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Abbreviations

AHLs N-acylhomoserinelactones

MAP 2-methyl-3-penty1 -pyrrole(2-methyl-3-n-amyl-pyrrole)

MBC 4-methoxy-2,2'-bipyrrole-5-Carboxyaldehyde

PPTase phosphopantetheinyltransferase

LTTR LysR-typetranscriptionalregulator

Ap ampici1li血

Km kanamycln

Cm chloramphenicoI

DTT dithiothreitoI

EDTA e也ylened血ninete廿aaceticacid

ⅣTG i～opropyトβ-D-thュogalactopyranoside

LB Luria-Bertani

PG peptone一glycero1

bp basepal一

min minute

rpm roundperminute

ORF openreading舟ame

PCR polymerasechainreaction

hr hour

RT reversetranscripdon

DNase deoxyribonuclease

SDS-PAGEsodiumdodecylsulfatepolyacrylamidegelelectrophoresis

TAE tris-acetate-EDTA

TBE 廿is -borate-EDTA

TLC thin-layerchromatography
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第 1章 緒論

Serratia属は､Bizio(1823)によって赤色色素を産生する菌として最初に記載

された.基準種はSerratiamwcescensで霊菌ともいわれ､空気中､塵挨中､水中

等に広く分布し､食物に付着して増殖､これを赤変することがある｡また､従

来､非病原菌として扱われてきたが､近年､創傷感染､肺炎､肺化膿症膿胸､

髄膜炎､尿路感染症､敗血症､骨髄炎､腹膜炎等種々の感染症の原因ともなっ

ている｡そして､院内感染にも見られ､基礎疾患を有する患者に菌交代症とし

て発現することがある (31,32)｡自然界においては､カリブ海に生息するサンゴ

(Acroporapalmata)の病気であるwhitepoxの原因菌であるとの報告がある (21)0

smarcescensは､種々の菌体外酵素 (キチナ-ゼ､リパーゼ､ヌクレアーゼ等)

及び､菌体外脂質 (赤色色素､界面活性物質)を産生する (9,17)｡赤色色素で

あるprodigiosinは､Fig.ト2で示す前駆物質MAP(2-methyト3-pentyl-pym ole)と

MBC (4-methoxy-2,2'-bipym ole-5-carboxyaldehyde)が縮合することによって生合

成される｡この prodigiosinには､T細胞の免疫応答を抑制する生物活性を持っ

ことが報告されている (5)O最近､S.mwcescens(274株､ATCC39006株)の

prodigiosin生合成に関わる geneclusterbt.gcluster)の配列が解読され､ATCC

39006株におけるPigproteins(PigA-N)の働きが報告された (6)｡加えて､筆者

の研究室は､PswP(PPTaseencodedbypswPgeneofS.marcescens274)がMBC生

合成過程で働くpeptidylGamierproteinをphosphopantetheinylationすることを提案

し､PswPはprodigiosin生合成に必須であることを報告した (24)｡界面活性物質

であるserrawettinは､cyclodepsipeptideであり､今までに3種 (wl､W2､W3)が

同定されている(14,15,27)0SerrawettinWlは､cyclo-(D-3-hydroxydecanoyl-L-seryl)2

であり (Fig.ト2)､S.mwcescensATCC274､ATCC13880､NS38によって産生さ

れる.SerrawettinW2は､S.mwcescensNS25及びSerratialiquejaciensMGlによ

って産生され､serrawettinW3は､S.marcescensNS45により産生される.この

serrawettinは､Smarcescensの鞭毛依存または､非依存による培地表面の拡散行

動を促進する物質として報告されている (4,13,15,16)｡最近､筆者の研究室は

S.marcescens274のserrawettinWl合成に必要な遺伝子であるswrWの配列を解

読した｡その結果､swrW は､単一モジュール型 w s(non-ribosomalpeptide

synthesis)遺伝子であることが判り､その酵素によるserrawettinWlの生合成過

程を提案した (12)｡更に､semWettinWl生合成過程においてPswPがSwrW の

thiolationdomainの活性化に必要であることを報告した (12,24).

S.marcescensは､細胞脂質であるリン脂質､オルニチン脂質とは対照的に､

prodigiosin及び､serrawettinWlを30oCの条件下で多量に産生し､37oCの条件
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下では産生しない (Fig,1-1)oこれらの脂質は､菌体外における赤色､または白

色のvesicle(直径 0.3-2.0pm)として光学顕微鏡で容易に識別でき､赤色のvesicle

は主にprodigiosinとserrawettinWlから構成されることが判っている (17)｡従っ

て､これら菌体外脂質の産生は温度による同じ制御下にあると思われる｡また､

30oCにおけるこれら菌体外脂質の産生量はpeptone-glycerol(PG)寒天培地によ

る培養で克進し､PGbrothにおいてはシリカゲルを添加した場合に産生､そして､

克進することが報告されている (29)Oこのように､prodigiosin産生一とserrawettin

Wl産生には共通する特性があることから､これらの産生には同じ調節機構が働

いていることが示唆された｡そこで､prodigiosin及びsemWettinWl産生の調節

機構を解明すべく､S.marcescens274を用い､トランスポゾン挿入変異株の取得

を試みた結果､30oCの条件下で274株よりもprodigiosin及び､serrwettinWl産

生を冗進した変異株を分離することができた｡これにより､菌体外脂質の産生

を負に調節する機構の存在が示唆された｡

本研究は､分離した変異株の遺伝子解析及び､prodigiosinとsemWe仙nWl産

生を負に調節する仕組みの解明を行った｡
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第 2章 トランスポゾン挿入変異株の取得 とその解析

第 1飾 緒言

Serratiamwcescensは､菌体外脂質であるprodigiosin及び､serrawettinWlを

30oCの条件下で多量に産生し､37oCの条件下では産生しない (Fig.ト1)Oこれ

らの産生が温度依存である理由を探るべく､野生株S.mwcescens274を用い､ト

ランスポゾン挿入変異株の取得を試みた｡37oCの条件下でこれらの菌体外脂質

を産生できる株は､菌体外脂質産生を温度によって調節する仕組みが壊された

ものであると仮定し､選択を行った｡結果､700以上の変異株の中から37oCの

条件下で淡赤色のコロニーを形成する2株を分離することができた｡その内の1

秩 (Tan1)について表現型及び､破壊された遺伝子の解析を行った.

第 2飾 実験材料及び実験方法

1.使用菌株､培地､プラスミド

使用菌株

Eschen.ChiacoliJM109lrecAl,endAl,gyTA96,thi,hsdR17,supE44,relAl,A

(lac-proAB)N'(traD36,proAB',lacIq,lacZAM15)]

Eschert'chiacoliSMIOApir(thi-1,thr,leu,tonA,lacy,supE,recA::RP4-2-Tc::Mu,

Kmr,Apir)

EscherichiacoliS17-1ApirlrecA1,thi,pro,hsdR,RP4(Tc::Mu-KmTn7)Smr,

Apir]

Serratt'amarcescens274

Serratt'amwcescensTanl(274hexS'.:mi mi -Tn5Kml)

Serratiamwcescens1S(274hexS::Cmr)

プラスミド

プラスミドは Table2-1を参照.

使用培地

Luria-Bertani(LB)培地

BactoTryptone10g,BactoYeastextract5g,NaC110g/liter,pH7.2
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Peptone-Glycerole(PG)培地

BactoPeptone5g,Glycerole10ml/liter,pH7.2

2. 抗生物質と使用濃度

Am picillin(100トLg/ml)

Chloram phemicol(100or200pg/ml)

Kanamycin(50い.g/ml)

Tetracycline(12.5llg/ml)

3. 脂質の薄層分析

3-1 脂質の抽出方法

脂質の抽出方法は､Matsuyamaetal.(17)が述べたように､菌を培養後､

agarplateまたはbrothからchloroform一methanol(2:1,vol/vol)または

chlorofbm を用いて抽出した｡

3-2 薄層クロマ トグラフィー

抽出した脂質は､Matsuyamaetal.(17)が述べたように､展開溶媒

chloroform一methan01-5Mammomia(80:25:4,vol/vol/vol)中でthin-layer

chromatographyplate(SilicaGELG;An altech)を用いて展開した.

