中和能は，通常プラーク減少法(PRNT法)を⽤いてVero細胞
などFcγRのない細胞にて測定されている．

2. 現在広く⽤いられている中和試験法では，中和能のみを測定し，
感染増強効果を反映させた中和能の測定が不可能である. 

デングワクチン開発のための
新規中和試験の構築

FcγR発現細胞を⽤いた⽣物的に意義のある中和抗体価
およびウイルス⼒価の測定が可能なアッセイの構築

Moi et al., J Virol Meth (2010) Moi et al., Arch Virol (2014), 

新規中和試験を⽤いたデング熱の
発症・防御メカニズム解明（１）

FcγR発現細胞にて再感染
患者の急性期⾎清を検討
したところ，中和活性が
検出されなかった．
本中和試験法は、⽣体内
における防御能を反映し
た抗体活性の測定が可能
であり、ワクチン有効性
評価系として有⽤である
ことが⽰唆された。
Moi et al., Lancet, 2013;
Moi et al., PloS Neg Dis, 2012; 
Moi et al., CVI, 2010

新規中和試験を⽤いたデング熱の
発症・防御メカニズム解明（２）

1. 再感染時のウイルス⾎症をFcγR発
現細胞にて⽐較検討したところ、
ウイルス⼒価はFcγR⾮発現細胞よ
り約10倍⾼く、ウイルス⾎症も約
1 ⽇⻑く継続した。

2. この結果により、中和能を有しな
い交叉感染増強抗体がDENVと結
合し、感染性抗体-DENV複合体が
形成されることが⽰唆された。

3. FcγR細胞のみに感染性を有する抗
体-DENV複合体は、再感染におけ
る⾼いDENV⾎症に重要な役割を
果たすことも⽰唆された。

Moi et al., J Inf Dis, 2011; 
Moi et al., Trans Trop Med Hyg, 2013

新規中和試験の有⽤性

FcγR発現細胞を
⽤いた新規中和
試験により

DENV感染増強
活性、中和活性
とウイルス⼒価
の測定が必要

Moi et al., Lancet 2013

生物的に意義
のある中和抗
体価、ウイル

ス力価の測定
が可能となる

Published clinical trials have documented the challenges in linking neutralization with protective 
efficacy (Sabchareon, 2012; Capeding, 2014): in fact GMT N titres were highest for the 
serotype against which no statistically significant vaccine efficacy was reported.  These findings 
suggest that the assay does not allow an unequivocal discrimination between protective 
neutralizing and non-protective cross-reactive antibodies.  Various publications suggest that cell 
lines carrying FcγR may be more discriminatory (Moi, 2010); similarly other approaches have 
been tested on an experimental basis to discriminate between cross-reactive and homotypic
neutralizing antibodies (deAlwis, 2012). 

Ivana Knezevic; Clinical evaluation of dengue vaccines-need for Q&A or amendment, WHO 2014
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Development of a novel non‐human 
primate model for primary and secondary 
dengue virus infection using marmosets 

(Callithrix jacchus)

Development of a novel non‐human 
primate model for primary and secondary 
dengue virus infection using marmosets 

(Callithrix jacchus)

デングウイルス感染
モデル動物

動物種 有⽤性 問題点
免疫正常マウス ・研究ツールが多い ・WTに対する感受性が低い

・脳内接種・感染細胞導⼊下
でデング熱⾮典型的な症状、
脳炎症状を発症

遺伝⼦改変マウス
IFNkoマウスなど

・WTに対する感受性が⾼い ・免疫応答が正常でないため、
防御メカニズム解析および
ワクチン評価が困難

• 維持費が⾼い
カニクイザル
アカゲザル

・ヒトに近い ・臨床株に対する感受性が
低い

・症状を⽰さない、ウイルス
⾎症を⽰さないまたは低い

デングワクチン開発のための
デング熱モデル動物の確⽴

1. デングワクチン・治療開発には、
i. 適切なモデル動物の開発
ii. モデル動物を⽤いてワクチンの

評価系の確⽴
iii. 発症と防御のメカニズムを明ら

かにする

そこで、
(1)マーモセットを⽤いたデング熱
モデル動物を構築し、ワクチン•
治療法の評価系を確⽴する
(2)マーモセットモデルを⽤いて
発症および防御メカニズム
解明を⽬標とする。

Moi et al., J Gen Virol, 2014; Moi et al., Pathogens, 2013; Omatsu, Moi et al., J Gen Virol, 2011 
初感染 再感染 （初感染と同じ⾎清型） 再感染 （初感染と異なる⾎清型）

Conclusion  
DENV patient Marmoset

(I) Clinical Signs upon infection
(1) Peak viremia*
*Clinical DENV strains

10E6-10E8 GC/ml 10E4-10E7 GC/ml

(2) Rash, petechial ＋ ＋
(3) Increase in AST and 
ALT levels

＋ ＋

(4) Leukopenia and 
thrombocytopenia
(5) Virus immune-
complex

＋

＋

＋

＋

(II) Immune response upon infection & vaccination
(1) IgM and IgG Levels
(2) Neutralizing antibodies
(3) Memory T-cell responses

＋
＋
＋

＋
＋
＋

These results suggest the potential of marmosets as a useful 
animal model for DENV vaccine efficacy studies.

今後のデング
ワクチンの展望

(a) モデル動物・中和試験の
構築

(b) デングウイルス発症・
防御メカニズム解明

(c)臨床治験データ蓄積

(d) ウイルス株間の抗原性，
防御免疫への影響

今後の課題

In vivo

In vitro
FcγR発現

細胞
臨床検体，情報活⽤

ワクチン実⽤化
安全性・有効性担保

国内外研究施設
（ワクチン開発）

共同開発研究
相乗効果

ツール開発に活用

((国内医療施設，流行地域))

デング熱ワクチン
実⽤化の課題

 抗原性（流⾏地、流⾏の
ない地域、ワクチン接種
歴）

 有効性（流⾏株）
 安全性
 持続性
 Vaccination of special 

populations

 年齢、接種スケージュル
 Vaccine strategies
 Vaccine impact

 公衆衛⽣
 経済
 疫学調査、診断体制

研究機関、
メーカー 政策
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