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研究成果の概要（和文）： 
各種リステリア株のうち、LO28株は感染マクロファージから interferon- - 産生を

誘導する能力が著しく強い。この LO28株では薬剤排出ポンプの一つである MdrT が高発現して
おり、それは MdrTの発現抑制に関わる tetR遺伝子の部分欠損による機能不全が原因であるこ
とが示されている。LO28 株はマクロファージに感染後、この MdrT を介して cyclic di-AMP を
大量に分泌し、その結果 STINGに依存したシグナル経路が活性化され IFN- 産生が著しく亢進
することが示された。また、LO28株と mdrT 欠損株をマウスに感染させたところ、mdrT欠損株
の臓器内菌数は LO28株よりも有意に高い値を示した。一方、I 型 IFN レセプター欠損マウスは
リステリア感染に対して抵抗性を示したことから、cyclic di-AMP が IFN- 産生以外に宿主防
御反応の亢進にも関与するのか、あるいは MdrTは cyclic di-AMP以外にも宿主感染防御を刺激
する因子の放出に関与する可能性が示された。 
 

研究成果の概要（英文）： 
Among various strains of Listeria monocytogenes, LO28 strain is highly capable of 

inducing IFN-
mechanism of the IFN-β-inducing ability of LO28 was investigated. It was found that LO28 
secretes a large amount of cyclic-di AMP that probably triggers IFN-
activation of STING-dependent signal pathway. The secretion of cyclic di-AMP was 
dependent on MdrT, a multidrug resistant transporter, and L028 exhibited a very high level 
of mdrT expression due to functional impairment of TetR, a negative regulator of mdrT. 
Furthermore, an infection experiment revealed that the strong expression of mdrT 
decreases the pathogenicity of L. monocytogenes whereas type I IFN receptor knockout mice 
were resistant to L. monocytogenes infection compared to wild type mice. Result suggested 
that cyclic di-AMP may promote resistance independently of IFN-
contribute to secrete some other factors that are implicated in the control of L. 
monocytogenes replication in vivo.  
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１． 研究開始当初の背景 

 

 ウイルス感染防御に重要な役割を果たす I
型インターフェロン（IFN）は、種々の細菌
感染でも産生誘導される。細胞内寄生菌であ
るリステリア（Listeria monocytogenes）も、
感染マクロファージから炎症性サイトカイ
ンおよび I型 IFN産生を誘導するが、感染後
の自然免疫応答における意義については未
だに不明である。また、リステリア感染では
菌の細胞質内侵入が I型 IFN産生に必須であ
ることがわかっているが、その機序について
は不明な点が多く残されている。さらに、リ
ステリア感染防御に対する I型 IFNの影響に
ついては相反する結果が報告されており、必
ずしもコンセンサスが得られていない。 
 

２．研究の目的 

 これまで、リステリアの細胞内寄生を可能
にする病原因子と宿主サイトカイン産生応
答の関係を解析し、リステリオリシン O (LLO)
が菌のファゴソームからの脱出を可能にす
ると同時に、各種炎症性サイトカイン産生を
誘導する機序を明らかにしてきた。また、LLO
が calpainや caspase-1の活性化に必須であ
ることや、AIM2を介した新たな inflammasome
形成に関与することを示している。リステリ
ア感染ではマクロファージからの IFN- 産
生も誘導される。他の炎症性サイトカイン産
生と比較するとそのレベルは必ずしも高く
はなく、また菌の細胞質内侵入が必要である
ことから、IFN- 産生誘導には、細胞質内に
存在する病原体センサーを介したシグナル
経路の活性が必要になる。これまでの報告か
ら、IFN- はリステリアの感染病態に深く関
与することが考えられており、その誘導機序
や、感染防御における役割を明確にすること
は、宿主感染防御応答の全体像を明らかに上
で重要な要素となる。 
 各種リステリア菌株の比較から、L028 株は
他の菌株と同レベルの LLO 産生能を示すが、
その IFN- 産生誘導活性は極めて高く、また
その活性には菌の薬剤排出ポンプが関与す
ることがこれまでのトランスポゾン挿入変
異株を用いた解析から明らかにされている。
そこで本研究では、リステリアの薬剤排出ポ
ンプを介して放出されるリステリア因子が
どのような機序で IFN- 産生誘導を引き起
こすのか、また多数存在する薬剤排出ポンプ
の何れもが同様に IFN- 産生誘導に関わる
のか、さらに IFN- 産生誘導能が菌の病原性
のどの程度関わるのかを明らかにする。 
 

