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抄録：S. mutans Z１株において未同定１２０kDa タン

パクが見いだされた。これはこの株の低温凝集性に

関与していた。ランダム変異導入法により，Z１株

のこの凝集に関与する cnm と名付けた遺伝子を同

定した。このコードタンパクアミノ酸配列は，ブド

ウ球菌などのコラーゲンアドヘシンの配列と高い相

似性を示した。このタンパクがコラーゲン結合性に

関与しているかどうか確認するため，cnm 遺伝子

フラグメントを大腸菌に導入してリコンビナントタ

ンパクを含む抽出液を得た。そして，この抽出液は

固定化したコラーゲンとラミニンに結合することが

示された。また，cnm 遺伝子の失活により低温凝

集性を欠失した変異株０５A０２株は，親株 Z１と比べ

コラーゲンとラミニンの結合が顕著に減少してい

た。この cnm 遺伝子は S. mutans の一部の株に検

出された。このCnmタンパクは，コラーゲン結合

アドヘシンファミリータンパクの株特異的な新たな

メンバータンパクの一つであった。

INTRODUCTION

Streptococcus mutans はヒトう蝕の最も有力な原

因菌であり，口腔バイオフィルムであるデンタルプ

ラークに生息している。プラークに付着し，生息す

るため，S. mutans は，細胞壁アンカータンパクに

分類されるタンパクを含めていくつかの細胞外タン

パクや酵素を産生する。今までに５つの細胞壁アン

カータンパクが S. mutans において同定されてお

り，それらは pac，fruA，dexA，gbpC と wapA（Burne

and Penders,１９９２; Ferretti et al .,１９８９; Igarashi

et al ., １９９５; Okahashi et al ., １９８９; Sato et al .,

１９９７）である。このグループのタンパクは細胞外に

分泌され，そこで細胞外酵素 sortase により（Cos-

sart and Jonquieres，２０００）細胞壁ペプチドグリカ

ンに共有結合で繋ぎとめられる。そして，このグ

ループのタンパクはいくつかの共通する特徴をもつ

構造をしていることが良く知られている（Navarre

and Schneewind,１９９９）。

我々は，この株の染色体 DNA への Himar 1 ミニ

トランスポソンの導入によるインビトロランダム変

異導入法により，S. mutans Z１株の低温凝集という

性質に関与する cnm（DDBJ Acc. ＃AB１０２６８９）と仮

に名付けられた遺伝子を最近同定した（Sato et al .,

２００４）。この遺伝子は細胞壁アンカータンパクの新

たなメンバーをコードし，黄色ブドウ球菌など他の

いくつかの菌に存在するコラーゲン結合アドヘシン

タンパクのグループと非常に高いホモロジーを有し

ていた（Lannergard et al ., ２００３; Nallapareddy et

al .,２００３; Rich et al .,１９９９）。一部の S. mutans 株は

コラーゲンを認識し，結合すると報告されている

（Liu et al .,１９９０; Switalski et al .,１９９３）。細胞外タ

ンパクである S. mutans の antigen I/II はコラーゲ

ンなどの細胞外マトリックスタンパク（ECM）の結
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合に関与すると報告されている（Beg et al ., ２００２；

