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研究成果の概要（和文）：歯周病菌Porphyromonas gingivalis は歯肉上皮細胞などの宿主細胞に侵入すること
が知られているが、その細胞内動態は明かではない。本研究の結果、歯肉上皮細胞に侵入したP. gingivalis は
まず初期エンドソームに存在し、低分子量GTP結合蛋白質のうち、Rab14 およびRalA と共局在を示すことが明ら
かとなった。宿主細胞に侵入したP. gingivalis は、これらのエフェクター因子を能動的に制御し、宿主細胞内
での棲息および細胞外脱出等に利用していることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Porphyromonas gingival, a periodontal pathogen, is well known to invade host
 cells such as gingival epithelial cells. However, its intercellular dynamics is unknown. The 
present study indicated its intracellular trafficking. P. gingivalis was first internalized with 
early endosomes positive for Rab14 and RalA which are members of low molecular weitht GTP-binding 
proteins. Then, the intercellular pathogen was suggested to exploit these effector molecules for its
 intracellular inhabiting and exit from infected cells. 

研究分野： 予防歯科学
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１．研究開始当初の背景 
 最も歯周病原性が高いグラム陰性桿菌
Porphyromonas gingivalis 口腔バイオフィ
ルム中だけではなく、は歯肉上皮細胞等の
宿主細胞に侵入することが知られ、その細
胞内動態を調べることは、歯周病菌の組織
内感染の理解に非常に重要と考えられる。 

歯周組織を被覆する歯肉上皮は、外縁
上皮と内縁上皮からなり、咀嚼機能の維持
と細菌等の外来刺激からの上皮下結合組
織の保護に重要な役割を果たしている。 

歯肉上皮細胞を含む真核細胞内は細胞
内小器官により満たされており、タンパク質
や脂質をやり取りする物流機構（メンブレン
トラフィック）が細胞機能の維持に必須であ
る。メンブレントラフィックの主要な経路の１
つがエンドサイトーシス経路である。エンド
サイトーシスは細胞の機能維持に必要な細
胞外因子を細胞内へ取り込む一方、病原
性細菌や細菌が分泌する菌体外毒素およ
び外膜小胞を取り込む。 

すでに我々は、P. gingivalis がエンドサ
イトーシス経路を利用し歯肉上皮細胞へ侵
入し、宿主細胞内の菌の一部はライソゾー
ムやオートファゴソームにより分解され、残り
の菌の一部はリサイクリング経路を利用し宿
主細胞外へ脱出することを報告した。 

P. gingivalis は歯周組織を構成する歯肉
上皮細胞に侵入することにより、宿主免疫
からの攻撃を回避している可能性がある。し
かし、P. gingivalis の宿主細胞侵入機構、
宿主細胞内で生存のために利用するオル
ガネラ、細菌侵入に対する宿主細胞応答、
そして感染後の P. gingivalis の転機に関し
ては不明な点が多い。 
 
２．研究の目的 

これまで我々は、エンドサイトーシス経路
を利用して P. gingivalis が歯周細胞へ侵入
し、細胞シグナル分子を分解し、細胞障害
を引き起こすことを報告した (Kato et al., 
Cell Microbiol, 2007)。さらに、P. gingivalis 
の細胞内棲息、および細胞外脱出と隣接細
胞への再侵入に関与する分子群も報告した 
(Takeuchi et al., Cell Microbiol, 2011)。この
ことは、本菌の細胞内での挙動は歯肉上皮
細胞の遺伝子発現の差により異なることを
示唆する。つまり、メンブレントラフィック機構
を制御する遺伝子の個人差により歯周病の
リスクを説明できる可能性がある。 

真核生物細胞に存在するエンドソームや
リソソーム等のオルガネラや細胞膜はメンブ
レントラフィックにより密接に関わりあってい
る。Ras スーパーファミリーに属する Rab タ
ンパク質はメンブレントラフィックの制御因子
であり、Rab タンパク質の機能異常は神経
疾患や免疫疾患等の多くの病態に関与す
る。これまで我々は、歯肉上皮細胞に侵入
した P. gingivalis が、初期エンドソームを経
由した細胞膜へのリサイクルを制御する

Rab4A と共局在を示すことを見出している。
そこで本課題では、歯肉上皮細胞に侵入し
た P. gingivalis の細胞内動態の解析、特に
初期エンドソームを経由する細胞内輸送に
焦点を当て、その形態学的解析を行った。 
 
３．研究の方法 

ヒト不死化歯肉上皮細胞 (Murakami et 
al., J Dent Res, 2002) に P. gingivalis ATCC 
33277 株を Multiplicity of infection 100 で
感染させた。歯肉上皮細胞への導入プラス
ミド DNA として、Rab14、RalA をコードする
プラスミド DNA を用いた。蛍光タンパク質ベ
クターは pEGFP-C1 または pmCherry-C1 
(Clontech) を用いた。トランスフェクション試
薬は FuGENE6 (Promega) を用いた。 

