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研究成果の概要（和文）：結核菌が感染部位で示す特異な性状変化に着目したスクリーニング系

を構築した。そして、活性試験の結果を指標に、海綿などの底生海洋生物の抽出エキスや海洋

由来微生物の培養抽出物ライブラリーを対象に活性物質の探索を実施した。その結果、潜在状

態の結核菌に有効な抗菌物質として、halicyclamine 類、trichoderin 類および nybomysin を見

出した。さらに、ゲノム DNA ライブラリーまたは次世代シーケンス法を利用することにより、

その標的分子候補の選定に成功した。一方、バイオフィルム形成を阻害する化合物として、

desferrioxamine E を単離し、その作用メカニズムを明らかにした。 

 
研究成果の概要（英文）：To explore new medicinal leads for Tuberculosis, we succeeded in 
establishment of the screening systems focusing on the environments of Mycobacterium 
tuberculosis-infected region. Then, we searched the active substances from the extracts 
of marine organisms and the culture of marine microbe by established bioassay-guided 
separation. As a result, we isolated halicyclamins, trichoderins and nybomysin as 
anti-dormant mycobacterial substances. In addition, we succeeded in choosing the 
candidates of their target molecules by using genomic DNA library and/or next-generation 
sequencer. On the other hand, desferrioxamine E was identified as an inhibitor of biofilm 
formation of Mycobacterium species. We also clarified the action-mechanism of 
desferrioxamine E as an inhibitor of biofilm formation. 
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１．研究開始当初の背景 

 結核菌 Mycobacterium tuberculosis 感染
は他の細菌感染症と異なり、宿主に感染後、

多くの場合、免疫応答により結核の発症は回
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避される。しかしながら一部の菌は、免疫細

胞により形成される granuloma内においてそ

の性状を変化させ、非分裂状態の潜在性菌と

して、長期に渡り生存する特異な性質を持つ。

そして、老化、HIV 感染、抗がん剤や免疫抑

制剤の使用による免疫力の低下などをきっ

かけに、再び活動を開始し発症する。またこ

のような特殊な性状が、多剤併用による最低

６ヶ月間の化学療法が必要な要因となって

いる。このことから、次世代の抗結核剤には、

潜在状態の結核菌にも効果を示し、短期間で

治療可能であることが求められている。 

 

 

２．研究の目的 

  本研究は、独自に構築した結核菌感染部位

とその微小環境での菌の性状に着目した評

価系を利用して、海綿を中心とする底生海洋

生物の抽出エキスライブラリーおよび海洋

由来微生物の培養抽出物ライブラリーを対

象とする抗菌物質の探索を実施し、既存の抗

結核剤の欠点を克服した、新規医薬リードの

創出を目的の１つとする。またゲノム DNA ラ

イブラリーおよび次世代シーケンス法を利

用して、見出した抗菌物質の標的分子の解析

を行うことにより、結核に対する新規薬剤標

的の開拓に繋げるものである。 

 

 

３．研究の方法 

（１）本研究では、感染部位環境での結核菌

の性状変化に着目した以下の３つの評価系

を構築し、独自に保有する、底生海洋生物の

抽出エキスや海洋由来微生物の培養抽出物

ライブラリーを対象とするスクリーニング

を実施した。 

① 低酸素培養モデルを利用する抗潜在性

結核物質の探索: 非病原性で早生育型の M. 

smegmatisを 0.2%低酸素条件で培養すること

により、抗結核薬 isoniazid に抵抗性を示す

潜在状態を誘導し、本条件下でも抗菌活性を

示す化合物を探索した。見出した抗菌物質に

ついては、M. tuberculosis と同じ遅生育型

で、ゲノムの相同性も高い M.bovis BCG を用

いて活性を評価した。 

② バイオフィルム形成阻害物質の探索：  

 M. smegmatis は貧栄養の MG63培地で培養す

ることにより、バイオフィルムを形成する。

スクリーニングでは、M63 培地での抗菌活性

の最小生育阻止濃度（MIC）およびバイオフ

ィルム形成阻害活性の MIC を測定し、抗菌活

性の MICより低濃度でバイオフィルムの形成

を阻害するサンプルをスクリーニングした。

また２次スクリーニングとして、M.bovis BCG

においてもバイオフィルム形成が阻害され

るか否かを確認した。 

③ M. fortuitum とショウジョウバエ由来

S2 細胞との細胞感染モデル：M. fortuitum

を S2 細胞へ感染させた後、被検サンプルを

添加し、細胞内の生存菌数を減少させる化合

物を探索した。 

 

（２）見出した抗菌物質の標的分子の解析に

は、以下の２つの手法を確立して使用した。 

① ゲノム DNAライブラリーを利用する標的

分子の解析：抗菌物質の標的分子を高発現す

る形質転換株は、その抗菌物質に対して耐性

を示すことが予想される。そこで本研究では、

M.bovis BCG のゲノム DNA を断片化したゲノ

ム DNA ライブラリーを作成して、これで M. 