Love et al ., ２０００）けれど，Cnm タンパクはこの菌

種における株特異的なコラーゲン結合分子かもしれ

ない。この報文において，我々は S. mutans の全菌

体と Cnm タンパクのコラーゲン結合性について，

検討したことを記載する。

MATERIALS AND METHODS

細菌株

S. mutans の野生株 Z１株が実験に用いられた。

この株は以前に東京歯科大学で分離された株のうち

の１株である。そしてランダム変異導入法によりこ

の株から得られた変異株０５A０２も用いられた。この

変異株では，ミニトランスポソンが cnm 遺伝子内

に挿入されたことによりこの遺伝子が失活してい

た。なお，このミニトランスポソンを用いたインビ

トロランダム変異導入法の詳しいストラテジーは

我々の極最近の報告に記載されている（Sato et al .,

２００４）。この Z１株はミティス・サリバリウス・バ

シトラシン寒天平板培地上で S. mutans に特徴的な

コロニー形態を示した株として分離され，且つ

Shklair により報告された S. mutans に特異的なバイ

オタイプを示した（Shklair and Keene,１９７４）。又，

この株の１６Ｓリボソーム RNA 遺伝子の塩基配列

は，この株が S. mutans 種に属することを示してい

た（Bentley et al ., １９９１）。極最近開発された S. mu-

tans の血清型を分別する PCR 法（Shibata et al .,

２００３）によると，この株は血清型ｆと判定された。

これらの他に使用された S. mutans 株は Fig.３に示

されている。これら菌株は Todd-Hewitt 液体培地

で培養され，必要に応じ培地にカナマイシン５００μg

/ml が添加された。市販（Invitrogen，Carlsbad，

CA）の大腸菌株 TOP１０はプラスミド pBAD/His お

よびその派生プラスミドの宿主として，また DH５α

株は，特に指定のない限り遺伝子操作の通法（No-

ran,１９８９）の宿主として用いられた。

DNA塩基配列の解析

我々は，オクラホマ大学先端ゲノムテクノロジー

セ ン タ ー（http：//www.genome.ou.edu/smutans.

html）の S. mutans ゲノムデータベースと国際 DNA

データベース（EMBL, GenBank, and DDBJ）に対し

て，類似の DNA 配列を検索するために BLAST プ

ログラムを用いた。DNA シーケンスの解析とマル

チプルアライメントは DNASIS-Mac program（Hi-

tachi Software Engineering, Yokohama, Japan）を

用いて行った。

Cnmタンパクのコラーゲン結合ドメインのクロー

ニングと発現

Cnm タンパクの推定されたコラーゲン結合ドメ

インに相当する遺伝子フラグメントはプライマー

１２０-kDa FwFu（５’-ATCTGCAGTGATGTCAGCA

GTAACATTTCA-３’）と DSHpa３R（５’-CTGTAG

TAGTGGTTGTTCTTCCGT-３’）を 用 い て PCR 増

幅し，発現ベクターである pBAD/HisA（Invitro-

gen）の５’ヒスチジンタグ領域（Pst Ⅰサイト）にイン

フレームで結合した。大腸菌 TOP１０に形質転換

後，得られた複数のクローンは通法どおり解析し

（Noran, １９８９），目的のクローンであることを確認

した。これらのクローンの一つ ZAXF は，ネガ

ティブコントロール株として pBAD/HisA を持つ

TOP１０株（strain pBAD）および別のヒスチジンタグ

タンパクを発現するプラスミド pSBP６を持つ

TOP１０株［strain SBP６（Sato et al ., ２００２a）］ととも

に，コラーゲン結合アッセイに用いた。各細菌細胞

は，２×１０－３％のアラビノースをインデューサとし

て培養し，集菌洗浄後，コラーゲン結合アッセイ用

の粗抽出液を得るため従前通り（Sato et al ., ２００２b）

６サイクルの超音波処理をした。各ヒスチジンタグ

タンパクが誘導発現されていることはアッセイ前に

SDS ポリアクリルアミド電気泳動後クマシー染色

により確認した。

リコンビナントCnmタンパクの ECMタンパクへ

の結合

固定化された各 ECM タンパクへのリコンビナン

トタンパクの結合能の解析は，最近報告された方法

（Nallapareddy et al ., ２００３）を少し改変した ELISA

法を用いた。簡単に記述すると，１μg の各 ECM

タンパクまたはウシ血清アルブミン（BSA）を含む

１００μl の PBS（５０mM potassium phosphate, pH

７．２；１５０mM NaCl）を ELISA プレート（Code３８０１‐

０９６, Asahi Techno Glass Corporation, Funabashi

city, Japan）の各ウェルに加え１晩４℃でインキュ

ベートし，これらタンパクをコートした。プレート

のウェルは PBST（PBS with０．０１％ Tween２０）で洗
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浄後，５％BSA でブロッキングし，いろいろな量

