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に測定することは難しい。そこで本検討において，
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に測定する方法を開発した。本法は３mg/ml まで
グ リ コ ー ゲ ン を 直 線 的 に 検 出 可 能 で あ り（R2＝
0.994）
，シグマ因子の活性の測定に応用することが
できた。

教育・研究概要
Ⅰ．哺乳類腸内における窒素固定（NF）
NF を行う細菌の中には，腸内細菌科に属し，哺
乳類や昆虫の腸内に生息するものがある。近年の研
究により，昆虫の腸内における NF は実験的に確認
されたが，哺乳類の腸内における NF の詳細はいま
だ明らかではない。
本検討において，窒素固定細菌（NFB）のみを
有するマウスを開発し，その腸内において，NF 遺
伝子が発現していることを RT PCR により確認し
た。また腸内容物に重窒素ガス（15N2）を暴露し，
元素分析／同位体比質量分析計を用いて窒素同位体
比（δ15N）を分析したところ，NFB を有するマウ
スにおいてのみ，δ15N が有意に上昇することを確
認した。また，機器メーカとともに開発を行った
15N2 暴露用の閉鎖型循環式インキュベータを用い
て NFB を有するマウスを飼育し，その体組織の
δ15N について分析したところ，体毛では有意な差
は見られなかったが，腸内容物，腸管，そして肝臓
においてδ15N の有意な上昇が認められた。
Ⅱ．シグマ因子変異臨床分離株の解析
腸管出血性大腸菌のストレス応答を検討する中で，
ストレス応答を制御するシグマ因子に，新規の single point mutation が生じた株を見出した。本変異
の解析により，当該部位の疎水性アミノ酸を親水性
アミノ酸へと置換することで，シグマ因子に機能不
全を引き起こすことが確認された。さらに，レポー
ターアッセイによって，本変異を持ったシグマ因子
は，その支配下にあるストレス耐性に寄与する遺伝
子群の発現誘導を行えないことが明らかになった。
本研究はシグマ因子の機能部位の特定に寄与するも
のと考えられる。
Ⅲ．シグマ因子活性測定法の開発
ストレス応答を制御するシグマ因子の活性は，病
原細菌のストレス抵抗性を検討するうえで極めて重
要な指標となる。しかしながら，その活性を直接的

Ⅳ．分子シャペロンによるバイオフィルム形成の制
御メカニズム
細胞質分子シャペロン DnaK は curli と呼ばれる
菌体外アミロイド線維の産生を正に制御することで，
バイオフィルム形成に重要な役割を果たす。本研究
では，curli の産生における DnaK の役割を生化学
的・細胞生物学的に解析した。その結果，DnaK が
curli の主要な構成成分である CsgA の菌体外への
輸送に関わることを見出した。DnaK は CsgA の N
末端に存在するシグナル配列に直接結合し，細胞質
での CsgA の凝集を抑制することがわかった。
Ⅴ．Curli の産生における補因子（コシャペロン）
の機能解析
分 子 シ ャ ペ ロ ン DnaK は コ シ ャ ペ ロ ン で あ る
DnaJ および GrpE と協調的に機能することで，様々
なタンパク質の品質管理を担う。本研究では，curli
の産生におけるコシャペロンの必須性を解析した。
遺伝子欠損株や変異体タンパク質を用いた分子遺伝
学的解析の結果，DnaJ および GrpE のいずれかが
なくても curli は産生されることがわかった。一方，
DnaJ および GrpE のいずれかを欠損した大腸菌は，
高温での生育が著しく低下した。また，活性の低い
変 異 型 DnaK を 発 現 す る 大 腸 菌 で は，DnaJ と
GrpE の両方が curli の産生において必須であった。
一部の原始的な細胞内共生細菌は，
あるいは
遺伝子を欠損しており，
本研究での観察結果は，
原始的な DnaK の作用機構を示唆しているのかも
しれない。
Ⅵ．ヌクレアーゼによるバイオフィルム dispersal
黄色ブドウ球菌のバイオフィルムにおいて，形成
後にバイオフィルの崩壊がみられたことから菌が
dispersal（分散）を引き起こしていると考えられた。
細胞外マトリックス，培養上清の解析からヌクレ
アーゼの関与が示唆され，変異株を用いた解析から
菌自身の産生するヌクレアーゼによって dispersal
が起きていることが明らかとなった。またヌクレ
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アーゼによる dispersal は，上清中の pH に依存し

