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学位論文名 
Characterization of bacteriocin-like protein and transporter in Treponema 

denticola 

 

学位論文内容の要旨 

 

１．研究目的 

Treponema denticolaは、慢性歯周炎病巣より Porphyromonas gingivalils, Tannerella forsythiaととも

に高頻度で分離され、その発症と進行に重要な役割を果たしている。700 種を超すと言われているデンタ

ルプラーク細菌の中で本菌がどのような戦略でその数を増やしているかについては未だ不明な点が多い。

混合菌種バイオフィルム内での細菌間生存戦略としては、競合および共生が重要な働きをしていると考え

られる。細菌間の競合には、bacteriocin や H2O2 のような代謝産物が関与している。口腔細菌では、

Streptococcus mutans を中心としたレンサ球菌群で bacteriocin について遺伝子まで明らかにされている

が、グラム陰性菌については、増殖抑制については報告があるものの、それを司る物質についてはほとん

ど明らかにされていない。われわれは、すでに T. denticola ATCC 35405 株に 3 つの bacteriocin ABC 

transporter が存在することを明らかにしている。このうちの一つ TepA1 の上流には 3 つのバクテリオシ

ン様のシグナルペプチドを有する open reading frameが存在する。本研究ではこの 3つの open reading 

frameにより codeされるタンパク質および bacteriodin ABC transporterにより形成される遺伝子群の機

能解析を試みた。 

 

２．研究方法 

Treponema denticolaは嫌気条件下で TYGVS培地を使用し培養を行った。Immunoblotでウサギ抗体

との交差反応を除去する必要がある場合はウマ血清を用いた TYGVHS培地を使用した。T. denticola菌種

内のバクテリオシン様遺伝子の存在解析は、T. denticola ATCC 33520, ATCC 33521, ATCC 35404, ATCC 



35405, GM1から genomic DNAを抽出し、 サザンブロットにより行った。バクテリオシン様遺伝子の発

現解析は、T. denticolaから対数増殖期および静止期のtotal RNAを抽出しTaqMan probeを用いreal time 

PCR により行った。Bacteriocin 様タンパクの検出は、バクテリオシン様タンパクに対するウサギ抗血清

を作成し、immunoblot により行った。さらに、細菌間の競合がバクテリオシン様遺伝子の発現に与える

影響を明らかにする目的で、対数増殖期の T. denticolaと、Treponema vincentiiを 2時間混合培養し、培

養後のバクテリオシン様遺伝子の発現の変化を解析した。 

 

３．研究成績および考察 

T. denticola ATCC 35405株の３つのバクテリオシン様遺伝子は、DNAレベルでも非常に相同性が高く

homologue であり、同じように 3 つ存在する bacteriocin ABC transporter に比べ非常に高い identity

（94-95%）を示しており、遺伝子の dupilicationにより 3つの遺伝子が存在している可能性が示唆された。

Southern blotの結果から、本遺伝子は、解析を行ったすべての T. denticolaに認められた。本遺伝子の発

現を対数増殖期と静止期で比較すると静止期での発現が低くなっており、増殖の活発な時期に機能してい

ると考えられた。T. vincentii との混合培養により、３つの bacteriocin 様タンパクの発現が低下していた

ことから、菌体外の環境によりその発現が制御されている可能性が考えられた。Immunoblot による解析

では、培養上清中に 51 kDa, 44 kDa and 11 kDa のバンドが認められ、菌体外に遊離されていることが明

らかになった。本菌の培養上清は、A. viscosus ATCC 15987, A. actinomycetemcomitans Y4, S. mutans 

MT8148R, S. sanguinis ATCC 10556, S. oralis ATCC 10557, T. socranskii ATCC 35536 and T. vincentii 

ATCC 35580の増殖には影響を与えていなかった.本タンパクの抗菌性の有無については、対象菌種を増や

しさらに組み替えタンパクを用いた解析を進行中である。 

 

４．結論 

T. denticolaのバクテリオシン様タンパクは、対数増殖期に発現レベルが高く、菌体外に遊離されている

ことが明らかになった。 

  



最終試験の結果の要旨および担当者 
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 結果の要旨       

 

  本審査委員会は主題ならびに関連問題について最終試験を行った結果、十分な学識を 

 有することを認め、合格と判定した。 

  



学位論文審査の要旨 

 

本研究は歯周病原菌であるTreponema denticola ATCC35405におけるバクテリオシン様タンパクとそ

の排出タンパクとみられる遺伝子群の解析を行った。結果、この遺伝子群は、通常の培養条件で発現して

おり、産生されたバクテリオシン様タンパクは、菌体内外に遊離されていることが示された。また、他菌

種に対する抗菌活性ついて検討を行ったが、今回対象とした菌種に対しては本菌の培養上清は抗菌活性を

示さなかった。本実験において使用した菌種に対する活性は認められなかった。 

本審査委員会は平成 26年 3月 3日に行われ、額賀大学院生から論文内容の説明がなされた後、各委員会らに以下

のような質疑が行われた。１）バクテリオシン様タンパクという根拠について、２）バクテリオシン様タン

パクの遺伝子があるなら、それに対する免疫系の遺伝子について、３）tepA2を欠損させた理由について、

４）T.denticola上清の抗菌活性でwellの実験方法について、などの質問があった。これらの質問に対して

１）対象遺伝子の deduced amino acid sequenceにダブルグリシンをC-末端に持つ signal 配列が確認さ

れていた、２）immunity protein と annotation が着いている遺伝子はなく、S. mutans の bacteriocin 

immunity proteinにより検索をかけた時にも exporterのみが確認され、Immunity proteinは確認されな

かった。３）バクテリオシン排出タンパクが 3 つ存在しそのうち 1 つにのみ近傍にバクテリオシン様のタ

ンパクが存在したため、これらの排出タンパク間の発現に相互作用があるのかどうかについて欠損株を作

製して機能解析を行った、４）A. actinomycetemcomitansに対して行った論文を参考にプロトコールをた

てた、など概ね妥当な回答が得られた。また、本文の論理的な不明点、原稿の英語についてミススペル、文法的な

間違いが指摘された。これらについては、1次審査終了後訂正し、各審査員の確認を得た。 

本論文は歯周炎の発症および進行に深く関与する本菌の病原性は、未だ明らかにされていない点が多く、

本研究の知見はその解明に貢献するものであり、新規性もあったと評価され、本研究で得られた結果は、

今後の歯学の進歩、発展に寄与するものであり、学位授与に値すると判定された。 


