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研究成果の概要（和文）：百日咳の実験動物モデルとして気管支敗血症菌を経鼻感染させたラット感染モデルを用いて
客観的に咳嗽回数を測定する方法を確立した。この方法を用いて咳嗽惹起能を失った変異株の解析により、百日咳発症
に関わる細菌側病原因子として、タンパク質をコードするmRNAの転写を制御する転写関連因子が咳嗽惹起の病原因子で
あることを明らかにした。同時に咳嗽惹起に関わる病原因子がタンパク性である可能性を見出した。

研究成果の概要（英文）：It is found that a gene possibly encoding a transcription factor, which controls 
transcription of genome DNA to mRNA, is responsible for bacterial virulent factor of coughing by 
intranasal infection of rats with Bordetella bronchiseptica as an experimental model of whooping cough.
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１．研究開始当初の背景 
 百日咳はグラム陰性桿菌である百日咳菌
（Bordetella pertussis）の上部気道感染によっ
て起こる伝染性の疾病である。患者は本症で
特徴的な発作性の咳嗽により無呼吸状態に陥
るため、チアノーゼや痙攣さらには脳症を起
こし、重篤な場合は死に至る。WHO による
と、本疾患により毎年世界で約20万人-30万人
が死亡している。主に発展途上国での乳幼児
感染が最も問題視されているが、先進国にお
いても青年期の感染や抗原変異株の出現で罹
患者数が増加しており、いわゆる再興感染症
の一つに挙げられている。また百日咳は、成
人における遷延性咳嗽の一つの原因と考えら
れている。百日咳は古くから知られた病気で
あるが、その感染成立機構はほとんど不明で
ある。現行のワクチンは一定の百日咳発症予
防効果を期待できるが、感染成立機構が不明
なために、ワクチン成分（百日咳毒素や繊維
状赤血球凝集素）が主要防御抗原として有効
な理由も不明である。この事実は抗原変異株
の蔓延が憂慮されている将来に大きな不安材
料を与えている。また、百日咳で見られる発
作性咳嗽は患者に多大な負荷を強い、ときに
死因に直結するが、その発症機構も不明であ
る。そのため、臨床現場では発作性咳嗽には
対症療法を持って処置せざるを得ないのが現
状である。 
 百日咳の感染・発症機構の解析が進展しな
い理由に、百日咳菌がヒトにしか感染しない
という宿主特異性をもつ病原細菌であるため
に感染動物モデルを確立し難いという問題が
挙げられる（引用文献①）。そこで、百日咳菌
感染のモデル菌として、哺乳動物に広範な宿
主域を持ち多くの病原因子を百日咳菌と共有
す る 近 縁 種 の 気 管 支 敗 血 症 菌 （ B. 
bronchiseptica）（引用文献②）がよく利用され
ている。百日咳菌と気管支敗血症菌ともそれ
ぞれの宿主に経気道的に感染し咳嗽発作を引
き起こす。また、これまで報告されてきた百
日咳関連の感染動物モデルにはマウスが用い
られてきているが、いずれの報告でも、投与
菌数がきわめて多いことや感染が短期間で終
息すること、また咳嗽などの症状の発現に乏
しいことなどから、病状を正確に再現するモ
デルとは言い難かった。 
 一方、研究代表者は気管支敗血症菌と種々
の動物の組み合わせで、改めて本菌の感染実
験スクリーニングを行い、少ない投与菌数で
一定期間の感染が成立しかつ咳嗽を再現する、
という条件を満たすラット感染動物モデルを
作製することに成功し、さらに咳嗽発作の定
量化観察の方法を考案した（未発表）。このラ
ット感染動物モデルでは、多量の百日咳菌に
よる感染においても、感染の維持はできない
が同様の咳嗽発作が見られることも確認して
いる。 
 さらに、この感染動物モデルの信頼性を検
証する目的で種々の気管支敗血症菌株による
感染実験を繰り返し、その過程において、感

染は成立するが咳嗽発作を起こさない自発性
変異株(ΔC 株とする)を偶発的に分離するこ
とができた（未発表、図１）。この事実は、咳

嗽発作発症には特定の（おそらく少数か単一
の）遺伝子が関与していること、菌の定着増
殖と咳嗽発作の発症に直接的な関係はないこ
とを意味している。そこで、この自発性変異
株の全ゲノム解析を行い、野生株と塩基配列
を比較することによってこの変異株上には３
つの変異部位があることをつきとめた（未発
表、図２）。これら、変異の存在する３つの遺
伝子うちのいずれかが咳嗽発作を惹起する病
原因子に関わる遺伝子と考えられる。 