（１‐１０μg proteins in２０μLof PBS with０．１％ BSA）

の粗抽出液を加え３７℃，１．５時間反応させた。結合

タンパク量は Anti-His HRP Conjugates（Qiagen）抗

体を用いて定量した。

S. mutans 野生株及び変異株の全菌体の ECMタン

パクへの結合

野生株 Z１および変異株０５A０２の全菌体の ECM

タンパクへの結合の評価は，既報（Ruhl et al ., １９９６）

に則って，しかし少し改変した ELISA 法により

行った。ECM タンパクは前述のように ELISA プ

レートの各ウェルにコート，洗浄後，ブロッキング

した。全菌体は一夜培養液より回収し，PBS で３

回洗浄後，分光光度計（Ubest 35, JASCO Corpora-

tion, Tokyo, Japan）で濁度１．０に調製した。これは

１×１０９cfu/ml にほぼ相当する。この０．９ml に０．１mg

の NHS-LC-Biotin（Pierce, Rockford, IL, USA）を含

む０．１ml の PBS を混合し，全菌体細胞をビオチン

ラベルした。ラベルされた細胞は Ultrafree-CL 遠

心フィルター濾過装置（０．２２μm，Millipore Corpora-

tion, Bedford, MA, USA）のインナーチューブで懸

濁，濾過を３回繰り返し洗浄した。約２×１０８個の

洗浄細胞を上記プレートのウェルで３７℃，１時間反

応させ結合アッセイを行った。結合した細胞は

Streptavidin-HRP Conjugates（Amersham Bioscien-

ces, Piscataway, NJ, USA）で評価した。

サザンハイブリダイゼーション分析

野生株 Z１株および UA１５９株を含む標準菌株お

よび臨床分離株の，制限酵素（Hind Ⅲ）消化染色体

DNA は，ECL direct nucleic-acid-labeling and de-

tection system（Amersham Co. LTD., Tokyo, Ja-

pan）を用い，以前に記載されたように（Sato et al .,

１９９７）解析した。

Results

Cnmタンパクアミノ酸配列の特徴

cnm 遺伝子と相同な塩基配列は UA１５９ゲノム

データベース上には検出されなかった。cnm 遺伝子

から翻訳されたアミノ酸配列と相似性のある配列が

国際 DNA データベース上で検索された。いくつか

の類似性の高い配列は，黄色ブドウ球菌や Strepto-

coccus equi などからの細胞壁アンカータンパクで

あるコラーゲン結合アドヘシンのグループとして検

出された。最も類似した標的配列領域は，黄色ブド

ウ球菌 FDA５７４株（５４．８％ 同一アミノ酸）とメチシ

リン耐性黄色ブドウ球菌 MW２株のコラーゲン結

合アドヘシン前駆体タンパク（Cna）のコラーゲン結

合ドメイン（CBD）に相当する領域であった。次に

類似性の高い配列は，最近報告された Enterococcus

faecium（Acm,４８．８％ identity）と S. equi（Cne, ４８．２

％ identity）の CBDs 領 域 で あ っ た。Enterococcus

faecalis（Ace,３１．５％ identity）の CBD 領域は S. mu-

tans Cnm のそれとは若干類似性は低かった。５つ

の CBD 領域のマルチプルアライメントは Fig.１に

示されている。Cnm タンパクのもう一つの特徴

は，そのＣ末端領域に認められた繰り返し配列であ

り，それは２つの TTTTE（K/A）P の繰り返しとそ

れに続く１９回の TTTE（A/S/T）P の繰り返し配列

であった（Fig.４）。

コラーゲン結合アッセイ

cnm 遺伝子翻訳アミノ酸Ｎ末端領域の配列が既報

コラーゲンアドヘシン前駆体タンパク CBD 領域と

類似性を持つことから，Cnm 成熟タンパクの N 末

端領域に存在すると考えられる CBD 領域を含むに

アミノ酸配列に相当する cnm 遺伝子５’領域を PCR

法により増幅し，タンパクを過剰発現させるためそ

の増幅産物を pBAD/HisA 発現ベクターにサブク

ローニングした。そのクローン ZAXF タンパクの

発現は SDS ポリアクリルアミド電気泳動後の CBB

染色により容易に確認できたので，市販の ProBond

レジンカラムキット（Invitorgen）を用いて精製を当

初試みた。しかしながら，そのプロトコルに従いタ

ンパクは非変性状態でイミダゾールにより抽出する

と直後に凝集してしまった。更には，pH を低下す

ることにより抽出したタンパクはコラーゲンに全く

結合性を示さなかった。それ故我々は Materials &

Methods に記載したように大腸菌の粗抽出液を結

合アッセイに用いた。ZAXF タンパクは固定化し

たコラーゲンタイプⅠに濃度依存的に結合した。そ

してやや弱いながらラミニンにも結合した。しか

し，フィブロネクチンや対照である BSA には結合

しなかった（Fig.２Ａ）。アラビノース非存在下で培

養した（uninduced ZAXF）ZAXF 菌体からのタンパ

クや２×１０－３％アラビノース存在下で培養した
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pBAD 株や SBP６株からのタンパクもコラーゲン

タイプⅠやラミニンに結合性を示さなかった（Fig.