4. プラスミドの精製法

プラスミドの精製は､QIAprep⑧ spinMiniprepkit(qIAOEN)を使用し､行っ

た.プラスミドの導入はMicroPulser(BIO-RAD)を用いてエレクトロポレーシ

ョン法で行った｡

5. 染色体DNAの調製法

染色体DNAの調製は､Ausubeletal.(1)とSambrooketal.(22)が述べた方法

で行った｡

6. 制限酵素によるDNAの切断

制限酵素及び各種修飾酵素 (TOYOBO､TaKaRa､N肝PONGENE)は､各社
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の説明書に従い､使用した｡

7. アガロースゲル電気泳動

DNAのアガロースゲル電気泳動は､Mupidseries(Cosmobio)を使用し､TAB

buffer(40mMTriS -acetate,1mMEDTA,pH8.0)中で､1.0%のアガロースゲルを

用いて行った.アガロースゲルからのDNAの抽出はQIAquick@･GらlExtraction

kit(qIAGEN)を使用し､行った｡

8.PolymeraseChainReaction(PCR)法による目的遺伝子の増幅

各社 DNApolym erase(Promega,TOYOBO､TaKaRa､MStechnosystems)の

使用法に従い､Thermalcycler(TECHNE)及び､DNAThermalCycler(TaKaRa)

により行った.使用したoligonucleotideprimersは､Table2-2を参照｡

9. Southemhybridizationとプローブの標識

Southem hybridization とプローブの標識は､AlkPhosDirect(Am ersham

PhamaciaBiotech)を用い､使用法に従って行った｡

10.Platematingによるトランスポゾン (mini-Tn5)挿入変異株の取得方法

ドナー株としてE.coIE'SM10Lpir/pUTmimi-Tn5Kml､レシピエン ト株にS.

marcescens274を用いた｡これらをLBbrothで対数増殖期に至るまで培養 した｡

そして､SMIOApir株の培養液に等量の274株培養液を混合し､遠心した後に上

清を捨て､100plのLBbrothで再懸濁｡その懸濁液5トLlをLBplateにスポットし､

30oCで12時間培養 した｡その後､コロニーを掻き取りLB培地に懸濁したもの

を､抗生物質 (12.5トLg/mltetracycline,50トLg/mlkanamycin)を含む寒天培地にス

プレッドし､37oCで培養した｡培養後､赤色を呈するコロニーを分離し､得た

変異株は､表現型及び､Km r遺伝子に特異的なprobe(primerpair

km-forwar〟km -reverseとtemplateとしてplasmidpUTmi mi -Tn5Kmlを使用した

PCR反応にて作製)を用いたSouthemhybridization分析によって確認 した (Fig.

2-3)0
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ll.塩基配列決定法

pUC19､RD -800-labeledM13Forprimer及び､RD -800-labeledM13Revprimer

を用い､AutomatedLaserFluorescenceSequencer(Model4200L,LI-COR)を使用

し､dideoxy法によって塩基配列の決定を行った｡反応キットとして Themo

Sequenaseprimercyclesequencingkit(Am ershamBioscinences)を用い､反応条件

については使用法に従って行った｡

12. Homology検索

決定した塩基配列及びアミノ酸配列の相同検索､多重配列比較はGenBank､

EMBL､DDBJ､SwissProt､NCBI等のデータベースから､解析プログラムBLAST､

または､ClustalW を使用し行った｡

13. Cassettemutagenesisに用いたプラスミドの作製方法

pUC19をBamHI-HincIIで消化後､PCRproduct(primerpairsPHSF/PHSFR､

templateとして274の染色体を使用)を同酵素で消化した後､挿入.出来たプ

ラスミドをpUCPEXとした.そして､pUCPEXをSacIIで消化後､同酵素で消

化したPCRproductlprimerpairsCPFS/CPRS､templateとしてpFS200(Cmrgene

carrier)を使用】を挿入o出来たプラスミドを pUCPEXCP とした.その後､

pFSIOOのKpnI-Sphlsiteに､pUCPEXCPをKpnLSphIで消化し､得た丘agment

を挿入した.出来たプラスミドをpFSPEXCPとした (Fig.2-7)0

14. Cassettemutagenesisによる遺伝子破壊方法

ドナー株としてプラスミドpFSPEXCPを保持するE.coliS17-1秒irと､レシ

ピェン上棟smarcescens274を用いたplatematingにより行ったO相同組換え

が生じた変異株は､抗生物質 (12.5pg/mltetracycline,200い.g/mlchloramphenicol)

を含む寒天培地で分離後､do血lecrossovereventが生じた株のみを選択した

(Fig.2-8で示すようにdoublecrossovereventが生じた変異株はpFSPEXCP中の

選択マーカーKm rが染色体に残らないため､抗生物質kanamycinに感受性を示

す)｡得た変異株は表現型及び､hexS遺伝子とCmr遺伝子に特異的なprobe(hexS

遺伝子,primerpairPHSF仲HSRとtemplateとしてplasmidpUCPEXを使用した

PCR反応にて作製;cmr遺伝子,primerpairCPF/CPRとtemplateとしてplasmid

pFS200を使用したpcR反応にて作製)を用いた Southem hybridization分析に

よって確認した (Fig.2-8)O
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Table2-1.Plasmidsused.

plasmid Relevantcharacteristics Reference

PFSIOO

pftS200

PFSPEXCP

pUC19

pUCpEX

PUCPEXCP

pGP704,Apr,Kmr,deliveryvector

pGP704,Apt,Cmr,usedforCmrgenetemplate

pps100carryingI.4kbKpnI-SphI&agment&omPUCPEXCP Thisstudy

Apr,cloningVector

PUC19carrylngPartialhexS

PUC19carryingCmrgene-insertedpartialhexS

pUTmini-Tn5Kml Apt,Kmr,deliveryvector
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Table2-2.0ligonucleotidesused.

Primers Sequence(5'to3')a

km-forward

km-reverse

PHSF

PHSR

CPF

CPR

CPf-S

CPRS

RD-800-labeledM13For

AAACAG甘AATACAAGGGGTG

AATTAACCAATTCTGAでTAG

GJuGCTGGCCATTGACGTGCGCGTA

CGGM CCCCACCAGGCTGGCATCATCCTG(BamHI)

TGATCGGCACGTAAGAGGTT

CGGTAAACCAGCAATAGACA

TCCCCGCGGTGATCGGCACGTAAGAGGTT(SacⅡ)

TCCCCGCGGCGGTAAACCAGCAATAGACA(SacII)

TTTCCCAGTCACGACGTTG

ⅡLD-800-labeledM13Rev GGATAACAATTTCACACAGG

a Therestdctionsiteisunderlined,andtherestrictionenzymeisshown intheparentheses.
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第3飾 実験結果及び考察