３．研究の方法 

 これまでに報告された感染実験の成績と
同様に、リステリア LO28 株由来の IFN- 誘
導にも cyclic di-nucleotide が関与するか
否かを明らかにするため、LO28および EGD株
の培養上清を回収し、TOF-MS で解析する。ま
た、cyclic di-nucleotide 分解酵素で処理し
た場合の IFN- 誘導活性を解析し、LO28 株
由来の IFN- 誘導因子を同定する。 
 リステリアのゲノム情報から、想定される
薬剤排出ポンプ遺伝子が判明しているので、
それらの遺伝子の発現量を LO28 と EGD 株で
比較する。また、それら薬剤排出ポンプ遺伝
子欠損株を作製し、マクロファージに感染さ
せた場合の IFN- 産生誘導能を調べる。さら
に、薬剤排出ポンプ遺伝子欠損株のうち、
IFN- 産生誘導能に著明な変化をきたす株
と LO28 株をマウスに感染させ、臓器内菌数
の変動を調べる。 
 
４．研究成果 
 リステリア菌株間のサイトカイン産生誘
導能の比較から、リステリアの標準的な病原
菌株として用いられる EGD 株に比べて LO28
株は強い IFN- 産生誘導能を示すことが明
らかとなった。LO28 株と EGD 株の感染マクロ
ファージ内の動態や、感染後の IL-6 および
IL-18 産生レベルに違いがないことから、
LO28 株にみられる強い IFN- 産生誘導能は
菌株間の細胞内増殖能の優劣や、細胞質内で
病原体センサーを刺激する菌由来 DNA量の違
いによるものではないことが示された。また、
LO28 株の IFN- 産生誘導活性は培養上清中
に認められ、質量分析の結果、大量の cyclic 
di-AMP が存在することが示された。さらに、
LO28 の IFN- 誘導活性はフォスフォエステ
ラーゼ処理により阻害されることから、LO28
株の強い IFN- 産生誘導活性は cyclic 
di-AMP に依存することが明らかとなった。
LO28と EGD株の比較ゲノム解析の結果、LO28
株では薬剤排出ポンプの一つである MdrT の
発現を制御する tetR に遺伝的欠損があり、
MdrTの発現が亢進していること。また、LO28
株では cyclic di-AMP は主に MdrT を介して
菌体外に放出されることが示された。これら
の結果から、LO28 株の強い IFN- 産生誘導
能は、高発現している MdrT を介して多量の
cyclic di-AMP が放出されるためであること
が明らかとなった。さらに、cyclic di-AMP
は STINGが関与する異物識別経路を刺激して
IFN- 産生を誘導することが示された。 
 リステリアの抵抗性に及ぼす MdrT の影響
を調べるため、LO28 株と mdrT 欠損株をマウ



スに感染させた。mdrT 欠損株の感染で誘導さ
れる IFN- 量は LO28 株感染の場合に比較し
て明らかに低いレベルであった。しかし、
mdrT 欠損株の臓器内菌数は LO28 株よりも有
意に高い値を示した。一方、I 型 IFNレセプ
ター欠損マウスはリステリア感染に対して
抵抗性を示したことから、cyclic di-AMP は
IFN- 産生誘導以外の機序で感染防御を亢
進させるのか、あるいは MdrT が cyclic 
di-AMP 以外にも宿主応答を刺激する因子の
放出に関与する可能性が示された。 
 本研究により、リステリアの有する薬剤排
出ポンプの異常発現が cyclic di-AMPの大量
分泌による IFN- 産生の亢進をきたすこと。
また、薬剤排出ポンプより分泌されるリステ
リア因子が、宿主感染防御の増強に関与する
可能性を示すことができた。これらの成果か
ら、リステリアの薬剤排出ポンプが菌の薬剤
耐性でだけでなく、その病原性や宿主感染防
御誘導にも関与するという新規概念を提唱
できるものと考えている。 
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