smegmatis を形質転換することにより、ラン

ダムに M.bovis BCG 遺伝子を高発現する形質

転換株を作成した。そしてこの中から、見出

した抗菌物質に対して耐性を示す形質転換

株をスクリーニングし、その形質転換株に導

入されている M.bovis BCG のゲノム遺伝子の

情報を基に、見出した抗菌物質に対して耐性

を付与する遺伝子を明らかにした。 

② 次世代シーケンス法を利用する標的分

子の解析：抗菌剤に耐性を獲得した細菌には、

抗菌剤の標的分子やその関連分子のゲノム

内に変異を有するものが数多く知られてい

る。このことから、化合物に対して自然耐性

を示す菌株が取得できた場合には、次世代シ

ーケンサーよる網羅的な遺伝子変異の解析

を行うことにより、抗菌剤の標的分子を解明

することが可能と考えられる。本研究では、

見出した抗菌物質に対する自然耐性株の取

得と次世代シーケンサーによる網羅的遺伝

子変異の解析を実施した。 

 

 

４．研究成果 

（１） 研究開始時に構築していた、低酸素

培養モデルを利用する評価系に加え、バイオ

フィルム形成阻害物質を簡便に見出すこと

が可能な評価系の構築ならびにバイオセー

フティレベル２の実験施設でも実験可能な、



M. fortuitumとショウジョウバエ由来S2細胞

との細胞感染モデルを利用する評価系の構

築に成功した。 

 

（２） 低酸素培養モデルを利用する潜在状

態の結核菌にも有効な抗菌物質の探索では、

インドネシア産のHaliclona属海綿の抽出エ

キスから、22-hydroxyhaliclonacyclamine B

と命名した新規化合物を含む、合計４種の

halicyclamine類を単離し、これらが潜在状

態の結核菌に有効であることを明らかにし

た 。 ま た 、 最 も 強 力 な 活 性 を 示 し た

halicyclamine Aは、薬剤耐性株を含む各種 M. 

tuberculosisに対しても、3.0 - 6.0 µg/mL

の MIC を 示 し た 。 海 綿 か ら 分 離 し た

Trichoderma属真菌の培養抽出物からは、

trichoderin 類 と 命 名 し た ３ 種 の 新 規

aminolipopeptideを単離し、その化学構造を

明 ら か に し た 。 主 活 性 成 分 で あ る

trichoderin Aは、好気および低酸素の両条

件 下 で 、 M. tuberculosis を 含 む 各 種

Mycobacterium属細菌に対して、MIC 0.02-0.1 

µg/mLと強力な抗菌活性を示した。さらに、

海洋由来放線菌の培養抽出物からは、４環性

のアルカロイドnybomycinを単離・同定し、

これが、潜在状態の各種Mycobacterium 属細

菌に抗菌活性（MIC 0.8 µg/mL）を示すこと

を初めて見出した。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図１ 潜在性結核菌に有効な抗菌物

質として 

      見出した化合物の化学構造 

 

（３）潜在性結核菌にも有効な抗菌物質とし

て 見 出 し た 、 halicyclamine A お よ び

trichoderin Aの標的分子の解析を、前述し

たゲノムDNAライブラリーを利用する方法に

より実施した。 

 作成した約4,000株の形質転換株の中から、

halicyclamine Aに対して耐性を示す形質転

換株をスクリーニングした結果、２株の

halicyclamine A耐性株の取得に成功した。

また、形質転換株に導入されていたライブラ

リ ー 遺 伝 子 の シ ー ケ ン シ ン グ か ら 、

halicyclamine Aに耐性を付与する遺伝子は、

M. bovis BCGゲノム上の2920kb - 2933kbの

13kb内に存在することを見出した。さらに、

13kbのゲノム断片からライブラリーを作成

し、耐性を付与する遺伝子を検索した結果、

結核菌の機能未知の膜タンパク質である

dedA遺伝子を高発現させた場合にのみ、

halicyclamine Aに耐性となることが明らか

となった。 

 一方、trichoderin Aについても同様に検

討を行った。その結果、3株のtrichoderin A

耐 性 形 質 転 換 株 の 取 得 に 成 功 し 、

trichoderin Aに耐性を付与する遺伝子を調

べた結果、M. bovis BCGのATP合成酵素を構

成する、AtpB、E、 FおよびH遺伝子を含む領

域を高発現させた場合にのみ、trichoderin A

に対して耐性を示しめすことを見出した。ま

た、実際にtrichoderin Aは、菌体内ATP濃度

を有意に低下させることも明らかにした。現

在、さらに標的遺伝子の特定を進めている。 

 

（ ４ ） 海 洋 由 来 放 線 菌 か ら 単 離 し た

nybomycinについては、自然耐性株を取得し、

次世代シーケンス法により、ゲノム変異の網

羅的解析を行った。そして、nybomycin自然

耐性株には共通して、あるアミノ酸代謝酵素

と転写因子内に変異を有することを見出し

た。現在、nybomycinの標的分子特定に向け

たさらなる解析を進めている。 

 

（５）バイオフィルム形成阻害物質として、

海洋由来放線菌の二次代謝産物である

desferrioxamine Eにバイオフィルム形成阻

害活性を見出した。（図２） 

 

 

 

 

 

 

      図２ desferrioxamine Eの化

学構造 

 



desferrioxamine Eは、M. smegmatisおよび

M. bovis BCGに対して、抗菌活性を示さない

濃度である10 µMでバイオフィルム形成を阻

害した。また、バイオフィルム形成により惹

起される、isoniazid抵抗性を解除できるこ

とを明らかにした。さらに、その作用メカニ

ズムを解析した結果、desferrioxamine Eは、

培地中の鉄イオンとキレートを形成するこ

とにより、菌体への鉄イオンの取り込みを阻

害し、バイオフィルム形成を阻害しているこ

とを明らかにした。また、活性天然物を利用

して、鉄イオンがMycobacterium属細菌のバ

イオフィルム形成に必須であることを証明

した。 
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