1.Prodigiosin及び､semWettinWlを多量に産生する変異株の分離

700株以上のS.marcescens274のトランスポゾン (mini-Tn5)挿入変異株中

から､37oCの条件下で淡赤色のコロニーを形成する株を 2株分離した｡第 1

章で述べたように､274株は37oCの条件下でprodigiosinを産生しないため､

これらの変異株は prodigiosin産生を温度によって調節する仕組みが壊された

ものと思われた｡しかし､そのうち 1株 (Tanl株)は37oCの条件下で淡赤色

のコロニーを形成するとい うことに加え (Fig.2-1)､30oC の条件下で

prodigiosin及びserrawettinWlを多量に産生したため､Tan1株はこれら菌体外

脂質の産生を負に調節する仕組みが壊されたものであると考えられたo

Tan1株染色体-挿入された トランスポゾン数が 1つであることを､ トラン

スポゾンに特異的なprobeを用いたSouthernhybridization分析により確認 した

(Fig.2-3)Oまた､親株 274と変異株 Tanlとの増殖率に差異がみられないにも関

わらず (Fig.2-2A)､Tanl株は274株よりも早い増殖時期からprodigiosin及び

serrawettinWlを産生し､そして､これら菌体外脂質の産生量が非常に多いこ

とがtime-1apseTLC分析により示された (Fig.2-2,BandC)0

2.S.marcescensTanlのトランスポゾン挿入によって破壊された遺伝子の分析

制限酵素EcoRI及びpstIによって消化されたTan1株の染色体DNAが トラ

ンスポゾンを含むDNA舟agmentのクローニングに用いられた (Fig.2-4).これ

らの塩基配列を解読したところ､トランスポゾンが挿入された位置には945bp

から成るopenreading舟ameが存在することが判明した (Fig.2-6)Oその後､こ

の遺伝子をhexSと名付けた (DDBJAccessionNo.AB164082).ORFから導き出

した推定 314アミノ酸配列の homology検索から､このタンパク質は Serratia

と同じ腸内細菌科に属する ETWiniacarotovorassp.Carotovoraの LysR-type

transcriptionalregulator(ⅠJTTR)HexA (73% identityand81% similarity)や､

YersiniapestisやErwiniachTySanthemiのLysR-typeregulatorsPecTと高い相同性

を持つことが明らかになった (Fig.2-5)oLTTRは様々な微生物によく見られる

転写調節因子の一群で､タンパク質のN末端側にhelix-tum -helixdomainを持

ち､C末端側に2つのsubdomains(coinducerrecognition/responseに必要とされ

るdomainと､DNAbindingや coin血cerresponseに必要とされるdomain)から

成るregulatorydomainを持つとされている (23)O以上のことからHexSタンパ

ク質も transcriptionalregulatorとして働いていることが推測でき､Tanl株の

prodigiosin､serrawettinWl産生の克進も何らかの遺伝子発現の調節が解除され

ll



た結果であると思われた｡

3.Cassettemutagenesisにより取得 した変異株 (hexS::Cmr)の分析

推定 hexS遺伝子を破壊するために､第 2章､第 2節 13で述べたように､

pFSPEXCPとのdoublecrossoverによる相同組換えを274株で行ったoCmr挿入

位置はFig.2-6で示される.得られた Cmr変異株 (e.g.,lS株)は､hhexSまたは

Cmr遺伝子に特異的なprobeを用いた Southernhybridization分析によって確認

した (Fig.2-8)｡これらの変異株はTan1株と同様に､37oCの温度条件下で淡赤

色のコロニーを形成し､30oCの温度条件下でprodigiosin及び serrawettinWlを

多量に産生した (Fig.2-9).従って､hexS遺伝子は､これら菌体外物質の産生

を最終的に抑制する遺伝子であることが証明された｡
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hcJjx.tt)r山一helk
ト≡≡====≡E

伽a HoxS: l耶TANRPIUW AVADLNTFAAAAVAVCRTOSAVSOBHQRLEOLVGKELF㈱ LTE鵬暮OLLGYARmLRFNDEACTSLm lKGVLTrGASDDTAEmLPFLLN:

YpO PecT: 1… 州押目NLDLDLLRTFYAVADLNTFAAAAAAVCRTOSAVSOQWW VGKELFARHGRNKLLTEMMLLGYARKILRF仰臥W ShNEGSLHGASDqTADTLtPF比岬

EGhrPBCT: lNTNTSRPVLNuXJRLm AyADLNTFAAAAVAVCRTOSAVS00蜘RLEOLJGKELFmHCRNKLLTEHQI0FLGYmK比QFNDEACAStm IQCTLTIGASDDTAt)TILPFILOR

EcG H8XA: 1NTS州RPVLNu)LD比R AVNRTOSIVSO脚 批l 柑FkGYA榔比OFNDeACISkHYSDIQGTLi

■寸.:.事■::吉÷TH ‡÷†‡‡‡i÷7 1号 ‡ ‡‡;三÷÷:●書手÷÷‡村村†‡~;÷-i三三･l,:‡‡÷事;÷榊÷三村÷iキミ子吉:■:÷÷÷i-lli壬rt:†÷÷÷÷‡♯■■●.:::■■‡÷÷÷÷‡÷÷÷÷:♯::+:+

蝕Ia Hers: 121VTAlYPKLAIDVRVKRSTTNVDLLEEGEJDuVTT仙PAGHPHIVLRTSPT川YCAADYHYOAGEPIPLVVND伊SPFRAL̂IKOLDEAGlfW IIYYASTLSAVRAICKAGL8VTARPf

YpE)PocT: 121VATLYPRLAIDVRVKRSPFJA【搬LSSGEVDLA汀TAKVDS肝HVILRTSPTLWYCSVDYOFOPGEPVPL柵 EPSLYRヒNAIEHLTOAGV問RrAYVASSLSAJRAAVRAQLQVTARP)

EchrP8CT: 121VTNVFPKLSlAVSJKRSAEhTDNLOqGKIDLVITTSNNDDLPHVLLRTSPTLVYCSAJ)YOYOPGETVSLWLDEPSPFRALILDOLTAAQIPyKISYVASTLSAVftAAVKAGLGITVRSV

Ecc HexA: 12lVTSVFPKLSVWSVKftSAEJaIEHulQGKIDLVITTNNGVVFPWLLRSSPTLVYCAADYOFRSOEPVPLVVLDEPSPFRTLATQQLTAAGIFWfAYVASTLSAVRAAVKAGNGITVRSV

*:::*:*::*:料 .:::*‥*::*書.:*書. *事::*事:ナ÷÷÷÷÷÷:.♯:::,*.:.*特:榊 *:*:事.:書 林:*:事:*榊 :*事*:事**:事事:*:事.事.:

Sna HoxS: 241蝕軌肝DLWLGAVEQLPPLPDTOYALCKNAQCSNEL朋肌IFSANOGGDDGYGFNGAEAGLQGDODDASLVl)Ee一

Ype P8CT: 241E肋SPDLRVLGETEGLPGLPETRYyLCKDKQCDNELALAAFSALO… YOHTNSSESSuLDSDIYLTGDED-

EchrPeGT: 241EN脚 Eunn.GEEEGLPKLPDTRYYLCRNPDHDNELTNAJFSAIES- 6TRSHLLPVSTGTESELREPPTDESLKDIT

Ecc HtIXA: 241EJdJSPELRVLGEEEGLPRLPETRYFLCONFW ENELATAIFNVIES- GKPSHITPVSNLANSTNEKLSSDPSLKDAA

さて‡÷÷:芸子妄言÷ 事件■*書:*:**:::.***:***..::.

別g.2-5.AlignmentofthededucedaminoacidsequenceofflexSfromS.mwcescens274
(Sma),PccT(identity,79%;Similarity,89%)fmmYersinF'apes血(Ype),PecT(identity,
70%;similarity,82%)fmmErwinL'aehqJsa〃LhemL.(Echr),andEexA(identity,73%;
similarity,87%)fmmErwL'niqcaTdovoTaSSp.COrOlovorq四cc).DNAbindingdomainofLysR
familyisshown ashelix-tum-helix.Identicalorconservativeresiduesarehighlightedbygray
shadings.
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第 4節 要約

700株以上のS.mwcescens274の トランスポゾン (mini-Tn5)挿入変異株中か

ら､37oCの条件下で淡赤色のコロニーを形成 し､30oCの条件下でprodigiosin及

び serrawettinWlを多量に産生する株 (Tan1株)を分離した.

この Tanl株は､親株 274との増殖率に差異がみられないにも関わらず､274

株よりも早い増殖時期からprodigiosin及び serrawettinWlを産生し､亘して､こ

れら菌体外脂質の産生量が非常に多いことが time-lapseTLC分析により示 され

た｡

Tan1株の染色体DNAからトランスポゾンを含むDNAfragmentsをクローニン

グし､シーケンス分析を行った結果､トランスポゾンが挿入された位置には945

bpから成るOpenreadin拍 ameが存在することが判明した｡その後､この遺伝子

をhexSと名付けた (DDBJAccessionNo.AB164082)oORFから導き出した推定

314アミノ酸配列のhomology検索から､このタンパク質は Serratiaと同じ腸内

細菌科に属するE.C.CarotovoraのLysR-typetranscriptionalregulatorHexA(73%

identityand81%similarity)や､YersiniapestisやErwiniachTySanthemiのLysR-type

regulatorsPecTと高い相同性を示 した.