 以上のことから、本研究ではこれら３つの
候補遺伝子から咳嗽惹起の病原因子を同定し、
その性状解析から病原因子の機能と宿主応答
を解析する。その結果、咳嗽発作の発症メカ
ニズムを明らかにできれば、咳嗽の原因療法
開発の道が開かれ、百日咳患者の負荷を軽減
し本症の死亡率を低下させることに貢献でき
ると考えられる。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は百日咳の主症状である発作
性咳嗽の原因となる細菌側病原因子を解明す
ることである。この目的のために研究代表者
が確立した咳嗽発作を客観的に定量化するこ
とのできる動物感染モデルを用いて、咳嗽発
作を起こさない自発性変異株の全ゲノム解析
から明らかになった候補3 遺伝子より病原因
子を同定する。さらに、その機能と宿主応答
を解析することにより咳嗽発作の発症メカニ
ズムを明らかにすることにより、最終的に百



日咳における咳嗽発作の発症機構の解明を目
指す。 
 
３．研究の方法 
 
(1)ラット感染モデルによる咳嗽発作の測定 
馬脱繊維血を含むBordet-Gengou (BG) 培地上
で培養した気管支敗血症菌をStainer-Scholte 
(SS)液体培地で終夜培養したのち、希釈して
さらに培養した対数増殖期させた。この菌を
103 cfu/10 μLを麻酔下で経鼻的に18日齢の
Wisterラットに感染させた。感染後のラットを
感染翌日から毎日各５分ずつビデオカメラと
マイクを用いて映像と音声を15日間記録し、
記録したデータを映像編集ソフトAdobe 
Premier Proを用いて解析して、咳嗽回数を測
定した。 
 
(2)気管支敗血症菌変異株の作製 
咳嗽発作を起こさないΔC 株の全ゲノム解析
より変異の明らかになった３つの候補遺伝子
(A, B, C遺伝子とする)の欠損株と復帰株を枯
草菌のsacB遺伝子を利用した遺伝子組換え法
により作製した。 
 
(3)気管支敗血症菌破砕物の調製 
馬脱繊維血を含む BG 培地上で培養した気管
支敗血症菌を SS 液体培地で終夜培養したの
ち、希釈してさらに培養した対数増殖期させ
た。遠心により菌を回収後、SS 液体培地に再
懸濁し、超音波により破砕した。0.22 μm の
フィルターで滅菌後、108 cfu 相当の菌破砕液
を麻酔下で経鼻的に 18 日齢の Wister ラット
に注入した。注入翌日から 10 日間感染時と
同様にして咳嗽回数を測定した。 
 
(4)B 遺伝子の下流遺伝子の探索 
気管支敗血症菌のゲノムを網羅するマイク
ロアレイを作製したのち、対数増殖期の野生
株と ΔC 株から RNA を調製し、ハイブリダ
イゼーションにより、菌株間の遺伝子発現に
差があるものを検出した。 
 
４．研究成果 
(1)咳嗽惹起責任遺伝子の同定 
 3 つの候補遺伝子をそれぞれ欠損した気管
支敗血症菌の変異株を作製し、ラット感染モ
デルにより各変異株感染時の咳嗽回数を測
定し、野生株と比較した。その結果、B 遺伝
子が欠損した変異株を感染した場合には野
生株に比べて、咳嗽回数が低下することがわ
かった。また ΔC 株の変異を野生型に復帰し
た復帰株を作製し、同様にラット感染モデル
により咳嗽回数を測定したところ、野生型と
同等の咳嗽惹起能が認められた。逆に、野生
株のB遺伝子にΔC 株の変異を導入した変異
導入株では咳嗽回数が低下した（図３）。こ
のB遺伝子は感染宿主に咳嗽を惹起するボル
デテラ属細菌の百日咳菌、気管支敗血症菌、
パラ百日咳菌のすべてのゲノムに高度に保

存されていた。この咳嗽惹起の病原因子とし
て同定されたB遺伝子は予想されるアミノ酸
配列の相同性から転写関連因子である可能
性が高いことが分かった。以上のことより、
B 遺伝子は咳嗽惹起能に関わることが明らか
になり、B 遺伝子の下流の遺伝子の遺伝子産
物が実際の咳嗽惹起に作用することが示唆

された。 
 
(2)気管支敗血症菌破砕物による咳嗽惹起 
ΔC 株と野生株の菌は再液をラット感染モデ
ルに経鼻的に注入したところ、野生型の菌破
砕物を注入したものでのみ、咳嗽が惹起され
た。また野生型の菌破砕物を 56℃で 30 分間
加熱したのち注入した場合は咳嗽が惹起さ
れなかった（図４）。以上のことより、咳嗽
を惹起する病原因子がタンパク性のもので

あることが示唆された。 
 
(3)B 遺伝子の下流遺伝子候補の同定 
野生株とΔC 株を用いたマイクロアレイの結
果から、30 程度の遺伝子に明らかな遺伝子発
現に差異が認められた。これら候補遺伝子に
は転写関連因子が多く含まれていた。 
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