実習は，110 名を数班に分け，学生に密着して指導

て起こることから，環境中の pH が重要であること

を行い，カリキュラムをよく理解させることができ

が判明した。

た。また，演習として感染・免疫テュートリアルを

Ⅶ．生きているが培養できない（VBNC : Viable
but noncultuable）細菌の解析
大腸菌を含め多くの細菌が，VBNC 状態になる
ことが知られている。主に，食中毒において，感染
源を特定する上で大きな問題となっている。今回，
腸管出血性大腸菌の臨床分離株から，低温・低栄養
ストレスによって VBNC になるサブセットを見出
した。その表現型は一遺伝子の変異に起因しており，
ストレス暴露によって外膜の透過性が亢進し，ペリ
プラズム領域の抗酸化物質が減少し，その結果，酸
素呼吸によって生じたヒドロキシラジカルが内膜お
よびゲノム DNA の損傷（細胞死）を惹起すること
が明らかになった。抗酸化物質含有培地で VBNC
腸管出血性大腸菌を培養することによって，分離培
養することが可能になった。また最近，本遺伝子の
発現を抑制するバクテリオファージにコードされる
遺伝子モジュールを見出した。腸管出血性大腸菌は，
バクテリオファージによって病原性を獲得し，大き
な進化を遂げたことが近年の研究で示されている。
本遺伝子モジュールの解析は，本病原細菌の生態と
進化に新たな洞察をもたらすものと期待される。
Ⅷ．新規感染症治療法の開発
近年，多剤耐性菌による難治性感染症が問題と
なっている。消化器・肝臓内科の光永眞人講師等に
よって開発された新規がん治療法−光線免疫療法−
の難治性細菌感染症への応用について同講師等と共
同で研究を行っている。本法は極めて効果的に多剤
耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）を死滅させる。現在，
マウス感染症モデルを用いてその効果を検証してい
る。
Ⅸ．薬剤耐性菌の迅速検出方法の開発
感染症起炎菌の薬剤感受性を速やかに確認するこ
とは，治療方針を決定する上で極めて重要である。
即日の同定／確認を目指し，現在，基盤研究部門な
らびに国内メーカとともに新規薬剤耐性菌の迅速検
出方法の開発を行っている。

担当した。
３年次医学生の研究室配属では５名を受け入れ，
多岐にわたる研究指導を行った。学生にとても好評
であった。MD PhD コースの学生を２名受け入れ
研究指導を行っている。
看護学科（国領校）２年次学生に微生物学，看護
専門学校（西新橋校）１年次学生に感染と免疫，柏
看護専門学校１年次学生に微生物学の講義を行っ
た。
２．研究について
本年度は，従来から取り組んでいる細菌のバイオ
フィルム形成機構の解明および細菌のストレス応答
に関する研究が大きく前進した。また，臨床との共
同研究も着実に成果を上げている。具体的な研究内
容として，１）哺乳類腸内における NF，２）シグ
マ因子変異臨床分離株の解析，３）シグマ因子活性
測定法の開発，４）
分子シャペロンによるバイオフィ
ルム形成の制御メカニズム，５）Curli の産生にお
けるコシャペロンの機能解析，６）ヌクレアーゼに
よるバイオフィルム dispersal，７）VBNC 細菌の
解析，８）新規感染症治療法の開発，９）薬剤耐性
菌の迅速検出方法の開発などがあげられる。
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１．教育について
教育に関しては，コース臨床基礎医学（細菌・真
菌と感染，感染症総論）の講義を担当した。細菌学
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Ⅲ．学会発表

感染症学会学術集会．福岡，12 月．
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より５年間の成果について）抗バイオフィルム感染症
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