Cassettemutagenesisにより取得 した変異株 lS(hexS::Cmr)は､Tan1株 と同様に､

37oCの条件下で淡赤色のコロニーを形成し､30oCの条件下で prodigiosin及び

semWe仕inWlを多量に産生した｡

以上のことから､S.marcescens274のhexSはprodigiosin及び serrawettinWl産

生を最終的に抑制する遺伝子であることが判った｡

22



第3章 HexSタンパク質の作用機序の解明

第 1節 緒言

S.mwcescens274のHexSは､Serratiaと同じ腸内細菌科に属し､植物病原菌と

して知られるE.C.CaTVtOVOraのLysR-typetranscriPtionalregulatorHexAと高い相

同性を示したことから､HexSもHexAと類似する特性を持っていると思われた｡

HexAは､pectate-1yase及び cellulaseといった菌体外酵素の合成を転写レベルで

負に調節 し わelC-lacZ及び celVJacZ の transcriptionalfusionによる実験)､

pectate-1yaseに関しては､これをコー ドするpelC遺伝子のpromoterに直接結合

することが報告されている (7)｡また､Erwiniaspp.のHexAhomologuesは､菌体

外 酵 素 や harpin (inducerofhypersensitive reaction)産 生 を 調 節 す る

N-acylhomoserinelactones(juLs)を含んだネットワークの一部として機能する

との報告がなされているPg.3-1(18)]oこれらの報告を踏まえ､S.marcescens274

のHexSが､菌体外脂質であるprodigiosin及び､serrawettinWl産生を負に調節

する仕組みの解明を行った｡
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第 2節 実験材料及び実験方法

1.使用菌株､培地､プラスミド

使用菌株

EscherichiacoliJM109lrecAl,endAl,gyTA96,thi,hsdR17,supE44,yelAl,A

(lac-proAB)N'(traD36,proAB二lacZq,lacZAM15)]

EscherichiacoliS17-1ApirlrecAl,thi,pro,hsdR,RP4(Tc::Mu-KniTn7)Smr,

Lpir]

EscherichiacoliBL21(DE3)lF-,ompThsdSB(rB-mBv),gal(kl857,indl,Sam7,

nin5,lactW5-T7gene1),dcmPE3)]

Serratiamarcescens274(Wildtype)

SerratiamwcescensIL(274hLXS-)

SerratiamarcescensTanl(274hexS::mimi-Tn5Kml)

SerratiamarcescensTanlL(274hexS::mimi-Tn5Kml,hLXS-)

SerratiamwcescensIS(274hexS::Cmr)

SerratiamarcescensNS38(Wildtype,prodigiosinandserrawettinWIproducer)

SerratiamwcescensNS25(Wildtype,serrawettinW2producer)

SerratiamarcescensNS45(Wildtype,serrawettinW3producer)

プラスミド

プラスミドは Table3-1を参照｡

使用培地

LB培地

第2章､第2節1を参照｡

PG培地

第2章､第2節1を参照｡

TrypticSoy寒天培地 (Difco)

プロテアーゼ活性の検定には､最終濃度2%(W/V)となるようにスキムミ

ルクを加える｡

DNA寒天培地 (栄研)

CW寒天培地 (栄研)

PhospholipaseC活性の検定には､最終濃度5%(Ⅵ～)となるように卵黄を加

える｡
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Yeastextract-supplementedmimimal寒天培地

Yeastextract5g,(Mも)2SO4,1gKH2PO4,1.36gMgSO4･7H20,0.3g寒天 (栄

研),15g/liter,pH8.5

Cbitinase活性の検定には､最終濃度2%(Wル)となるようにコロイダルキ

チンを加える｡

2. コロイダルキチンの調製法 (10)

乳鉢でキチン (フナコシ薬品)10gにアセ トン 20mlを少しずつ加え､良く

混合した後､塩酸200mlを加え十分にこねてシロップ状にした｡これをガラス

ウールで嬢過し､漉液を50%エタノール500mlに注ぎ､その後､遠心分離を行

って沈殿物を回収した｡沈殿物を脱塩水で洗浄後､水道水､脱塩水の順番で十

分に透析を行い､その後､遠心分離によってコロイダルキチンを回収した｡得

られたコロイダルキチンは､一部を真空乾燥させ､前後の重量の差からキチン

含有量を算出した後､4oCで保存した｡

3. 抗生物質と使用濃度

Am picillin(50orlOOトLg/ml)

Chloramphenicol(100or200llg/ml)

Kanamycin(50pg/ml)

Tetracycline(12.5pg/ml)

4. 脂質の薄層分析

第2章､第2節3を参照｡

5. プラスミドの精製法

第2章､第2節4を参照｡

6. 染色体DNAの調製法

第2章､第2節5を参照｡
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7.制限酵素によるDNAの切断

第2章､第2節6を参照｡

8. アガロースゲル電気泳動

第2章､第2節 7を参照｡

9.PCR法による目的遺伝子の増幅

第2章､第2節 8を参照｡

使用したoligonucleotideprimersは､Table3-2を参照O

10. Southernhybridizationとプローブの標識

第2章､第2節 9を参照｡

ll. プラスミドの作製方法

Homologousrecombination(singlecrossover)によるIuxS遺伝子破壊に用いた

pFPLの作製方法

pUC19をHincIIで消化後､末端にチミンを付加し､TAcloningによって

PCRで増幅したhLrS遺伝子 (AccessionNo.AJ628150)ORF内の部分的な領

域 (primerpairLUXPF/LUXPR､templateとして274株の染色体を使用した

PCR反応により作製)を挿入.出来たプラスミドをpUPLとしたoそして､

pUPLをSacI-PstIで消化し､得たfragmentを同様に消化したpFS200に挿入

した.出来たプラスミドをpFPLとした｡

Complementationexperimentsに用いたpHEX29とpHEX18krの作製方法

pSTV29またはpTH18krを肋 cIIで消化後､末端にチミンを付加し､TA

clomingによってFig.2-6で示したhexS遺伝子領域 (primerpairHSm iSR､

templateとして274株の染色体を使用したPCR反応により作製)を挿入O

出来たプラスミドをpHEX29またはpHEX18krとした｡

ヒスチジンタグ融合タンパク質の発現に用いたpETHEXの作製方紘

pETHisをJ挽oI-BamHIで消化後､pCRで増幅したhexS遺伝子の開始コド

ン以下の領域 (primerpairsHHSF/HHSR､templateとして274株の染色体を
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使用したpCR反応により作製)を同じ制限酵素で消化した後､挿入｡出来

たプラスミドをpETHEXとした｡

GelmobilityshiR分析及びDNasefootprinting分析に使用したpPIGP､pSWW ､

ppswpの作製方法

ppIGP pUC19を KpnI-EcoRIで消化後､pCR で増幅した pt'gA遺伝子

(AccessionNo.AJ833002)の一部及びその上流領域 (primerpairs

FPFnPR､templateとして274株の染色体を使用したPCR反応に

より作製)を同じ制限酵素で消化した後､挿入｡出来たプラスミ

ドをpPIGPとした｡

pSWRPpUC19を KpnI,EcoRIで消化後､pCRで増幅した swrW遺伝子

(AccessionNo.AB193098)の一部及びその上流領域 (primerpairs

FSF/FSR､templateとして274株の染色体を使用したPCR反応に

より作製)を同じ制限酵素で消化した後､挿入｡出来たプラスミ

ドをpSW とした｡

ppswppUc19を KpnI-EcoRIで消化後､PCR で増幅した pswp遺伝子

(AccessionNo.AB163428)の一部及びその上流領域 (primerpairs

FPSF /F P SR､templateとして274株の染色体を使用したpCR反応

により作製)を同じ制限酵素で消化した後､挿入｡ 出来たプラス

ミドをppSWPとした｡

12.Homologousrecombination(singlecrossover)による遺伝子破壊方法

ドナー株としてE.coliS17-1Lpir/pFPL､レシピエント株にS.marcescens274

またはTanlを用いた.Platematingは､第2章､第2節10で述べた通 りに行ったO

その後､コロニーを掻き取りLB培地に懸濁したものを､抗生物質 (12.5pg/ml

tetracycline,200pdmlchloramphemicol)を含む寒天培地にスプレッドし､これを

30oCで培養 した.培養後､生えてきたコロニーを分離し､得た変異株は､hLXS

遺伝子とcmr 遺伝子に特異的なprobe(Jが 遺伝子,primerpairLUXPF/LUXPR

とtemplateとしてplasmidpUPLを使用したPCR反応にて作製;cmr 遺伝子,

primerpairCPF/CPRとtemplateとしてPlasmidpFS200を使用したPCR反応にて作

輿)を用いたSouthemhybridization分析によって確認した (Fig.3-2).