２Ｂ）。

ビオチンラベルされた S. mutansＺ１株の全菌体

はコラーゲンタイプⅠやラミニンに最も強く結合

し，フィブロネクチンには弱く結合した（Fig.２

Ｃ）。これに対し，０５A０２変異株の全菌体は，フィ

ブロネクチンにだけ結合性を示しその程度は Z１株

Figure１．Alignment of Cnm CBD with CBDs from previously identified collagen-binding
adhesins. All 5 sequences were numbered from the initiation codon of the precursor
proteins. The putative CBD identified from the Cnm sequence was aligned with
CBDs from S. aureus , E. faecium , S. equi , and E. faecalis , with the use of the DNASIS-
Mac program. ldentical amino acid residues are indicated as letters on a gray back-
ground.

Figure２．Binding of recombinant putative CBD of Cnm protein to immobilized ECM proteins. � Strain ZAXF was grown in
the presence of ２×１０－３％ arabinose as on inducer, and the crude cell-free extract was prepared as described in the text.
Binding of recombinant Cnm protein to immobilized ECM proteins, collagen type Ⅰ fibronectin, and laminin as a function
concentration（1-10μg in 20μl of PBS with 0.1％ BAS）of the extracts applied to the well. BSA was used as a negative
control. � The extract contained 10μg protein from strain ZAXF cells grown in the absence of arabinose（uninduced
ZAXF）, and those from strains pBAD（as a negative control）and SBP 6（a strain expressing another histidine-tagged pro-
tein as a negative control）cells grown in the presence of ２×１０－３％ arabinose were also used as controls for binding of
recombinant Cnm protein to collagen type Ⅰ and laminin. � Biotin-labeled strains Z 1 and 05 A 02 whole cells were ex-
amined for binding to the ECM proteins as described in the text.

We measured relative binding by monitoring absorbance at 490 nm following the peroxidase reaction for 3 min in
the recombinant assays and for 4 min in whole-cell assays with o-phenylenediamine, and H２O２ was terminated with the
addition of 2 M H２SO４ All OD 490 nm values were corrected for the responses of peroxidase activities with the respec-
tive ECM proteins. Data points represent the means of OD４９０nm values ± standard deviation from more than 3 inde-
pendent experiments.
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のそれと同様であった。リコンビナントタンパクと

全菌体の結合アッセイプロファイルは互いに合致す

るものであった。

cnm 遺伝子の S . mutans 株間における分布

S. mutans の色々な株における cnm 遺伝子の存在

分布を調べるため，UA１５９および Z１株を含め，

我々の研究室で保管している保存株と分離株につい

て，それらの Hind Ⅲ消化染色体 DNA のサザンハ

イブリダイゼーション分析を cnm 遺伝子フラグメ

ントをプローブとして行った。調べた１４株のうち５

株が cnm 陽性であり（Fig.３），それらは低温凝集性

を示し且つコラーゲン／ラミニン結合性を示した。

一方残りの９株はこれらの発現形質を示さなかっ

た。興味深いことに，５株の陽性株のうち３株は血

清型ｅまたはｆ（LM７，OMZ１７５，Z１）であった。

なお，AFLP 分析の結果から，これらの cnm 陽性

株は全て異なるクローン（遺伝系統の異なる株）と考

えられた。

Figure３．Presence of the cnm gene in a population of
S．mutans . Hindlll-digested chromosomal DNA frag-
ments from reference strains, including strain UA
159, and several natural isolates in addition to strain
Z 1 were analyzed by Southern hybridization under
high stringency conditions, with the cnm gene frag-
ment as a probe. Asterisked are the cnm gene-po-
sitive strains. Binding assays of the strains to colla-
gen/laminin were carried out as in Fig.2. Data points
represent the means of OD 490 nm values ± stan-
dard deviation from 4（collagen）or 3（laminin）inde-
pendent experiments.

Figure４．The DNA nucleotide and deduced amino acid sequences of the cnm gene.
（The DDBJ-EMBL-GenBank nucleotide sequence databases accession number is
AB１０２６８９．）Underlines indicate, respectively, the N-terminal sequence deter-
mined from isolated Cnm protein, CBD homologous sequence, putative B repeats
domain, and LPXTG motif.

