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研究成果の概要（和文）：本研究では中年以降の女性に好発する原発性胆汁性肝硬変の発症・進展にStreptococcus in
termedius (SI)の慢性炎症（歯周病）が関与しており、局所で産生されたhistone-like proteinの持続的供給が病態に
寄与していることを明らかにした。S. anginosus group (SAG) の中でSIは他の菌種に比べて均一な遺伝的背景を持っ
ており、ニッチな環境に特化して宿主であるヒトと共進化してきた結果であると考えられた。

研究成果の概要（英文）：Chronic inflammation like periodontitis caused by Streptococcus intermedius (SI) 
contributed to the etiology and progression of primary biliary cirrhosis (PBC), which occurred in 
menopausal females mainly. The continuous and localized production of histone-like protein was one of the 
mechanism of the pathogenesis of PBC. SI, one of the members of S. anginosus group, had uniform genetic 
backgrounds compared as other species, and the result was due to co-evolution with human in specialized 
niche environments.

研究分野： 医歯薬学
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１．研究開始当初の背景 
 S. anginosus group (SAG)はヒト口腔の常在
菌叢を形成するが、嫌気好性を示し。歯周病
などの慢性炎症部位から特に高率に分離さ
れる。我々は SAG のうちの S. intermedius (SI) 
が原発性胆汁性肝硬変 (PBC)の発症・進展に
関与することを患者病理組織の免疫染色所
見、患者血清の SI 抗体価上昇、SI 投与によ
るマウス PBC モデルの確立(Autoimmunity 
39:129,2006, Clin Immunol 127:245,2008, 
Lab Invest 90:577,2010, J Clin Immunol 
32:1026,2012) で 証明して きた。 SI の
histone-like protein (HLP)は PBC 進展に関与す
る抗 gp210 抗体のエピトープ配列を含んでお
り、molecular mimic の１つと想定される。PBC
進展に関わる HLP の継続的抗原曝露には SI
の急性感染よりはむしろ持続性慢性感染が
望ましいと考えられ、SI の安定した持続感染
部位としては歯周病が考えられる。PBC 患者
に特有の SI クローンが存在すれば、その遺伝
的背景を調べることで PBC を惹起するメカ
ニズムが更に明らかになる。しかし、PBC 患
者の歯周病から得られた SI 株の遺伝的背景
は急性化膿性病変や健常者由来株と相違は
得られなかった。菌側の因子というよりは、
HLP などの原因物質の産生能や宿主との関
係が PBC 発症には関与しているものと推察
される。一方、SAG は嚥下性肺炎や深部膿瘍
の起因菌として知られているが、咽頭、食道
癌などとの関連が指摘されており、SAG 各菌
種による慢性炎症は PBC 以外の様々な全身
疾患に関与している可能性がある。SAG はヒ
ト以外から分離されず、ヒトと共進化を遂げ
てきたと考えられるが、SAG に属する SI, S. 
constellatus (SC), S. anginosus (SA) 各菌種の
ヒト環境における分布や病原性は微妙に異
なっている。SAG が遂げて来た分子進化学的
過程を明らかにすることが、常在菌、全身疾
患に関与する慢性感染菌、急性感染菌へと変
貌するメカニズムを解き明かす良い一例に
なると期待されていた。 
 
２．研究の目的 
 本研究では PBC 進展に関与する SI の HLP
の役割を解明すると同時に、他の自己免疫疾
患、癌などとの関連が指摘されている SAG
について、その分子進化学的位置づけを明ら
かにする。 
 
３．研究の方法 
PBC 患者 5 名、健常者 22 名、自己免疫膵炎 
(AIP) 11 名、他の自己免疫疾患 4 名の計 42
名の歯周ポケットから SI を含む SAG 各菌種
の分離を行い、分布状況、内訳、遺伝的背景 
(house keeping gene による multi-locus 
sequence analysis) を比較した。各患者か
ら得られた SI 株と深部膿瘍などの急性感染
症 SI 株について、BHI broth で 24 時間培養
した時の培養上清に産生された HLP を ELISA
で測定した。また、由来の様々な SAG 234 株

また、それぞれの由来株について、分子進化
に大きく影響する遺伝子の水平伝播を規定
する competence について、comCDE の構成要
素と分布を調べた。 
 
４．研究成果 
PBC 患者 5 名からは SAG のいずれかの菌種、
１人平均2.6株を同時に保有していた。一方、
AIP では 0.9 株、健常者では 1.1 株であり、
PBC では複数の遺伝的に異なる菌株を同時に
保有する傾向が強かった。SAGの各菌種のHLP
は遺伝子レベルでそれぞれの3菌種にクリア
に分別されたが、SC, SI の HLP のアミノ酸配
列は 100%一致しており、gp210 と交差する
molecular mimic の対象には SCも関与してい
ることが示唆された。In  vitro での HLP 産
生は健常者、PBC, 他の自己免疫疾患の歯周
由来株はいずれも産生量が高かったのに対
し、急性感染症由来株では産生が有意に低く、
ほとんどの株では検出限界以下であった。こ
のことはHLPは急性感染症における病原因子
というより、持続炎症を維持する因子として
働いており、PBC 進展に寄与するこれまでの
我々の成績を裏付けるものであった。今回得
られたそれぞれの患者背景毎のSAG各菌の遺
伝背景に特定の傾向はみられず、それぞれの
疾患に特有のクローンは SA, SC においても
認められなかった。一方、今回得られた株に
様々な感染部位から得られた SAG 500 株の
MLSA からは、SI は比較的単一な遺伝的背景
を有していたが、SC には少なくとも 4 つの、
SAには少なくとも7つの遺伝的背景の異なる
クラスターがあり、従来報告されている SA 2
亜種、SC3 亜種以外の亜種の存在が示唆され
た。SA では特に SC, SI 由来の断片との様々
なモザイク構造を示す16S rDNA, rpoB, groEL
が多く認められることから、水平伝播による
SC, SI→SA への house keeping gene の組み
替えが頻繁に起こっていることが示された。
SA, SC, SI のそれぞれの標準株の全ゲノム解
析の結果、各菌種のゲノム上にはファージ由
来遺伝子の痕跡は非常に限定されることか
ら、この遺伝子組み替えは主に competence
による形質転換と考えられた。各ゲノム情報
から SAG の competence の主役遺伝子 comCDE
はいずれも arg-tRNA, glu-tRNA に挟まれて
存在していた。ComC がスプライシングを受け
て、competence factor として機能する
competence stimulation peptide (CSP) は 6
タイプ (CSP1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2,2-3)
存在し、このうち CSP1-1 が SA, SI, SC の 70
〜95%を占めており、SAG の中では大半が同じ
competence システムを共有していることが
示された。一方で SA では CSP2-1 が,SC では
CSP2-3がそれぞれの菌種に特有のCSPとして
分布しており、それぞれの菌種の系統維持に
寄与していると考えられた。SAG のうち、SI
がほぼ単一の competence システムを維持し
していることは、SI の遺伝的背景が均一なこ
とを裏付けており、よりニッチな環境に特化



した進化過程を経ていると思われた。今回の
結果は PBC 進展に SI の慢性炎症持続による
HLP の継続的な供給が寄与していることを示
唆しており、歯周病の治療自体が PBC の進行
を阻止することにつながるものと期待され
る。また、SIとその近縁菌種から構成される
SAGでは共通のcompetenceによる水平伝播で
遺伝子共有がもたらされている一方、独自の
competence による各菌種の独自な系統維持
も行われており、それぞれの環境への適応進
化に反映していると考えられた。 
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