13.RT-PCR(ReverseTranscription-PCR)分析

Ausubelet.al.(1)が述べた方法により対数増殖期の菌培養液からtotalRNA
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を抽出し､それから､混入したDNAを除去するためにDNase(Promega)処理

を行った.cDNAの合成は､5トLgのtotalRNAと､randomhexamer(TaKaRa)を

用いて行い､合成したcDNAを鋳型としてprimerpairPRTFnRTRbigA遺伝子)､

SRTF/SRJR (swrW遺伝子)､PSRTFnSRTR(函wP遺伝子)を用いたpCR反応に

てそれぞれの遺伝子を増幅した｡その後､増幅した PCR反応物をアガロース

ゲル電気泳動後､ethidium bromideで染色 し､シグナル強度を densitometry

program (Imagej;NationallnstitutesofHealth,Bethesda,USA)を用いて定量､分

析を行った｡

14. ヒスチジンタグ融合タンパク質の発現及び精製

E.coliBL21(DE3)/pETHEXをam picillin(50LLg/ml)を含むLBbrothでA660が

0.5に至るまで 30oC で振 とう培養 し､それから､0.1mM になるように

isopropyl-β-D.thiogalactopyranoside(IPTG)を加え､更に2時間振とう培養 したo

これを集菌し､bindingbu飽r(phosphatebu飴r,20mMi血d㍑ole,pH7.4)に再懸

濁した後､超音波処理により菌体を破壊した｡そして､Iysatesを (4oC,15,000

rpm,15min)遠心分離し､HisTrapHPcolumn(Am ersham Biosciences)を用いて

上清からヒスチジンタグ融合タンパク質(His6-HexS)を精製した.その後､透析

チューブを用いてstoragebuffer(50mM TriS-HCl,pH7.9,1mM EDTA,1mM

DDT,12.5mMMgC12,0.1MKCl,20%glycerol)と平衡化した｡そして､使用ま

で-80oCで保存した｡タンパク質濃度はBradfordproteinassay(Bio-Rad)と､

standardとしてbovineserumalbllminを使って決定した｡また､精製したタンパ

ク質を 10%SDS-PAGE後､CoomassieBrillia山Blueで染色し､分析 した｡

15. Gelmobilityshift分析

pPIGP､pSWRP､pPSWPを鋳型とし､それぞれprimerpairFPF/FPR､FSFnSR､

FPSFrFPSRを使ったpCR反応により増幅したfragmentsを､それぞれ制限酵素

SphI､EcoRI､EcoRIによって消化し､二つの領域に分けた (Fig.3-7)｡これら

のfragments(200ng)溶液 10Lilと､bindingbuffer(50mMTrisIHCl,pH7.9,1mM

EDTA,1mM DDT,12.5mM MgC12,0.1M KCl,20% glycerol)で平衡化 した

His6-HexS(0-2000ng)溶液 10plを混合し､室温で30分間インキュベ- 上した.

その後､6×loadingdye(TOYOBO)をこれらのsamplesに加え､6%未変性ポリ

アクリルアミドゲルを用い､0.5×TBEbuffer(45mMTriS-Borate,lmMEDTA,pH

8.0)中で泳動した｡ゲルの染色はethidiumbromideで行った｡
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16.DNasefbotpdnting分析

DNasefootprinting は IRD-800-labeledDNA を用 い､AutomatedLaser

Fluorescence Sequencer (Model4200L,LLCOR) を 使 用 し行 っ た .

IRD-800-labeledDNAfragmentsは､pPIGP､pSWRPを鋳型として､primerpair

IRD-800-labeledM13For/M13R及び､primerpairM13F/RD 1800-labeledM13Rev

によるPCR反応により作製した.-反応につき200ngのDNAを使い､binding

reactionはGelmobility shiR分析と同一条件で行った.DNase処理は､溶液 (5

mM CaC12,10mMMgC12)20トLlを添加後､5milliunitsのDNase､10milliunitsの

DNaseを､それぞれpigDNAfragmentsを含む溶液､swrwDNAfragmentsを含

む溶液中に加えることで行った｡1分間のDNase処理後､4Lllの DNasestop

solutionを加え､65oCで 10分間インキュベ- トし､反応を止めた｡その後､

これらのDNA溶液に10plのacrylamidecarrierを添加 し､エタノール沈殿､70%

エタノールによる洗浄を行った.そして､ペレットを0.8plのformamideloading

dye(Am ersham)で溶解した後､95oC､2分間のインキュベ- トでDNAを変性

させ､これをシーケンスゲルで泳動した｡

30



Table3-1.Plasmidsused.

plasmid Relevantcharacteristics
Sourceor

Reference

pFS200

PFPL

pUC19

PUPL

PPIGP

pSⅥRp

pPSWP

pSTV29

pHEX29

pTH18kr

pHEX18k

pETHis

PETHEX

pGp704,Ap√,Cが

pFS200carrying0.3kbSacI-PstI&agment&omPUPL

Apt,cloningVector

PUC19carrylngPartialluxS

PUC19carryingDNA&agmentofpigAgeneupstream

PUC19carryingDNA舟agmentofwl.Wgeneupstream

PUC19CarrylngDNAkagmentofpswPgeneupstream

Cmr,low-copycloningvector

pSTV29carrylnghexS

Kmr,low-copycloningvector

pTH18krcarrylnghexS

Apr,cloningVectorforN-terminalhexahistidineproteins

pETHishis6-hexS

26

Thisstudy

30

Thisstudy

Thisstudy

Thisstudy

Thisstudy

TaKaRa

Thiss仙dy

S

Thisstudy

2

Thisstudy
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Table3-2.0ligonucleotidesused.

Primers Sequence(5'to3')a

LUXPF

LUXPR

HSF

HSR

HHSF

HHSR

PRTF

PRTR

SRTF

SRTR

PSRTF

PSRTR

FPF

FPR

FSF

FSR

FPSF

FPSR

CPF

CPR

GGCGATACCATCACGGTATTTGAでC

ATGTGCTTGGCGATTTCCTGCGCTT

TTCTCCCGCGTTCTATAAGCACCAT

AGGCCGCGGCGTTATTCTTCTTCGT

CCGCTCGAGATGACAACTGCAAATCGTCCG(XhoI)

CGGGATCCTTATTCTTCTTCGTCCACCAGG(BamIⅡ)

CGCGAGGTGCTGGATCAGGATGCGC

GTTCGCTCCACGGGCAGTTGGAGAG

TGGCAAACCGATCAATTCACGCTGG

TCACCGTCTTCCTGACTGAACCA

GCTTTGCGCTGCCGGACCATCTGGC

CGTCGTCACCTTCACGCCAAAAACG

W TACCCTTCACCTGCAAAGTATTCATC(KpnI)

CGGAATTCAGTATCGAGCGCATTCATGCC(Ecom)

GGGGTACCCCTGCTGATGACATGCAGAAA(*nT)

CGGAATTCAGGTTTCCTGGGTAATGCCTT(EcoRJ)

GGGOTACCAAAACGCCGATAGGGCAAA(KpnI)

CGGAATTCATACTCCGCCAGCGCAAAAT(EcoRI)

TGAでCGGCACGTAAGAGGTT

CGGTAAACCAGCAATAGACA
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TTTCCCAGTCACGACGTTG

GGATAACAATTTCACACAGG

IRD -800-labeledM13For TTTCCCAGTCACGACGTTG

mD -800-labeledM13Rev GGATAACAATTTCACACAGG

a Therestrictionsiteisunderlined,andtherestrictionenzymeisshown intheparerltheses.
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第3飾 実験結果及び考察

1.luxS変異株の分離及び､その解析

第2章で述べたように､S.marcescens274のhexS遺伝子の変異は､prodigiosin

及び serrawettinWlの多量産生を同時に導く｡ また､第 1章で述べたように､

これら菌体外脂質の産生は温度による制御や､pG培地による影響も同時に受

けていることから､菌体外脂質産生は同じ調節機構の下にあり､-これらの産生

に対し平行に働くものによって管理されていると思われた｡そして､HexSが

E.C.CarotovoraのHexAと高い相同性を持っていたことから､その調節機構の

候補の一つに quorum sensing機構があげられた.これにより､HexSはこの

quorum sensing機構を担 う autoin血cer(AHLs)の産生を調節することで

prodigiosin及び serrawettinWlの産生を調節していると思われた.しかし､S.

marcescens274は､AHLsによるquorumsensing機構を持ちえていないことが､

元新潟大学教官､松山東平氏による研究で判明しており､また､Coulthurstetal.