歯科学報 Vol．１０５，No．１（２００５） ６５

― 65 ―



Discussion

この Cnm タンパクは，黄色ブドウ球菌，E. fae-

cium , and S. equi（Patti et al .,１９９２; Lannergard et

al ., ２００３; Nallapareddy eal ., ２００３）のコラーゲン結

合アドヘシンと高い相同性を示した。また，Cnm

タンパクアミノ酸残基１５２から３１６までの１６５残基は

これらのコラーゲン結合アドヘシンの CBD 領域と

特に高い相同性を示した。更に，黄色ブドウ球菌の

Cna のコラーゲン結合性に必須ないくつかのアミノ

酸が Cnm タンパクにも保存されており，それらの

アミノ酸は Cna 分子においてコラーゲン分子を受

容する溝の壁を構成する重要なアミノ酸とされてい

る（Symersky et al .,１９９７）。これらの結果は，S. mu-

tans の Cnm タンパクが，観察されたコラーゲン結

合活性をもつであろうという推測を強く示唆してい

た。

以前に同定されたコラーゲン結合アドヘシン分子

（Patti et al .,１９９２；Rich et al .,１９９９；Lannergard et

al .,２００３; Nallapareddy et al .,２００３）は CBD を含む

Ａドメインに続くＢリピート領域をもっている。し

かし，このリピートユニットの数や長さは種に依存

して異なっていた。S. mutans の Cnm タンパクは，

推定上の CBD 領域とＣ末端領域のプロリンおよび

リシンに富む細胞壁貫通領域との間に位置する

（Fig.４）７残基の２回繰り返し単位と６残基の１９回

繰り返し単位を含んでいた。S. mutans Cnm タンパ

クのこの繰り返し領域は，コラーゲン結合アドヘシ

ン分子に共通するＢリピート（繰り返し）領域に相当

すると考えられた。従って，Cnm タンパクはその

CBD 部分の相同性ばかりでなく，そのドメイン構

造の特徴も，全体として保存されていると我々は結

論する。

リコンビナント CBD ドメインタンパク（ZAXF

タンパク）を含む大腸菌の粗抽出液を用いた特異的

結合アッセイにより，S. mutans Cnm タンパクはコ

ラーゲン結合アドヘシンファミリーの新しいメン

バーであることを示している。また ZAXF タンパ

クはラミニンにも結合性を示したことは興味深い。

これは，野生型親株と cnm 変異株０５A０２で示され

たコラーゲン／ラミニン結合性の相対的な差ばかり

でなく，両株がフィブロネクチンには同等な結合性

を保持していたこととも合致している。cnm 遺伝子

フラグメントをプローブとした S. mutans 株に対す

るサザンブロット分析は，調べた１４株中 UA１５９株

を含めて９株がこの cnm 遺伝子を保持していない

ことを示していた。S. mutans の調べられた株のお

よそ２０－２５％がコラーゲン結合性を示したという２

つの報告（Liu et al ., １９９０；Switalski etal ., １９９３）が

１０年以上前にあった。これらの保有率は今回の我々

の結果と良く一致する。これらの結果は，併せて，

S. mutans 株の菌体のコラーゲン結合性は株特異的

な Cnm タンパクにより媒介されているようである

ことを示唆している。

口腔ビリダンスレンサ球菌は，感染性心内膜炎に

関与する病原因子と見なされている。そして血液由

来のフィブリノーゲン（フィブリン）のみならず内皮

下のコラーゲン，シアロタンパク，フィブロネクチ

ン，ラミニンなど細胞外マトリックスタンパクにた

いするこれらの細菌の結合性はその潜在的な病原因

子と見なされている（Sommer et al ., １９９２; Sciotti

et al ., １９９７; Chia et al ., ２０００; Beg et al ., ２００２;

Takahashi et al ., ２００２）。S. mutans は，レンサ球菌

による全ての細菌性心内膜炎の８－１８％を占めると

され（Ryd et al ., １９９６），細胞外タンパク抗原Ⅰ／Ⅱ

が，コラーゲンを含む細胞外マトリックスタンパク

への S. mutans 菌体の結合に関与すると報告されて

いるが（Love et al .,２０００; Beg et al .,２００２），S. mu-

tans が細菌性心内膜炎の本当の病原因子であるかど

うかしばしば疑問がもたれてきていた。この点に関

して，株特異的な Cnm タンパクの発現は一つの重

要な病原因子であるかもしれないし，その疑問に解

答を与えるものかもしれない。それ故，感染性心内

膜炎の患者から分離される cnm 遺伝子陽性株の頻

度と健康な人におけるその頻度とを比較することは

興味深いものであろう。そして，実験的心内膜炎の

ラットモデル系での病原性に cnm 遺伝子陽性と陰

性の株とで明らかな差があるかどうかを見ることも

また興味深いことであろう。

我々の知識が及ぶ限り，この論文はヒト口腔常在

ビリダンスレンサ球菌からコラーゲン結合性アドヘ

シンの存在を示した最初の報告である。

佐藤，他：コラーゲン結合アドヘシンを保有する S . mutans 株６６
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