P. gingivalis の細胞内動態は、感染させ
た細胞をパラホルムアルデヒドで固定し、
4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) で染
色し、共焦点顕微鏡 (LSM510, Carl Zeiss) 
で観察した。 
 
４．研究成果 
（１）Rab14 

最近の研究により、Rab4A の補因子であ
る RUFY1 が Rab14 と結合することが報告
された（Yamamoto et al., 2010, Mol Biol 
Cell）。RUFY1、Rab14、および Rab4A がトラ
ンスフェリンのエンドソームから細胞膜への
リサイクリングを調節すると示唆されている。
Rab14 は初期エンドソームとゴルジ体間の
輸送に関与すると考えられているが、その
詳細はよく分かっていない。 

そこで Rab14 と蛍光蛋白質 monomeric 
Cherry (mCherry) との融合蛋白質を歯肉
上皮細胞に発現させ、P. gingivalis との共
局在を調べた。その結果、感染後 1 時間に
おいて Rab14 が本菌と顕著な共局在を示
し、その割合は感染後 5 時間にかけ経時
的に減少した（図１および図２）。また Rab14 

 

 
図１：歯肉上皮細胞に侵入した P. gingivalis 
と Rab14 の共焦点顕微鏡像（Bar = 5 μm） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２：歯肉上皮細胞内の P. gingivalis と
Rab14 との共局在率（Bar = SD, average of 
3 experiments, bacteria > 100 in each 
experiment） 
 
陽性の P. gingivalis は、初期エンドソーム
のマーカーである EGFP-2×FYVE とよく共
局在を示した（図３）。 

 
図３：歯肉上皮細胞に侵入した P. gingivalis 
と Rab14 および EGFP-2×FYVE との共焦点
顕微鏡像（Bar = 5 μm） 

 このことより、初期エンドソームに存在する
P. gingivalis の輸送に Rab14 が関与するこ
とが示唆された。 
 
（２）RalA 

Rab と同じ低分子量 G タンパク質のうち、
Ral は輸送小胞の形質膜への繋留因子で
ある Exocyst 複合体を介し、開口放出を制
御していることが知られている。Ral サブファ
ミリーには RalA と RalB が含まれ、細胞の増
殖や分化、遺伝子発現、細胞間接着などを
制御する。 

以前に我々は歯肉上皮細胞に侵入した
P. gingivalis が RalA と共局在を示すことを
報告している（Takeuchi et al., 2011, Cell 
Microbiol）。そこで我々は、RalA と蛍光蛋
白質 monomeric Cherry (mCherry) との融
合蛋白質を歯肉上皮細胞に発現させ、
RalA 陽性の P. gingivalis がどのオルガネ
ラに存在するのか共焦点顕微鏡で調べた。
その結果、RalA 陽性の P. gingivalis は初
期エンドソームマーカーEGFP-2×FYVE と
よく共局在を示した。 
 さらに、RalA 陽性の P. gingivalis はファス

トリサイクリングの制御因子とされる Rab4A 
とも、よく共局在を示した（図４）。 

図４：歯肉上皮細胞に侵入した P. gingivalis 
と RalA および EGFP-Rab4A との共焦点顕
微鏡像（Bar = 5 μm） 
 

低分子量 GTP 結合蛋白質は、結合する
グアニンヌクレオチド（GDP や GTP）によりそ
の立体構造を変え、GDP 結合型が不活性
型、GTP 結合型が活性型となる。この蛋白
質は、GTP 結合型の時にスイッチがオンに
なる細胞内分子スイッチとして機能している
と考えられている。そこで、RalA の選択的阻
害剤である RBC8 および BQU57 を用い、
RalA の活性化が歯肉上皮細胞内の P. 
gingivalis の局在に影響を及ぼすか検討し
た。その結果、阻害剤で処理した歯肉上皮
細胞では、感染後 4 時間において本菌は
初期エンドソームに特異的に存在する
Rabenosyn（RBSN） と非常によく共局在を
示した（図５）。 

 
図５：RalA 選択的阻害剤である RBC8 ま
たは BQU57 で処理した歯肉上皮細胞に
おける、P. gingivalis と EGFP-RBSN の共焦
点顕微鏡像（DAPI: cyan、RBSN: yellow） 

このことから、初期エンドソームに存在す
る P. gingivalis の輸送に RalA の活性化が
関与することが示唆された。 
 
（３）まとめ 

本研究課題において、歯肉上皮細胞に
侵入した P. gingivalis はまず初期エンドソ
ームに存在し、低分子量 GTP 結合蛋白質
のうち、Rab14 および RalA と共局在を示



すことが明らかとなった。宿主細胞に侵入し
た P. gingivalis は、これらのエフェクター因
子を能動的に制御し、宿主細胞内での棲息
および細胞外脱出等に利用している可能
性がある。今後、エンドサイトーシス経路の
なかでも特に初期エンドソームからの輸送
の観点から、これらの因子の解析を進める
予定である。 
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