によっても同様に報告されているため (3)､AHLsによる prodigiosin及び

serrawettinWl産生の調節ではないと思われたO最近､S.mwcescensATCC274

が､autPinducer-2(furanosylboratediester)産生に関わるhaS遺伝子 homologue

を持ち､このIwS遺伝子を変異させた 274株はprodigiosin産生が減少すると

の報告があった (3)｡このことから､HexSはa山oinduceト2の産生を調節するこ

とでprodigiosin及びserrawettinWlの産生を調節していると思われた｡

以上の仮説を証明するために､274株とTanl株のhaS遺伝子の破壊を第 3

章､第2節 12で述べたように､pFPLとのsinglecrossoverによる相同組換えに

より行った.得られた変異株 (lL株及びTanlL株)は､IuxSまたはCmr遺伝子

に特異的な probeを用いた Southem hybridization分析によって確認した (Fig.

3-2).仮説が正しければ､JzLXS遺伝子の破壊によりTanl株の prodigiosin及び

serrawettinWlの多量産生という特性が無くなるはずであるが､TanlL株は lL

株よりも多量にこれら菌体外脂質を産生していた (Fig.3-3)｡従って､HexSの

prodigiosin及びserrawettinWlの産生調節はautoinducer12によるquonm Sensing

機構とは関係していないことが判った｡
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2. Tanl株のmRNA転写レベルの解析

hexS遺伝子とquonm SenSing機構との間に関係性がみられなかったため､

次に､菌体外脂質産生に関わる遺伝子をHexSタンパク質が直接的に発現調節

しているのではないかと考えたO現在､prodigiosin生合成にはpig遺伝子クラ

スターとpswP遺伝子､serrawettinWl生合成にはswrW遺伝子とpswP遺伝子

が必要であることが判っている｡つまりこの考えは､HexSタンパク質がこれ

ら遺伝子の上流領域に結合し､遺伝子の転写量を抑え､結果としてpro血由osin

及び semWettinWlの産生を抑える働きをしているということを意味している｡

これら遺伝子上流-のHexSタンパク質の結合性を調べる前に,Tan1株のこ

れら遺伝子の転写量を調べる必要性があったため､RT-PCRによる比較分析を

行った.その結果､274株に比べ Tanl株は､pigA匝ig遺伝子クラスターの一

番目の遺伝子)遺伝子､swrW遺伝子の転写量が多いことが判った.一方､pswp

遺伝子の転写量は､274株との間に違いはみられなかった (Fig.3-4)0

3.hexSDNAで形質転換したTanl株のmRNA転写コントロールの回復

第 3章､第2節 11で述べたように､Fig.2-6で示すhexS遺伝子のORF及

び推定プロモーター領域を含むDNAfragment(1,154bp)をprimerpairHSF旧SR

を使用したpCRにより増幅し､その後､これをlow-copy血血berplasmidpSTV29

に組み込んだpHEX29を作製した｡それから､mRNA転写レベルにおけるTanl

株の complementation分析を行 うために､作製した pHEX29で Tanl株を形質転

換させた.その結果､Fig.3-5で示す通り､Tan1株にみられたpigA及びswrW遺

伝子のmRNAの多量産生は､hexSDNAによって形質転換することで抑えるこ

とができた.一方､pswp遺伝子の転写量は､pfEX29で形質転換した株とコン

トロールベクター (pSTV29)で形質転換した株との間に違いはみられなかった｡

この結果とFig.3-4の結果から､HexSによる遺伝子発現調節は､pig遺伝子クラ

スター及びswrW遺伝子に影響していることが判った.
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4.HexSタンパク質の精製とその分子量サイズ

pig遺伝子クラスター､swrW遺伝子､pswP遺伝子上流領域とHexSタンパ

ク質との結合性を調べるため､第 3章､第 3節 14で述べたようにHis6-tagged

HexS(托 S6-HexS)を E.coliBL21(DE3)により多量に産生させ､HisTrapHP

columnを用いて精製した｡SDS,PAGE分析から､精製したHis6-HexSは推定分

子量サイズ (34.8kDa)と一致し､明瞭なシングルバンドとして確認できた

(Fig.316)O

5.HexSタンパク質と遺伝子上流領域との結合性の分析

HexSタンパク質とpigA遺伝子､swrW遺伝子､pswP遺伝子上流領域との結

合性は第3章､第2節 15で述べたようにgelmobilityshift分析により調べたo

Fig.3-7で示す通り､His6-HexSと混合したpigAまたはswrW遺伝子上流領域の

DNAfragmentsがHis6-HexS量に依存したmobilityの変化を示したO-方､pswp

遺伝子上流領域のDNA丘agmentsはmobility の変化を示さなかった.この結果

はHexSタンパク質がpig遺伝子クラスターとswrW遺伝子の上流領域と特異

的に結合することを示すOそして､His6-HexSと混合したpswP遺伝子上流領

域のDNA丘agmentsはmobilityの変化を示さなかったことから､pswp遺伝子の

転写システムはHexSタンパク質とは関係のないものであると推測できた｡こ

れらの結果は､mN A転写レベルの解析 (Fig.3-4)の結果と矛盾しない.

多くのLysR-typetranscriptionalregulatorはtranscriptionalactivatorとして働く

と言われているが､Fig.3-4及びFig.3-5の結果､そして､このHexSタンパク

質とpig遺伝子クラスター及びswrw遺伝子の上流領域との特異的な結合を示

したことから､これらの遺伝子に対しHexSはE.C.carotovoraHexAの機能と

同様にtranScriptionalnegativeregulatorとして働いていることが証明されたO

6. 遺伝子上流におけるHexSタンパク質結合領域の特定

HexSタンパク質がpig遺伝子クラスター及び swrW遺伝子上流領域に結合

することがgelmobilityshift分析により判ったOそこで､HexSタンパク質のよ

り詳細な結合領域を特定するために､His6-HexSとpid遺伝子またはswrW遺

伝子上流領域のDNAfragmentsを用いたDNasefootprinting分析を行った.Fig.

3-8で示す通り､pigA遺伝子上流領域及びswrW遺伝子上流領域双方において

DNaseに対 し保護 された領域が広い範囲で存在 したoそれに伴い､DNase

cleavageにhypersensitiveなサイ トも広い範囲で観察されたOそのような影響は､

DNA結合タンパク質がターゲットDNA に結合すると見られる一般的なこと
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であり､protein-inducedDNAbendingとして説明できる (28)0pigA遺伝子上流

領域において､推定プロモーター領域に重なるように DNaseに対し保護され

た領域がみられたため､この領域-のHexSタンパク質の結合がRNAポリメ

ラーゼによる転写反応の阻害を引き起こし､結果的にこれが､prodigiosin産生

量を抑制する原因になっていると思われた｡また､推定プロモーター領域の上

流にも保護領域がみられたことから､この領域-のHexSタンパク質の結合が

DNA 全体の構造を変化させ､その結果として産生量の抑制に索がっていると

も考えられた｡swrW 遺伝子上流領域に関しては､推定プロモーター領域に

DNaseに対する保護領域はみられなかったが､そのすぐ上流に廃護領域がみら

れたことから､この領域-のHexSタンパク質の結合がDNA全体の構造を変

化させ､結果的にこれがserrawettinWl産生量を抑制する原因になっていると

思われた｡しかし､これらの見地はあくまで推測の域であり､更なる研究が必

要である｡

最近､Ralstoniaeutrophaの CbnR の解析から､この LTTR は､4量体

(homo-tetramer)を形成し､4つめDNA結合 ドメインを使って60bpに及ぶ長

いDNA領域と相互作用できることが報告された (19).4つのDNA結合 ドメ

インは､4量体の凸型の底面にそって Ⅴ字型に配列していることから､DNA

結合に伴いDNAbendingを引き起こすとされ､そして､このDNAbendingは

CbnR-のinducerの結合によって緩和されるとある.このことから､HexSに

よる広領域 DNA -の結合 も説明がつき､また､このことは HexS が

transcriptionalrepressorであることの理由と関係しているのかもしれない.
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7. プラスミド上hexS遺伝子により影響を受けた表現型

Low-copyplasmidであるpHEX29またはpHEX18krで形質転換したTanl株

は､prodigiosin及びserrawettinWl産生が強く抑制された｡そして､Fig.3-9で

示すとおり､野生株である274､NS38､NS25､NS45のこれらプラスミドによ

る形質転換体も菌体外脂質 (prodigiosinまたはserrawettinWlまたは芦erraWettin

W2またはserrawettinW3)産生が強く抑制された.この結果から､S.marcescens

においてHexSは､universaldoⅧ egulatorであると思われたOまた､274/pHEX29

により種々の菌体外酵素活性を調べたところ､phospholipaseC を除いた

protease､chitinase､DNase活性の減少がみられた (Fig.3-10)Oこれらの結果か

ら､HexSによるglobalregulationが示唆され､また､菌体外酵素の産生におい

ては選択的に働いていると思われた｡
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第 4節 要約

S.marcescens274のhexS遺伝子の変異は､prodigiosin及び serrawettinWlの多

量産生を同時に導くことから､HexSがこれら菌体外脂質の産生をどのように制

御 しているかを解明しようと試みた｡

初めに､autoinducer-2によるquorum sensing機構を用いた制御方法が疑われた

ため､274株とTan1株のIuxS遺伝子の破壊をplasmidpFPLとのsinglecrossover

による相同組換えによって行った｡得られた変異株 (1L株及び TanlL株)によ

るprodigiosin及び serrawettinWl産生量の比較実験より､TanlL株は lL株より

もprodigiosin及びsemWettinWlを多量に産生していたため､HexSのprodigiosin

及びserrawettinWlの産生調節はautoinducer-2によるquorumsensing機構とは関

係していないことが判った｡

次に､菌体外脂質産生に関わる遺伝子をHexSタンパク質が直接的に制御する

方法が疑われたoprodigiosin生合成にはpig遺伝子クラスターとpswp遺伝子､

serrawettinWl生合成にはswrW遺伝子とpswp遺伝子が必要であることが判って

いるOこれら遺伝子上流領域とHexSタンパク質との結合性を調べる前に,Tanl

株のこれら遺伝子の転写量を調べる必要があったため､RT-PCRによる比較分析

を行った.その結果､274株に比べTan1株は､pigA遺伝子､swrw遺伝子の転写

量が多いことが判った｡一方､pswp遺伝子の転写量は､274株との間に違いは

みられなかった｡そして､Tanl/岬 x29株のRT-PCR分析より､Tanl株にみら

れたpib4及びswrW遺伝子のmRNAの多量産生は､hexSDNAによって形質転

換することで抑えることができたO-方､pswp遺伝子の転写量は､pHEX29で

形質転換した株とコントロールベクター (pSTV29)で形質転換した株 との間に

違いはみられなかった. これらの結果から､HexSによる遺伝子発現調節は､pig

遺伝子クラスター及びswrw遺伝子に影響していることが判った.

HexSタンパク質とp辱4遺伝子､swrW遺伝子､pswP遺伝子の上流領域との結

合性をgelmobilityshi氏分析により調べたところ､His6-HexSと混合したpiiAま

たはswrW遺伝子上流領域のDNA鮎.gmentsがHis6-HexS量に依存したmobility

の変化を示 した.一方､pswp遺伝子上流領域のDNAfragmentsはmobilityの変

化を示さなかった.これらの結果がRT-P C R分析による結果と矛盾しないことか

ら､pig遺伝子クラスター及びswrw遺伝子に対しHexSはtranscriptionalnegative

regulatorとして働いていることが証明された.

HexSタンパク質のより詳細な結合領域を特定するために､His6-HexSとpigA

遺伝子またはswrW遺伝子上流領域のDNAfragmentsを用いたDNasefbotprinting

分析を行った.その結果､pigA遺伝子上流領域及びswrW遺伝子上流領域双方に

おいてDNaseに対し保護された領域が広い範囲で存在した｡それに伴い､DNase
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cleavageにhypersensitiveなサイ トも広い範囲で観察された.

更なるHexSの調節能を探し出すために､low-copyplasmidであるpHEX29ま

たは岬 Ⅹ18krで野生株である274､NS38､NS25､NS45を形質転換させた｡そ

の結果､これらの形質転換体は､菌体外脂質 (prodigiosinまたは semWettinWl

または serrawettinW2または serrawettinW3)産生が強く抑制された.また､

274/pHEX29により種々の菌体外酵素活性を調べたところ､phospholipaseCを除

いた protease､chitinase､DNase活性の減少がみられた.これらの療果から､菌

体外脂質産生においてHexSはS.mwcescensに普遍的に働き､また､274株の菌

体外酵素産生においては幅広く且つ選択的に働くことが示唆された｡

50



第 4章 総合討議

第 1飾 背景

S.mwcescensは種々の菌体外酵素 (キチナ-ゼ､リパーゼ､ヌクレアーゼ等)

及び､菌体外脂質 (赤色色素､界面活性物質)を産生する. S.mwceicens274に

よる赤色色素であるprodigiosinまたは､界面活性物質であるserrawe也nWl産生

は温度によってコントロールされており､30oCの条件下で多量に産生し､37oC

の条件下では産生しない｡これらの産生が温度依存である理由を探るべく､ ト

ランスポゾン (mini-Tn5)挿入変異株の取得を試みた.以前､筆者の研究室は

37oC の条件下でこれらの菌体外脂質を産生するトランスポゾン (mini-Mulac

kan)変異株を分離したことがあり､その株による実験経緯から､37oCの条件下

でこれらの菌体外脂質を産生できる株は､菌体外脂質産生を温度によって調節

する仕組みが壊されたものであると判断した｡その結果､37oCの条件下で淡赤

色のコロニーを形成する株 (Tanl)を分離することができた.しかし､このTanl

株は30oCの条件下で274株よりもprodigiosin及びserrwettinWlを多量に産生し

ていたため､菌体外脂質産生を温度によって調節する仕組みが壊された株では

なく､菌体外脂質産生を負に調節する仕組みが壊された株であると思われた｡

本来の目的にはそぐわない株であるが､prodi由osin産生とsenwettinWl産生が

同時に冗進していることから､prodigiosin産生及び senwe也nWl産生における

数々の共通点 (ら.g.,温度依存産生､pGbrothにおけるシリカゲル依存産生等)の

理由が垣間見られると思い､このTanl株の解析を行ったo

第 2飾 EexSタンパク質の作用機序について

トランスポゾン挿入により破壊された遺伝子の解析から､この遺伝子産物

HexSはE.C.CarotovoraのLysR-typetranscriptionalregulatorであるHexAと高い相

同性を持つことが判った｡そして､実験により､このHexSは選択的にpt'g遺伝

子クラスター及びswrW遺伝子の上流領域に結合し､これら遺伝子の転写量を抑

えることが判ったOこのことから､多くのLTTRがtranscriptionalactivatorである

のに対し､HexSはこれらの遺伝子に対しHexAと同様にtranscriptionalrepressor

であるといえたoそこで､何故HexSが多くのLTTRと同じようにtranscriptional

activatorとして働くのではなくtranscriptionatrepressorとして働くのかという疑

問が生じた｡この疑問を解明するために､DNasefbotprinting分析から答えを導
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こうとしたが､明確なものは得らなかった.唯一判ったことは､transcriptional

activatorとして働くLTTRはプロモーターの-35領域とオーバーラップした上流

領域-結合するのに対し､HexSタンパク質は遺伝子上流において広域に渡って

結合したということである.LTTRであるR.eutrophaのtranscriptionalactivator

CbIR は､homo-te廿amerを形成し､4つの結合 ドメインを使って60bpに及ぶ長

いDNA領域と相互作用できることから､HexSによるこの広領域DNA-の結合

もある程度納得がいく｡ しかし､何故推定プロモーター領域の上流に結合する

ことで遺伝子の発現を抑えることができるのかという新たな疑問が生じたopigA

遺伝子上流領域においては､推定プロモーター領域と重なるようにHexSタンパ

ク質が結合した領域が存在したため､この結合が遺伝子発現のうえで重大な影

響を及ぼすと推測できたが､swrw遺伝子上流領域においては､推定プロモータ

ー領域と結合領域との重なりは一切なかった｡CbnRによるhomo-te廿amerは凸

型の底面にそってV字型に配列しているため､DNA結合に伴いDNAbendingを

引き起こすとされる｡この特性がLTTRであるHexSにも備わっていると思われ､

HexSタンパク質のDNA-の結合がDNA全体の構造を変化させ､この変化が遺

伝子の発現抑制に関わっているのかもしれない.加えて､pigA及びswrW遺伝子

上流領域-のHexSタンパク質の結合領域は60bp以上に渡っていることから､

候補となる結合領域が多数存在していると思われ､これも何らかの要因となっ

ているのかもしれない｡何れにせよ､この疑問の解明には更なる解析が必要で

あると考える｡

本研究によるHexSタンパク質がpig遺伝子クラスター上流領域及び swrw遺

伝子上流領域にそれぞれ結合するとい う結果を踏まえ､第 1節で述べた

prodigiosin産生及び serrwettinWl産生における数々の共通点が存在する理由を

考察すると､pig遺伝子クラスター及びswrW遺伝子上流の転写調節領域の相似

性が原因の一つであると考えることができる.

第3節 丑exSタンパク質の役割

本研究ではHexSに依存した調節機構を解除､若しくは誘導するための生理学

的なシグナルを見つけることが出来なかった｡最近､昆虫微生物学の分野にお

いて､腸内細菌科に属するPhotorhabdusのHexAhomologueに依存した調節機構

が､ハチミツガであるGalleriamellonellaの幼虫においてPhotorhabdusの共生状

態から非共生 (病原性)の状魔-の移行に関係していることが報告された (ll)0

これによると､共生状態と比べ病原性の状態ではhexA遺伝子の発現量が増大し､

色素や菌体外酵素等の産生が抑制されるとある.このことから､S.marcescens
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は人-感染することによって hexS遺伝子の発現量を増大させ､そして､S.

marcescensの病原性が高まる可能性が示唆された｡それは､実際､臨床分離株は

色素非産生株が多いということと (20)､そして､本研究によるpHEX29で形質

転換した274株が赤色色素であるprodigiosinを始め､serrawettinWl､種々の菌

体外酵素の産生を減少させたことから推測できる.何れにせよ､hexA遺伝子の

発現のためには､この共生状態と非共生状態の間に何らかのシグナルが絡んで

いると思われ､今後の更なる解析を期待したいと思う｡また､第 2節で述べた

ように､HexSタンパク質のrepressorとして機能する仕組みも今後解析されるこ

とを強く望む｡
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第 8章 要旨

serratiamwcescensは化学的に異なる二つの菌体外脂質 (赤色色素である

prodigiosin及びバイオサーファクタントであるserrawettinWl)の産生が温度に

よって同時に調節される菌として知られている｡このような温度依存性を掌る

機構を遺伝学的に調べていたところ､これらの菌体外脂質を多量に産生するト

ランスポゾン (mini-Tn5)挿入変異株 Tanlが分離された.

¶ml株のトランスポゾンが挿入されたDNA領域をクローニングし､シーケン

ス分析を行った結果､ トランスポゾンが挿入された位置には 945bpから成る

openreadingframeが存在することが判明した｡その後､この遺伝子をhexSと名

付けた.ORFから導き出した推定314アミノ酸配列のhomology分析により､こ

のタンパク質は Erwiniacarotovorassp.Carotovoraの LysR-typetranscriptional

regulatorHexAと高い相同性を持つことが示された｡Cassettemutagenesisにより

取得した変異株 lS(hexS::Cmr)は､Tan1株と同様にprodigiosin及び serrawettinWl

を多量に産生した｡

RTIPCR分析により､274株に比べTanl株は､pigA遺伝子 (prodigiosin合成に

必要な pigclusterの一番 目の遺伝子)､swrW 遺伝子 (nonribosomalpeptide

synthetasefamilyに属するserrawettinWIsynthetaseをコー ドする遺伝子)の転写

量が多いことが判った｡一方､pswp遺伝子 (phosphopantetheinyltranstTeraseをコ

ー ドする遺伝子)の転写量は､274株との間に違いはみられなかった｡更に､

pm X29(hexSgenecarrier)で形質転換したTanl株のRT-PCR分析により､Tan1

株にみられたpigA及びswrw遺伝子のmRNAの多量産生は､hexSDNAで形質

転換することによって抑えられたO-方､pswp遺伝子の転写量は､pHEX29で

形質転換した株とpSTV29(controlplasmid)で形質転換した株との間に違いはみ

られなかった｡

His6-HexSタンパク質とpigA遺伝子､swrW遺伝子､pswP遺伝子上流領域との

結合性をgelmobility shi氏分析により調べたところ､HexSタンパク質は､pigA

及び swrW遺伝子上流領域-の結合活性を示したO一方､pswp遺伝子上流領域

-の活性は示さなかった｡そして､HexSタンパク質の結合箇所を特定するため

にDNasefootprinting分析を行ったところ､HexSタンパク質の結合箇所がpt'gA

及びswrW遺伝子上流領域共に多数存在することが判った.

Low-copyplasmidであるpfaX29で274株を形質転換させたところ､この形質

転換体は菌体外脂質であるprodigiosin及びserrawettinWl産生が強く抑制され､

また菌体外酵素に関しては､phospholipaseCを除いたprotease､chtinase､DNase

の酵素活性が減少した｡

以上のことから､HexSは pL'g遺伝子クラスター及び swrW 遺伝子に対し
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transcriptionalnegativeregulatorとして働いていることが証明された｡そして､S.

marcescensおいてHexSはglobalnegativeregulatorとしての機能を持つことが示

唆された｡
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第 9章 英語要旨

Serratiamwcescenshasbeenknown asatemperature-dependentproduceroftwo

chemicallydifferentexolipids(redpigmentprodigiosinandbiosurfactantserrawettin

Wl)inparallel.Duringgeneticinvestigationofsuchcontrolmechanisms,transposon

(mini-Tn5)insertionalmutantTanloverproducingtheseexolipidswasisolated.

ByclonlngandsequenclngOftransposon-insertedDNAregioninTanl,thepresence

ofadistinctopenreadingframe(ORF,945bp)wasindicated,andthisgenewasnamed

hexS.Homologyanalysisofthepresum edproductwith314amino-acidsdemonstrated

remarkablesimilaritybetweentheproductHexSandLysR-typetranscriptionalregulator

HexAofErwiniacarotovorassp.Carotovora.ThemutantlS(has::Cmr) obtainedby

cassettemutagenesisshowedthesamephenotypeasTan1,i.e.overproductionof

prodigiosinandserrawettinWl.

ByRT-PCR analysis,thehexSmutantwasshown toover-transcriptthepigAgene

(flrStgeneOfpigclusterinvolvedinprodigiosinsynthesis)andswrWgeneencoding

serrawettinWIsynthetasebelonglngtOnOmibosomalpeptidesynthetasefamily.In

contrast,transcrlPtionofpswPgeneencodingphosphopantetheinyltransferaseinTanl

wasinthelevelofparentstrain274.Furthermore,byRT-PCR analysisofTanl

transfbrmedwithpm X29(hexSgenecarrier),thetransformantwithhexSDNAwas

shown tosuppressover-transcriptionofpigA andswrW inTanl.Incontrast,the

transcrlPtlOnlevelofpswP showednodifferencesbetweenthetransfbrmantwith

pSTV29(controlplasmid)andthatwith岬 Ⅹ29.

Bygelmobilityshi允analysisusingpurifledHis6-HexSproteinandpib4,swrW,and

pswPDNAfragments,theHexSproteinshowedbindingactivitytoDNAfragmentsof

theupstreamregionOfpigAandswrWgenesandnottothatofpswPgene.Furthermore,
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DNasefootprintinganalysistoidentifyHexS-bindingsitesattheupstream regiOnsof

pigAandswrWgenesdemonstratedthepresenceofmanyHexS-bindingsitesinthe

upstreamregionsOfthesegenes.

S.marcescensstrain274transformedwithlow-copyplasmidcarrylnghexS

demonstratedreducedproductionofprodigiosinandserrawettinWl,and-reduced

activityofexoenzymes(protease,chitinase,andDNase)exceptphospholipaseC.

Thus,thisstudydemonstratedthatHexScan actasatranscriptionalrepressorfor

pigclusterandswrW,andthatgeneregulationbyHexSmayworkgloballyinS.

mareeSCenS.
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